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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

該当法
令

制度の現状

確定拠出年金の拠出限度額は、平
成16年10月より以下のとおり引き上
げられたところ。
（企業型）
他の企業年金がない場合
3．6万円 → 4．6万円
確定拠
他の企業年金がある場合
出年金
1．8万円 → 2．3万円
法
（個人型）
企業年金がない場合
1．5万円 → 1．8万円
企業型年金においては事業主拠出
のみ、個人型年金においては個人
拠出のみが認められている。

措
置
の
分

c

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

確定拠出年金の拠出限度額については、年金制度
改正における公的年金の給付水準の見直し等を踏
まえ、平成16年10月より引き上げられており、施行
Ⅰ 後の活用状況を見守る必要がある。現段階におい
て更なる引上げはできない。
Ⅱ
Ⅲ マッチング拠出の導入については、確定拠出年金
のみならず、企業年金の拠出の在り方そのものを問
う問題であり、現時点での対応は困難。なお、次期
制度改正時の検討課題であると考えている。

その他

再検討要請

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から216,000円へ
拡大したに過ぎない。少なくとも企業型（企年無）と同額になるよ
う限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き上げが個人の自助
努力を促し、制度の普及を促進するものと考える。
マッチング拠出は、米国において認められていることや自助努力
による年金制度の拡充を促進する観点から、引き続き検討いた
だきたい。なお、検討時期を明示されたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検討規定が置
確定拠出
ⅠⅡ かれている。拠出限度額の引上げ、マッチング拠出についても検討の際の論点とな
厚生労働
年金制度
z13001
省
Ⅲ
るが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。
の改善
また、拠出限度額の引き上げについては、引上げ後間もないこともあり、現段階にお
いては平成16年改正による引上げの普及状況等を見ながら検討する必要がある。

5005

5005004

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

G01

（社）全
国地方
銀行協
会

4

A

確定拠出
年金の企
業型にお

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

c

個人の上乗せ拠出の導入については、確定拠出年
Ⅰ
金のみならず、企業年金の拠出の在り方そのものを
Ⅱ
問う問題であり、現時点での対応は困難。なお、次
Ⅲ
期制度改正時の検討課題であると考えている。

マッチング拠出は、米国において認められていることや自助努力
による年金制度の拡充を促進する観点から、引き続き検討いた
だきたい。なお、検討時期を明示されたい。

c

ⅠⅡ
Ⅲ

次期制度改正時期については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10
ける拠出
月）後5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な
厚生労働 限度額の
z13001
枠内での
省
措置を講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点と
個人によ
なるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。

5141

5141013

（社）日
本損害
G01
保険協
会

5144010

(社)日
本経済
G01
団体連
合会

13

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

c

マッチング拠出は、米国において認められていることや自助努力
による年金制度の拡充を促進する観点から、引き続き検討いた
だきたい。なお、検討時期を明示されたい。

c

ⅠⅡ
Ⅲ

5144

10

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
Ⅰ 者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
Ⅱ おける位置づけ、共済年金における職域部分の取
Ⅲ 扱い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困
難。なお、今後検討すべき事項である。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を認めること
によって、確定拠出年金制度のポータビリティを確保すること
が、制度の普及につながることから、今後の具体的なスケジュー
ルを明示のうえ検討いただきたい。

c

第3号被保険者や公務員については、確定拠出年金においてのみならず、公的年金
確定拠出
ⅠⅡ 制度における位置付けや共済年金における職域部分の取扱い等も踏まえて検討す
厚生労働
年金制度
z13002
省
Ⅲ
べき事項であるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えてい
の改善
る。
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5005

5005005

G02

（社）全
国地方
銀行協
会

5

確定拠出年
拠出限度額の引上げおよびマッチング
金制度の改
拠出の解禁の措置を講じる。
善

A

企業型確定
拠出年金に 企業型確定拠出年金について、事業
おける掛金 主の拠出に加えて、早期に本人拠出
の本人拠出 が可能となるようにすべきである。
の容認

の容認

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

具体的事業の
実施内容

A

企業型確

次期制度改正時期については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10
定拠出年
月）後5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な
厚生労働 金におけ
z13001
る掛金の
省
措置を講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点と
本人拠出
なるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。

具体的
要望内容

確定拠出年金の制度普及が図られ
確定拠出年
る。従業員の自助努力による老後資金
金の企業型
形成の促進に寄与する。少子高齢化
における拠
拠出限度額の枠内で企業型に対す の進展、高齢期の生活の多様化等の
出限度額の
る個人の上乗せ拠出を認めていただき 社会経済情勢の変化にかんがみ、国
枠内での個
民の高齢期における所得の確保に係
たい。
人による上
る自主的な努力を支援し、国民の生活
乗せ拠出の
の安定と福祉の向上に寄与する効果
容認
がある。

る上乗せ
拠出の容
認

本人拠出の導入については、確定拠出年金のみな
Ⅰ
らず、企業年金の拠出の在り方そのものを問う問題
Ⅱ
であり、現時点での対応は困難。なお、次期制度改
Ⅲ
正時の検討課題であると考えている。

要望事項
（事項名）

A

確定拠出年
金制度の改 加入対象者の拡大の措置を講じる。
善

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

拠出限度額の引上げに関しては、少
子高齢化が急速に進む中、加入者の
自助努力を促すためにも、限度額の引
上げが必要である。本件については、
平成16年度税制改正大綱において引
上げが決定し、平成16年10月１日より
改正確定拠出年金法施行令が施行さ
れているが、今回の引上げ額は小幅で
あり、また、企業年金を実施していない
企業の従業員が個人型年金に加入す
る場合の拠出限度額が企業型年金に
おける拠出限度額に比して過小である
確定拠出年金法 第19条、第20条、第
という問題は依然解決されていないた
68条、第69条
め、さらなる引上げを検討すべきであ
同施行令 第11条、第36条
る。
マッチング拠出の解禁に関しては、
他の企業年金（厚生年金基金・適格退
職年金）では企業のみならず従業員に
も掛金拠出が認められているにもかか
わらず、確定拠出年金制度においては
企業型年金加入者による追加拠出
（マッチング拠出）が行えないこととなっ
ており、不合理である。老後に必要な
資金を自助努力により準備するよう促
す観点からも、マッチング拠出を解禁
すべきである。

（理由）
拠出限度額の枠内で、個人による自
助努力を認めることによって確定拠出
年金制度の普及を促進する。米国の
確定拠出年金では個人による上乗せ
拠出が認められている。
現状、中小企業を中心として、企業
確定拠出年金第19条、第20条、
型の拠出額は拠出限度額の一部に止
確定拠出年金法施行令第11条、
まっており、勤労者の老後の資産形成
法人税法、所得税法
ニーズを満たすためには、拠出限度額
の枠内での自助努力による個人の上
乗せ拠出が必要なため。
（現状）
企業型の場合、企業による拠出しか
認められておらず、個人が上乗せ拠出
できない。

確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自
助努力、自己責任の意識醸成を支援
するためには、本人拠出ができる仕組
みが必要である。また、財形年金制度
からの移行を進める観点からも本人拠
確定拠出年金法第19条
出が求められる。本人拠出を認めるこ
とにより、利便性が向上し、制度の普
及にも資することになることから、施行
後５年の次の制度改正時期を待たず、
早期に可能とすべきである。

制度の加入対象者に、第３号被保険
者（専業主婦、パートタイマー等）およ
び公務員を加えるべきである。現状の
ままでは、例えば、拠出期間が短い加
入者が退職し専業主婦等になった場
合、拠出の継続が認められないため、
将来において小額の給付しか得られな
いことが想定されるが、「国民の高齢 確定拠出年金法 第62条
期における所得の確保に係る自主的
な努力を支援する」という制度の趣旨
に鑑みれば、この点は改善されるべき
である。

企業型確定拠出年金については、事
業主からの拠出しか認められず、本人
拠出ができない。
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
Ⅰ 者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
Ⅱ おける位置づけ、共済年金における職域部分の取
Ⅲ 扱い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困
難。なお、今後検討すべき事項である。

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

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
Ⅰ 者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
Ⅱ おける位置づけ、共済年金における職域部分の取
Ⅲ 扱い等を踏まえる必要があり、現時点では困難。な
お、今後検討すべき事項である。

c

既存の確定拠出年金の規約に他の
確定拠
企業が追加して参加することにより
d
出年金
導入コスト等を抑えることも行われて
法
いると認識。

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

確定拠出

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

確定拠 国民年金基金連合会は、加入受付
出年金 等の事務を、国民年金基金に委任
することができる。
法

その他

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を認めること
によって、確定拠出年金制度のポータビリティを確保すること
が、制度の普及につながることから、今後の具体的なスケジュー
ルを明示のうえ検討いただきたい。

c

年金の加
第3号被保険者や公務員については、確定拠出年金においてのみならず、公的年金
入対象者
ⅠⅡ 制度における位置付けや共済年金における職域部分の取扱い等も踏まえて検討す
厚生労働
の拡大（第
z13002
省
Ⅲ
べき事項であるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えてい
３号被保
る。
険者、公

Ⅰ

地域及び職種ごとに設立されている国民年金基金
に、加入受付等の事務を委任することは、より加入
者の利便性に叶うものと考えており、申出の窓口、
委任している事務等については、引き続き周知を
図ってまいりたい。

特に中小企業における確定拠出年金の導入を円滑
Ⅰ に行えるよう、既存の確定拠出年金の規約に他の
Ⅱ 企業が追加して参加することにより導入コスト等を
Ⅲ 抑えることも行われていると認識しており、既存の制
度で対応可能。

-

-

c

-

-

第3号被保険者や公務員については、確定拠出年金においてのみならず、公的年金
確定拠出
ⅠⅡ 制度における位置付けや共済年金における職域部分の取扱い等も踏まえて検討す
厚生労働 年金の加
z13002
入対象者
省
Ⅲ
べき事項であるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えてい
の拡大
る。

-

-

-

-

z13003

z13003
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確定拠出
厚生労働
年金制度
省
の改善

確定拠出
厚生労働
年金制度
省
の改善

具体的
要望内容

5141

5141012

G02

（社）日
本損害
保険協
会

12

A

確定拠出年
金の加入対
確定拠出年金制度において、個人型
象者の拡大
年金への専業主婦、公務員の加入を
（第３号被保
認めていただきたい。
険者、公務
員）

5144

5144008

G02

(社)日
本経済
団体連
合会

8

A

確定拠出年
確定拠出年金において、個人型への
金の加入対
専業主婦の加入を認めるべきである。
象者の拡大

務員）

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を認めること
によって、確定拠出年金制度のポータビリティを確保すること
が、制度の普及につながることから、今後の具体的なスケジュー
ルを明示のうえ検討いただきたい。

要望事項
（事項名）

5005

5005

5005007

5005009

G03

G03

（社）全
国地方
銀行協
会

（社）全
国地方
銀行協
会

7

9

A

A

確定拠出年
個人型年金の基金事務の取扱いを１
金制度の改
つの機関に統一する。
善

新たな確定拠出年金制度として、審査
確定拠出年
基準や申請事務等を簡素化した簡易
金制度の改
企業型年金（SIMPLE401k）制度を新設
善
する。

具体的事業の
実施内容

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。専業主婦、公務員個人の自助努力
による老後資金形成の促進に寄与す
る。少子高齢化の進展、高齢期の生活
の多様化等の社会経済情勢の変化に
かんがみ、国民の高齢期における所
得の確保に係る自主的な努力を支援
し、国民の生活の安定と福祉の向上に
寄与する効果がある。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

確定拠出年金制度に加入できないも
のが存在することにより、確定拠出年
金のポータビリティーが確保されず、十
分なものとならない。
確定拠出年金法第62条、法人税法、
（現状）
所得税法
確定拠出年金において、個人型への
専業主婦（第3号被保険者）、公務員の
加入が認められていない。

確定拠出年金のポータビリティを拡
充し、専業主婦の加入を認めることで、 確定拠出年金法第２条、第９条、第62
制度普及が図られ、個々人の自助努 条
力による老後資金の形成に寄与する。

個人型年金の事務を行う機関は複数
存在（国民年金基金連合会と各地基
金・各職能別基金で事務・役割を分
担）しているが、このことは加入者に
とって分かりにくいため、基金事務の取
扱いの一元化を図るべきである。現
状、受付事務手続きの複雑さが加入者 確定拠出年金法 第61条
の利便性を損なっている面があるが、
これにより、問い合わせ先や書類の送
付先の統一が図られ、手続きの簡素
化にもつながると考えられる。

現行の企業型年金の審査基準によ
ると、規約承認までに相当の期間を要
し、また導入企業における事務負担も
重いため、審査基準や申請事務等を
簡素化した中小企業向けの新たな制
度を新設し、確定拠出年金制度のさら
なる普及を図るべきである。拠出限度
確定拠出年金法 第３条、第４条
額や加入要件等を定型化するなどして
審査の基準や申請事務等の簡素化・
明確化を図れば、中小企業での導入
負担を軽減できるとともに、制度の普
及が促進されると考えられる。

確定拠出年金では、専業主婦の加入
が認められていない。
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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

該当法
令

確定拠
出年金
法施行
規則

制度の現状

f5144096

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

c
事業主、運営管理機関等の名称については、特に
（一
Ⅲ 軽微な変更に該当するものとして同意を不要とする
部
よう措置する予定。
a）

その他

再検討要請

措置時期を明示されたい。

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

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

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

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかかわらず、現
状においては取り崩しが認められていないことが、制度の普及
の阻害要件にもなっており、引き続き検討いただきたい。なお、
検討時期を明示されたい。

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかかわらず、現
状においては取り崩しが認められていないことが、制度の普及
の阻害要件にもなっており、引き続き検討いただきたい。なお、
検討時期を明示されたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

c（一
部a）

c

c

c

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13003

確定拠出
厚生労働
年金制度
省
の改善

Ⅲ

退職所得控除額を計算する際に使用する勤続年数の正確性を担保するために、企
業型記録関連運営管理機関が他の企業年金制度等の資格の得喪に関する事項を z13003
加入者原簿に記載しておくことが必要。

確定拠出
厚生労働 年金の原
簿記録事
省
項の緩和

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。次期制度改正時期
確定拠出
については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した
厚生労働
年金制度
z13004
省
場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
の改善
討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、具体的な改正
の時期はその検討状況等によるものと考えている。

Ⅲ

Ⅰ

平成17年度中に措置する予定。

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
確定拠出
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。次期制度改正時期
年金法
については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した
厚生労働 災害時等
z13004
の一時金
省
場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
引き出し
討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、具体的な改正
の追加
の時期はその検討状況等によるものと考えている。
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5005

5141

5005

5076

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

（社）全
国地方
銀行協
会

5005010

G03

5141017

（社）日
本損害
G03
保険協
会

5005008

（社）全
国地方
G04
銀行協
会

5076026

社団法
G04 人信託
協会

10

17

8

26

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

資産管理機関の合併等に伴う名称
変更等が生じると、運営管理機関にお
各機関の名称変更など、事業主に責
いて大量の規約変更に係る事務が発
任のない規約変更については、厚生労
生するほか、事業主側においても労働
働省において一括して承認する（例え
組合の同意取付け等を行う必要が生
確定拠出年金法 第５条、第６条
確定拠出年 形式的な確定拠出年金規約の変更に ば、当該名称変更に係る規約変更に
じ、共に負担が大きい。
同施行規則 第５条、第６条、第７条
金制度の改 係る届出および労働組合の同意取付 ついては届出等を要しない旨の連絡文
書を関係機関に送付する）こととし、都
け等を不要とする。
善
度の変更届出等を不要とすれば、運営
管理機関・事業主ともに負担が軽減さ
れる。

A

退職所得の課税計算に使用するとさ
れるこれらの事項は、実際には退職所
得の受給に関する申告書の提出を受
企業型年金実施事業主または加入
けた際に本人から確認すればよい事 確定拠出年金法第18条、第67条
確定拠出年
者・運用指図者から通知を義務付けて 確定拠出年金におけるコストの削減
項であり、制度加入時に事業主・加入 確定拠出年法施行規則第15条、第56
金の原簿記
いる他年金等の資格の得喪および支 に繋がり、手数料等の引き下げが可能
者等に提出を求めかつ記録関連運営 条
録事項の緩
給に関する情報に関し、原簿の記録事 となる。
管理機関が長期にわたって記録を保
和
項から除外してほしい。
存しなければならないのは、制度を煩
雑にし、かつ記録関連コストの増加に
つながり加入者利益に反する。

A

確定拠出年
追徴課税等の措置を前提として脱退一
金制度の改
時金を支給できる制度を新設する。
善

A

確定拠出年
金法 災害
時等の一時
金引き出し
の追加

・ ６０歳未満での一時金の引出しは、
障害になった場合の給付、死亡一時金
を除くと、脱退一時金しか認められてい
ない。
・ 災害時等においては引出しを可能と
する措置を設けていただきたい。

現状、確定拠出年金の加入者は、原
則として60歳になる前に年金を引き出
すことはできないが、ライフプラン環境 確定拠出年金法 第33条、附則抄第３
の変化等により資金を至急に要する 条
ケースも想定されることから、追徴課税 所得税法 第34条
等の措置を前提として脱退一時金を支
給できるようにすべきである。

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

その他
（特記事項）
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

確定拠出年金制度は貯蓄のための制度でないことは理解できる
が、例えば、老齢給付金は、確定給付企業年金では６０歳前でも
退職時に受給が可能であるのに対して、確定拠出年金では６０
歳まで受給が不可能であるなど、同じ企業年金制度でも整合性
が取れていない部分があると考えられる。より多くの国民が安心
して加入できる制度的な素地を設けることが制度普及に資する
ことから、確定拠出年金の中途引出し要件の緩和について、他
制度との整合性を勘案しつつ再度検討されたい。また、次期制
度改正時の時期を明確にされたい。

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

Ⅰ

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

退職時の資金ニーズが根強く存在する中で、退職後も６０歳に到
達するまで受給できない仕組みが、特に退職金からの全面移行
ニーズが強い中小企業への確定拠出年金普及のネックとなって
いることに鑑み、企業型における退職時の脱退一時金につい
て、年齢到達要件および資産額の多寡にかかわらず支給可能と
すべく、支給要件緩和を要望するものである。
今後も公的年金を補完する確定拠出年金制度のより一層の普
及を図る観点から、主旨ご理解の上、確定拠出年金法の５年後
見直しの際に、あらためて本要望に沿った検討を行なうことをお
願いしたい。なお、検討時期を明示されたい。

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかかわらず、現
状においては取り崩しが認められていないことが、制度の普及
の阻害要件にもなっており、引き続き検討いただきたい。なお、
検討時期を明示されたい。

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかかわらず、現
状においては取り崩しが認められていないことが、制度の普及
の阻害要件にもなっており、引き続き検討いただきたい。なお、
検討時期を明示されたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

c

c

c

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。なお、確定給付企業
年金は適格退職年金に代わる、受給権の保護を規定した企業年金制度として整備
確定拠出
されたものであり、確定給付企業年金において60歳前でも退職時に受給が可能な場
年金の年
合を認めているのは、従来の適格退職年金の多くが退職時に支給している実態を踏
厚生労働 金資産の
z13004
中途引出
省
まえた例外的な取扱いであり、整合性がとれていないとの指摘はあたらない。次期
し要件の
制度改正時期については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後
緩和
5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を
講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、
具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
確定拠出
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。次期制度改正時期
年金制度
については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した
厚生労働
における
z13004
省
場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
支給要件
討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、具体的な改正
の緩和
の時期はその検討状況等によるものと考えている。

Ⅰ

確定拠出
確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
年金の経
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。次期制度改正時期
済的困窮
については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した
厚生労働
時におけ
z13004
省
場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
る年金資
討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、具体的な改正
産取り崩し
の時期はその検討状況等によるものと考えている。
の容認

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
確定拠出
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。次期制度改正時期
年金にお
については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した
厚生労働
ける中途
z13004
省
場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
引出し要
討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、具体的な改正
件の緩和
の時期はその検討状況等によるものと考えている。
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5115

5132

5141

5144

5115018

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
人全国
信用金
G04 庫協
会・信
金中央
金庫

生命保
険協会

5132012

G04

5141014

（社）日
本損害
G04
保険協
会

5144007

(社)日
本経済
G04
団体連
合会

18

12

14

7

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

根拠法令等

確定拠出年金は、国民が公的年金に
上乗せして自己の老後生活資金を確
保するため税制優遇措置を付して設け
られている制度であるため、受給は原
則６０歳以降とされており、中途引出し
は、諸条件を満たしたうえで脱退一時
金を受け取る以外にはできない。
しかし、現実には、長期に渡る加入期
間中に不測の事態が生じても中途引
出しができないことに不安感を抱き、加
入希望者であっても加入を躊躇する
ケースが考えられる。
さらに、特に企業型年金の場合は、企
現状の脱退一時金制度のほか、加入
確定拠出年
業の退職給付制度の一つであるにも
者が一定の課税条件（ペナルティ課
金の年金資
かかわらず、６０歳前に退職した場合
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記
確定拠出年金法附則第３条
税）を負うことにより、任意で確定拠出
産の中途引
は原則６０歳に到達するまで受給を待
同様
年金の資産の中途引出しを行うことを
出し要件の
たなければならない。 今般、年金資
可能とする。
緩和
産が５０万円までであれば受け取れる
ようにする等の脱退一時金の緩和措
置が図られたところだが、この脱退一
時金制度とは別に、金額や時期にか
かわらず、加入者の任意で中途引出し
ができるように制度を緩和すれば、女
性や若年層を含むより多くの国民が安
心して確定拠出年金に加入するように
なり、国民の老後生活に対する不安感
の軽減につながるものと考えられる。
また、企業型年金は、企業の退職給付
制度としての性格をより強めることがで
き、普及促進ができる。

・昨今の雇用の流動化を背景に退職
時の資金ニーズは今後より一層高まる
ことが予想され、特に退職金規定から
の全面移行ニーズの強い中小企業等
への更なる制度普及を促進するため
にも、支給要件の緩和は非常に有効で
ある。
・企業年金制度は一般的に退職金制 確定拠出年金法第28条、第33条
度からの移行となっているのが現状で
あり、厚生年金基金、確定給付企業年
金等の企業年金制度では中途脱退に
伴う給付が認められている。これらの
制度との整合性の欠如から、円滑な制
度間移行および制度普及の障害となっ
ている。

A

確定拠出年
金制度にお
ける支給要
件の緩和

企業型における退職時の脱退一時金
について、年齢到達要件および資産額
の多寡にかかわらず支給可能とすべ
く、支給要件を緩和する。

A

確定拠出年
金の経済的
困窮時にお
ける年金資
産取り崩し
の容認

経済的困窮時においては、米国の
401k制度の様に、①税のペナルティを
課した上での年金資産の取り崩し、②
年金資産を担保としたローン制度を認
めるようにしていただきたい。

確定拠出年
金における
中途引出し
要件の緩和

（要望理由）
①ａ）60歳到達前に退社して、海外に
居住する者や、確定拠出年金制度が
①脱退一時金を受給できる要件を緩 なく他の企業年金制度がある他社に転
和すべきである（死亡・高度障害以外 職する者などの場合、ｂ）震災、風水
の事由、例えば確定給付企業年金法 害、火災その他これらに類する災害に
施行規則第30条と同様な一時金選択 より、住宅、家財又はその他の財産に
が可能な特別条件の一部の容認、及 ついて著しい損害を受けたなど特別な
び少額の脱退一時金の拡充を図る）。 事情を考慮すべき場合、 ｃ）比較的短
②60歳未満の加入者で、経済的困窮 い期間の加入員が50万円超の年金資
時には、個人別管理資産を取り崩すこ 産を持ったまま退職して専業主婦とな
とを可能とするか、あるいは、個人別 る場合、いずれの場合も現行制度で
管理資産を担保とした融資を受けられ は、60歳に達するまで個人型年金の運
用指図者とならざるを得ないことから、
るようにすべきである。
資産が目減りするリスクを回避しにくい
という問題に対処する必要がある。(右
欄へ続く)

A

要望理由

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

その他
（特記事項）

継続

企業型において、退職しても60歳に到
達するまで受給できない。

確定拠出年金では６０歳までは高度
障害時を除き理由の如何を問わず、年
金資産の取り崩しが認められていな
確定拠出年金法第28条、法人税法、
い。
困窮時の年金資産取り崩しニーズは 所得税法
高く、このままでは確定拠出年金普及
を阻害する。

(左欄より続く）
②加入員の想定を超えたリスクが発
生した場合、個人別管理資産を活用す
ることで対処可能となる。
現行の要件は制度普及の阻害要因 確定拠出年金法第28条、第33条
の一つになっており、利便性の向上に 確定拠出年金法附則第３条
より制度普及にも資することになる。
これらについて、次の法改正時期を
待たず、可能なものから早急に対応す
べきである。

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

制度の現状

措
置
の
分

運営管理機関は、登録事項に変更
確定拠
があったときは、その日から2週間以
c
出年金
内に主務大臣に届け出なければな
法
らない。

措
置
の
内

Ⅰ

措置の概要（対応策）

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

その他

再検討要請

-

措置 措置
の分 の内
類
容

-

-

措置の概要（対応策）

-

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13005

確定拠出
金融庁・厚
年金制度
生労働省
の改善

5005

5005011

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

G05

（社）全
国地方
銀行協
会

11

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

運営管理機関の登録事項に変更が
確定拠出年
あったときは、その日から２週間以内
金制度の改
に届け出なければならないとの期間制
善
限を緩和する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

変更時より２週間以内に届け出ること
は時間的にタイトな場合もあるため、本
期間制限を緩和すべきである（例え
ば、変更の都度届出を行うのではな
確定拠出年金法 第89条第１項、第92
く、定期的に年１〜２回の基準日時点
条
における情報を届け出れば可とする
確定拠出年金運営管理機関に関する
等）。現状、役員の氏名および住所な
命令 第２条、第３条
ど、頻繁に変更が生じ得る事項につい
ては、とりわけ登録事項を管理する事
務負担が大きくなっている。

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

運営管理機関は、登録事項に変更
確定拠
があったときは、その日から2週間以
c
出年金
内に主務大臣に届け出なければな
法
らない。

Ⅰ

・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
事業運
営基本
法人
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

・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
事業運
営基本
法人
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

-

-

-

研修・技能
警察庁・法
実習制度
z13006 務省・厚生
の業種拡
労働省
大

-

研修から技能実習生に移行する際に技能検定基礎２級を取得
することが必要であるが、この検定試験が実際の現場とはかけ
離れており、技能検定制度の整備を行ってほしい。
また、職種追加には、技能検定制度とＪＩＴＣＯ認定２つの方法が
あることは承知しているが、どちらも業界として手続きを進めなけ
ればならず、そのコストが大きく現実のニーズにそくした対応が
できない。手続きの簡略化を行うことを検討してほしい。

-

確定拠出
年金運営
管理機関
の登録事
金融庁・厚
項の変更
z13005
生労働省
に関する
届出事項
の簡素化
等

ｄ

−

技能実習への移行時の研修成果の評価を行う公的評価制度として、①職業能力
開発促進法に基づく技能検定制度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を(財)国際研修協力機構（JITCO）が一定の要件の下に認定するものの2種類で
対応しているのは、技能実習制度の適切な運営のためには、客観的かつ公正な評
技能実習
価システムが不可欠であるからである。適正、公正な評価制度の確保の観点から必
警察庁・法
制度の対
要な現行の職種追加の手続きの簡素化については困難であるが、迅速化について z13006 務省・厚生 象職種拡
労働省
は努力しているところである。
大
なお、技能検定制度（基礎級）の整備については、国内産業事情等も勘案し随時
行っているところであり、今後とも実態に即した検定を実施できるよう対応してまいり
たい。
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5083

5024

5031

5083005

5024001

5031001

全国農
協中央
G05 会・農
林中央
金庫

国土興
G16 産株式
会社

G16

（社）日
本イン
ドネシ
ア経済
協力事
業協会

5

1

1

○役員が変更となった場合については
登記事項証明書・住民票・履歴書・総
会議事録等が、出資の総額が変更と
なった場合については登記事項証明
書を添付書類として期限内に提出する
必要があるが、取得に手間がかかる
上、期限が短いことから事務負担が大
きくなっている。
○企業又は加入者等の運営管理機構
の選定等に及ぼす影響が少ないと認
められる事項（非常勤役員の変更、出
資金額の小額変更等）については、加
入者保護の観点からも、変更の都度
届け出る必要性は低いと考える。

A

確定拠出年
金運営管理
機関の登録
事項の変更
に関する届
出事項の簡
素化等

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、
視覚や嗅覚、触覚、さらには聴覚を用
研修・技能
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
いてプラスチックの分別を行っておりま 出入国及び難民認定法
実習制度の
クル業も指定業種に入れてほしい。
イクル事業
す。
分別を行った後、破砕など
業種拡大
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

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 出入国及び難民認定法
く変化しており、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。

確定拠出年金運営管理機関の登録事
項の変更に係る主務大臣への届出に
ついて、軽微な事項の簡素化（年１回
等の提出）及び２週間以内の届出期間
制限を緩和する。

技能実習制
現行６２指定業種を大幅に増やして欲
度の対象職
しい。
種拡大

○確定拠出年金法第89条、第92条第
１項
○確定拠出年金運営管理機関に関す
る命令第２条、第３条

その他
（特記事項）
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該当法
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
事業運
営基本
法人
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

-

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

現在職種を追加するには、ご回答にある技能検定制度もしくは
評価制度が整備されなければならないことは承知しているが、技
能検定制度自体、現場で使われる技術とのずれがでてきている
と考えられるほか、ここ数年、製造・機械・金属分野では職種の
追加が認められていない。技能移転ができる筈の分野で国際貢
献を行うことができず、指定職種・作業と実態からの乖離が広
がっていると考えている。職種追加を行う方法について、手続の
簡便性・迅速性を備え、現場の実態に則したその他の方法をご
検討頂きたい。
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としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。
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修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。
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措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

技能研修
警察庁・法
制度の職
z13006 務省・厚生
種、作業
労働省
の拡大

ｄ

−

技能実習への移行時の研修成果の評価を行う公的評価制度として、①職業能力
開発促進法に基づく技能検定制度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を(財)国際研修協力機構（JITCO）が一定の要件の下に認定するものの2種類で
警察庁・法 技能実習
対応しているのは、技能実習制度の適切な運営のためには、客観的かつ公正な評
z13006 務省・厚生 制度の業
価システムが不可欠であるからである。適正、公正な評価制度の確保の観点から必
種拡大
労働省
要な現行の職種追加の手続きの簡素化については困難であるが、迅速化について
は努力しているところである。

外国人研
警察庁・法
修生・技能
z13006 務省・厚生
実習制度
労働省
について

警察庁・法 研修実習
z13006 務省・厚生 制度の職
労働省 種の拡大
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5036

5040

5061
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グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

5036001

株式会
社ニチ
レイ
G16
ティ−
ピ−セ
ンター

5040001

リバー
スチー
G16
ル株式
会社

5061002

ゴウダ
株式会
G16
社関東
工場

5139001

G16

民間企
業

1

1

2

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

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 難民法
追加して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。

A

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

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
難民法
ていませんでした。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

外国人研修
生・技能実
習制度につ
いて

A

A

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

研修実習制
特殊機能フィルムの加工製造業を対
度の職種の
象職種に追加していただきたい
拡大

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
職種の問題・研修生の人数枠の問題 難民法
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

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
特殊機能フィルムの加工製造業（特殊
フィルムはフラットパネルディスプレー
フィルムに特殊機能性樹脂を塗布・塗
に不可欠な部材です。また、その加工 難民法
装し乾燥、加工、検品までの一連の製
技術は他の分野での活用も期待でき、
造作業）
今後発展を目指す、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。

根拠法令等

その他
（特記事項）
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制度の現状

措
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分

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

「技能実習制度」は、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評価
等を行い、一定の水準に達したこと
等の要件を満たした場合に、その後
雇用関係の下でより実践的な技術、
技能等を習得することができる制度
C
であり、研修期間と、技能実習期間
からなるものである。日本における
滞在期間は、研修期間と技能実習
期間を合わせて3年以内とされてい
る。

「技能実習制度」は、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評価
等を行い、一定の水準に達したこと
等の要件を満たした場合に、その後
雇用関係の下でより実践的な技術、
技能等を習得することができる制度
C
であり、研修期間と、技能実習期間
からなるものである。日本における
滞在期間は、研修期間と技能実習
期間を合わせて3年以内とされてい
る。

「技能実習制度」は、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評価
等を行い、一定の水準に達したこと
等の要件を満たした場合に、その後
雇用関係の下でより実践的な技術、
技能等を習得することができる制度
C
であり、研修期間と、技能実習期間
からなるものである。日本における
滞在期間は、研修期間と技能実習
期間を合わせて3年以内とされてい
る。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

−

技能実習を修了した者が引き続き日本国内で就
労することについては、開発途上国への技能移転に
よる「人づくり」を通じた国際協力を目的とし、実習修
了生は母国でその修得技能を活用するとしている当
該制度趣旨に反するものであり、受け入れることは
できない。

技能実習を修了した者が引き続き日本国内で就
労することについては、開発途上国への技能移転に
よる「人づくり」を通じた国際協力を目的とし、実習修
−
了生は母国でその修得技能を活用するとしている当
該制度趣旨に反するものであり、受け入れることは
できない。

技能実習を修了した者が引き続き日本国内で就
労することについては、開発途上国への技能移転に
よる「人づくり」を通じた国際協力を目的とし、実習修
−
了生は母国でその修得技能を活用するとしている当
該制度趣旨に反するものであり、受け入れることは
できない。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

-

当社としても、国際協力・技能移転との制度の目的は理解してい
るつもりであるが、母国に戻った際の就職率は半分以下との調
査結果もある。技術の高度化が進んだ現在、３年間という期間で
は、送出し国の経済・社会に貢献する十分な技能を習得できず、
国際協力・技能移転という当初の目的を果たせなくなくなってき
ているのが実態である。日本で習得した能力だけでは母国に貢
献できない状態で帰国させるのでは、制度自体の存在意義が問
われる事になると考えられる。
国際協力としての位置付けを確かなものにするために、研修・技
能実習修了生のうち、一定の資格等を取得した特に優秀な人材
のみ研修・技能実習制度とは別のスキームで就労させ、更に高
度な技能を身につけることができるような制度改革を要望する。
一度は帰国する必要があっても、その後に我が国での就労が可
能となれば、長期スパンでの研修計画が設定可能となり、現行
制度下での研修・技能実習より高水準の技能が習得でき、母国
の産業の発展にもこれまで以上に貢献することが可能になると
思われる。

ｃ

以下３点について、貴省の見解をお示し頂きたい。
（１）技術移転・国際協力を目的として制度化されているところ、
個人差はあるが２年間のみの技能実習を終えて本国に帰国した
後にその技能がどれだけ生かせているか疑問である。実証的な
検証結果はどうなっているか。
（２）真に国際貢献を考えるなら、研修・技能実習修了生のうち、
一定の要件をクリアできる特に優秀な人材を、研修・技能実習制
度とは別の制度の下で国内で就労可能にすれば、さらに高いス （１）ｄ
キル・キャリアを身に付けられ、結果として本国に帰国した際に （２）ｃ
本来の目的である技術移転が成立し、我が国の伝統技術の継 （３）e
承問題（特に特殊技術や伝統工芸分野等）を解決する方法たり
うると考えるが如何か。
（３）技能実習を修了した者は、我が国の政府方針にいう「専門
的・技術的分野」の労働者として位置付けられるか。位置付けら
れないとした場合、現在の政府方針ではいわゆる単純労働者と
なると考えられるが、我が国が単純労働者を育成して送り返した
ことをもって国際協力との目的を果たしたと言えるのか。

-

−

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

警察庁・法 研修実習
z13006 務省・厚生 制度の職
労働省 種の拡大

5139

5139002

G16

民間企
業

2

A

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
マーガリン・ショートニングの製造に必 大しています食生活は各国により異
研修実習制
食用加工油脂製造作業を対象職種に
要な原材料受入れ、投入作業および なっており、日本の食文化の一端を知 難民法
度の職種の
追加していただきたい
りえることは今後の発展を目指す国々
包装工程製造・監視作業
拡大
にとって有益になるものと確信いたしま
す。

実習終了後の就労機会の付与を認めることは、本制度の趣旨・目的に反する結果
技能実習
警察庁・法
に繋がりかねないため受け入れることはできない。
修了生の
務省・外務
また、再技能実習の制度化については、再研修の活用状況等を十分検証しなが z13007 省・厚生労 国内での
就労の途
ら、送り出し国からニーズを含め様々な要望等を吟味し、時機を捉え対処すべきもの
働省
を開放
であり、現段階では時期尚早である。

5074

5074002

株式会
社ス
タッフ
G17 サービ
ス・ホー
ルディ
ングス

2

A

技能実習修
了生の国内
での就労の
途を開放

現行制度では、3年で帰国しなければ
ならないが、一定水準以上の技能を習
得（公的機関等の一定の資格を取得）
した者に対しては、滞在資格を付与し
引き続き国内において就労可能とす
る。

5119003

テンプ
スタッフ
G17
グルー
プ

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））

現在、技能実習就労後の日本での就
労は認められていないが、技能実習修
了生のうち、ある一定の高度スキルを
持つものあるいは公的資格を有するも
のに対し、正規の就労ビザを取得でき
るものとする。

5124003

株式会
社フル
G17
キャス
ト

A

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

（１）実習修了者の技能の修得状況については、JITCOで実施している帰国直前の
実習生へのアンケート調査において、約7割の者が各職種の技能を十分修得したと
の評価をする結果を得ている。また、母国へ帰国した後に修得技能を活かしている
外国人研
かについては、JITCOが定期的に送り出し国において、政府との協議や帰国実習生
修・技能実
へのヒアリング等の実態調査を実施しており、本制度が国際貢献に有効であったと
習制度の
の調査結果を得ている。
見直し（技
なお、帰国した実習生の就業実態の把握については、国情が異なることから全数
警察庁・法
能実習就
把握することは困難であるが、可能な限り上記のようなヒアリング等を通じた実態把
務省・外務
労後の就
z13007
省・厚生労
握に努めているところである。さらに、現在実習修了生のネットワーク化を図るなど、
労ビザ取
働省
帰国後のフォローアップの体制を整えているところである。
得制度の
（２）実習終了後の就労機会の付与を認めることは、本制度の趣旨・目的に反する結
創設（就労
果に繋がりかねないため受け入れることはできない
ビザの要
（３）技能実習制度は、途上国の未熟練労働者に対し、民間企業において、研修・実
件緩和））
習のプログラムに従って技能移転のための知識の付与、作業手順の熟達の機会を
与えるものであり、技能実習終了時には、到達目標とする技能検定3級相当程度の
技術を修得して帰国しているものと考えている。

警察庁・法
務省・外務
z13007
省・厚生労
働省

7/54

外国人研
修・技能実
習制度の
見直し（就
労ビザの
優先発給）

5119

5124

3

3

その他
（特記事項）

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
出入国管理及び難民認定法第七条第
認定資格取得のための支援（教育・情
添付資料「海外からの研修・技能実習
して、長期スパンでの研修計画が設定
１項第２号の基準を定める省令、
報提供）を行うとともに、制度の積極的
生の受入構想について（案）」Ｐ4、パ
可能となり、現行制度下での実習より
技能実習制度に係る出入国管理
な活用を実習生・受入企業双方に促
ターン２参照
高水準の技術が習得でき、母国の産
す。
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。

技能実習修了生のうち優秀な人材に
対して、高度人材として正規のビザを
発効する。国内外の日本企業がより多
くの高度人材を採用できるシステムを
構築することにより、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。

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）

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 技能実習制度推進事業運営基本方針
経験年数が必要となる。これを支援す 技能実習制度に係る出入国管理上の
る為に優良な研修生に対し、就労ビザ 取扱いに関する指針
の発給を緩和し、元受入れ企業での実
務経験をつませる事が必要である。

2006/1/3114:26

「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
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
−
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

（財）国際
警察庁・法
研修協力
務省・外務
機構が行
z13008
省・厚生労
う業務の
働省
民間開放

-

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて検討願いた
い。
現在、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）

措置の概要（対応策）

c

−

入管法基準省令において規定されているとおり、研修生の斡旋を一般の機関が行
おうとする場合、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営若しくは
常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行っていない場合は、
当該機関が実施することも可能である。（技能実習の予定のある研修生の斡旋に
は、職業安定法の職業紹介事業の許可を受ける必要がある。）
また、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
（財）国際
種支援等については、他の機関が行うことは可能である。
警察庁・法 研修協力
なお、（財）国際研修協力機構(JITCO)への委託事業については、「技能実習制度
務省・外務 機構担当
z13008
省・厚生労 業務の民
の基本的枠組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）において当該制度の中
間開放に
働省
核的機関として位置づけられ、入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
ついて
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実績を有する国内唯一の機関であ
るＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っているところである。さらに、本制度にあって
は、不適正な制度運用による人権侵害等は国際問題に発展する可能性が高いこと
から、関係行政機関との連携の下、各事業所等への巡回指導等、制度を適正に実
施し得る体制をもった公平・公益性の高い機関に委託する必要があり、これらの事
業を民間開放することは困難である。
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1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

（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
技能実習制度に係る出入国管理上の
応じ、日本での技能習得をより効果的
取扱いに関する指針（法務省告示）
なものにすることができる。さらに、技
技能実習制度推進事業運営基本方針
能実習生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。

B

（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 ・技能実習制度推進事業運営基本方
品質向上に繋がる。さらには、弊社の 針
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

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 人材派遣会社の有する就業者と受入
修生の斡旋、研修・技能実習内容への 企業とのマッチングを行うノウハウ、ま
アドバイス、評価などの業務を民間開 た就業後のカウンセリングのノウハ
放し、人材派遣会社が担う。これによ ウ、及び、就業者と受入企業の大量の
り、制度を利用している企業に対して、 情報をデータベースにより一元管理す 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
るノウハウを活用することにより、現
ワンストップ・サービスを提供する。
外国人技能 （財）国際研修協力機構が行う事業の
海外においては、当社ネットワークを 在、第一次受入機関と（財）国際研修 省告示第九十八号、平成五年法務省 添付資料「海外からの研修・技能実習
実習制度推 民間開放。そして、人材派遣会社が研
生の受入構想について（案）」Ｐ3〜6参
活用し、現地政府・人材会社・教育機 協力機構が担っている、業務をワンス 告示第百四十一号）、
進事業の民 修・技能実習受入団体としての活動を
照
関等と連携し、人材の募集・教育を行 トップで行うことで手続きを簡素化し、 技能実習制度推進事業運営基本方針
可能にすること。
間開放
い、国内においては研修・技能実習生 効率化することができ、かつ、サービス （平成五年四月五日労働大臣公示、平
に対する生活・就業上の支援・相談、 レベルを向上させることができる。これ 成十六年四月十九日改正）
在留資格の管理、また帰国後の母国 により、研修・技能実習制度の活用の
における就職支援を実施。一方、受入 拡大及び、円滑な運用に寄与すること
企業に対しては適切な就業条件・環境 が可能であり、実習生の母国の産業の
を確保するための指導・助言を行い、 発展により寄与することができる。
制度の円滑かつ適正な運用をサポート
する。

B

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。
回答中に「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」を他の機関が行うことは可能
となっているが、ＪＩＴＣＯへの特別な取り決め等、何か規定があ
るのであれば列挙して頂きたい。
現状では、研修・技能実習制度の一連のフレームワークをＪＩＴＣ
Ｏ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。

ｃ

−

(財)国際研修協力機構(JITCO)の活用等については、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）等において、(財)国際研修協力機構
を当制度の中核的機関と位置づけ、積極的に活用する旨規定しているところ。
なお、JITCOへの委託事業については、「技能実習制度の基本的枠組み」（外国人
労働者問題関係省庁連絡会議）において当該制度の中核的機関として位置づけら
警察庁・法
れ、入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂行でき、外国人研修全般に
務省・外務
z13008
省・厚生労
わたりそのノウハウと実績を有する国内唯一の機関であるＪＩＴＣＯに国が事業を委
働省
託して行っているところである。さらに、本制度にあっては、不適正な制度運用による
人権侵害等は国際問題に発展する可能性が高いことから、関係行政機関との連携
の下、各事業所等への巡回指導等、制度を適正に実施し得る体制をもった公平・公
益性の高い機関に委託する必要があり、これらの事業を民間開放することは困難で
ある。

外国人技
能実習制
度推進事
業の民間
開放
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5074001
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タッフ
G19 サービ
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1

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。
●「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。

ｃ

−

(財)国際研修協力機構(JITCO)の活用等については、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）等において、(財)国際研修協力機構
を当制度の中核的機関と位置づけ、積極的に活用する旨記述されているところ。
外国人研
なお、JITCOへの委託事業については、「技能実習制度の基本的枠組み」（外国人
修・技能実
労働者問題関係省庁連絡会議）において当該制度の中核的機関として位置づけら
警察庁・法
習制度に
れ、入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂行でき、外国人研修全般に
務省・外務
係る管理・
z13008
省・厚生労
わたりそのノウハウと実績を有する国内唯一の機関であるＪＩＴＣＯに国が事業を委
運営事業
働省
託して行っているところである。さらに、本制度にあっては、不適正な制度運用による
の民間開
人権侵害等は国際問題に発展する可能性が高いことから、関係行政機関との連携
放
の下、各事業所等への巡回指導等、制度を適正に実施し得る体制をもった公平・公
益性の高い機関に委託する必要があり、これらの事業を民間開放することは困難で
ある。
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5101

5101001

アデコ
G19 株式会
社

1

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。

■外国人研修生・技能実習生の受け
入れに関する相談
■技能実習を予定する研修生の斡旋
紹介
■入国・在留関係所手続きの支援
■技能実習への移行の受付・評価・支
援
■日本語教育を含む、研修・技能修得
計画作成の相談、および計画実施に
関する助言・指導
■研修生・実習生向け相談（日本での
生活・健康・安全面での支援・指導）、
等。

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
ており、サービスの民営化、もしくは民
間委託によってもたらされるコスト削減
■技能実習制度推進事業運営基本方
効果は大きいと考える。
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
などが担っている「団体監理型研修」に 成16年4月19日最近改正）
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
が管理・監督することで、業務の効率 の取扱いに関する指針（平成五年法務
省告示第百四十一号；平成十六年二
化が期待できると考えられる。
つまり、弊社としては、外国人研修生 つき二十七日法務省告示第九十八
の受け入れから紹介斡旋、さらには受 号）
け入れ企業の指導・監督までを含む、
いわゆるワンストップ・サービスを提供
することで、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。

2006/1/3114:26

「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
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
・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（平
成2年5
月24日
法務省
令第16
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
−
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

・法務省基準省令に基づき、申請人
が受けようとする研修の実施につい
て我が国の国若しくは地方公共団体
の機関又は独立行政法人以外の機
関があっせんを行う場合は、営利を
目的とするものではなく、かつ、当該
機関又はその経営者若しくは常勤の
職員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったことがない
こととしている。
・技能実習の予定のある研修生を国 ｄ
外から受入れ企業等にあっせんする
ことは、職業安定法上の職業紹介に
該当するので、国又は職業紹介事
業の許可を受けた者以外のものがこ
れを行うことはできない。
・「技能実習制度の基本的枠組み」
（外国人労働者問題関係省庁連絡
会議）において（財）国際研修協力機
構は当該制度の中核的機関として
位置づけられている。

入管法基準省令において規定されているとおり、
研修生の斡旋を一般の機関が行おうとする場合、
営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又は
その経営若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人
の研修に係る不正行為を行っていない場合は、当
該機関が実施することも可能である。なお、技能実
習の予定のある研修生の斡旋には、職業安定法の
職業紹介事業の許可を受ける必要がある。
（財）国際研修協力機構(JITCO)が行う研修・技能
実習内容へのアドバイス、評価等の業務及び研修・
実習生や受入企業に対する指導・援助については、
研修・技能実習制度が日本の技術等の開発途上国
への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人
−
づくりに協力するという国際協力を目的とする制度
であり、本来は国が各種の事業やサービスを実施
すべきところであるが、「技能実習制度の基本的枠
組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）にお
いて当該制度の中核的機関として位置づけられ、入
国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実
績を有するＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っている
ものであり、これらの事業を民間開放することは困
難である。
なお、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である。

確定給
付企業
年金の
規約の
承認及
び認可
の基準
につい
て

掛金に加入者負担のある制度にお
ける給付の額は、当該加入者負担
確定給付企業年金法第31条第2項に定める「不当
をしないものにかかる給付の額を定
Ⅰ、
な差別」につながるおそれがあることから、現時点で
めなければならない。また、給付額 c
Ⅳ
の緩和措置は考えていない。
について、当該掛金の負担額に相
当する額程度の差を設けなければ
ならない。

確定給
付企業
年金法
施行規
則第58
条

確定給付企業年金の財政検証に
ついては、確定給付企業年金の財
政運営基準上、最低積立基準額ま
での不足分を一括して拠出するほ
c
か、シミュレーション方式（積立不足
を一定期間内に償却するように掛金
引上げを設定する方式）の選択肢を
とることも可能となっている。

Ⅲ

積立期限の弾力化により、年金財政の早期健全化
が妨げられるおそれがあり、受給権保護の観点か
ら、認められない。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

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。
（１）ＪＩＴＣＯは入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を
遂行できるとしているが、実際はその業務を遂行する上で、様々
な下部組織が存在し、そのチャネルの階層化は高コスト体質を
生んでいる。しかし民間では、技能の評価機能を除きすべてワン
ストップサービスとして一機関で提供することが可能である。また
当社では自前の海外拠点網を活用し、実習期間終了・帰国後の
就労支援サービスの提供が可能である。
（２)国の事業であっても職業訓練事業・長期失業者就労支援等
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 （２）ｃ
会保険庁関連事業等厚労省コア業務が既に市場化テストの対 （３）ｄ
象事業となっている。また、外国人研修・技能実習生の受入に関
してはＪＩＴＣＯ及び受入機関を含め、利用者側より不透明である
との不満が出ているのは事実である。当該事業の参入障壁を低
くし、民間企業を含め競わせた方が低コスト及び高品質サービス
の向上に寄与できることは周知の通りである。その点について
考えを教えて欲しい。
（３）「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」を他の機関が行うことは可能と言って
いるが、事実、当該事業を得意とする民間事業者は参入してい
ない。ＪＩＴＣＯのみ法的に認められている事業がある場合、その
具体的事業を明確にしてほしい。

−

（１）JITCOには地方駐在事務所が設置されているが、「様々な下部機関が存在
し・・・」は事実誤認である。また、技能実習生の帰国後における就労支援は原則的
外国人研
には送出国の責任により実施されるものである。
修・技能実
（２）（財）国際研修協力機構(JITCO)への委託事業については、「技能実習制度の基
習制度の
本的枠組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）において当該制度の中核的
見直し（技
機関として位置づけられ、入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂行で
警察庁・法 能実習推
き、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実績を有する国内唯一の機関であるＪＩ
務省・外務 進事業等
z13008
省・厚生労 の民間開
ＴＣＯに国が事業を委託して行っているところである。さらに、本制度にあっては、不
放、受入
働省
適正な制度運用による人権侵害等は国際問題に発展する可能性が高いことから、
機関の民
関係行政機関との連携の下、各事業所等への巡回指導等、制度を適正に実施し得
間人材派
る体制をもった公平・公益性の高い機関に委託する必要があり、これらの事業を民
遣会社へ
間開放することは困難である。
の開放）
（３）「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JITCOのみ法的に認められている事業は無い。

5119

5119001

テンプ
スタッフ
G19
グルー
プ

1

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 ワンストップサービスとして、研修・技
連する事業が（財）国際研修協力機構 能実習生の募集から実習終了後の就
へ委託されている。当該制度は、民間 職支援、入国前の日本語教育の強
人材派遣会社が従来からあるその機 化、入国後の生活、教育、労務管理、
能を持って十分担うことができると考え 技能実習への移行手続、技能実習計
られるため、民間人材派遣会社に団体 画の評価、受入企業の環境整備指導
監理型研修受入機関として当該業務を 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。
民間開放することを求める。

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
できていないことで、日本語及び日本
技能実習制度に係る出入国管理上の
生活習慣等の教育の不徹底などの問
取扱いに関する指針（平成十六年法務
題から、不法滞在化を招く結果にも
省告示第九十八号、平成五年法務省
なっている。
告示第百四十一号）
これは、（財）国際研修協力機構を中
技能実習制度推進事業運営基本方針
心とする制度運営が不十分であること
（平成五年四月五日労働大臣公示、平
を示しており、民間人材派遣会社が知
成十六年四月十九日改正）
識、実績を生かし、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。

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）

（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
現在、（財）国際研修協力機構が国か
研修・技能実習制度に関するあらゆる
らの委託を受けて行っている研修・技
業務を担う。具体的には、同機構が
能実習に対する業務（送出し・受入れ
行っている業務を人材派遣会社が担っ
の推進、日本語教育の促進、研修生・
た上で、①企業への紹介・派遣を前提
技能実習生の生活の安定、技能の修
とする人材派遣企業も企業単独型の
得と帰国後の能力発揮の支援等）の民
受入の際の企業となること、②人材派
間開放を要望する。
遣企業も団体監理型の受入団体にな
また、人材派遣会社による研修生・技
ることの両者を可能とすることで、クラ
能実習生の日本への受入と、企業へ
イアント企業へのワンストップサービス
の人材紹介・派遣が可能となる制度改
とサービスの向上を図るとともに、研
革を要望する。
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
（要望事項続き）企業独自の教育研修
技能実習対象職種に当たる多くのクラ
費用に充当することも可能となる。ま
イアント企業を持つ事から、多職種に
わたる受入れ企業の選定が可能であ 技能実習制度推進事業運営基本方針 た、送り出し機関を派遣会社側で運営
る。また、実際には、研修手当て以外 技能実習制度に係る出入国管理上の 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
の賛助会費等の支払いが受入れ企業 取扱いに関する指針
ように、当社が制度を運営することで、
に発生しており、結果的に企業の負担
サービス向上を行うことができる。
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）

・ 掛金に加入者負担のある制度にお
いては、加入者負担をする者としない
者の給付額には、「当該掛金の負担額
に相当する額程度の差を設けること」と
されている。
・ 「当該掛金の負担額に相当する額」
より大きい差額を設けることも認めてい
ただきたい。

・ 適格年金において掛金の加入者負
担を設ける場合、加入者負担をする者
について事業主も追加で掛金を負担す
ることにより、加入者が負担する掛金
相当額以上の給付の上乗せを行うこと
が多い。これは、加入者と事業主双方
で掛金を負担し、一層の給付の充実を
図るものである。
・ しかし、確定給付企業年金において
は、加入者負担をする者としない者の
給付額の差は「当該掛金の負担額に
相当する額程度」とされているため、加
入者にとっては、加入者負担をする場
合の事業主による掛金の上乗せという
メリットが得られないこととなる。
・ このため、適格年金から確定給付企
業年金に移行する際に、加入者負担
制度への理解が得られず、加入者負
担制度を廃止する事例がある。
・ 確定給付企業年金においても、掛金
の加入者負担及び事業主の追加負担
に基づいて一層の給付の充実を図るこ
とができるよう、上記のとおり要望す
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。
ＪＩＴＣＯの行う業務のうち民間ができる事業もあるが、人材派遣
業界は団体管理型の受け入れ団体になることはできない、また
研修生の斡旋もできないため、ＪＩＴＣＯと同様なワンストップサー
ビスが事実上出来ない事となっている。入管の申請取り次ぎ業
務はＪＩＴＣＯが可能となっているなど他にも優遇されていることは
ないのか。列挙されたい。研修・技能実習制度の一連の流れをＪ
ＩＴＣＯが取り仕切っているために、実質的に「ＪＩＴＣＯの独占」と
なってしまっていることが問題と考えている。民間企業が行うこと
で、低コストで、より高いサービスを行うことができる。実際に、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
会費や管理費が高すぎるという批判がある。 また、規制改革の
流れで、本来的に国が行う事業であっても、民間企業が行うこと
は可能であるはず。今回の民間開放要望は、ＪＩＴＣＯが行ってい
る業務が、既に民間企業が行うことができる事業であり、よりよ
いサービスをより効率的に提供でき、この制度をよりよいものに
し、よりよい国際貢献ができることから提出したもの。なぜ、民間
企業が担うことができない業務なのか明確にしていただきたい。

-

-

ｃ

-

-

−

-

-

入管法基準省令において規定されているとおり、研修生の斡旋を一般の機関が行
おうとする場合、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営若しくは
常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行っていない場合は、
当該機関が実施することも可能である。
外国人研
なお、（財）国際研修協力機構(JITCO)への委託事業については、「技能実習制度
修・技能実
の基本的枠組み」（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）において当該制度の中
警察庁・法
習制度の
核的機関として位置づけられ、入国、研修、評価、実習、帰国まで一貫した業務を遂
務省・外務
見直し（研
z13008
省・厚生労
行でき、外国人研修全般にわたりそのノウハウと実績を有する国内唯一の機関であ
修・技能実
働省
るＪＩＴＣＯに国が事業を委託して行っているところである。さらに、本制度にあって
習制度の
は、不適正な制度運用による人権侵害等は国際問題に発展する可能性が高いこと
民間開放）
から、関係行政機関との連携の下、各事業所等への巡回指導等、制度を適正に実
施し得る体制をもった公平・公益性の高い機関に委託する必要があり、これらの事
業を民間開放することは困難である。

-

-

z13009

確定給付
企業年金
厚生労働 における
制度設計
省
の自由度
向上

z13009

確定給付
企業年金･
厚生年金
厚生労働 基金にお
ける財政
省
運営の自
由度向上
①

9/54

5124

5076

5076

5124001

5076017

5076018

G19

株式会
社フル
キャス
ト

社団法
G24 人信託
協会

社団法
G24 人信託
協会

1

17

18

B

A

確定給付企
業年金にお
ける制度設
計の自由度
向上

A

確定給付企
業年金･厚生
年金基金に
おける財政
運営の自由
度向上①

・ 確定給付企業年金及び厚生年金基
金については、制度間移行等の有無
に関わらず、非継続基準の適用により
一定期間内の積立基準確保が求めら
れている。
・ 代行返上等の制度間移行によって
大幅に掛金負担が増加することがない
よう、非継続基準に抵触した場合の積
立期限を弾力化していただきたい。

確定給付企業年金の規約の承認及び
認可の基準等について（平成14年3月
29日年企発第0329003号）
別紙１：確定給付企業年金の規約の承
認及び認可の基準3-2-(4)給付の額の
算定方法

・ 企業年金制度は長期に亘って継続さ
れることに鑑み、環境変動による制度
確定給付企業年金法、厚生年金保険
運営負荷を軽減する観点から、非継続
法、関連政省令及び通知
基準抵触時の積立期限の延長を求め
るもの。
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

確定給
付企業
年金法
施行規 非継続基準の財政検証に抵触した
則第58 場合の対応として、現状の法令では
Ⅲ、
条、第 ①積立比率に応じた掛金を追加拠
ｂ
Ⅳ
出する方法
59条
②回復計画を策定する方法
厚生年
の2通りが定めれている。
金基金
の財政
運営に
ついて

財政再計算を実施する場合の計算
確定給
基準日について、
付企業
①適用日前1年以内のいずれかの
年金法
日
施行規
②適用日前1年6ヶ月以内の確定給
則第49
付企業年金の決算日
条
の何れかで定める必要がある。

厚生年
金保険
法、確
定給付
企業年
金法

確定給
付企業
年金法
施行令
第77条
厚生年
金保険
法施行
令第41
条の6

c

厚生年金基金又は確定給付企業年
金の一部の実施事業所に係る権利
義務を他の厚生年金基金又は確定 c
給付企業年金に移転することができ
る。

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

措置の概要（対応策）

ご要望をふまえ、今後、対応を検討することとした
い。

確定給付企業年金制度導入後において、他の制度
での決算データを基に財政再計算を実施することを
Ⅲ 認めることは困難。また、初回決算を迎える前に財
政再計算を実施することは極めて希であると思料さ
れることから、改正の必要は無いと考えている。

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

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

その他

再検討要請

検討時期を明示されたい。

-

-

-

措置 措置
の分 の内
類
容

ｂ

-

-

-

Ⅲ、Ⅳ

-

-

-

措置の概要（対応策）

スケジュールについても、今後検討する。

-

-

-

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13009

z13009

z13009

z13010

10/54

確定給付
企業年金・
厚生年金
厚生労働 基金にお
ける財政
省
運営の自
由度向上
②

確定給付
企業年金
厚生労働 における
財政運営
省
の自由度
向上

確定給付
企業年金・
厚生年金
厚生労働
基金にお
省
ける制度
運営の自
由度向上

確定給付
企業年金・
厚生年金
厚生労働 基金にお
ける財政
省
運営の自
由度向上
③

5076

5076

5076

5076

5076019

5076021

5076022

5076020

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
G24 人信託
協会

社団法
G24 人信託
協会

社団法
G24 人信託
協会

社団法
G25 人信託
協会

19

21

22

20

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

確定給付企
業年金・厚
生年金基金
における財
政運営の自
由度向上②

確定給付企
業年金にお
ける財政運
営の自由度
向上

確定給付企
業年金・厚
生年金基金
における制
度運営の自
由度向上

確定給付企
業年金・厚
生年金基金
における財
政運営の自
由度向上③

具体的
要望内容

・ 非継続基準の財政検証に抵触した
場合の対応として、現状の法令では
①積立比率に応じた掛金を追加拠出
する方法
②回復計画を策定する方法
の2通りが認められている。
・ 財政検証に抵触した決算年度の
翌々年度初において制度変更や繰越
不足金の解消を行うことを決定した場
合、②では当該変更等を考慮した上で
翌々年度初からの掛金を設定すること
ができるが、①では当該変更等による
最低積立基準額や翌々年度以降の掛
金水準の変動を見込んで追加拠出額
を設定することができない。
・ この部分につき、②の取扱いと同
様、決算以降の制度変更や繰越不足
金の解消による最低積立基準額や
翌々年度以降の掛金水準の変動を考
慮して追加拠出額を算定できるように
して頂きたい。（前回、対応を検討する
との回答を頂いているが、引き続き前
向きに検討頂きたい。）

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

具体的事業の
実施内容

要望理由

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

根拠法令等

確定給付企業年金法施行規則第58
条、第59条、厚生年金保険法関連通
知（厚生年金基金の財政運営につい
て）

・ 現状では確定給付企業年金の初回
決算を行っていない場合において、上
記①により財政再計算を行う必要があ
り、決算日以外を計算基準日として改
めてデータ確定した後に財政再計算を
確定給付企業年金法施行規則第49条
行うこととなるので、円滑な規約変更に
係る認可申請の妨げとなっている。本
要望は、初回決算を行っていない場合
であっても、初回決算後の取扱いと同
様の取扱いを要望するものである。

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

・ 今後、複数事業主による確定給付企
業年金が増加していくにつれて、上記
のようなニーズも出てくると思われるの
で、企業側のニーズに柔軟に対応でき
るよう要望するもの。
・ 例えば、複数事業主が1つの年金制
度を実施している場合で、全事業主共
確定給付企業年金法第79条、施行規
通の給付設計に加えて親会社のみが
則第49条、厚生年金保険法第144条の
退職金を移行しているケースにおい
2、施行令第41条の3
て、親会社の一部を共に確定給付企
業年金制度を実施している子会社に営
業譲渡した場合に、当該退職金移行
部分に係る給付のみを子会社が実施
する別の確定給付企業年金に権利義
務承継することを可能とするための措
置。

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

・ 現状の法令においては、確定拠出年
金へ移行しない事業所についても最低
積立基準額（もしくは数理債務）に対す
る不足分を一括拠出する必要がある。
このように確定拠出年金への移行とは
無関係の事業所においても追加負担
確定給付企業年金法施行令第77条、
が発生するスキームとなっており、結
厚生年金保険法施行令第41条の6
果的に一部の事業所のみ確定拠出年
金へ移行することは非常に困難な状況
にある。
・ この為、一括拠出の範囲を緩和する
ことにより、確定拠出年金への移行の
自由度が向上するよう要望するもの。

その他
（特記事項）
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該当法
令

厚生年
金基金
令第41
条の6
「厚生
年金基
金の財
政運営
につい
て」の
別紙
「厚生
年金基
金財政
運営基
準」の
第8「企
業型年
金の資
産管理
機関に
資産の
移換を
行う場
合の要
件等」
の2の
(2)

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

・厚生年金基金から確定拠出年金へ
資産移換する際、規約変更日にお
ける年金給付等積立金の額が最低
積立基準額、数理債務いずれか高
い額を下回る場合（積立不足が発生
する場合）には、当該厚生年金基金
は当該下回る額を一括拠出しなけれ
ばならないとされている。
・この一括拠出する金額の算定基礎
となる最低積立基準額、数理債務等
は、厚生年金規約変更認可申請を
基金の加入員の受給権保護の観点から、基金から
行う月の前々月の末日以降の日に
確定拠出年金へ移行することになる基金の規約変
おいて算定したものを厚生年金基金
Ⅱ、 更日において積立不足がないことが必要であり、規
規約を変更する際に添付する「企業 c
Ⅳ 約変更申請時に作成した「企業型年金の資産管理
型年金の資産管理機関への資産の
機関への資産の移換に係る必要事項」に記載した
移換に係る必要事項」に記載するこ
額の拠出をもってそれに代えることは困難。
とが求められている。
・実際に一括拠出を行う際は、企業
型年金規約の承認日からその規約
の実施日（厚生年金基金の規約変
更日以前であること）の前日までに
払い込むことが必要であり、実際に
払い込む一括拠出額は、「企業型年
金の資産管理機関への資産の移換
に係る必要事項」に記載した金額と
すること（算定日以降の相場変動を
無視することになる）は「不可」。

確定給付企業年金における規約の変更にかかる
承認・認可申請手続きについては、例えば、加入者
にとって将来の給付の額が減るなど不利益な変更と
なる恐れがあることから、必要最低限のものについ
て、承認・認可を必要としているところ。ただし、今
後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約
変更であって、届出制の導入が可能と考えられる具
体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大に
ついて、検討することとしたい。
添付書類についても、承認等に当たり必要最低限
のものについて、添付を要請しているところ。ただ
し、今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具
体的事例が示されれば、当該添付書類の省略につ
いて、検討することとしたい。

その他

再検討要請

-

措置 措置
の分 の内
類
容

-

-

措置の概要（対応策）

-

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13010

厚生年金
基金から
確定拠出
年金へ資
厚生労働 産移換す
る際の一
省
括拠出の
基準日に
係る要件
の緩和

確定給
付企業
年金法
第5
条、第
6条、
第12
条、第
16条

確定給付企業年金の規約の制定・
変更においては、軽微な変更を除き
厚生労働大臣の承認が必要。（軽微
Ⅰ、
な変更は届出。一部、届出を不要と
b、
Ⅱ、
するものもある。）
c
Ⅲ
確定給付企業年金の一部の事業
所に係る権利義務を他の確定給付
企業年金に承継する場合には、厚
生労働大臣の承認、認可が必要。

確定給
付企業
年金法
第5
条、第
6条、
第12
条、第
16条

確定給付企業年金における規約の変更にかか
る承認・認可申請手続きについては、例えば、加入
者にとって将来の給付の額が減るなど不利益な変
確定給付企業年金の規約の制定・
更となる恐れがあることから、必要最低限のものに
変更においては、軽微な変更を除き
ついて、承認・認可を必要としているところ。ただし、
厚生労働大臣の承認が必要。（軽微
今後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規
Ⅰ、
な変更は届出。一部、届出を不要と
約変更であって、届出制の導入が可能と考えられる
b、
Ⅱ、
するものもある。）
具体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大
c
Ⅲ
確定給付企業年金の一部の事業
について、検討することとしたい。
所に係る権利義務を他の確定給付
添付書類についても、承認等に当たり必要最低限
企業年金に承継する場合には、厚
のものについて、添付を要請しているところ。ただ
生労働大臣の承認、認可が必要。
し、今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具
体的事例が示されれば、当該添付書類の省略につ
いて、検討することとしたい。

要望者から以下の意見が示されており、検討願いたい。
・具体的な届出制の適用範囲の拡大対象としては、給付の改
加入者や受給者の権利に係る変更については、不利益変更でなくとも、当該変更が
善・加入範囲の拡大等加入者への不利益の無い変更が考えら
法令に適合しているか否かなどを確認する必要があることから、届出制の導入は認
確定給付
れる。また、適格退職年金において採用されている「受託機関で
められない。今後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約変更であって、届
企業年金
の自主審査」、提出後一定期間経過後の「みなし承認・認可」の
出制の導入が可能と考えられる具体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大
における
ようなスキームの導入も検討に値すると考える。
Ⅰ、
厚生労働
規約の承
z13011
b、c
について、検討することとしたい。
省
・いずれにせよ、今後、H24年3月に向けて適格年金から確定給
Ⅱ、Ⅲ
認・認可申
なお、「みなし承認・認可」については、当該申請が不承認・不認可となった場合に、
付企業年金への移行が加速度的に増加していくことが確実な情
請手続き
原状回復が困難になるおそれがあることなどから、導入は考えていない。（受給権保
勢を鑑みると、規約承認・認可手続きの効率化・迅速化は必須
の簡素化
護に重点を置く確定給付企業年金制度において、受給権保護に重点を置いていな
かつ極めて重大な課題であり、また制度を実施する基金・事業
い適格退職年金での取扱いをそのまま導入することは困難）
主にとっても有益と考える。主旨ご理解の上、是非とも本要望に
沿った検討を行なうことをあらためてお願いしたい。

確定給
付企業
年金法
第5
条、第
6条、
第12
条、第
16条

確定給付企業年金における規約の変更にかか
る承認・認可申請手続きについては、例えば、加入
者にとって将来の給付の額が減るなど不利益な変
更となる恐れがあることから、必要最低限のものに
ついて、承認・認可を必要としているところ。ただし、
今後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規
約変更であって、届出制の導入が可能と考えられる
Ⅰ、
具体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大
b、
Ⅱ、
について、検討することとしたい。
c
Ⅲ
添付書類についても、承認等に当たり必要最低限
のものについて、添付を要請しているところ。ただ
し、今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具
体的事例が示されれば、当該添付書類の省略につ
いて、検討することとしたい。
確定給付企業年金制度に係る照会事例集につい
ては、今後公表することとしたい。

要望者から以下の意見が示されており、検討願いたい。
加入者や受給者の権利に係る変更については、不利益変更でなくとも、当該変更が
・年金支給月、給付金の端数処理に関する受給者の不利益とな
法令に適合しているか否かなどを確認する必要があることから、届出制の導入は認
らない変更等については、事後届出制とするなど、緩和対象範
確定給付
められない。今後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約変更であって、届
囲の拡大を図るとともに、申請手続に係る提出書類の簡素化に
企業年金
出制の導入が可能と考えられる具体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大
ついては早急に検討すべきである。検討のスケジュールについ
における
Ⅰ、 について、検討することとしたい。また、申請手続に係る提出書類の簡素化について
厚生労働
規約の承
z13011
てお示し願いたい。適格退職年金において自主審査による届出 b、c
省
Ⅱ、Ⅲ も、今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具体的事例が示されれば、当該添
認・認可申
を容認する事項については、ぜひ平仄を合わせてほしい。
付書類の省略について、検討することとしたい。自主審査については、受給権保護
請手続き
また、確定拠出年金におけるQ&Aなどは実務に役立っており、
に重点を置く確定給付企業年金制度において、受給権保護に重点を置いていない
の緩和
確定給付企業年金においても手続効率化、迅速化のため同様
適格退職年金での取扱いをそのまま導入することは困難。
に判断事例等を広く開示いただきたい。なお、事例集の公表時
照会事例集の公表については、スケジュールも含め、今後検討する。
期を明示されたい。

確定給付企業年金の規約の制定・
変更においては、軽微な変更を除き
厚生労働大臣の承認が必要。（軽微
な変更は届出。一部、届出を不要と
するものもある。）
確定給付企業年金の一部の事業
所に係る権利義務を他の確定給付
企業年金に承継する場合には、厚
生労働大臣の承認、認可が必要。

他の要望者等から示された事例をもとに検討されたい。

加入者や受給者の権利に係る変更については、不利益変更でなくとも、当該変更が
確定給付
法令に適合しているか否かなどを確認する必要があることから、届出制の導入は認
企業年金
められない。今後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約変更であって、届
における
Ⅰ、
厚生労働
規約の承
b、c
出制の導入が可能と考えられる具体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大 z13011
省
Ⅱ、Ⅲ
認・認可申
について、検討することとしたい。また、申請手続に係る提出書類の簡素化について
請手続き
も、今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具体的事例が示されれば、当該添
の緩和
付書類の省略について、検討することとしたい。
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5144

5076025

5076023

5132015

5144024

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
G25 人信託
協会

社団法
G26 人信託
協会

G26

G26

生命保
険協会

(社)日
本経済
団体連
合会

25

23

15

24

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

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

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

確定給付企
業年金にお
ける規約の
承認・認可
申請手続き
の緩和

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

確定給付企
業年金にお
ける規約の
承認・認可
申請手続き
の簡素化

・確定給付企業年金における規約の制
定にかかる承認・認可申請手続につい
ては、多くの書類を添付して厚生労働
大臣へ申請書を提出しなければならな
い。
・また、規約の変更にあたっては、部分
的に届出制となっているものの、原則
として規約制定時と同様に厚生労働大
臣へ申請書を提出する必要がある。
・ついては、届出で足りる（もしくは届出
不要の）規約変更内容の範囲を拡大
するとともに、申請書類の簡素化を
図っていただきたい。
・さらに、一定要件を充たす場合は、規
約の制定にあたっても届出制を導入し
ていただきたい。

確定給付企
業年金にお
ける規約の
承認・認可
申請手続き
の緩和

加入者にとって不利益な変更となら
ない範囲で、一定の要件を充たす場合
（例えば、転籍の発生に伴うポータブ
ルペンションの実施など）については、
事前の承認・認可手続きを緩和し、事
後届出制の導入及び届出を不要とす
る範囲の拡大を図るべきである。
また、事前の承認・認可手続を要す
る場合においても、申請手続きに係る
提出書類の簡素化が求められる。
さらに、法令等の解釈の修正・追加、
個別事例集もしくは確定給付企業年金
用Q&Aを早期に作成するなど、規約の
承認・認可基準をできる限り明確化し、
手続が効率化できるようにすべきであ
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

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

厚生年金基金令基金令第41条の６、
厚生労働省年金局長通知「厚生年金
基金の財政運営について」の別紙「厚
生年金基金財政運営基準」の第８「企
業型年金の資産管理機関に資産の移
換を行う場合の要件等」の２の(2)

・ 現状の確定給付企業年金の承認・
認可手続においては、原則として事前
の承認・認可手続が必要とされてお
り、過度の規制となっていると考えられ
る。特に、適格年金では大多数が自主
審査を経て受託機関が国税庁へ届出
を行っているのに対し、確定給付企業
年金では事業主が厚生労働大臣へ承
認・認可申請を行わなければならず、
委託者の負担が大きく増加している。
・ また、厚生年金基金は最多でも1,800
基金程度であったため認可申請制度
でも可能であったと思われるが、現在
の50,000件以上の適格年金（100人以
上でも10,000件超）が確定給付企業年
金へ移行するにあたっては、スムーズ
な許認可運営のためにも、手続きの緩
和が不可欠と考える。
・ 確定給付企業年金の導入から約３
年半が経過したところで確定給付企業
年金の実施件数は約1,300件を超えた
ところであるが、一方で、適格年金の
廃止までの期間が約６年半であること
を踏まえると、今後、確定給付企業年
金の承認・認可申請の件数は大幅に
増加するものと予想される。このため、
現実的には、受給権保護にも配慮しつ
つ承認・認可手続きの一層の合理化を
図ることが求められる。
・ 上記を勘案し、かつ、現在の適格年
金の運営を鑑み、転籍の発生に伴う
ポータブルペンションの実施等一定の
条件を充たす場合につき 事後届出制
・確定給付企業年金規約の承認・認可
は、事前の承認・認可手続が必要とさ
れており、過度の規制となっていると考
えられる。適格退職年金制度では受託
機関が自主審査を行い国税庁へ届出
を行うことにより実施することができた
が、確定給付企業年金では事業主等
が厚生労働大臣へ承認・認可申請を
行わなければならず、企業年金制度を
実施しようとする事業主等の負担が大
きく増加している。
・厚生年金基金は最多でも1,800基金
程度であったため認可申請制度での
運営が可能であったと思われるが、現
在の50,000件以上の適格年金（100人
以上でも10,000件超）が確定給付企業
年金へ移行するにあたっては、厚生労
働省のスムーズな許認可事務運営の
ためにも、手続きの簡素化が不可欠で
あると考える。
・確定給付企業年金の導入から約３年
半が経過したところで確定給付企業年
金の実施件数は約1,200件を超えたと
ころであるが、一方で、適格退職年金
制度の廃止までの期間が約６年半で
あることを踏まえると、今後、確定給付
企業年金の承認・認可申請の件数は
大幅に増加するものと予想され、承
認・認可手続きの一層の合理化を図る
ことが求められる。
・さらに、確定給付企業年金の実施件
数の増加に伴い、その規約変更の件
数が増加することは確実であり さらな

その他
（特記事項）

確定給付企業年金法第5条・第6条・第
12条・第16条

確定給付企業年金制度では、規約（制
度）の制定・変更にかかる承認・認可
申請手続きについて、適格退職年金制
度からの移行の場合も含め、原則とし
て、厚生労働大臣へ申請書を提出し、
確定給付企業年金法第５条、第６条、
事前に承認・認可を受ける手続きを行
第１２条、第１６条
われなければならない。（届出で足りる
範囲は限定的である。）また、申請に
要する書類は多岐にわたっている。こ
のため、円滑な規約の制定・変更に支
障をきたす恐れがある。
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置
の
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Ⅱ

Ⅱ

措置の概要（対応策）

制度終了時までの加入者期間に見合う給付額（最
低保全給付額）を給付するための原資たる最低積
立基準額の比率による、現行の残余財産の分配基
準を改定することは考えていない。

制度終了時までの加入者期間に見合う給付額（最
低保全給付額）を給付するための原資たる最低積
立基準額の比率による、現行の残余財産の分配基
準を改定することは考えていない。

その他

再検討要請

残余財産の分配基準が硬直的であるため、分配額が脱退時の
予定利率に左右されてしまう。脱退時期に左右されないよう脱退
者間の公平性を保つためには、従前の一時金原資を保証する
方が納得性が高い。労使合意に基づく分配方法を個々の実施
企業が実情に即して定めればよいが、法においては現状に見
合った分配方法の選択肢を準備すべきである。

残余財産の分配基準が硬直的であるため、分配額が脱退時の
予定利率に左右されてしまう。脱退時期に左右されないよう脱退
者間の公平性を保つためには、従前の一時金原資を保証する
方が納得性が高い。労使合意に基づく分配方法を個々の実施
企業が実情に即して定めればよいが、法においては現状に見
合った分配方法の選択肢を準備すべきである。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

c

Ⅱ

Ⅱ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

残余財産の分配基準については、制度終了時までの加入者期間に見合う給付額
（最低保全給付額）を給付するための原資たる最低積立基準額の比率による、現行
z13012
の基準が適切と考えており、現時点で分配方法の選択肢を追加することは考えてい
ない。

残余財産の分配基準については、制度終了時までの加入者期間に見合う給付額
（最低保全給付額）を給付するための原資たる最低積立基準額の比率による、現行
z13012
の基準が適切と考えており、現時点で分配方法の選択肢を追加することは考えてい
ない。
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要望事項
（事項名）

確定給付企
業年金にお
ける制度終
了時の分配
方法の弾力
化

確定給付企
業年金にお
ける企業年
金解散時の
残余財産の
分配基準の
改定

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

・確定給付企業年金については、制度
終了時の残余財産分配に関する基準
は最低積立基準額を基準とすることと
されている。（確定給付企業年金法第
８９条第６項、確定給付企業年金法施
行令第５７条第１項第２号）
このため、保証期間付終身年金の場
合、制度終了時に「保証期間部分を基
準として配分する」といった分配を行う
ことができない。
・確定給付企業年金の制度終了時に
「保証期間の現価（終身部分を除いた
もの）を優先的に分配する」ことも可能
としていただきたい。

まず一次的には年金残元本額基準
の分配を行い、更に残余財産がある場
合に「最低積立基準額」基準による追
加分配を行うことができるようにすべき
である（通常、年金残元本額＝保証期
間前死亡時の遺族一時金）。
具体的には、確定給付企業年金法
施行令第57条第１項第２号ロにある積
立基準額、年金残元本額もしくはその
他合理的な方法として、労使合意に基
づく分配方法を可能とすべきである。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

確定給付企業年金については退職一
時金を移行原資とすることも多い。そ
の際、確定給付企業年金につき、保証
期間付終身年金制度とした場合でも、
当該退職一時金と保証期間部分（終身
部分を除く。以下同じ）の現価が対応 確定給付企業年金法第８９条第６項、
するように制度設計されることが通常 確定給付企業年金法施行令第５７条
であり、そのため、選択一時金につい
ても、保証期間部分に対応させること
が一般的である。このため、制度終了
時においても「保証期間部分を優先的
に分配したい」というニーズが高い。

（要望理由）
確定給付企業年金法における企業
年金はその大半が退職金の一部又は
全額を年金選択したものであり、受給
者にとっては解散時にその元本分がま
ず還ってくるかどうかが重要である。現
法基準では元本からの計算ではなく年
金額や終身か有期かが基準となる算
式であるため、給付利率その他の条件
が変更になると、受給者間でも利率の
相違で「最低積立基準額」と一時金原
資の乖離度が異なってくる。(右欄へ続
く)

（左欄より続く）
例えば、給付利率が低く受給後間も
ない有期年金の受給者（甲）と、給付
確定給付企業年金法における解散
利率は高いが保証期間が終了し年金
時の残余財産の分配は解散時におけ
残元本が0となった終身年金の受給者
る各人の「最低積立基準額」の比率に
（乙）とを比較した場合、「年金残元本
応じて分配することとされている。これ
額」基準では（甲）が上回るにも拘わら
は同一の給付利率の元においては公
ず、「最低積立基準額」基準では下回
るケースも想定される。「最低積立基準 確定給付企業年金法施行令第56条、 平な分配方法といえるが、近年のよう
に各年金基金や適格年金で給付条件
額」基準による分配は必ずしも公平と 第57条
の変更が生じている場合には、給付利
はいえず、受給者の既得権を保証する
率が高くまた終身年金であるなどの旧
ためには従前の一時金原資を保証す
条件の受給者に有利となる算式である
ることが合理的である。更に残余財産
ため、残余財産額が十分でない場合
がある場合に「最低積立基準額」基準
は不公平な分配となる。
による追加分配を行えば公平と思われ
る。少なくとも法施行５年後の見直し時
期にそのあり方について検討すべきで
ある。

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。

消費生
活協同
組合法
第１０
条第１
項第４
号

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

c

Ｉ

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

＜現行の契約者保護ルールの抜本的な見直しの必要性＞
貴省の回答では、引受け対象の特定性のみを理由として契約者保護ルールの整備にあ
たっての観点が保険業と同一である必要はないとされているが、契約者保護の観点から
引受け対象の特定・不特定に関わらず原則として適用対象になるよう保険業法が改正さ
れたこと、および経済的機能という側面に着目すれば生命共済と生命保険の間で大きな
相違はなく契約者保護の重要性に変わるところはないこと等に鑑みれば、生協法におい
ても保険業法・農協法と整合的な契約者保護ルールが整備される必要があると考える。
ついては、以下の点について、生協法上必要なルールが整備されているか具体的に検証
するとともに、各々の論点に係る今後の対応について具体的に見解を示されたい。
①健全性規制（責任準備金制度について具体的な積立基準等の規定、共済計理人の設
置基準や役割、ソルベンシーマージン基準等の行政としての監督指標等）やセーフティ
ネット等、契約者保護の仕組み
②募集規制（募集の際の重要事項の説明、虚偽表示の禁止等）
なお、当方の意見は契約者保護の観点から「整合的な」規制の整備を要望しているもので
ある。
＜規制の透明性確保の必要性＞
共済金の最高限度額は、法令（告示）上、「特別な事由」がある場合を除き100万円とされ
ている。それにもかかわらず、「特別な事由」がある場合の最高限度額を通達で定めるこ
とによってパブリックコメント手続等を経ることなく引上げを図ってきており、現に昨年10月
にも通達改正によって共済金の最高限度額の引上げがなされている。しかも、当該通達
は厚生労働省のホームページにおいても公表されていない。契約者保護ルールが未整備
な状況下にあって、単なる通達改正によって民間生保の平均保険金額をはるかに上回る
水準にまで共済金の最高限度額の引上げを行うことは、契約者保護の観点からはもちろ
んのこと、規制の透明性の観点からも問題があるものと考える。
したがって、①通達のホームページへの即時掲載は当然のことながら、②現行の通達行
政を廃止し共済金の最高限度額につき法令で規定することにより、規制の透明性確保を
早期に図るべきである。
上記２点について改めて検討の上、今後の対応について具体的な見解を示されたい。

生協の共済事業においても、共済契約者を保護することの重要性については認識しているところであり、国民の自
発的な生活協同組織の発達を図るという生協法の理念のもとに、必要な契約者保護ルールを整備しているところであ
る。
また、組合は、相互扶助の精神のもとに、組合員自ら出資し、その事業を利用し合うものであり、その特徴を踏まえ
た独自の規制が必要であるという理由から、契約者保護ルールの整備にあたっての観点が保険業と同一である必要
はないと考えている。
以上の認識のもと、生協の共済事業については、次のとおり、現行の法令及び通達に規定されており、その実効性
及び透明性が担保されていると考えている。

c

Ⅰ

○共済事業における、将来起こりうるリスクの排除・抑制として、例えば次のようなものがある。
・責任準備金等の積立義務を法律で、具体的な積立基準を省令で規定していること。また、共済事業規約で責任準
備金等の算出方法を定めなければならない旨法律で定められており、当該共済事業規約は行政庁の認可を受けるこ
とが必要となっていること。
・共済計理人の設置を、共済期間が１年を超える共済事業を行う組合を対象として、通達において規定していること。
・資産運用の方法及び割合を法律及び省令において厳しく制限していること。
・再共済の実施を、地震等共済事業を実施する組合においては、消費生活協同組合連合会の再共済に、全国組織で
ない組合が火災共済事業、自動車共済事業、車両共済事業又は傷害共済事業を実施する場合においては、原則と
して５０％以上再共済に付するよう通達において規定していること。
○行政による監督として、法律で共済事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、いつでも、当該組合を検査することができるとされ、また共済事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護する
ため必要と認めるときは、当該事業に関し、監督上必要な命令をすることができるとされている。なお、ソルベンシー
マージン基準等の行政としての監督指標については、生協は保険会社と異なり、共済事業のみならず、共同購入等さ
まざまな事業を行っていること等のため、保険業と同等の基準を設けることは適当でない。
○募集規制として、通達において組合、組合の役員及び共済契約推進担当者に対して、組合員（共済契約者）の加
入行為に関する規制を設けている。

z13013

共済事業
にかかる
厚生労働
契約者保
省
護ルール
の整備

5132

5132006

G30

生命保
険協会

6

A

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

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

根拠法のある共済は、各々の主務官
庁の監督を受けて事業を行っている
が、それぞれの根拠法によって監督内
容が異なり、規制の整合性が取れてい
ない。特に消費生活協同組合法につ
いては、保険業法、農業協同組合法と
比較し、健全性規制、募集規制等の契
約者保護ルールが不十分な内容と
なっている。また、具体的なルールは
法令ではなく通達に規定されている。

「保険」「共済」ともに一般消費者から
見た保障の確実性に対する期待に変
わりは無く、対象を組合員に限定して
いる生協であっても、生協の大規模
化、商品の高額化・多様化といった実
態を考慮すれば、消費者保護のため
の規制は必要不可欠である。
現行、通知に規定されている規制は
法的実効性に欠ける上、改正の際に
パブリックコメント手続きに付されない
消費生活協同組合法
など、行政の透明性に欠けている。
保険業法改正により、根拠法のない
共済については、特定・不特定を相手
方とするかどうかに関わらず、消費者
保護ルールの整備が図られることを踏
まえれば、少なくともこれらの制度と平
仄を合わせ、消費生活協同組合法に
ついても、パブリックコメント等の透明
性を確保しるつ、制度整備を行うことが
求められる。

根拠法のある共済は、各々の主務官
庁の監督を受けて事業を行っている
が、それぞれの根拠法によって監督内
容が異なり、規制の整合性がとれてい
ない。

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。

消費生
活協同
組合法
第１０
条第１
項第４
号

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

c

Ｉ

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

＜現行の契約者保護ルールの抜本的な見直しの必要性＞
一次回答では、引受け対象の特定性のみを理由として、契約者保護ルールの整備にあ
たっての観点が保険業と同一である必要はないとされているが、契約者保護の観点から
引受け対象の特定・不特定に関わらず原則として適用対象になるよう保険業法が改正さ
れたこと、および経済的機能という側面に着目すれば生命共済と生命保険の間で大きな
相違はなく契約者保護の重要性に変わるところはないこと等に鑑みれば、生協法におい
ても保険業法・農協法と整合的な契約者保護ルールが整備される必要があると考える。
ついては、以下の点について、生協法上必要なルールが整備されているか具体的に検証
するとともに、各々の論点に係る今後の対応について具体的に見解を示すことが求めら
れる。
①健全性規制（責任準備金制度について具体的な積立基準等の規定、共済計理人の設
置基準や役割、ソルベンシーマージン基準等の行政としての監督指標等）やセーフティ
ネット等、契約者保護の仕組み
②募集規制（募集の際の重要事項の説明、虚偽表示の禁止等）
これらの検証を踏まえ、契約者保護の観点から「整合的な」規制が整備されるよう求めた
い。
＜規制の透明性確保の必要性＞
共済金の最高限度額は、法令（告示）上、「特別な事由」がある場合を除き100万円とされ
ている。それにもかかわらず、「特別な事由」がある場合の最高限度額を通達で定めるこ
とによってパブリックコメント手続等を経ることなく引き上げられており、現に昨年10月にも
通達改正によって共済金の最高限度額が引き上げられている。しかも、当該通達は厚生
労働省のホームページにも公表されていない。契約者保護ルールが未整備な状況下に
あって、単なる通達改正によって民間生保の平均保険金額をはるかに上回る水準にまで
共済金の最高限度額の引上げを行うことは、契約者保護の観点からはもちろんのこと、規
制の透明性の観点からも問題があるものと考える。
したがって、①通達のホームページへの即時掲載に加えて、②現行の通達行政を廃止し
共済金の最高限度額につき法令で規定することにより、規制の透明性確保を早期に図る
べきである。
上記２点について改めて検討の上、今後の対応について具体的な見解を示すことが求め
られる。

生協の共済事業においても、共済契約者を保護することの重要性については認識しているところであり、国民の自
発的な生活協同組織の発達を図るという生協法の理念のもとに、必要な契約者保護ルールを整備しているところであ
る。
また、組合は、相互扶助の精神のもとに、組合員自ら出資し、その事業を利用し合うものであり、その特徴を踏まえ
た独自の規制が必要であるという理由から、契約者保護ルールの整備にあたっての観点が保険業と同一である必要
はないと考えている。
以上の認識のもと、生協の共済事業については、次のとおり、現行の法令及び通達に規定されており、その実効性
及び透明性が担保されていると考えている。

c

Ⅰ

○共済事業における、将来起こりうるリスクの排除・抑制として、例えば次のようなものがある。
・責任準備金等の積立義務を法律で、具体的な積立基準を省令で規定していること。また、共済事業規約で責任準
備金等の算出方法を定めなければならない旨法律で定められており、当該共済事業規約は行政庁の認可を受けるこ
とが必要となっていること。
・共済計理人の設置を、共済期間が１年を超える共済事業を行う組合を対象として、通達において規定していること。
・資産運用の方法及び割合を法律及び省令において厳しく制限していること。
・再共済の実施を、地震等共済事業を実施する組合においては、消費生活協同組合連合会の再共済に、全国組織で
ない組合が火災共済事業、自動車共済事業、車両共済事業又は傷害共済事業を実施する場合においては、原則と
して５０％以上再共済に付するよう通達において規定していること。
○行政による監督として、法律で共済事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、いつでも、当該組合を検査することができるとされ、また共済事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護する
ため必要と認めるときは、当該事業に関し、監督上必要な命令をすることができるとされている。なお、ソルベンシー
マージン基準等の行政としての監督指標については、生協は保険会社と異なり、共済事業のみならず、共同購入等さ
まざまな事業を行っていること等のため、保険業と同等の基準を設けることは適当でない。
○募集規制として、通達において組合、組合の役員及び共済契約推進担当者に対して、組合員（共済契約者）の加
入行為に関する規制を設けている。

z13013
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共済事業
にかかる
厚生労働
契約者保
省
護ルール
の整備
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A

消費者保護の観点から、消費生活協
同組合法を見直し、経営の健全性規
制（責任準備金の積立基準、共済計理
共済事業に 人の設置、ソルベンシーマージン基準
かかる契約 および早期是正措置等）、情報開示規
者保護ルー 制、募集規制等について、保険業法、
ルの整備 農業協同組合法と整合的な規制を整
備すべきである。また、現行の最高限
度額や許可基準等にかかる通知を法
令化すべきである。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図る
ために支給するものであるとの位置付けから、一定
の年齢に達した場合に支給を開始することとしてい
るもの。65歳以上で働く者は給与が下がっている現
状を踏まえると、65歳以上の規約で定める日での支
給を認めることはできない。
確定給付企業年金の老齢給付金の
60歳から65歳までの間の退職時支給については、
受給資格は、以下のときに与えられ
次期制度改正時に検討。
る。
老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図る
・ 60歳以上65歳以下の規約で定め
ために支給するものであるため、一定の年齢に達し
る年齢に達したとき
た場合に支給することとしている。ただし、従来の適
・ 50歳以上60歳未満の規約で定め
確定給
Ⅰ、 格退職年金の多くが、退職時に支給することとして
る年齢に達した日以後に実施事業
c
付企業
Ⅱ いる実態を踏まえ、50歳以上60歳未満の規約で定
所に使用されなくなったとき
年金法
める年齢に達した日以後に退職した場合も、年金と
20年を超える加入期間を老齢給付
して受給できることとしているもの。このように、退職
金の給付を受けるための要件として
時の年金受給は例外的なものであり、「老齢給付
定めてはならない。
金」の趣旨を逸脱する措置を認めることはできない。
老齢給付支給開始要件は、法令に
確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の生
定めのある事項を満たす限り、規約
活を安定したものにすべく行うものであり、当該事業
で定めることとなっている。
主に20年以上従事していた従業員の受給権保護の
観点から、認めることはできない。
確定給付企業年金法は、年金に重点を置いた法律
であり、一時金が年金より有利となるような取扱い
は認められない。

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

①、③ 確定給付企業年金の老齢
給付金の受給資格は、以下のときに
与えられる。
・ 60歳以上65歳以下の規約で定め
る年齢に達したとき
確定給
付企業 ・ 50歳以上60歳未満の規約で定め c
年金法 る年齢に達した日以後に実施事業
所に使用されなくなったとき
② 20年を超える加入期間を老齢給
付金の給付を受けるための要件とし
て定めてはならない。

①老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図
るために支給するものであるため、一定の年齢に達
した場合に支給することとしている。ただし、従来の
適格退職年金の多くが、退職時に支給することとし
ている実態を踏まえ、50歳以上60歳未満の規約で
定める年齢に達した日以後に退職した場合も、年金
として受給できることとしているもの。このように、退
職時の年金受給は例外的なものであり、「老齢給付
金」の趣旨を逸脱する措置を認めることはできない。
60歳から65歳までの間の退職時支給については、
次期制度改正時に検討。
Ⅰ
②確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の
生活を安定したものにすべく行うものであり、当該事
業主に20年以上従事していた従業員の受給権保護
の観点から、認めることはできない。
③老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図
るために支給するものであるとの位置付けから、一
定の年齢に達した場合に支給を開始することとして
いるもの。65歳以上で働く者は給与が下がっている
現状を踏まえると、65歳以上の規約で定める日での
支給を認めることはできない。

・確定給付企業年金制度は企業の退職金制度を移行させている
ケースが多いが、退職金制度等の福利厚生制度は個々の企業
の実態ごとに様々である。それぞれの企業の実態に沿った制度
設計を可能とすることが、より実効性の高い従業員の老後保障
を可能にするものと考える。より実効性のある老後保障を実現す
べく、要望に沿った検討をお願いしたい。
・例外的な措置とはいえ、年齢５０歳０ヶ月で退職した場合は即
座に年金開始が可能であるが、年齢４９歳１１ヶ月で退職したよ
うな場合は年齢６０歳まで年金開始をすることができないという
受給局面での不整合の是正を求めているものである。合理的な
制度設計を可能とすべく、要望に沿った検討をお願いしたい。
・２０年以上従事していた者が退職する時点では老齢にないケー
スもあり、必ずしも２０年以上従事していた従業員の受給権保護
が従業員の老後の生活の安定につながるものではないと考え
る。企業の実態に即した制度設計を可能とすべく、要望に沿った
検討をお願いしたい。

中小企
業退職
金共済
法第８
条、第
１７条
確定給
付企業
年金法
第５６
条第３
項

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企
業年金制度について社会の関心が高まる一方、働
き方の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変
化への対応としてポータビリティの拡充など制度の
充実が求められている。このような現状を踏まえ、中
小企業退職金共済制度から確定給付企業年金制
Ⅰ
度への移行を認めることについては、今年度におい
て、中小企業等に関する調査を実施することとして
おり、その結果等を踏まえ、勤労者の福祉の向上等
の観点から、遅くとも平成１８年度中に検討を開始
することとしている。

中小企
業退職
金共済
法第８
条、第
１７条
確定給
付企業
年金法
第５６
条第３
項

中小企業退職金共済制度から確定
給付企業年金制度への移行は、中
小企業退職金共済制度に加入して
ｂ
いる中小企業者が中小企業者に該
当しなくなったときのみ認められてい
る。

中小企業退職金共済制度から確定
給付企業年金制度への移行は、中
小企業退職金共済制度に加入して
ｂ
いる中小企業者が中小企業者に該
当しなくなったときのみ認められてい
る。

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企
業年金制度について社会の関心が高まる一方、働
き方の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変
化への対応としてポータビリティの拡充など制度の
充実が求められている。このような現状を踏まえ、中
小企業退職金共済制度から確定給付企業年金制
Ⅰ
度への移行を認めることについては、今年度におい
て、中小企業等に関する調査を実施することとして
おり、その結果等を踏まえ、勤労者の福祉の向上等
の観点から、遅くとも平成１８年度中に検討を開始
することとしている。

本年度のあじさい月間において、「勤労者の福祉の向上等の観
点から、平成17年度中に中小企業等に関する調査を実施する」
とのご回答であったが、調査実施の有無、調査結果公表時期を
明らかにすべきである。

本年度のあじさい月間において、「勤労者の福祉の向上等の観
点から、平成17年度中に中小企業等に関する調査を実施する」
とのご回答であったが、調査実施の有無、調査結果公表時期を
明らかにすべきである。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

c

ｂ

ｂ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

・公的年金は65歳から受給できることとなっており、公的年金を補完して老後の所得
確保を図る確定給付企業年金についても、遅くとも65歳から受給できる必要がある。
確定給付
・あくまでも例外的な措置として、従来の適格退職年金で可能であった50歳以上での
企業年金
退職時の支給を認めているものであり、これ以上の緩和は困難。
制度にお
・確定給付企業年金はあくまでも退職金制度ではなく年金制度であり、20年という長
厚生労働
ける老齢
z13014
Ⅰ、Ⅱ
省
期間加入してある程度の掛金が拠出されてきた者については、年金としての受給の
給付金の
途を必ず確保する必要がある。なお、厚生年金基金においても同様。
支給要件
・貴見を認めると、一時金をもらって自ら運用した方が有利となり、年金より一時金を
等の緩和
奨励する結果となる。確定給付企業年金法は、年金に重点を置いた法律であり、そ
のような取り扱いは認められない。

Ⅰ

・公的年金は65歳から受給できることとなっており、公的年金を補完して老後の所得
確定給付
確保を図る確定給付企業年金についても、遅くとも65歳から受給できる必要がある。
企業年金
・あくまでも例外的な措置として、従来の適格退職年金で可能であった50歳以上での
(老齢給付
厚生労働
金)におけ
z13014
退職時の支給を認めているものであり、これ以上の緩和は困難。
省
る支給要
・確定給付企業年金はあくまでも退職金制度ではなく年金制度であり、20年という長
件の弾力
期間加入してある程度の掛金が拠出されてきた者については、年金としての受給の
化
途を必ず確保する必要がある。なお、厚生年金基金においても同様。

Ⅰ

中小企業等に関する調査は、今年度中に実施する。また、調査結果は、取りまとまり
z13015
次第速やかに公表することとしている。

中小企業
退職金共
済制度か
厚生労働 らの確定
給付企業
省
年金への
移行の弾
力適用

中小企業等に関する調査は、今年度中に実施する。また、調査結果は、取りまとまり
z13015
次第速やかに公表することとしている。

中小企業
退職金共
済制度か
厚生労働 らの確定
給付企業
省
年金への
移行の弾
力適用

Ⅰ

13/54

5132

5144

5132

5144

5132013

5144019

5132014

5144026

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

G31

G31

G32

G32

生命保
険協会

(社)日
本経済
団体連
合会

生命保
険協会

(社)日
本経済
団体連
合会

13

19

14

26

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

確定給付企
業年金制度
における老
齢給付金の
支給要件等
の緩和

・ 65歳超で定年年齢が設定されている
場合、65歳超の規約で定める年齢に
到達した時点で年金の受給開始を可
能としていただきたい。
・ 60歳から65歳までの到達日以外の、
例えば退職日などの規約に定める到
達日から年金の支給開始を可能として
いただきたい。
・ 50歳未満で退職した者についても、
50歳以上60歳未満の規約に定める年
齢に到達した時点で年金の受給開始
を可能としていただきたい。
・ 加入期間が20年以上の場合でも、老
齢給付金を設定しない取扱いを可能と
していただきたい。
・老齢給付金の支給年齢要件以外の
要件を満たす者に支給する脱退一時
金の額について、老齢給付金の受給
権者になったときに支給する給付の現
価相当額と支給開始時点で比較する
取扱いを認めて頂きたい。

A

確定給付企
業年金(老齢
給付金)にお
ける支給要
件の弾力化

（要望理由）
①ａ）既に退職という事象が発生してお （左欄より続く） ②加入期間が20年以
①ａ）50歳未満で退職した者について り、かつ、50歳以上の規約に定める年 上の場合であっても、年金受給の資格
も、50歳以上60歳未満の規約に定め 齢到達という要件を満たした状態であ を付与しないで、一時金だけの設定と
る年齢に到達した時点で年金の受給 るにもかかわらず、退職という事象の したいニーズが強い。また、制度設計
発生時期の問題のみによって年金受 の自由化により、適格退職年金など企
開始を可能とすべきである。
ｂ）60歳から65歳までの到達日以外 給を制限されることは、受給権者本人 業の退職金制度からの移行を促すこと
の、例えば退職日などの規約に定める の納得が得られない。また、企業内に が期待できる。
到達日から年金の支給開始を可能と おける制度運営の観点から、50歳以上 ③2004年の高年齢者雇用安定法の改
退職者との均衡を図る必要がある。さ 正により65歳までの継続雇用が義務 確定給付企業年金法第36条
すべきである。
②加入期間が20年以上の場合でも、 らには、ライフサイクルなどの観点から 化され、65歳超の定年年齢設定や定
老齢給付金を設定しない取扱いを可能 も、50歳未満退職者について、50歳〜 年制を廃止する企業もでることが想定
60歳の間における年金受給ニーズは され、労使合意のもと、65歳超の企業
とすべきである。
の実情に合った支給開始年齢が選択
③65歳超で定年年齢が設定されてい 高いと考えられる。
る場合、65歳超の規約で定める年齢に ｂ）年金は退職後の所得保障を目的 できるようにすべきである。
達した時点での受給開始を可能とすべ とするため、在職中に年金が開始する 環境の変化に則した見直しについて
ことは制度の趣旨に合わない。また、 は、施行後５年の次の制度改正時に
きである。
弾力化の措置により事務負担の軽減 拘わらず早期に検討べきである。
を図ることができる。（右欄へ続く）

A

中小企業退
職金共済制
度からの確
定給付企業
年金への移
行の弾力適
用

中小企業者が確定給付企業年金制度
を実施する場合にも、中小企業退職金
制度の解約手当金を被共済者に返還
せず、確定給付企業年金の掛金に充
当することを認めていただきたい。

A

中小企業退
職金共済制
度からの確
定給付企業
年金への移
行の弾力適
用

A

中小企業者が確定給付企業年金を
導入する場合にも、中小企業退職金共
済制度の解約手当金を被共済者に返
還せず、確定給付企業年金の掛金に
充当することを認めるべきである。

その他
（特記事項）

＜支給年齢要件＞
・既に退職という事象が発生しており、
・ 老齢給付金の支給開始は60歳〜65
かつ、50歳以上の規約に定める年齢
歳の到達日（50歳以上で退職した場合
到達という要件を満たした状態である
は退職から年金受給が可能）
にもかかわらず、退職という事象の発
① 年齢50歳0ヶ月で退職した場合は即
生時期の問題のみによって年金受給
座に年金開始が可能であるが、年齢
を制限されることは、受給権者本人の
49歳11ヶ月で退職したな場合は年齢
納得が得られない。また、企業内にお
60歳まで年金開始をすることができな
ける制度運営の観点から、50歳以上
い。
退職者との均衡を図る必要がある。さ
② 企業の定年年齢が65歳を超える場
らには、ライフサイクルなどの観点から
合は、在職中の年金開始とせざるを得
も、50歳未満退職者について、50歳〜
ない。
60歳の間における年金受給ニーズは
③ 企業の定年が、例えば年齢満60歳
高いと考えられる。
の誕生日以降に到来する3月末日であ
・年金は退職後の所得保障を目的とす
るような場合、年金開始は在職中の60
るため、在職中に年金が開始すること
歳に達した時またはそれ以降65歳まで
は制度の趣旨に合わない。また、弾力
確定給付企業年金法第36条、第41条 の年齢に達した時となり、定年退職直
化の措置により事務負担の軽減を図
後から年金開始を行うことができない。
ることができる。
＜加入期間要件＞
・加入期間が20年以上の場合であって
・ 老齢給付金は少なくとも加入20年の
も、年金受給の資格を付与しないで、
ものには年金の受給資格を付与しなけ
一時金だけの設定としたいニーズが強
ればならないため、加入20年以上であ
い。また、制度設計の自由化により、
れば中途脱退者にも年金受給の資格
適格退職年金など企業の退職金制度
を付与しなければならない。（一時金の
からの円滑な移行を促すことが期待で
み設定したいというニーズが高い）
きる。
＜脱退一時金の額＞
・老齢給付金の支給年齢要件以外の
・ 老齢給付金の支給年齢要件以外の
要件を満たす者に支給する脱退一時
要件を満たす者に支給する脱退一時
金を繰下げする際に、付利は要件とさ
金の額は、その者が老齢給付金の受
れていないため、取扱いの緩和により
給権者になったときに支給する給付の
適格退職年金など企業の退職金制度
現価相当額を上回らないこととされて
からの円滑な移行を促すことが期待で
いるが、その比較時点が脱退時点とさ
きる。
れ 実態として繰下げに伴う付利が必

・企業のアライアンスが活発化している
現状において、中小企業者が合併や
営業譲渡などの組織変更を行うケース
も多い。中小企業退職金共済契約を
実施している中小事業者が確定給付 中小企業退職金共済法第17条
企業年金を実施している中小事業者と
合併するなど、確定給付企業年金に解
約手当金を充当したいとするニーズが
ある。

企業のアライアンスが活発化してい
る現状において、中小企業者が合併や
営業譲渡などの組織変更を行うケース
も多い。中小企業退職金共済制度を
実施している中小企業者が確定給付
中小企業退職金共済法第８条、第17
企業年金を実施している中小企業者と
条
合併するなど、確定給付企業年金に解
約手当金を充当したいとするニーズが
あり、早期に措置すべきである。
少なくとも法施行５年後の見直し時期
に合わせた検討を行なうべきである。

（左欄より続く）
②老齢給付金について、20年を超え
る加入期間を受給資格の要件として定
めてはならないことになっている。
③老齢給付金の支給開始は65歳超
とできない。

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

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

該当法
令

制度の現状

確定拠出年金の拠出限度額は、平
成16年10月より以下のとおり引き上
げられたところ。
（企業型）
確定拠
他の企業年金がない場合
出年金
3．6万円 → 4．6万円
法施行
他の企業年金がある場合
令
1．8万円 → 2．3万円
（個人型）
企業年金がない場合
1．5万円 → 1．8万円

確定拠出年金の拠出限度額は、平
成16年10月より以下のとおり引き上
げられたところ。
（企業型）
確定拠
他の企業年金がない場合
出年金
3．6万円 → 4．6万円
法施行
他の企業年金がある場合
令
1．8万円 → 2．3万円
（個人型）
企業年金がない場合
1．5万円 → 1．8万円

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

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

措
置
の
分

c

措
置
の
内

Ⅱ

措置の概要（対応策）

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

その他

再検討要請

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から216,000円へ
拡大したに過ぎない。少なくとも企業型（企年無）と同額になるよ
う限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き上げが個人の自助
努力を促し、制度の普及を促進するものと考える。

c

Ⅱ

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

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から216,000円へ
拡大したに過ぎない。少なくとも企業型（企年無）と同額になるよ
う限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き上げが個人の自助
努力を促し、制度の普及を促進するものと考える。

c

60歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、その後直ち
に受給できることを認めると、貯蓄との区別がつか
Ⅰ
なくなるため、最初の拠出から一定期間経過後に給
付を受けられるようにすることが必要。

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

c

Ⅰ

60歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、その後直ち
に受給できることを認めると、貯蓄との区別がつか
なくなるため、最初の拠出から一定期間経過後に給
付を受けられるようにすることが必要。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

c

c

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

措置の概要（対応策）

拠出限度額の引き上げについては、引上げ後間もないこともあり、現段階において
は平成16年改正による引上げの普及状況等を見ながら検討する必要がある。

拠出限度額の引き上げについては、引上げ後間もないこともあり、現段階において
は平成16年改正による引上げの普及状況等を見ながら検討する必要がある。

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13016

z13016

確定拠出
年金の拠
厚生労働
出限度額
省
の更なる
拡大

確定拠出
年金にお
厚生労働 ける掛金
の拠出限
省
度額の引
上げ

確定拠出
貯蓄との区別の観点から、給付には、最初の拠出から一定期間の経過が必要であ
年金の老
る。50歳以降に加入した場合であっても、遅くとも65歳までには受給できることとなっ
厚生労働
齢給付金
z13017
省
ており、特例を認める必要性はないと考えている。
の支給要

5141

5144

5141

5141015

G33

（社）日
本損害
保険協
会

(社)日
本経済
団体連
合会

5144009

G33

5141016

（社）日
本損害
G34
保険協
会

件の緩和

確定拠出年金においては、60歳以降の拠出が認められていない
中で、通算加入期間による受給開始年齢の制限があることで制
度が硬直化し、普及阻害の一因となっている。60歳以降で退職
した場合、少なくとも退職時に受給できるようにすべきである。

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

15

9

16

Ⅰ

貯蓄との区別の観点から、給付には、最初の拠出から一定期間の経過が必要であ
年金の老
る。50歳以降に加入した場合であっても、遅くとも65歳までには受給できることとなっ
厚生労働 齢給付金
z13017
の支給要
省
ており、特例を認める必要性はないと考えている。
件の緩和
【新規】

14/54

5144

5144014

G34

(社)日
本経済
団体連
合会

14

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

確定拠出年金の制度普及が図られ
る。
確定拠出年金の拠出限度額を更に 少子高齢化の進展、高齢期の生活の
確定拠出年
拡大していただきたい。特に、個人型 多様化等の社会経済情勢の変化にか
金の拠出限
の第２号被保険者について、少なくとも んがみ、国民の高齢期における所得
度額の更な
企業型（企年無）と同額となるよう限度 の確保に係る自主的な努力を支援し、
る拡大
国民の生活の安定と福祉の向上に寄
額の拡大を認めていただきたい。
与する効果がある。

（理由）
2004年10月より拠出限度額が拡大し
たが、例えば個人型(2号）は180,000円
から216,000円へ拡大したに過ぎない。
少なくとも企業型(企年無）と同額となる
よう限度額の拡大によって確定拠出年
確定拠出年金法第20条、第69条
金制度の普及を促進する。
確定拠出年金法施行令第11条および
（現状）
第36条、法人税法、所得税法
現行の年間拠出限度額は以下のとお
り。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号） 816,000円
個人型（２号） 216,000円

A

確定拠出年
金における
拠出限度額を早期に、かつ大幅に引
掛金の拠出
き上げるべきである。
限度額の引
上げ

企業型確定拠出年金については、①
確定拠出年金における掛金の拠出
企業年金に加入していない場合、月額
限度額は、2004年改正により厚生年
４万６千円②企業年金に加入している
金基金の上乗せ部分の望ましい給付
場合、月額２万３千円であり、個人型
水準を掛金ベースに置き換えた金額に
確定拠出年金については、①自営業
引き上げられたものではあるが、絶対
者の場合、月額６万８千円②企業年
額として依然、老後の安定した生活を
確定拠出年金法第20条、第69条
金、企業型確定拠出年金のない企業
保障するには十分ではなく、また、退
確定拠出年金法施行令第11条、第36
の従業員の場合、月額１万８千円と
職一時金制度からの移行を促進する
条
なっている。
観点からも十分ではない。自助努力、
なお、本年２月時点で引き上げ後か
自己責任による老後の生活保障の確
ら５ヶ月間しか経過していないにも拘わ
保を支援するためには、拠出限度額を
らず、約1260規約の認可済み企業型
大幅に引き上げるべきである。利便性
年金の14.5％にあたる183規約が新拠
の向上、退職金の代替により制度普及
出限度額での認可となっている。
に資することになる。

A

確定拠出年
金の老齢給
付金の支給
要件の緩和

A

確定拠出

c

要望事項
（事項名）

A

老齢給付金の通算加入者等期間に
よる受給開始年齢の制限を撤廃してい
ただきたい。現在の法令では、通算加
入者等期間が１０年に満たない場合に
は、６０歳から老齢給付金の支給を受
けることができない。

確定拠出年
金の老齢給 老齢給付金の通算加入者等期間に
付金の支給 よる受給開始年齢の制限を緩和する
要件の緩和 べきである。
【新規】

制度の普及に寄与する。

制度導入時において、５０歳以上の
従業員の加入を阻害する要因になる。
また、本来企業の退職金制度の一環と
して導入した制度であるのに、従業員 確定拠出年金法第33条
からすると６０歳で定年退職した際に受
給権がないというのは制度の趣旨に反
する。

確定給付企業年金においては、加入
時期に関わらず60歳以降支給要件を
満たすことが可能である。一方、確定
拠出年金においては、60歳以降に受
給開始となってしまう者の60歳以降の
拠出が認められないため、手数料、運
用成果によっては目減りする恐れもあ 確定拠出年金法第33条
る。加入時年齢によって支給年齢を一
律に定めるのでなく、60歳以降退職し
た場合退職時に受給できるようにする
べきである。
同じ企業の退職金制度の受け皿制
度として整合性を図る必要がある。

通算加入者等期間が10年に満たな
い場合には、60歳から老齢給付金の
支給を受けることができないなど、通算
加入者等期間によって、受給開始可能
時期が制限されている。
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該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

確定給
付企業
年金法
施行規
加入者や受給者等の受給権保護等を図るために
給付減額の際には、減額対象者
則第5
Ⅲ、 は、給付減額の手続や理由について、厳格な手続
条、第 （加入者や受給者）の3分の2以上の
c
Ⅳ や適切な理由が必要であることから、現時点では緩
6条 同意等のほか、給付減額の適切な
和等の措置は考えていない。
理由が必要。
確定給
付企業
年金制
度につ
いて

確定給
付企業
年金法
施行規
則第5
条、第
6条
確定給
付企業
年金制
度につ
いて

医師法
第20条
情報通
信機器
を用い
た診療
（いわ
ゆる
「遠隔
診療」）
につい
て（平
成９年
１２月２
４日付
け健政
発１０７
５号各
都道府
県知事
あて厚
生省健
康政策
局長通
知）
柔道整
復師法
第17条

企業年金は、選択一時金を選択せず年金を選択
受給者の給付減額を行う場合に
した受給者に対しては、年金を支給する約束を行っ
は、当該受給者等が希望したときに
Ⅲ、 ているのであるから、給付減額の際に受給者が希
は、最低積立基準額相当を一時金と c
Ⅳ 望して受け取ることができる額を、一般に年金の現
して受け取ることができる等、減額前
価よりも小さい選択一時金とするのは、適切ではな
の最低積立基準額が確保されるよう
いと考えている。
な措置が必要。

その他

再検討要請

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

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

措置 措置
の分 の内
類
容

c

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

加入者や受給者等（特に、給付の減額に同意していない者）の受給権保護等を図る
Ⅲ、Ⅳ ためには、給付減額の手続や理由について、厳格な手続や適切な理由が必要であ z13018
ることから、現時点では緩和等の措置は考えていない。

確定給付
型の企業
年金にお
ける給付
厚生労働
引下げに
省
係る承認
基準及び
手続きの
緩和

5144

5144022

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

(社)日
本経済
G35
団体連
合会

22

A

受給権者
の給付減

c

現行の制度は、財産権確保の観点から、既に発生している受給権分について減額
額手続き
前の給付現価と等価な一時金を保証するものである。選択一時金は、上限は設定さ
厚生労働 における
z13018
Ⅲ、Ⅳ
最低積立
省
れているが、下限が設定されておらず、一般に年金の現価よりも小さいことから、こ
基準額相
れを選択可能とすることは適切でないと考えている。

5144

5144023

G35

(社)日
本経済
団体連
合会

23

A

当の支給
の見直し

具体的
要望内容

柔道整復師は、医師の同意を得た
場合のほか、脱臼又は骨折の患部
に施術してはならない。ただし応急
手当をする場合は、この限りではな
い。

c

柔道整復師法第１７条は、医師の同意を得た場合で
なければ、柔道整復師は脱臼又は骨折の患部に施
術することを禁止しているが、ここでいう「医師の同
意」は医師が患者を診察した上で与えられることを
要する。
無診察治療等の禁止について定める、医師法第２０
条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診
その他手段の如何を問わないが、現代医学から見
て、疾病に対して一応の診断を下しうる程度のもの
Ⅰ
を言う。したがって、遠隔診療は直接の対面診療に
よる場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る
程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得
られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師
法第２０条等に抵触するものではない（平成９年１２
月２４日付け健政発１０７５号各都道府県知事あて
厚生省健康政策局長通知）と考えているが、ご提案
の装置やＴＶ会議システムのみでは、上記にいう有
用な情報を十分に得ることは難しいと思料する。

「現在、整形外科における骨折、脱臼の診察では、医療面接、そ
の後の視診後にレントゲン検査を行って診断を下すことが多くあ
る。特に、外傷である骨折、脱臼であれば、原因の確認、そして
視診、レントゲン検査によって、外科的な手術やその緊急性の有
無を充分に確認でき、患者の生命の安全に対する対応なども速
やかにとれることとなる。また、脱臼、骨折の際の応急処置に関
しても、迅速で適切な対応がEBMに基づいて行われる必要があ
るが、これらの装置は、柔道整復師に応急処置が許可されてい
るこの事項に関し、医師が診断同意し、より科学的なアプローチ
をとることができるに充分な装置であると考える。救命士が、心
電図の転送と電話によって点滴、除細動、注射などの必要な応
急処置がとれるのなら、原因のはっきりとした骨折、脱臼の応急
処置にはレントゲン検査と柔道整復師を遠隔で指示してTVカメラ
に必要な個所を映し出し、または医師の指示にて柔道整復師が
必要な徒手検査を行いながら医師に診断していただくことは、可
能であるものと、考えられる。また、今回の回答では、これら装置
では有効な情報を充分に得られないといわれているが、現状で
医師が、骨折、脱臼を診断するに医療面接、視診、レントゲンの
みで診断されていることがよく見受けられる。となると有効で充
分な情報を得るとはどのような機器を示されているのかうかがい
たい。」

柔道整復

c

Ⅰ

師に必要
どのような機器やシステムであれば有用な情報を得ることができるか一般的にお答
な医師の
えすることは困難であるが、少なくとも問診、触診等による直接の対面診療に代替し
厚生労働 同意を医
得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる必要がある。しかしな z13019
師による
省
がら、 御要望にあるような装置やシステムのみでは有用な情報を十分に得ることは
遠隔診断
難しいと考えており、そのためこれを認めることはできない。
で行うため

5001

5001001

内藤
晴義

1

医療法上、医業を行う場所は病院・
診療所に限られている。
医師、歯科医師、又は診療放射線
技師でなければ、放射線を人体に対
c
して照射することができない。
放射線技師は医師又は歯科医師の
具体的な指示を受けなければ、放射
線を人体に対して照射してはならな
い。

エックス線の人体に対する照射は、診療放射線技
師免許を有する柔道整復師であっても、その照射部
位や照射方法等に関する医師又は歯科医師の具
体的な指示の下に行われる必要がある。よって、X
Ⅰ
線機器の使用は、医師の指示のもと医業として行わ
れることから、原則として診療時間に常勤する医師
又は歯科医師のもとで病院又は診療所において行
われる必要がある。

「 柔道整復師は、骨折及び脱臼については応急手当をすること
が認められている（柔道整復師法第１７条）。応急手当といえど
も、患者にとっては治療であることに変わりはなく、その手当が
適切に行われるかどうかは重要な問題である。したがって、応急
手当を認められている以上、より適切な応急手当を行うため、柔
道整復師が必要な範囲で自己の施術所でＸ線撮影を行うことは
大いに有意義なことである。このことは、その後の医師による治
療が的確に行われることにつながり、患者にとっても利益であ
り、法改正を行う必要性は十分にあると考える。加えるに、柔道
整復師法第１５条では、医師である場合を除き、柔道整復師でな
ければ、業として柔道整復を行ってはならないとある。これは、特
定の分野について、柔道整復師は、医師と同様に独立してその
業務を行えることを認めたものであり、治療に必要と判断すれ
ば、当該範囲内で医師と同様にレントゲンを使用することに何ら
問題はなく、患者の求める正確かつ安全で信頼のある治療への
根元であると考えるに至った次第である。」

c

Ⅰ

15/54

5002

5002001

社団法
人東京
都柔道
接骨師
会
会長
工藤鉄
男

1

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

運用環境の低迷が長期化する中で、
事業主の負担が非常に大きくなってき
ている。本業である事業収益以上の穴
埋め負担は本末転倒であり、従業員の
雇用を守るためにも、各企業労使およ
び受給者との間において、自主的に給
付引下げの意思決定ができる仕組み
が必要である。

（要望理由）
退職一時金からの移行が一般的で
ある実態を踏まえると、希望者に対す
る一時金清算を行う場合、労使が退職
一時金として認識している制度上の選
受給権者の
択一時金を用いるのが妥当である。
給付減額手
給付減額時に受給（権）者が希望し
現行の割引率を適用すると、最低積
続きにおけ
た場合の一時金清算については、制
立基準額相当の支給額は、選択一時
る最低積立
度上の選択一時金額とすることを認め
金ベースと比較して過大になり過ぎる。
基準額相当
るべきである。
このため、受給(権)者の大多数が一時
の支給の見
金清算を選択することが想定され、結
直し
果として、年金制度の維持という趣旨
に合致しないだけではなく、年金財政
に致命的な影響を及ぼしかねない。
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
例えば、現在、厚生年金基金の解散
時には、当面の措置として「最低責任
準備金以上、最低積立基準額以下で
規約に定める額(労使合意した額)」の
資産を保有していれば、一括拠出を行
う必要がなく、最低積立基準額以下で
規約に定める額(労使合意した額)から
受給者等の給付減額を行う場合、当
最低責任準備金を除いた金額を分配
該受給者等が希望したときには、最低
することが認められている。したがっ
確定給付企業年金法施行規則第６条
積立基準額相当を一時金として受け取
て、制度を継続するためなど、やむを
「厚生年金基金の設立認可について」
ることができるなど、減額前の最低積
得ない場合の給付減額時に、受給
(昭和41年９月27日年発第363号)
立基準額が確保される措置が義務付
（権）者が希望した場合の一時金清算
けられている。
については、労使の合意に基づき制度
上の選択一時金額とすることを認める
べきである。
最低積立基準を用いる限り、企業が
給付利率を変更した場合、割引率に
よって受給者間でも不整合が生じる。
少なくとも法施行５年後の見直し時期
にそのあり方について検討すべきであ
る。

医師法第20条における「自ら診察す
る」という概念を遠隔診断も含めて考
慮していただき、柔道整復師法第17条
の骨折、脱臼に必要とされている医師
の同意を、柔道整復師施術所内に設
置した診断機器の医師による遠隔操
作撮影、診断にて行えるよう要望す
る。

確定給付企業年金法第５条、第６条
現状の制度では、給付引下げの認可
確定給付企業年金法施行令第４条、
基準が厳しいため、現行の運用環境下
同法施行規則第５条、第６条
においても高い予定利率を維持しなけ
「厚生年金基金の設立認可について」
ればならない。
(昭和41年９月27日年発第363号)

現在、柔道整復師法第17条では、柔道
整復師は、応急手当を除き、骨折、脱
臼の患部を施術する場合、医師の同
意が必要とされている。遠隔診断によ
る同意が可能となれば、柔道整復師の
医療機関との連携が迅速になり、患者
がより質の高い医療を即座に選択させ
ることができる環境を提供でき、結果と
して柔道整復師の資質向上、国民に対
する信頼度、安心感の向上、患者が複
数の医療機関を行き来する為に生じる
時間的、経済的負担の軽減といった利
便性を提供できるようになる。これら
は、柔道整復師の施術所内に設置し
た遠隔操作でのみ撮影することができ 医師法第20条、柔道整復師法第17条
るデジタルレントゲン、MRI、そして医師
が患者の誘導などを柔道整復師に補
佐する指示を出すためのTV会議シス
テムなどを開発、活用することによって
可能になる。つまり、医師の指示にて
柔道整復師が患者をその装置に適切
に配置させ、医師がこれら装置を遠隔
操作することによって撮影、読み取り、
そこから得られた情報を、これらを撮影
した医師自らが行い、骨折、脱臼に対
する施術の同意が得られるようにすれ
ば即座に可能となる。その解釈を柔道
整復師法第17条の「医師の同意」につ
いて適応していただきたいと要望する。

A

柔道整復師
に必要な医
師の同意を
医師による
遠隔診断で
行うための
要望

A

１ Ｘ線の人体への照射による被爆侵
襲と患者が得る利点を比較考量した場
合、骨折、脱臼による患者の苦痛を早
急に除去するため、応急手当の一環と
して診療放射線技師資格を有する柔
道整復師が、自己の施術所のポータブ
ルＸ線機器で撮影を行い、的確な応急
手当の一助とすることは患者の利点大
診療放射線
というべきである。
現行法規上、病院、診療所においての
技師免許を
みＸ線機器による照射が認められてい 診療放射線技師免許を有する柔道整 ２ 診療放射線技師資格を有する柔道
有する柔道
る制度を、診療所（歯科医師を含む）に 復師が、自己の施術所において、その 整復師は、その被爆の危険性及び防 柔道整復師法第２条及び診療放射線
整復師が行
技師法第２条第２項、第２４条
準じた規制の範囲で施術所において 業務範囲内の四肢に限定し、ポータブ 御方法も習知している。
う同技師業
３ 柔道整復師が骨折、脱臼の施術を
も、ポータブルＸ線機器を設置使用で ルＸ線機器を用い撮影をする。
務に係る規
行うには、医師の同意が必要ではある
きるように願いたい。
制緩和
が、医師の具体的な指示を要するもの
ではない。そもそも柔道整復師は、柔
道整復施術に際しては、独自の判断に
より施術が行えるのであり、この点から
も診療放射線技師資格を有する柔道
整復師は、医師の具体的な指示を待
つまでもなく、的確な照射が認められる
べきである。

の要望

診療放射
人体に対するＸ線の照射については、Ｘ線を被曝することによって患者が受ける危害
線技師免
と、それにより得られる利点を比較衡量した上で、利点の方が上回る場合にのみ行
許を有す
われるべきものであり、その可否の決定には、患者の病態、健康状況等に関する総
る柔道整
合的な医学的判断を要する。
厚生労働
復師が行
z13020
省
したがって、Ｘ線の人体に対する照射は、その照射部位や照射方法等に関する医師
う同技師
又は歯科医師の具体的な指示の下に行われる必要があり、たとえ診療放射線技師
業務に係
の免許を有する柔道整復師であっても、医師又は歯科医師の指示なしにＸ線検査を
る規制緩
行うことを認めることはできない。
和

具体的事業の
実施内容

確定給付型
の企業年金
各年金制度における給付引下げにつ
における給
いて、基本的に労使および受給者との
付引下げに
合意さえあれば、給付引下げの理由は
係る承認基
問わないものとすべきである。
準及び手続
きの緩和

以下の要望者意見・質問を踏まえ、再度検討願いたい。

以下の要望者意見・質問を踏まえ、再度検討願いたい。
医療法
第１条
の５
柔道整
復師法
第１７
条
診療放
射線技
師法第
２４条、
第２６
条

要望事項
（事項名）

2006/1/3114:26

「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

労働金
庫法第
１６条、
第２１
条

制度の現状

措
置
の
分

会員の脱退（自由脱退）に際し、当
該会員の出資持分を譲り受ける者
がいない場合は、金庫は一時的にそ
b
の出資金を譲り受けることができる。
譲り受けた持分は速やかに処分（会
員等への譲渡）しなければならない。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

労働金庫における出資持分の消却制度の導入につ
いては、労働金庫の資本維持、協同組織の特性、
Ⅰ 及び持分の消却の必要性等について慎重な検討が
必要である。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

要望者より次のとおり意見が提出されている。実務的なニーズを
勘案し、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示
されたい。
①消却の対象となるのは会員から取得した「処分未済持分」であ
ること。②消却は、資本剰余金や利益剰余金を減額するのでは
なく、「普通出資金」を減額する「減資」の方法（借方：普通出資
金、貸方：処分未済持分）によること。

b

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

労働金庫における出資持分の消却制度の導入については、労働金庫の資本維持、
協同組織の特性、及び持分の消却の必要性等について慎重な検討が必要であり、
金融庁・厚 普通出資
z13021
生労働省 の消却
現時点で具体的なスケジュールなどを示すことは困難である。

5003

5003001

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
人 全
国労働
金庫協
会

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

普通出資の消却制度は、「金融機関等
の組織再編成の促進に関する特別措
普通出資の 置法」で一部手当てされたが、組織再
編成に限らず、普通出資金の消却が
消却
できるよう、労働金庫法に手当てを行
う。

A

介護保険事
業の通所介
護事業に於
けるハリ施
術の運用緩
和を要望

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

労働金庫は、会員による相互扶助を基
本とした協同組織金融機関である。し
たがって労働金庫の資本政策上、普
通出資の増強が必要となる場合には
会員に増口を依頼することとなる。しか
しその後、資本が充実し余剰資金があ
る場合には、それを増口に応じた会員
に返却する（消却）ことは、会員の共益
権を害するものではなく、また協同組
織の運営上もありうる選択肢である。
また、会員は口数にかかわらず１個の 労働金庫法第１６条、第２１条
共益権を有していることから、上記ケー
ス以外の場合においても、余剰資金の
範囲内でかつ健全性が中長期的にも
維持できる範囲内で、普通出資の消却
が可能となれば、労働金庫の資本政
策の自由度も向上することとなる。な
お、少額個人出資者の脱退においても
消却が可能となれば、譲受人を探す必
要がなくなり、金庫の事務処理上も円
滑な対応が可能となる。

本要望について、

「指定
居宅
サービ
ス等の
事業の
人員、
設備及
び運営
につい
て」
あん摩
マツ
サージ
指圧
師、は
り師、
きゆう
師等に
関する
法律第
１条

①
に
つ
い
指定通所介護事業所における機能 て
訓練指導員は、「理学療法士、作業 は
療法士、言語聴覚士、看護職員、柔 c
道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師の資格を有する者」と規定され ②
に
ている
つ
医師以外の者で、はりを業としようと い
する者は、はり師免許を受けなけれ て
は
ばならない。
ｄ

−

一方、はり師、きゅう師については、リハビリの有
効性の観点からすると、現時点においては、はり、
きゅうについてマッサージ等と同様の機能訓練とし
ての評価を行うことが難しいと考えており、関連医学
分野における更なる評価やはり・きゅう分野での更
なる実績と評価を重ねることが必要であると考えて
いる。

-

z13022

介護保険
事業の通
所介護事
厚生労働 業に於け
るハリ施
省
術の運用
緩和を要
望

5004

5004001

社会福
祉法人
明峰会

1

現行のデイサービス事業ではあんま、
マッサージ、指圧師及び柔道整復師の
施術は認められているのに、ハリ施術
は医業だから認められないとの指導で
した。同等の法律による資格で、法的
には医業でなく医業類似行為と位置づ
けられている。この運用面での改善を
求める。

デイサービスでは高齢化に伴う体力低
下を防ぎ、より永く自立した生活が送
れるよう筋力向上の機能訓練に重点を
置いています。中でも腰、膝の可動制
限、疼痛を訴える人が多く、それらの
人に僅かの（時間的には１〜２分程度）
施術で歩行が楽になり、杖が不用とな
る人も居られます。機能訓練の補助と
して利用させていただきたい。

デイサービスでの機能訓練は介護事
業の目的遂行の重要な作業で、これが
効果的に運用されるには実績で国民
に納得して貰わねばなりません。歩行
困難な高齢者に歩行訓練を強いるだ
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ
けでなく、歩行時の苦痛を少しづつ取り
う師等に関する法律
除いて訓練をしやすくすることで、その
効果は顕著になります。あくまで機能
訓練時の補助的な施術であって、ハリ
業者に影響が及ばない程度に注意を
払って行うものである。

②なお、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律の解釈に関するものであれば、はり
師免許を有する者であれば、業としてはりを行うこと
は可能である。

確定拠
出年金 営業職員による運用関連業務（運用
運営管 の方法に係る情報提供）と運用商品
c
理機関 の販売等の事務の兼務は認められ
ていない。
に関す
る命令

労働者
派遣法
第４０
条の２
第１
項、労
働者派
遣法施
行令第
４条第
２５号、
労働者
派遣事
業関係
業務取
扱要領
（職業
安定局
長通
知）の
第９の
４の(3)
のヘの
(25)

①介護報酬に関するものであれば、通所介護の事
業は、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行
う場所であって、医業類似行為を行うことを想定した
施設ではない。機能訓練については、「日常生活を
営むのに必要な機能の減退を防止するための訓
練」とされ、また、指定通所介護事業所における機
能訓練指導員は、機能訓練としてのリハビリの有効
性という観点から、「理学療法士、作業療法士、言
Ⅳ 語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ
サージ指圧師の資格を有する者」と規定されている
ところ。

○専門的な知識、技術又は経験や
特別な雇用管理を必要とする業務で
あって、労働者派遣が労働者の職業
生活の全期間にわたるその能力の
有効な発揮及びその雇用の安定に
資すると認められる雇用慣行を損な
わないと認められるものとして政令
ｃ
で定める業務（いわゆる２６業務）に
ついては、派遣受入期間の制限（最
長３年）が適用されない。
○平成１４年３月の労働者派遣法施
行令の改正により、いわゆる２６業
務に金融商品の営業関係の業務が
追加されたところ。

営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
Ⅲ の事務の兼務については、運用関連業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

＜ローン関連商品等について＞
労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、
労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行
を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係など我が国の雇用慣行に悪影響を
及ぼすおそれがあること等から、派遣受入期間の制
限が適用されない業務（いわゆる２６業務）として
は、公労使の合意も経て、「専門的な知識、技術又
は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管理を
行う必要があると認められる業務」であって、「当該
業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全
期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用
の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわな
いと認められるものであること」を要するものとされ
ているところ（労働者派遣法第４０条の２第１項）。
○いわゆる２６業務に含めるべき業務については、
Ⅱ・
当該業務の専門性や常用労働者の雇用の安定に
Ⅳ
及ぼす影響などについて具体的に検討することが
必要であり、具体的要望、業務の実態等を踏まえ、
必要に応じて検討すべきであると考えているところで
あるが、御提案の「ローン関連商品等」に関わる行
為は、様々な業務が含まれ得るものであり、専門性
や常用労働者の雇用の安定に及ぼす影響などにつ
いて検討するための具体性がなく、これをもって、い
わゆる２６業務に含めることの可否について回答す
ることは困難である。

中立性確保の必要性は理解できるが、例えば、確定拠出年金に
おける運用商品が確定拠出年金専用のものであり、通常に販売
される金融商品とは異なる場合など、兼務しても中立性の維持
に支障がないと考えられる場合もある。中立性の維持のために
禁止すべき実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう再検討されたい。

要望者のニーズに鑑みて、「金融商品(例えば住宅ローンの営
業）の営業関係の業務」に係る金融商品の見直しについて①あ
らためて実現に向けての具体的な対応策を更に検討されたい。
②上記①を踏まえた検討実施時期について、具体的に示された
い。

c

ｃ

Ⅲ

加入者が適切に運用商品を選択できるよう、運用関連業務の中立性を確保すること
確定拠出
金融庁・厚
が重要であり、営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等の事務の兼務を z13023 生労働省 年金制度
の改善
認めることはできない。

いわゆる２６業務に含めるべき業務については、その制度趣旨等を踏まえると、派遣
労働者の活用ニーズの観点のみではなく、むしろ当該業務の専門性や常用労働者
の雇用の安定に及ぼす影響などについて個別具体的に検討することが必要である。
労働者派
このため、その可否については、具体的要望、業務の実態等を踏まえ、必要に応じ
厚生労働 遣に関す
Ⅱ・Ⅳ て検討すべきであると考えているところであるが、御提案の「住宅ローンの営業関係 z13024
る規制の
省
の業務」は、様々な業務が含まれ得るものであり、専門性や常用労働者の雇用の安
緩和
定に及ぼす影響などについて検討するための具体性がなく、御指摘のような点を
もって、いわゆる２６業務に含めることの可否や時期について回答することは困難で
ある。

＜二種外務員資格を有する証券外務員について＞
○証券外務員等については、デリバティブ等のよう
な高度な内容を含め、当該分野における全商品を
取り扱うことができる者の行う当該営業業務に限っ
ては、仮に無期限で派遣労働者の受入れがあった
としても 当該営業業務に関して直接雇用されてい

16/54

5005

5005

5005006

5005014

（社）全
国地方
銀行協
会

（社）全
国地方
銀行協
会

6

14

A

A

本規制が撤廃されれば、確定拠出年
金制度の概要や各運用商品に関する
説明から販売事務まで、一担当者が一
貫して行うことが可能となり、顧客利便
自行が運営管理機関である場合、提
の向上にも資する。加えて、大手金融
示商品の内容に関する加入者からの
確定拠出年 運用関連業務（運用の方法に係る情
機関に比して人的余力に乏しい地域金
照会に対応できず、加入者に不信感を
金制度の改 報提供）と運用商品の販売等の事務の
融機関においては、より柔軟な組織運
抱かせることに繋がりかねない。
兼務禁止ルールを撤廃する。
善
営・業務展開が可能となり、確定拠出
年金制度のさらなる普及に寄与できる
と考えられる。

労働者派遣事業に関して、専門的な知
労働者派遣 識・技術や特別な雇用管理を必要とす
に関する規 る業務であって政令で定める業務（い
制の緩和 わゆる26業務）に係る規定等の見直し
の措置を講じる。

労働者派遣法施行令第４条第25号
において、「金融商品の営業関係の業
務」に係る金融商品の範囲を「金融商
品の販売等に関する法律第２条第１項
に規定する金融商品」に限定している
が、これらの金融商品以外にもその販
売等にあたり専門的な知識を必要とす
る商品は多く存在するため（ローン関
連商品等）、ここでの金融商品の定義
を見直すべきである。
また、労働者派遣事業に関する実務
指針（労働者派遣事業関係業務取扱
要領）においては、金融商品の営業関
係の業務を行う派遣労働者に求めら
れる専門知識のレベルとして、証券一
種外務員資格等の必要以上に高度な
資格を例示している。しかし、国債や投
信等のリスク商品の販売を行うことが
できる証券二種外務員資格の業務も
十分に専門的な知識を必要とする業
務であると考えられ、証券二種外務員
資格等を含めない理由が明らかでない
ため、これらの資格の例示は見直すべ
きである。

確定拠出年金法 第100条
確定拠出年金運営管理機関に関する
命令 第10条第１号
事務ガイドライン（第三分冊） 11−３−
４

労働者派遣法 第40条の２第１項第１
号
同施行令 第４条第25号
労働者派遣事業関係業務取扱要領
（実務指針）第９−４

その他
（特記事項）
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該当法
令

派遣先
が講ず
べき措
置に関
する指
針（平
成１１
年労働
省告示
第１３８
号）の
第２の
１８の
（１）、
派遣元
事業主
が講ず
べき措
置に関
する指
針（平
成１１
年労働
省告示
第１３７
号）の
第２の
１２の
（１）

制度の現状

措
置
の
分

派遣元事業主は、紹介予定派遣を
行うに当たっては、６か月を超えて、
同一の派遣労働者の労働者派遣を
行わないこととし、派遣先は、紹介予 ｃ
定派遣を受け入れるに当たっては、
６か月を超えて、同一の派遣労働者
を受け入れないこととしている。

公的年金制度においては、老齢、障
害、死亡時の本人又は遺族の生活
保障の観点から、国籍を問わず適用
事業所に常時使用される労働者を
厚生年
厚生年金保険の被保険者としてい
金保険
る。外国人技能実習生は、一定期間 C
法第９
の研修期間を経た者が、雇用労働
条
者に係る諸法令の適用を前提として
雇用関係の下で技能実習するもの
であり、厚生年金保険が適用され
る。

・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

労働基
準法第
３２条
の３
労働基
準法施
行規則
第１２
条の３
平成９
年３月
３１日
基発第
２２８号

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で C
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
間を合わせて3年以内とされている。

フレックスタイム制の清算期間内に
おける時間外労働は、原則として
「週法定労働時間×清算期間の暦
日数÷７」で計算される労働時間の
総枠を超えた部分を時間外労働とす
るが、清算期間を１箇月としたとき
に、曜日の巡り等により総労働時間
が労働時間の総枠を超えることがあ
る。このような問題に対応するため、
行政解釈により、
① 清算期間が１箇月であること
② 清算期間を通じて毎週必ず２日
以上休日が確保されていること
③ 当該清算期間の２９日目を起算
日とする１週間（特定期間）における
ｃ
労働者の実際の労働日ごとの労働
時間の和が週法定労働時間を超え
るものでないこと
④ 清算期間における労働日ごとの
労働時間がおおむね一定であること
の４条件を満たす場合には、労働基
準法第３２条の３に規定する「清算期
間として定められた期間を平均」した
１週間当たりの労働時間について、
「（清算期間として定められた期間を
平均した１週間の労働時間）＝（（清
算期間における最初の４週間の労
働時間）＋（特定期間における労働
時間））÷５」としても差し支えないと
している。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

○紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働
力需給の結合に資するとともに、派遣労働者の希望
を踏まえた派遣先への直接雇用を促進するものと
考えられることから認められているものであるが、派
遣労働者の雇用の安定等を考慮すると、長期の紹
介予定派遣は適当ではなく、平成１４年１２月の労
働政策審議会の建議においても、「紹介予定派遣の
期間を一定期間に制限すること（略）が適当であ
る。」とされたところである。
Ⅲ
○このため、紹介予定派遣における同一の派遣労
働者の受入期間については、我が国の試用期間の
実態も参考にして、派遣先が派遣労働者の能力や
人柄を把握し、派遣労働者が派遣先の職場の状況
を把握できる期間として、６月以内としているところで
あり、御提案のように紹介予定派遣の受入期間を
延長することは、派遣労働者の保護の見地から適
当ではない。

外国人技能実習制度は、雇用労働者に係る諸法
令の適用を前提として、特定活動の在留資格による
外国人技能実習生に対し、より実践的な技術・技能
の習得を認める制度である。
厚生年金保険法上、適用事業所に使用される７０
歳未満の者は被保険者とすることとされるところ、外
国人技能実習生については、より実践的な技術・技
能等を習得することを目的に受入先である事業主と
雇用契約を結び、雇用関係の下で労務を提供し報
酬を受けることとなることから、事業主が厚生年金
保険の適用事業所である場合には、厚生年金被保
険者となる。
年金制度は、国籍の如何を問わず国内に居住す
る方々に年金権を保障しようとする制度であり、外
国人技能実習生も日本国籍の被用者と同様の権利
Ⅰ
を有することとしなければ不平等であり、国際法上
の内外人平等の要請にも応えられない。
なお、厚生年金保険制度は老齢のほかに障害や
死亡といったリスクにも対応するものであり、制度に
加入している間にそのような保険事故が発生した場
合には、障害給付又は遺族給付が支払われること
となる。
また、滞在期間が短いために老齢給付に結びつ
かないという問題については、最終的には社会保障
協定により解決すべきと考えられるが、このような解
決が図られるまでの特例措置として、短期滞在の外
国人の方が帰国した場合に脱退一時金を支給する
仕組みを設け、本人負担分については返還している
ところである。

研修・技能実習制度は、研修生等送出し国に対
し、技能・技術を移転することを目的としたものであ
り、技能実習終了後においては、送出国へ帰国し、
技術・技能の移転を図ることが前提であり、技能実
習終了後、我が国に引き続き研修生又は技能実習
生として在留することは認められない。
−
また、再技能実習については、技能実習時におけ
る技能評価の実施状況、今年度公表される予定の
再研修の基準による再研修の活用状況及び送り出
し国のニーズ等を踏まえ検討する必要があり、現段
階においては、時期尚早であると考える。

曜日の巡り等によるフレックスタイム制の運用の不
都合を解消するため、当該通達により1カ月の端数
日の時間計算の特例を認めているところであり、こ
の場合には、労働時間の偏り等、不当な長時間労
働を助長するおそれがあるため、厳格な要件を設け
Ⅳ
ているものである。したがって、御要望のような取扱
いを行うことは、労働者の保護に欠けるおそれがあ
り、1カ月以内の清算期間を基礎にフレックスタイム
制の導入を認めた労働基準法の趣旨に反するた
め、御要望にお応えすることはできない。

その他

再検討要請

紹介予定派遣の期間を延長することで、派遣社員が業務内容に
ついて十分に理解することによるミスマッチの減少というメリット
も生じる。その観点を踏まえ、①あらためて紹介予定派遣の期間
延長について検討されたい。②検討実施時期について具体的に
示されたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

Ⅲ

-

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

5005

5005015

（社）全
国地方
銀行協
会

15

A

厚生労働 厚生年金
省
雇用保険

5016

5016001

有限会
社
久保谷
農園

1

A

z13026

z13027

c

Ⅳ

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

派遣労働者の雇用の安定等を考慮すると、長期の紹介予定派遣は適当ではなく、
労働政策審議会の建議においても、「紹介予定派遣の期間を一定期間に制限するこ
労働者派
と（略）が適当である。」とされ、紹介予定派遣の受入期間については、同審議会の
厚生労働 遣に関す
答申に基づき、常用労働者の試用期間も参考にして６月以内としているところであ z13025
る規制の
省
る。紹介予定派遣の期間が長期に及ぶことには派遣労働者の地位を不安定にする
緩和
側面があり、労働政策審議会の建議等も踏まえると、紹介予定派遣の受入期間を延
長することは適当ではない。

-

-

御回答においては、労働者の保護に欠けることのないよう、労働
時間の偏り等、不当な長時間労働を助長しないための厳格な要
件を設けているとのことであるが、御要望に準じた扱いを盛り込
むことが出来ないかどうか、再度御検討いただきたい。

措置の概要（対応策）

研修技能
法務省・厚
実習制度
生労働省
の再研修

週休2日制
1ヶ月の端数日の時間計算の特例を認めているのは、法第３２条の原則による場合
の場合の
との均衡を考慮したものであり、法の趣旨を損なうものとならないように厳格な要件
厚生労働 フレックス
を設けているところである。したがって、１ヶ月以内の清算期間を基礎にフレックスタ z13028
タイム制度
省
イム制の導入を認めた労働基準法の趣旨に照らし御要望にお応えすることはできな
の適用に
い。
ついて

17/54

5018

5020

5018001

5020001

今井精
機株式
会社

社団法
人 日
本自動
車工業
会

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

厚生年金と雇用保険は必要ない

A

3年の研修・技能実習を終了した研修
研修技能実
生の更なるスキルアップの為に、更に3
習制度の再
年間の研修・技能実習を認めていただ
研修
きたい

A

適用にならない日のみ、フレックスタイ
ムの除外日を設定するなどが必要とな
り、労働時間管理の煩雑さが生じるだ
けでなく、そもそも、フレックスタイム制
を導入することの効果自体が薄れてし
まっている。実際には、完全週休2日制
が実施され、年間所定労働時間が週
法定労働時間を下回る時間で協定さ
れている場合は、「１日の所定労働時
間（８時間）×清算期間の所定労働日
数」としても、ご懸念の不当な長時間労
働を助長することにはならないと考えら
れる。このことからも通達の4要件のう
ち、特に「③29日目を起算日とする1週
間における実際の労働時間の和が週
法定労働時間を超えるものでないこと」
との要件の緩和を要望する。

週休2日制
の場合のフ
レックスタイ
ム制度の適
用について

根拠法令等

その他
（特記事項）

従事する業務内容によっては紹介予
定派遣期間を弾力的に運用することと
し、求職者・求人企業の双方にとって
雇用のミスマッチが生じにくい制度設
計とすべきである。
現在の紹介予定派遣期間の上限は
６か月間となっているが、この期間で 労働者派遣法 第２条第６号
は、規制緩和等で業務内容が複雑化
している銀行業務への適性の見極め
が難しい。

紹介予定派遣（派遣労働者・派遣先間
労働者派遣 の雇用関係の成立を斡旋することを予
に関する規 定して行う労働者派遣）の期間の上限
制の緩和 を緩和し、期間６か月超の受入れを認
める。

厚生年金
雇用保険

要望理由

廃止する事により、経営側と研修・実
習生の負担が軽減される。

【現状】
１ヶ月のフレックスタイム制度において
は、清算期間における法定労働時間
の総枠は「40時間×清算期間の暦日
数／7」により計算するものとされてお
り、完全週休２日制で労働する場合で
も、暦日数や休日数に差異があること
により、計算上法定労働時間の総枠を
超えることがある。一方、完全週休２日
制を実施し、４つの用件を満たす場合
は、時間外労働として扱わなくても差し
支えないと通達されている。

労災と健康保険に加入していれば、研
修・実習期間中の生活には問題ないと
思う。短期間で帰国する人に、厚生年
金と雇用保険は、その内容を考える
と、加入する必要性がないと思う。当社
は年により利益が不安定なので、経営
上、かなり負担になる年がある。

難民法

弊社はこの数年間インドネシア人研修
生の受け入れを行っている精密部品
製造会社です。研修生たちは3年間と
いう限られた期間の中で真面目に一生
懸命技術の基本を勉強しております。
このような状況下で、とても残念に思う
のは弊社のようにミクロンの技術を習
得出来る環境の中で、3年間と云う時
間はとても短いという事。又本人達の
スキルアップの為にも、来日した、全て
の研修生という事でなく、優秀で意欲
のある人達には、次のステップの勉強
が出来ますように、更なる3年間の研
修・技能実習を認めて頂けますように
お願い申し上げます。

難民法

通達で、時間外労働として扱わなくても
差し支えないとされている要件は、特
定期間については実際の労働時間の
和が、週法定時間（４０時間）を超える
ものではないなど、厳しいものとなって
いる。このため、実際問題としては、暦
日数の多い月でフレックスタイムの除
外日の設定などの対応が必要になっ
てくる。

労働基準法第３２条の３
労働基準法施行規則第１２条の３
平成９年３月３１日基発第２２８号

・６月度の再要望
・当会重点要望項目
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該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

期間の定めのある労働契約につい
労働基
ては、契約期間の上限を原則３年
ｃ
準法第
（一定の場合には５年）に制限されて
１４条
いる。

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

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

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

労働基
準法第
32条の
4
労働基
準法施
行規則
第12条
の4

１年単位の変形労働時間制にかか
る要件は次のとおりである。
①対象期間を1か月以上の期間ごと
に区分することとした場合において
は、当該各期間の初日の少なくとも
30日前までに厚生労働省令で定め
るところにより、当該各期間における
労働日ごとの労働時間を定めなけれ
ばならない。
②対象期間において連続して労働さ
せる日数の限度は6日（特定期間に
ｃ
おいては1週間に１日の休日が確保
できる日数）。
③１日の労働時間の限度は10時
間、１週間の労働時間の限度は52
時間。
④対象期間が３か月を超える場合、
48時間を超える週の制限は連続３週
以内、かつ、対象期間をその初日か
ら３か月ごとに区分した各期間中に
48時間を超える週の初日は３以内。
等

労働者
派遣法
第２条
第１
号、労
働者派
遣事業
と請負
により
行われ
る事業
との区
分に関
する基
準を定
める告
示（昭
和６１
年労働
省告示
第３７
号）

○「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制
○労働者派遣事業は、厚生労働大
労働、使用者責任の不明確化、不適切な就業管
臣の許可を受け、又は厚生労働大
理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあるもので
臣に届出を行った場合を除き、禁止
あり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を
されている。
受け、又は厚生労働大臣に届出をした場合に限り、
○請負により行われる事業と労働者
一定のルールの下に適法に事業を行えることとした
派遣事業との判断を的確に行うた
ところである。これに関して、請負契約の形式をとっ
め、「労働者派遣事業と請負により
て、労働者派遣ではないとする脱法行為が行われ
行われる事業との区分に関する基
る場合があるので、「労働者派遣事業と請負により
準」を定め、この基準（業務の遂行に
行われる事業との区分に関する基準」を定めている
Ⅰ、
関する指示その他の管理を自ら行う
ｃ
ところである。
Ⅲ
ものであること等自己の雇用する労
○御提案で指摘されている「自ら提供する機械、設
働者の労働力を自ら直接利用するも
備若しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）
のであること、請負契約により請け
若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は
負った業務を自己の業務として当該
企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を
契約の相手方から独立して処理する
必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な
ものであること）に該当しないもの
労働力を提供するものではないこと」について、この
は、契約の形式が請負契約であって
要件を削除することは、中間搾取、強制労働、使用
も、労働者派遣事業であると判断し
者責任の不明確化、不適切な就業管理・雇用管理
ている。
等の弊害が生じるおそれがあるため、不適当であ
る。

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

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

-

使用者の採用の自由、派遣労働者の就業継続を推進する観点
から、期間制限の撤廃について検討すべきである。要望の実現
に向けて改めて検討し、見解を示されたい。

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13029

ｃ

Ⅰ

○労働者派遣事業については、その利用の仕方によっては、労働者の安定した雇
用機会の確保、長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがある。我が国に
おいては、働き方が多様化している一方で、長期雇用慣行は今後の基本的な雇用
形態として維持すべきものであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとして位置付けられるべきも
労働者派
のとして、関係者の合意形成がなされている。このため、派遣受入期間については、
遣法にお
常用雇用の代替のおそれが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用する
ける派遣
厚生労働
期間制度
場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられているところであり、「使用者の z13030
省
の見直し
採用の自由」を不当に制約するものではない。

実務上のニーズを踏まえ、請負の要件を緩和することについて
再検討されたい。

ｃ

ｃ

Ⅰ

5020

5020

5020002

5020003

（通常派
遣）

○「派遣労働者の就業継続」については、派遣受入期間制限の枠組みの中で、派遣
元事業主に対して、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、雇用契約
の期間を労働者派遣の期間と合わせる等派遣労働者の雇用の安定を図るために必
要な配慮をするよう求めるとともに、派遣先に対して、労働者派遣契約の締結に際
し、労働者派遣の期間を可能な限り長く定める等派遣労働者の雇用の安定を図るた
めに必要な配慮をするよう求めているところである。

労働者の健康、生活のリズム等に及ぼす影響等に配慮している
ため、要望にお応えすることができないとのことであるが、影響
等について、詳細をお示しいただきたい。

有期労働
厚生労働 契約に係
る規制の
省
緩和

(財）連合総合生活開発研究所「労働時間の短縮と労働時間制度に関する調査研究
１年単位
報告書」（労働省平成3年度委託調査）によると、「労働時間を短縮し、自由時間を拡
の変形労
大するとしても、変形労働制が生活のリズムをとりにくくする勤務形態であることは、
厚生労働
働時間制
z13031
省
今回の調査でも明瞭になっている。（中略）最大の問題は、変形労働時間制勤務の
の規制緩
特徴である多様なシフトへ自分を合わせなければならないことからくる「生活のリズ
和
ム」維持の難しさのようである」とされているところである。

○「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制労働、使用者責任の不明確化、
虚偽の就業条件明示、不適切な就業管理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあ
るものであり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大
労働者派
臣に届出をした場合に限り、一定のルールの下に適法に事業を行えることとしたとこ
遣事業と
ろである。
厚生労働 請負により
Ⅰ、Ⅲ ○これに関して、請負契約の形式をとって、労働者派遣ではないとする脱法行為が z13032
行われる
省
行われる場合があるので、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に
事業区分
関する基準」において、具体的な基準を定め、これに該当しないものは契約の形式
の見直し
が請負契約であっても労働者派遣事業であると判断しているところであり、この基準
については、上記のような労働者保護の観点から定められているものであり、「実務
上のニーズを踏まえ、請負の要件を緩和する」性質のものではない。
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5020

5020

5020004

5020005

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
人 日
本自動
車工業
会

社団法
人 日
本自動
車工業
会

社団法
人 日
本自動
車工業
会

社団法
人 日
本自動
車工業
会

2

3

4

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

労働基準法第14条

・６月度の再要望

A

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

A

派遣は、業務量の変動に対応するた
めの選択肢の一つとして、短期的なも
のから中長期的なものまでを含めた、
要員対応の手段として非常に有効なも
のである。また、多様な働き方につい
て論じられ、「長期雇用慣行を前提とし
業務量の変化に対して、フレキシブル
【現状】
た雇用の安定」という考え方自体が見
特定２６業種以外については、３年を に対応出来ない。また、短期のみなら
直され、個々人の就業意識の多様化、
超える期間継続して労働者を派遣する ず、中長期の派遣社員を活用するニー
仕事と生活のバランスの取れたライフ
ズに対応できない。
ことは出来ない。
スタイルの選択が認められる方向にあ
る中においては、派遣期間の規制は、
派遣労働を選択した者にとってもその
選択の自由を阻害されるものと考えら
れることから、規制をなくすことを要望
する。

労働者派遣法第40条の２

・６月度の再要望
・当会重点要望項目

A

下記のような緩和を要望する。
①区分された期間の労働日・労働時間
の書面での申請を、期間の初日の1週
間前までに緩和すべきである。
１年単位の ②対象期間における連続して労働させ
変形労働時 る日数の限度を12日とすべきである。
（週に1日の休日を確保）
間制の規制
③1週間の労働時間の限度を60時間と
緩和
すべきである。
④対象期間が3ヵ月を超える場合の労
働時間週48時間超の週に係る規制を
撤廃すべきである。

【現状】
1年単位の変形労働時間制について
は、下記のような規制がある。
①対象期間を区分した場合、区分され
た期間の特定された労働日・労働時間
は、期間の初日の少なくとも30日前に
書面で定めなければならない。
②対象期間における労働日数の限度
は280日
③対象期間における連続して労働させ
る日数の限度は6日が原則
④労働時間の限度として1日について
は10時間、1週間については52時間
⑤対象期間が3ヵ月を超えるときは、1
週間の労働時間が48時間を超える週
が連続するのは3週間以内に、対象期
間を3ヵ月毎に区分した期間において
48時間を超える週は3週間以内にしな
ければならない。

経営環境の変化が急速な中では、30
日前に翌月の負荷を正確に予測する
ことは困難である。
また就労環境・作業負荷の軽減が進
む中で、現行の規制は、業務の繁閑へ
の柔軟な対応が妨げられている。

労働基準法第32条の4

・当会重点要望項目

A

職業安定法第4条第1項第4号における
「自ら提供する機械、設備、機材（業務
上必要となる簡易な工具を除く）もしく
はその作業に必要な材料、資材を使
用しまたは企画若しくは専門的な技術
若しくは専門的な経験を必要とする作
業であって、単に肉体的な労働力を提
供するものでないこと」とあるが、これ
は、労働者派遣と請負事業の区分基
準としての本質的な要素ではないと考
えられるため、本条文の削除を要望す
る。

【現状】
請負先企業の独立性を確保するため
に、請負契約要件に「自己の責任・負
担で調達した機械、設備、材料等で業
務を処理すること」、「自らの企画また
は専門技術・経験に基づいて業務を処
理すること」が求められている。

・請負元会社での常駐委託時の場合
等、「自己の責任･負担で調達した機
械、設備、材料等で業務を処理するこ
と」が規定され、賃貸借契約による確
保まで求められているが、賃貸借する
機械・設備等の分割・金額評価が極め
て困難であり、実務的な負担が大き
い。
・また、この条件が、労働者派遣事業と
請負の事業区分と示されているが、こ
れは労働者派遣と請負事業の区分基
準としての本質的な要素ではない。

職業安定法施行規則第４条

・当会重点要望項目

労働者派遣
法における
派遣期間制
度の見直し
（通常派遣）

労働者派遣
事業と請負
により行わ
れる事業区
分の見直し

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

「麻薬
及び向
精神薬
取締 平成１２年７月に、車両に搭載された
法」第 バッテリーは規制対象外との見解を
b
５０条 示したが、バッテリー単体としては規
制している。
の２７
(業務
の届
出）

Ⅳ

厚生労
働省通
達（雇
児発第
102900
2号、
社援発
第
102900
1号、
老発第
102900
2号＜
H16.10.
29＞）

社会福祉法人の基本財産の担保提
供を行うには、理事会の議決と所轄
庁の承認が必要である。独立行政
e
法人福祉医療機構との協調融資に
際しては、所轄庁の承認は不要であ
る。

社会福祉法人の基本財産は、当該法人が社会福
祉事業を行うに当たって、その存立の基礎となる財
産であることから、基本財産を担保に供するに当
たっては、理事会の議決を得、かつ、所轄庁の承認
を得ることが必要とされている。しかしながら、承認
に当たっては、所轄庁は、担保提供の目的の妥当
性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、
担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判
Ⅳ 断すべきで、一律に不承認としてはならないこととし
ており、一律に民間金融機関による担保設定を禁
止しているものではない。
また、独立行政法人福祉医療機構との協調融資
（併せ貸）については、所轄庁の承認は要しないこと
とされている。
さらに、協調融資の際の担保順位については、特
段規制等はなく、福祉医療機構と民間金融機関の
間で取り決めがなされるものと承知している。

・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
C
間を合わせて3年以内とされている。
・技能実習の対象者は、研修期間に
おいて一定水準以上の技能等を習
得し、研修成果の評価等に合格し、
在留資格の変更が許可されたものと
する。技能実習は、研修を受けた技
能等と同一の技能等について、研修
を受けた企業等と同一の企業等に
おいて実施されるものとする。

技能実習制度は、開発途上国等への技能移転を
図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に
協力するための制度である。
この制度は、技能移転を目的とした研修制度の拡
充の観点から、一定期間の研修を経た上で研修成
果等の評価等を行い、一定の水準に達したこと等の
要件を満たした場合に、その後雇用関係の下で技
術、技能等を修得することを認める制度であり、研
修を経ずに技能実習を行うことは適当ではない。
−
さらに、研修においては、日本での生活に必要な
日本語能力を確保し、現場への適応力を身に付け
るものであることから、技能移転の目的を達成する
ために、研修というプロセスは必要である。
一部の研修現場において不適正な事案が発生し
ているケースもあるが、これについては、研修生受
入れ企業等に制度の目的を周知・徹底させることに
より改善が可能と考えるため、今後とも制度の適正
な運営に努めることとしている。

・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
ｄ
間を合わせて3年以内とされている。
・技能実習の対象者は、研修期間に
おいて一定水準以上の技能等を習
得し、研修成果の評価等に合格し、
在留資格の変更が許可されたものと
する。技能実習は、研修を受けた技
能等と同一の技能等について、研修
を受けた企業等と同一の企業等に
おいて実施されるものとする。

硫酸は麻薬向精神薬原料として、国際的に統制さ
れている物質であるので、バッテリー単体を規制か
ら除外するかどうかについては、国連麻薬統制委員
会の見解を求めた上で、検討してまいりたい。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
技能実習移行時における技能評価については、
− 研修成果を客観的かつ公正に評価するため、技能
実習移行対象職種・作業のうちいずれか1つを選択
することとしている。「職種単位」のみで大括りするこ
とは、研修成果の評価が困難であることから認めら
れないが、複数の職種・作業の実習を行うことにつ
いては、それらが相互に関連があり、適正な研修及
び技能実習計画が策定され、帰国後に同様の業務
を行うことが担保されるのであれば、可能である。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

b

Ⅳ

現在、国連麻薬統制委員会の見解を求めているところであり、その見解に基づき検
厚生労働 入業務の
z13033
麻薬取締
省
討を行うこととしている。

5020

5020009

り対象から
の除外

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。
d

-

認可基準については、個々の事案への対応の中で明確化が図
られるようお願い致したい。

「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」において、「技
能実習生に対する在留資格の創設」について18年度中に結論を
得るとされているところ、「c:全国規模での対応不可」とした貴省
の見解を、現時点にて改めて示されたい。

-

c

−

基本財産の担保提供についての所轄庁による承認に当たって考慮すべきとされて
社会福祉
いる、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担
法人の資
保提供に係る意思決定の適法性等については、「社会福祉法人の認可について」
厚生労働 産に対す
（平成12年12月1日 障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号）を平成 z13034
る担保設
省
16年10月に改正し、明確化を図ったところである。
定に係る
これらの基準を満たし、所轄庁の承認を得れば、民間金融機関による単独の担保
要件緩和
設定については、現行制度でも可能である。

「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」は、平成17年12月22日付閣議決
定（「具体的施策」の最大限尊重）された。
警察庁・法 在留資格
現時点における全国規模の規制改革については、上記検討を踏まえ関係府省と z13035 務省・厚生 「技能実
労働省 習」の新設
連携し検討することとしている。

外国人研
修・技能実
警察庁・法
習制度に
z13036 務省・厚生
おける受
労働省
入職種の
拡充

19/54

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

【現状】

【問題点】
・平成１２年（２０００年）７月に、車両に
搭載されたバッテリーは対象外とされ
たが、単体としては取締り対象のまま
である。
・届出と液入りバッテリー輸出入都度
の証明に事務工数をかけている。

・「麻薬及び向精神薬取締法」では、
「硫酸」を麻薬原料と規定している。

液入りﾊﾞｯ
ﾃﾘｰ輸出

検討時期についてご回答いただきたい。

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

5021

5025

5025

5021015

5025001

5025002

社団法
人 日
本自動
車工業
会

都銀懇
話会

財団法
人

財団法
人

9

15

1

2

A

A

液入りﾊﾞｯﾃ
ﾘｰ輸出入業
務の麻薬取
締り対象か
らの除外

根拠法令等

・単体バッテリーについても、「麻薬及
「麻薬及び向精神薬取締法」第５０条
【理由】
び向精神薬取締法」対象から除外願い ・バッテリー液には硫酸が含まれてい
の２７(業務の届出）
①バッテリーは重量物であり、これを盗
る。
たい。
み硫酸を得ようとすることは考え難い。
（今一度、国連への照会を願い、厚生
「関税法」第７０条（証明又は確認）
労働省の見解見直しをお願いしたい） ・液入りバッテリーを輸出入する者は、 ②平成１２年の厚生省への国連麻薬
事前に厚生労働大臣に届出し証明書 統制委員会からの照会回答にも、バッ
を受け、輸出入申告の都度、関税法の テリーから硫酸を回収することが現実
的に困難である旨記載がある。
他法令の許可承認として税関に証明
③同回答では、バッテリー製造目的で
する必要がある。
の多量硫酸取引の統制が必要と述べ
られ、多量バッテリーについては統制
の必要性が述べられていない。

・ 民間金融機関による単独の担保設
定を認める。
社会福祉法
・ 併せ貸の場合の担保設定について、
人の資産に
当局への事前申請を撤廃、または事
対する担保
後報告で可とする。
設定に係る
・ 併せ貸の場合、担保設定は機構と同
要件緩和
順位とする。

・ 民間金融機関による担保設定に係
厚生労働省通達（雇児発第1029002
る要件が緩和されることによって、社会
号、社援発第1029001号、老発第
福祉法人の資金調達手段の拡大に資
1029002号＜H16.10.29＞）
する。

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
業も含め、送出し国及び我が国の社会
的ニーズに合わせ具体的に決定する。
3年間の最終目標としては、日本語検
定2級合格レベル及び技能検定３級合
格レベルを目指すこととするが、基準
省令の最低要件として日本語検定3級
及び技能検定基礎1級程度のレベルに
達しているものとする。入国後6ケ月以
内の期間に上記レベルに到達している
こととする。

現行の制度は、1年目が「研修」という
在留資格のため、研修生の身分、職種
等について各種の縛りが多く、かつそ
れがために研修現場での実態と乖離
が出る原因となったり、それが元で問
題が発生しているケースも散見され
る。単純労働者の開放は時期尚早と
の考え方から、上述の在留資格「技能
実習」の新設による現行制度の改善が
急務と考える。

A

申請人が、「研修」1年を修了し、技能
等の評価を受けた後、技能実習に係
在留資格 わる「特定活動」への在留資格変更の
「技能実習」 許可を受け2年間の技能実習に移行す
るという現行制度とは別建てのものとし
の新設
て、在留資格「技能実習」を新設する。
なお、在留期間は3年間とする。

A

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
出入国管理及び難民認定法、
対象技能等を「作業単位」で小括りせ
れている133作業に限定されている
同法第７条第１項第２号の基準を定め
外国人研
ずに「職種単位」で大括りすることは、
が、本来、本制度の趣旨からして、受
る省令、
技能実習制度に係る出
修・技能実
入職種は技術移転の対象技能等を当 受入職種を「職種単位」で大括りして、 広範な技術移転となり、加えて数多く
入国管理上の取扱いに関する指針（平
習制度にお
の「人づくり」に通じ国際貢献に資する
受入れを行うものとすること。
該「作業単位」で小括りせず、「機械加
成5年4月5日法務省告示第１４１号）、
ける受入職
という本制度の趣旨に沿うことになる
工」、「金属加工」等の職種単位で大括
技能実習制度推進事業基本方針（平
種の拡充
から。
りされたいこと。
なお、技能修
成5年4月5日労働大臣公表）
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。

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）

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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
・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

制度の現状

措
置
の
分

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
C
能等を習得することができる制度で
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
間を合わせて3年以内とされている。

措
置
の
内

研修・技能実習制度は、研修生等送出し国に対
し、技能・技術を移転することを目的としたものであ
り、技能実習終了後においては、送出国へ帰国し、
技術・技能の移転を図ることが前提であり、技能実
習終了後、我が国に引き続き研修生又は技能実習
生として在留することは認められない。
−
また、再技能実習については、技能実習時におけ
る技能評価の実施状況、今年度公表される予定の
再研修の基準による再研修の活用状況及び送り出
し国のニーズ等を踏まえ検討する必要があり、現段
階においては、時期尚早であると考える。

＜管理栄養士＞
厚生労働大臣は、毎年少なくとも1
回、管理栄養士として必要な知識お
よび技能について、管理栄養士国家
試験を行う。（栄養士法第5条の2）
・管理栄養士に関する事務をつかさ
どらせるため、厚生労働省に管理栄
養士国家試験委員を置く。（栄養士
法第6条の2）

・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

特級から基礎２級までのうち、３級技
能検定試験の一部、基礎１級、２級
の技能検定試験については、「外国
人研修・実習制度」において、外国 C
人研修生の我が国における研修成
果の評価及び、技能実習生の習得
技能等の認定に活用されている。

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で C
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
間を合わせて3年以内とされている。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

-

警察庁・法 再研修・技
z13037 務省・厚生 能実習の
制度化
労働省

-

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。

5025

5025003

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

財団法
人

3

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

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
のレベルに達した者を対象に、3年程 能実習修了時の成果目標の設定、④
能実習の制
度を期限とする再研修・技能実習を制 日本語能力（具体的には日本語能力
度化
試験2級合格レベル等）とすることが考
度化していただきたいこと。
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。

要望理由

根拠法令等

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）

その他
（特記事項）

＜管理栄養士＞
法律に指定試験機関における試験の実施について
規定しておらず、現在、要望事項に挙げられている
独立行政法人や政府管掌の公益法人等への委託
は行っていない。したがって本要望については規制
自体が存在せず事実誤認である。

<社会福祉士＞
①栄養
①
社会福祉士及び介護福祉士法第十
士法
Ⅰ
条の規定により、指定試験機関を指 ①e
定し、試験事務を行わせている。
②社会
福祉士
＜衛生管理者＞
及び介
②
衛生管理者免許試験については、 ②c
護福祉
Ⅰ
試験事務を行おうとする者の申請に
士法
より、厚生労働大臣が指定した者に
試験の実施に関する事務の全部又
③労働
は一部を行わせることができるもの ③c
安全衛
③
とされている。
生法
Ⅰ
また、厚生労働大臣は、他に指定
を受けた者がなく、かつ、次の①及
び②に適合していると認めるときで
なければ、指定をしてはならないこと
とされている。
①職員、設備、試験事務の実施方
法その他の事項についての試験事
務の実施に関する計画が、試験事
務の適正かつ確実な実施に適合し
たものであること。
②経理的及び技術的な基礎が 前

平成5
年4月5
日 能
開第
132号
各都道
府県知
事あて
労働省
職業能
力開発
局長通
達及び
平成5
年6月
28日
能発第
157号
各都道
府県知
事あて
労働省
職業能
力開発
局長通
達

措置の概要（対応策）

＜社会福祉士＞
社会福祉士の試験は、全国統一で実施される試験
であり、試験を中立・公正な立場で安定的、継続的
に実施することが不可欠であるため、その試験事務
の委託先については、社会福祉士及び介護福祉士
法第十条第四項第一号の規定により、申請のあっ
た民法第３４条の規定により設立された法人のみを
指定試験機関として指定しているところ。
また、試験事務のうち出題基準、試験問題の作成、
合格基準等の国の政策を反映させる必要がある事
務については、その重要性に鑑み、国の指定する
指定試験機関が事務を行う必要があると考える。
＜衛生管理者＞
労働安全衛生法に基づく衛生管理者は、一定の危
険・有害な業務に従事する労働者の危険・健康障害
を防止するための措置や、労働災害の原因の調査
及び再発防止対策など、労働者の安全と健康を守
るために衛生に係る技術的事項を管理する者であ
り、衛生管理者免許試験はこのための能力をそれ
によって担保し、労働者の危険・健康障害の防止に
資することを目的としているので、その試験の実施
に当たっては、高度の公正、中立性、斉一性が要求
されるとともに、試験事務の一環である試験問題の
作成、採点、合否判定に当たっては、労働衛生に係
る専門的かつ豊富な知識や経験が必要である。
このため 試験実施機関は全国で一に限定し そ

技能検定における3級の一部、基礎１、2級につい
ては、技能実習制度が創設されたことを受けて、当
該等級を外国人研修生及び技能実習生の研修成
果の評価及び習得技能等の認定に当たって実施し
−
ているものであり、日本人の能力を評価する仕組み
になっていないことからご要望に対してお応えできな
い。

研修・技能実習制度は、研修生等送出し国に対
し、技能・技術を移転することを目的としたものであ
り、技能実習終了後においては、送出国へ帰国し、
技術・技能の移転を図ることが前提であり、技能実
習終了後、我が国に引き続き研修生又は技能実習
生として在留することは認められない。
−
また、再技能実習については、技能実習時におけ
る技能評価の実施状況、今年度公表される予定の
再研修の基準による再研修の活用状況及び送り出
し国のニーズ等を踏まえ検討する必要があり、現段
階においては、時期尚早であると考える。

-

-

z13038

z13039

全省庁

基礎1級、
2級、随意
三級 技
能検定を
厚生労働
知的障害
省
者にも受
験できるよ
うにしても
らいたい。

研修・技能
実習制度
警察庁・法
における、
z13040 務省・厚生
再技能実
労働省
習制度の
創設
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A

A

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。

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
政府管掌でなくてはならない明確な事
の、省令等により、公益法人、資格認
試験業務に付随する一切のアウトソー
以外でも、取り扱いができる国家試験
由が、見当たらないことと、民間に出来
定事業団体でしか、取り扱いが出来な
管理栄養士・社会福祉士・衛生管理者 シングを事業主体として取組んでおり
業務の事務請負の民間への開放およ
ない事由が明確でない事による国家資
いとなっているもの。
ます。
（厚生労働省）、行政書士（総務省）、
び規制の緩和・撤廃を要望致します。
格試験の民間開放を要望致します。
各資格の業法および、法律
国内旅行業取扱主任者・一般旅行業
務取扱主任者・マンション管理士・管理
業務主任者・宅地建物取引主任者・
（国土交通省）、危険物取扱者（消防
庁）の試験業務の規制撤廃および民
間への業務開放を要望致します。

多様性（あらゆる職種・作業：現在80作
業職種あります。）の中からより適性に
合わせて知的障害者が働く作業所の
仕事を結果的に選べるように、また全
国の作業所で関係者の方々がこの制
基礎1級、2
度を活用してもらえる様にとの考え方
級、随意 三
作業所、授産施設、福祉工場で働く知
から全国的に規制を改革するものとし
級 技能検 現在あります基礎1級、基礎2級 随意
的障害者の適正に合わせ基礎1級、基
て提案させて頂きたい。このことにより
定を知的障 3級の技能検定を知的障害者自立支
礎2級 随意3級の技能検定を受験して
全国レベルで作業所相互にも協力し合
害者にも受 援のために受験可能にしてもらいた
もらう。
えることも、いづれ可能にもなるでしょう
い。
験できるよう
し、仕事を依頼する立場から考えます
にしてもらい
と協力工場としてどんな職種作業にど
たい。
れくらいの適正を持った知的障害者が
いらっしゃるのか把握し易いとのメリッ
トもあるものと考えます。

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

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。

平成5年4月5日 能開第132号 各都
道府県知事あて 労働省職業能力開
発局長通達及び平成5年6月28日 能
発第157号 各都道府県知事あて 労
働省職業能力開発局長通達

出入国及び難民認定法

2006/1/3114:26

「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
・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

制度の現状

措
置
の
分

「技能実習制度」は、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評価
等を行い、一定の水準に達したこと
等の要件を満たした場合に、その後
雇用関係の下でより実践的な技術、
技能等を習得することができる制度
C
であり、研修期間と、技能実習期間
からなるものである。日本における
滞在期間は、研修期間と技能実習
期間を合わせて3年以内とされてい
る。

＜厚生年金＞
公的年金制度においては、老齢、
障害、死亡時の本人又は遺族の生
活保障の観点から、国籍を問わず適
用事業所に常時使用される労働者
を厚生年金保険の被保険者としてい
る。外国人 技能実習生は、一定期
間の研修期間を経た者が、雇用労
働者に係る諸法令の適用を前提とし
て雇用関係の下で技能実習するも
厚生年 のであり、厚生年金保険が適用され
る。
金保険
C
法第９
＜雇用保険＞
条
雇用保険においては、適用事業に
雇用される労働者であれば、原則そ
の者又は事業主の意志の如何に関
わらず、これを保護の対象としてい
る。
日本国に滞在する外国人について
も、外国公務員及び外国の失業補
償制度の適用を受けていることが立
証された者を除き、国籍の如何を問
わず被保険者となる。

措
置
の
内

−

措置の概要（対応策）

技能実習を修了した者が引き続き日本国内で就
労することについては、開発途上国への技能移転に
よる「人づくり」を通じた国際協力を目的とし、実習修
了生は母国でその修得技能を活用するとしている当
該制度趣旨に反するものであり、受け入れることは
できない。

＜厚生年金＞
外国人技能実習制度は、雇用労働者に係る諸法令
の適用を前提として、特定活動の在留資格による外
国人技能実習生に対し、より実践的な技術・技能の
習得を認める制度である。
厚生年金保険法上、適用事業所に使用される７０
歳未満の者は被保険者とすることとされるところ、外
国人技能実習生については、より実践的な技術・技
能等を習得することを目的に受入先である事業主と
雇用契約を結び、雇用関係の下で労務を提供し報
酬を受けることとなることから、事業主が厚生年金
保険の適用事業所である場合には、厚生年金被保
険者となる。
外国人技能実習生についてのみ厚生年金を適用
除外すべきであるとのご要望については、労働法制
上、その雇用関係がその他の労働者についての雇
Ⅰ 用関係と区別されているわけではないことから、不
可能である。
なお、厚生年金保険制度は老齢のほかに障害や
死亡といったリスクにも対応するものであり、制度に
加入している間にそのような保険事故が発生した場
合には、障害給付又は遺族給付が支払われること
となる。
また、滞在期間が短いために老齢給付に結びつ
かないという問題については、最終的には社会保障
協定により解決すべきと考えられるが、このような解
決が図られるまでの特例措置として、短期滞在の外
国人の方が帰国した場合に脱退一時金を支給する
仕組みを設け、本人負担分については返還している
ところである。

その他

再検討要請

研修・技能実習制度の「国際協力・技術移転」という主旨はよく理
解して行っている。研修・技能実習生をそのまま在留させて就労
を認めるのではなく、修了者全員を一旦は確実に帰国させ、そ
のうちの優秀者（技能検定試験、日本語検定試験合格者等々）
に限って、我が国での就労を目的とする再入国させることは、技
能実習生の失踪の誘因を減ずる、いわば出口戦略となる上、各
国で指導的な地位に立つ人材を育成することは、「人間の安全
保障」にもつながる可能性を秘めていると考えられる。また、送
出し国の技能水準と、受入れ国である我が国の技能水準とに格
差がある場合には、就労期間中にその差が縮小する効果も期
待できる。この点について貴省のお考えをお示し頂きたい。

本件を社会保障協定により解決すべき問題と整理しているが、
研修・技能実習生は主に中国・タイ・インドネシアを始めとするア
ジアの国々より入国している。アジア各国との社会保障協定の
締結予定の有無及び時期について具体的にお示し願いたい。
世界中の国や地域と社会保障協定を締結することは困難と考え
られ、脱退一時金制度は必ずしも暫定的なものとは言えないと
思われるが、この点についても貴省のお考えをお示し頂きたい。
また、脱退一時金制度による還付額は技能実習生本人負担部
分の77％にすぎず、所得税の源泉徴収も行われ、拠出・運用・給
付の各段階における税制上の恩典と比して整合的でない。還付
手続に数ヶ月を要し、結局は負担額の還付も得られない技能実
習実施機関等が本人の帰国後にその代理人となって手続を行
わざるを得ない。制度が継続した場合の運用の改善見込みにつ
いても併せてお示し頂きたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

c

−

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

再技能実習の制度化については、再研修の活用状況等を十分検証しながら、送り
警察庁・法 研修・技能
出し国のニーズを含め様々な要望等を吟味し、時機を捉え対処すべきものであり、 z13041 務省・厚生 実習後の
労働省 就労許可
現段階では時期尚早である。

社会保障協定の締結相手国については、①相手国の社会保障制度における社会
保険料の負担の規模、②在留邦人や、進出日系企業等の状況、③経済界からの具
体的要望の多寡、④二国間関係、⑤我が国と相手国の社会保障制度の違い等を総
合的に考慮しつつ、決定していくこととしているところであり、現時点で御指摘の中
国、タイ、インドネシアといった国々と協定を締結する具体的な予定はない。
こうした国々については、母国の年金制度が未熟であるなどの理由で、社会保障
協定による解決に時間がかかる場合があり、こうした事態を踏まえ、脱退一時金とい
う特例的な制度を設けているところである。このような制度の位置付けや経緯から、
脱退一時金は、あくまでも３年という「短期間」を限度とした、「当分の間」の特例的な
措置として設けられており、これらの前提条件は、法律上において明確に規定されて
いる（厚生年金保険法附則第２９条において「３６月」を限度として「当分の間」支給す
るものと規定）。
厚生年金・
また、脱退一時金の実際の支給額は、被保険者期間６ヶ月きざみで算定しているた
厚生労働 雇用保険
め、結果として、被保険者期間の月数により、本人負担の満額相当に満たない場合 z13042
の負担免
省
があるが、これまでの国民年金制度における死亡一時金等についても、同様に幅を
除
持たせた期間に基づく算定方法を採ってきているところである。
脱退一時金の請求手続は、出国前に請求書の入手が可能であること、記載内容は
氏名や住所といった基本的な情報のみであること、及び社会保険庁へ当該請求書を
送付することで請求が完了することなどから、過度の負担とはなっていないものと考
えるが、今後とも制度の周知広報とともに請求手続の周知に努めて参りたい。
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

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

出入国及び難民認定法

A

厚生年金・
厚生年金・雇用保険の保険料負担をな
雇用保険の
くして欲しい
負担免除

現状は、実習生移行後、日本人社員
同様に厚生年金、雇用保険への加入
が義務となっています。しかし、研修生
が日本に滞在中に失業保険が給付さ
れることはまずあり得ません。また最
長３年という限られた期間（つまり実習
生でいる期間はさらに短い）保険料を
支払っても、年金を受給できません。
すでに納付した金額の一部として、脱
退一時金を受け取ることはできます
が、そのための手続は帰国してからで
なくては不可能で、手続の煩雑さともあ
いまって、保険料の支払うメリットが少
ないと考えます。

出入国及び難民認定法

A

トラック運送事業者においては、労働
安全衛生規則等に基づき、日々の作
業前点検、毎月の定期自主点検等を
適正に実施しているところであり、
フォークリフトの特定自主点検期間に
フォークリフ
ついては、道路運送車両法、自動車車
労働安全衛生法第４５条、労働安全衛
トの特定自 フォークリフトの特定自主検査期間の フォークリフトの特定自主検査期間→
検証の有効期間と同様に１年から２年
生規則第１５１条の２１
延長
１年に１回
主検査期間
とされたい。厚生労働省より新車使用
の延長
後１年目の特定自主検査において、不
良項目が多数発生したとの回答である
が、不良箇所、メーカー名等詳細な
データ及び特定自主検査実施機関を
早急に公表されたい。

A

トラック運送事業従事者の約８割は現
場＋作業員であり、貨物の集荷、集配
作業等労働負担が多い。この事は、厚
生労働省所管の委員会においてアン
障害者雇用
道路貨物運送業の障害者雇用除外率
ケート、ヒアリング等により明らかであ
に係る「除外 障害者雇用に係る「除外率」の見直し →４０％（道路旅客運送業の障害者雇
る。当協会としても、障害者雇用につい
率」の見直し
用除外率→７５％）
て今後も業界内おいて啓発等々を実
施しているが、除外率を少なくともバ
ス・タクシーと同程度にしていただきた
い。

A

脱退一時金制度も含め年金制度については、内外人平等の原則の下、社会保障協
定による対応を推進しつつ、政府全体の議論の動向を踏まえながら広範囲な視野か
ら慎重に検討していくべきものと考えているところであり、現時点における制度改正
は考えていない。

＜雇用保険＞
技能実習生についても 受入先の倒産等により離

労働安
全衛生
法第４
５条第
1項、
同則１
５１条
の２１

障害者
の雇用
の促進
等に関
する法
律（昭
和３５
年法律
第１２３
号）第
４３条、
附則第
３条第
２項、
障害者
の雇用
の促進
等に関
する法
律施行
規則
（昭和
５１年
労働省
令第３
８号）
附則第
１条の
３、別
表第４

労働安全衛生法令においては、一
定の危険又は有害な業務に関わる
機械等について、定期に自主検査を
行うことが義務づけられている。
このうち、特に検査が技術的に難
しく、また一度事故が発生すると重
篤な災害をもたらすおそれのある機
械等については、特定自主検査とし
て、必要な研修を受けた労働者自ら
又は検査業者が検査を行うこととさ ｃ
れている。フォークリフトについて
は、一ヶ月ごとに一回、定期に自主
検査を行うとともに、一年ごとに一
回、定期に特定自主検査を行うこと
が義務付けられている。
また、これら自主検査の適正かつ
有効な実施を図るため、当該検査の
項目、方法、判定基準を定めた自主
検査指針が公示されている。

障害者の雇用の促進等に関する法
律（以下「障害者雇用促進法」とい
う。）は、障害者の職業の安定を図る
ことを目的として、労働者を雇用して
事業活動を行うすべての事業主に、
身体障害者又は知的障害者（以下
「身体障害者等」という。）を雇用する
共同の責任があるという基本的な考
え方に基づき、身体障害者等の雇用
義務を課している。この共同の責任
を分担する上で平等性を担保するた
めに、原則として一律の障害者雇用
率（以下「雇用率」という。）を定め、
各事業主が雇用する労動者数に応
じて、身体障害者等の雇用義務を負
うこととしているところであるが、身体
障害者等の就業が一般的に困難で c
あると認められる職種が相当の割合
を占めている業種については、暫定
的な措置として除外率を設定し、各
事業主の法定雇用障害者数を算定
する際の基礎となる常用労働者数
の計算にあたり、除外率に相当する
労動者数を控除することで、身体障
害者等の雇用義務を軽減している。
この除外率制度については、平成十
四年の障害者雇用促進法の改正に
より、平成十六年四月一日から廃し
することとしている。ただし、経過措
置として、当分の間、除外率設定業
種ごとに除外率を設定するとともに、
廃止の方向で段階的に除外率を引
き下げ 縮小を進めていくこととし

フォークリフトについては、重量物の昇降を伴う積
み卸し、旋回等の荷役作業が頻繁に繰り返し行わ
れるため、制動装置及び走行装置等を含めて単一
機能の貨物自動車と比べ過酷な使用状況にあるこ
と、また、年次の特定自主検査では、新車使用後一
年目であっても約９割の検査車両で何らかの不良箇
所が見出されている（フォークリフトの約３万台の新
車を対象とした平成16年7月の調査データ）ことか
ら、当該機械による労働災害を防止するためには、
１年ごとに所定の項目について検査（専門的知識・
技能を有する検査者による分解検査）を行う必要が
あり、貨物自動車の車検に合わせて、特定自主検
査の期間を２年に延長することは適当でない。
Ⅲ
また、月次の自主検査では外観検査を基本として
おり、専門的知識を必要とする重要項目についての
検査が行われず、これをもって年次の特定自主検
査に代えることはできない。

安全性の確保を前提とした上で、ユーザーの検査コストの軽減
の観点から、現行制度を見直す余地が全くないのかどうかにつ
いて、改めて検討され、示されたい。

なお、フォークリフトに関する本調査は、特定のメー
カーの製品、特定の検査業者を対象とした調査では
ないと承知している。
当方で承知しているデータは平成16年7月に社団
法人建設荷役車両安全技術協会において取りまと
められた調査によるものであり、調査結果の概要は
別添のとおりである。

除外率制度については、障害者が障害のない者と
同等に生活し活動する社会を目指すノーマライゼー
ションの理念から見て問題があること、除外率制度
創設時に比べ職場環境の整備等が進んでいる実態
と合わなくなっていること、障害者の雇用機会を少な
くし、障害者の職域を狭めるおそれがあること等か
ら、不合理な制度となっている。このため、平成十四
年の障害者雇用促進法の改正により、除外率制度
を平成十六年四月一日から原則廃止することとし、
経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに
除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に
除外率を引き下げ、縮小を進めていくこととしたとこ
ろであり、廃止へ向けた縮小の第一段階として、平
成十六年四月一日より、全業種一律一〇％ポイント
縮小することとした。
Ⅰ
この除外率制度の見直しは、障害者に係る欠格条
項に関する政府の見直しの方向性に沿って行われ
たものである。また、障害者の雇用の促進法等に関
する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決
議（衆議院：平成十四年四月一〇日、参議院：平成
十四年四月二十三日）、障害者基本計画（平成十四
年十二月二十四日閣議決定）においても、除外率制
度の廃止に向けた取組みを着実に進めることが求
められている。
したがって、御要望のように道路貨物運送業の除
外率を道路旅客運送業と同程度にすることは、ノー
マライゼーションの観点等から政府が進めている施
策の方向性に反して除外率を引き上げることになる
ことから適当でない。

-

ｃ

Ⅲ

フォークリフトについては、重量物の昇降を伴う積み卸し、旋回等の荷役作業が頻
繁に繰り返し行われており、制動装置及び走行装置等を含めて過酷な使用状況に
あることにかんがみ、年１回の特定自主検査を義務付けているところであり、当該検
査及び検査結果に基づく修理等の適正な実施により危険箇所を早めに手当てし、使
フォークリ
用時における安全性の確保を図っているところである。
フトの特定
厚生労働
自主検査
また、フォークリフトの特定自主検査は、原則として事業者による自主検査（自己確 z13043
省
期間の延
認）であり、事業場内に有資格者がいない場合にのみ検査業者に検査依頼するもの
長
であるため、自社においてこれを行えばコストは過大なものとはならない。
以上のように、フォークリフトの特定自主検査制度は、安全性の確保やユーザーの
検査コストに十分配慮した制度となっている。
したがって、ご要望にはお応えできない。
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障害者の雇用の促進に関する法律
第１４条

その他
（特記事項）
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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

該当法
令

厚生年
金保険
法附則
第２９
条、国
民年金
法附則
第９条
の３の
２、国
民年金
法第２
６条等

制度の現状

措
置
の
分

我が国の年金制度は、国籍にかか
わらず等しく適用されており、日本に
短期滞在する外国人について保険
料納付が年金給付に結びつかない
という問題は社会保障協定の締結
C
により解決すべき問題であるが、こ
のような解決が図られるまでの間の
特例措置として、短期滞在の外国人
の方に対し、保険料を返還してい
る。

○派遣元事業主は、社会保険等に
加入する必要がある派遣労働者に
ついては、加入させてから労働者派
遣を行うこととしている。また、当該
派遣労働者に係る健康保険、厚生
年金保険等の被保険者資格取得届
が関係行政機関に提出されているこ
との有無について、派遣先に通知す
ることとしており、提出がされていな
い場合、当該書類が提出されていな
い具体的な理由を付さなければなら
ないとしている。
○派遣先は、派遣労働者を受け入
れる際、社会保険等に加入している
派遣労働者を受け入れるべきもので
あり、派遣元事業主から社会保険等
に加入していない具体的な通知等を
受けた場合において、当該理由が適
正でないと考えられる場合には、派
遣元事業主に対し当該派遣労働者
を社会保険等に加入させてから派遣
するよう求めることとされている。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国
籍にかかわらず等しく適用されており、そもそも、短
期滞在の外国人の方について保険料納付が老齢給
付に結び付かないという問題は、社会保障協定の
締結により解決すべき問題であると考えている。
しかし、特に開発途上国などでは、母国の年金制
度が未熟であるなどの理由で、協定による解決に時
間がかかる場合があるのも事実であり、こうした実
態を踏まえ、脱退一時金という特例的な制度を設け
ているところである。
このような制度の位置付けや経緯から、脱退一時
金は、あくまでも３年という「短期間」を限度とした、
「当分の間」の特例的な措置として設けられており、
これらの前提条件は、法律上において明確に規定さ
れている（厚生年金保険法附則第２９条において「３
６月」を限度として「当分の間」支給するものと規
Ⅰ
定）。
脱退一時金の対象期間の上限の延長は、これら
の制度導入の前提条件に反し、法律上の制度の位
置付けと整合しないことから、このような法律改正を
検討することは考えていない。
また、受給資格期間短縮というご要望についてで
あるが、我が国の公的年金制度は、現役世代の方
すべてに４０年間、保険料を納めていただくことを原
則としているところ、低所得等で保険料負担が困難
な方には免除制度をご活用いただき、免除期間も受
給資格期間に含めるとともに、６０歳以上でも任意
加入できる途を開いており、こうした制度を利用すれ
ば、２５年の受給資格期間を満たすことは難しいこと
ではないと考えている。受給資格期間を短縮するこ
とについては、①高齢期の基本的な所得保障の役
割を果たせないような低額の年金者を増やすことに
なっては 結果的に公的年金に対する信頼が揺らぐ

○社会保険事務所では、日系人労働者等社会保険
の加入が適正に行われていない方々の把握・指導
を行うため、昨年度より事業所の調査の重点化を進
めている。この中で、請負事業者の事業所も含め
て、外国人就労者を多く雇用している事業所や特定
の業種等届出が適正に行われていない事業所を選
定し、重点的に調査（臨場）等を行うこととしており、
前
社会保険の加入の適正化に努めているところであ
段d
る。また、いわゆる偽装請負については、従来より
Ⅰ
労働者派遣法に基づく告示等に基づき指導監督を
後
行っているところであるが、今後とも指導監督を厳正
段c
に行ってまいりたい。
○請負は自ら労働者を雇用し指揮命令を行うもので
あり、雇用関係と指揮命令関係が異なる労働者派
遣とはその雇用関係において全く異なるため、発注
者に請負事業者に対する監督責任を課す等の条項
を労働者派遣法に規定するなど、ご要望のような労
働関係法令の改正を行うことは困難である。

事業主が雇用する外国人労働者の
雇用状況を報告することを義務付け ｂ
る規定はない。

ｃ

Ⅰ

外国人を雇用する事業者に対して、雇用状況の報
告を義務づけることについて、個人情報の保護、入
管制度との関連等も考慮しつつ検討を行う。

厚生労働行政の観点からは、内外人無差別の取
扱いを行っていることから、国籍で区別して情報を
把握しておらず、外国人の情報のみを提供するの
Ⅰ は困難であり、個人情報保護の観点からも、コスト
の面からも、データベースの構築及び当該データ
ベースへのアクセスを認めるシステムの導入につい
ては慎重な検討を要する。

その他

再検討要請

これらの問題は社会保障協定の締結により解決すべきであると
いうご回答は納得できるものである。これに関連して、「規制改
革・民間開放推進３か年計画（改定）」においては、公的年金の
相互協定を拡大を逐次実施するとして閣議決定されているとこ
ろ、特に本会議参加都市において居住する人口の多い国、例え
ばブラジル、ペルーとの社会保障協定の締結に向けた今後の見
通しについて、加入期間通算協定と保険料免除協定のうちの何
れの類型となるかなど、具体的にお示し頂きたい。
また、日系人を中心としたブラジル、ペルーなどの南米出身外国
人は、1990年の出入国管理及び難民認定法の改正以来急激に
増加し、16年が経過した現在、滞在期間が長期化している。通
算滞在期間が３年未満の人よりも３年以上の人の方が多数に
なっている現状に照らすと、現行法令のままでは外国人の年金
加入は進まないと考えるが、制度導入当時の３年という期間設
定の根拠が現在も妥当であるとお考えになる理由をお示し願い
たい。
更に、上記の外国人は、定住化傾向はみられるものの、日本で
の永住については未だ見通しが立っていない状況にあるなか
で、我が国の年金制度はその受給権の発生に要する年数が欧
米諸国と比べて著しく長いため、社会保障協定が締結されたとし
ても、我が国においての年金受給権の発生に必要な年数が短
縮されない限り、外国人に日本で老齢年金の受給権を発生させ
ることは困難であり、加入率の増加にもつながらないと考える。
数的に少数である外国人に対して本制度を見直すことが、日本
人を含めたすべての住民にとって魅力のある制度になることに
つながると考えられるため、現行法制度にとらわれずご検討いた
だきたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

社会保障協定の締結相手国については、①相手国の社会保障制度における社会保
険料の負担の規模、②在留邦人や、進出日系企業等の状況、③経済界からの具体
的要望の多寡、④二国間関係、⑤我が国と相手国の社会保障制度の違い等を総合
的に考慮しつつ、決定していくこととしている。
こうした中で、ブラジルとの間では、社会保障協定締結の可否も含め両国間におけ
る社会保障に関する諸問題について、ブラジル側と当局間で意見交換を行っている
ところ。また、ペルーについては、現時点で協定を締結する具体的な予定はない。
外国人の
脱退一時金の支給額について、保険料の３年分を限度としていることについては、
健康保険
①当該制度が日本に短期滞在する外国人に対する時限的な特別の措置であるこ
警察庁・厚 と年金保
z13045
生労働省 険のセット
と、②期間が定められている在留資格期間の最長期間が３年以内であること、③脱
加入の見
退一時金の対象となる出国者の９割が滞在期間３年以内であることなどを考慮した
直し
ことによるものである。
今後、外国人労働者の我が国への受け入れについて、様々な議論がなされるものと
考えられるが、いずれにせよ年金制度については、内外人平等を原則とし、社会保
障協定による対応を推進しつつ、政府全体の議論の動向を踏まえながら広範囲な視
野から慎重に検討していくべきものと考えているところであり、現時点で外国人労働
者の方についての制度改正は考えていない。

【ｄ】
「請負事業者の事業所も含めて、外国人就労者を多く雇用して
いる事業所や特定の業種等届出が適正に行われていない事業
【ｄ】
所を選定し、重点的に調査等を行っている」と回答されている
○社会保険事務所においては、請負事業者の事業所も含めて、外国人就労者を多
が、その結果、当会議が要望する社会保険加入は促進されたの
く雇用している事業所や特定の業種等届出が適正に行われていない事業所を中心
か。貴省の調査により判明した、全国で社会保険に適正に加入
に約３３万事業所を選定し、約６４３万人について調査を行うとともに、未加入等と判
していなかった事業所の数、また、調査後社会保険に加入した
明した人について加入等の指導を行った。その結果、１７，６１４事業所の６４，０６６
業務請負
事業所の数、また、調査後も加入していない事業所への対応を
人が加入等を行ったところである。
会社によ
どのようにされているのか､例えば平成16年度実績をお示し願い
○偽装請負については、臨検指導を行った結果、平成１６年度において、３２０事業
る従業員
たい。
所について是正指導書を交付し、また７１事業所に対して指導票を交付することによ
の社会保
「偽装請負については、従来より労働者派遣法に基づく告示等 前段d 後段
り、改善を図ったところである。偽装請負の是正指導後の社会保険加入の状況につ
厚生労働 険加入の
z13046
に基づき指導監督を行っている」と回答されているが、その結
につき
促進、元
省
いては把握していない。
果、全国でどの程度の是正指導が実施され、外国人などの請負 後段c Ⅰ
請会社に
労働者の社会保険加入が促進されたのか、例えば平成16年度
よる下請
【c】
実績をお示し願いたい。
会社への
○労働者の社会保険加入については、一定の要件を満たした場合には加入が義務
【ｃ】
指導
づけられるものであり、加入を適正に行っていない場合には行政庁において指導等
貴省のご回答によれば、「発注者に請負事業者に対する監督責
を行っているところであり、それに加え、発注者に対して、下請事業者が雇用する労
任を課す等の条項を労働者派遣法に規定するなどは困難」とい
働者の社会保険加入の有無と理由を報告させ、これに基づき下請事業者に社会保
うことであるが、当会議の要望は「労働者派遣事業に該当しない
険加入に関し必要な指導を義務づけることを労働法令上に規定することは不適当で
事業請負において」は、「現行の規制のみでは請負事業者にお
ある。
いて就労する労働者の社会保険加入を確保することは困難であ
る」からこそ、労働関係法令の改正を求めているものである。こ
れについて再度ご回答いただきたい。

どのような体制で検討を行い、いつまでに結論を出す予定なの
か、このような報告を社会保険加入の適正化へ役立てていくよう
なシステムの構築を視野に入れたものかどうかお示し願いたい。
また、「入管制度との関連を考慮」するに当たっての留意点につ
いても併せてお示し頂きたい。

ご回答によれば、貴省は、内外人無差別の取扱いを行ってお
り、そのため、国籍で区別して情報を把握せず、外国人の情報
のみを提供するのは困難であるという。
しかしながら、外国人の雇用・労働条件面の権利が十分に保障
されていない現状では、外国人のデータを収集することが実質
的な内外人平等を政策として実現する上で不可欠と考える。同
様のことは、女性、高齢者、障害者などについても該当する。
したがって、実質的な内外人平等を実現する政策上の必要性か
ら、外国人についてデータを区別して収集することについて問題
はないと考える。また、貴省は、省令に基づいて「外国人雇用状
況報告制度」を実施しているが、これも、国内の労働力需給調整
という政策上の必要性があり、外国人に関するデータを特に収
集しているのではないのか。
この点について貴省のお考えをうかがいたい。

ｂ

ｃ

Ⅰ

Ⅰ

規制改革・民間開放推進会議第２次答申において、「職業安定関連法令を改正し、
外国人を雇用する全ての事業主に対して報告を義務づけるとともに、本人氏名・在
外国人を
留資格等、現在は収集していない情報も新たに求めることについて検討し、結論を
雇用する
得る必要がある。」とされているとおり、平成１８年度中に一定の結論を出すべく検討
警察庁・法 事業者の
z13047 務省・厚生 実態把
することとしている。
握、外国
労働省
内容については、今後検討を行うこととしており、現時点でお示しできる段階にな
人就労管
い。
理の改善
なお、検討に当たっては、入管制度との関係において、事業主に報告義務を重複し
て課さないこと等に留意する必要がある。

厚生労働行政においては、法律に基づき所管業務に必要な範囲に限って個人情
報を収集しており、国籍についての情報を求めることは困難である。したがって、外
外国人登
国人のみのデータを抽出し提供することは困難である。
警察庁・総 録制度の
なお、関係各府省がすでに利用している情報システムについて、法律に基づき必
務省・法務 改善、国・
要な情報に限って相互照会・提供を可能とすることについては、規制改革・民間開放
省・財務 自治体に
z13048
省・文部科 おける外
に関する第２次答申において、平成１８年度中に一定の結論を出すべく検討すること
学省・厚生 国人に関
となっている。
労働省 する情報
ご指摘の「外国人雇用状況報告」においては、現在、事業主の協力の下、職種、出
の共有
身地域別の外国人雇用者数の報告のみを求めているものであり、個人のデータまで
収集しているものではない。
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要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

5057001

外国人
集住都
市会議
座長
四日市
市長
井上哲
夫

5057002

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

外国人
集住都
市会議
座長
四日市
市長
井上哲
夫

1

2

3

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

厚年法第8条、健保法第３条第１項

A

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。

A

業務請負会
社による従
業員の社会
保険加入の
促進、元請
会社による
下請会社へ
の指導

労働者派遣者に対し、派遣労働者の
社会保険加入の指導を徹底するととも
に、上記の告示に基づいて偽装派遣
に対して厳正に対処すべきである。ま
た、労働関係法令を改正し、労働者派
遣事業に該当しない事業請負において
も、発注者に対し請負事業者において
就労する労働者の社会保険加入の有
無と理由を報告させ、これに基づき、下
請事業者に社会保険加入に関し必要
な指導を行うよう義務付ける。

労働者派遣事業法に基づく現行の規
制は、十分に徹底されていない。また
現行の規制のみでは、請負事業者に
おいて就労する労働者の社会保険加
厚年法第8条、健保法第３条第１項、派
入を確保することは困難である。特に、
遣法第14条、昭和61年4月17日付労働
請負事業者において就労する日系人
省告示
労働者においては社会保険加入が遅
れている。このため、発注者に、請負
事業者に対する監督責任を課し、社会
保険への加入を促進する必要がある。

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
入管法第６、7条、外国人登録法第４条
の把握が困難なため、企業における適
第1項、職業安定法第53条の２、職業
正な就労管理を確保することも、社会
安定法施行規則第34条、厚年法第8
保険加入を確保することも困難であ
条、健保法第３条第１項
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。

A

A

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。

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
外国人登録法第３条、第４条第1項 住
れた内容と居住実態との乖離が大きく
民基本台帳法第１条、第２条、学校教
なっているほか、住民登録と外国人登
育法第47条
録の制度のず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）
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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

該当法
令

厚生年
金保険
法第９
条上

制度の現状

措
置
の
分

公的年金制度においては、老齢、障
害、死亡時の本人又は遺族の生活
保障の観点から、国籍を問わず適用
事業所に常時使用される労働者を
厚生年金保険の被保険者としてい
る。外国人技能実習生は、一定期間 C
の研修期間を経た者が、雇用労働
者に係る諸法令の適用を前提として
雇用関係の下で技能実習するもの
であり、厚生年金保険が適用され
る。

国民年
金法施
行規則
第16
条、第
31条、
請求者の生年月日を確認する書類
第39条
として、戸籍謄（抄）本又は市町村長
ｅ
厚生年
の証明書、住民票のいずれかを添
金保険
付することとしている。
法施行
規則第
30条、
第44
条、第
60条

生活保護については、生活に困窮
する者が、その利用し得る資産、能
力その他あらゆるものを、その最低
生活保
限度の生活の維持のために活用す e
護法
ることを要件として行われており、こ
の要件を満たす限り、無差別平等に
受けることができる。

セーフ
ティ
ネット
支援対
策等事
業の実
施につ
いて
（平成
１７年３
月３１
日社援
発第
033102
1号）別
添１４
及び１
５

ホームレス自立支援センター及び
ホームレス緊急一時宿泊施設（シェ
ルター）の運営の委託先について
は、実施主体である自治体におい d
て、適切な事業運営が確保できると
認められる団体を選定するものであ
る。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

外国人技能実習制度は、雇用労働者に係る諸法
令の適用を前提として、特定活動の在留資格による
外国人技能実習生に対し、より実践的な技術・技能
の習得を認める制度である。
厚生年金保険法上、適用事業所に使用される７０
歳未満の者は被保険者とすることとされるところ、外
国人技能実習生については、より実践的な技術・技
能等を習得することを目的に受入先である事業主と
雇用契約を結び、雇用関係の下で労務を提供し報
酬を受けることとなることから、事業主が厚生年金
保険の適用事業所である場合には、厚生年金被保
険者となる。
年金制度は、国籍の如何を問わず国内に居住す
る方々に年金権を保障しようとする制度であり、外
国人技能実習生も日本国籍の被用者と同様の権利
Ⅰ
を有することとしなければ不平等であり、国際法上
の内外人平等の要請にも応えられない。
なお、厚生年金保険制度は老齢のほかに障害や
死亡といったリスクにも対応するものであり、制度に
加入している間にそのような保険事故が発生した場
合には、障害給付又は遺族給付が支払われること
となる。
また、滞在期間が短いために老齢給付に結びつ
かないという問題については、最終的には社会保障
協定により解決すべきと考えられるが、このような解
決が図られるまでの特例措置として、短期滞在の外
国人の方が帰国した場合に脱退一時金を支給する
仕組みを設け、本人負担分については返還している
ところである。

-

年金の裁定請求に当たっては、年金受給に係る通
知が年金受給者に確実に届く所を住所として裁定
請求書に記載していただくことが必要である。住民
票の添付は義務付けていない。

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

-

-

以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。
「野宿生活者は生活保護を申請しても住所不定という理由をもっ
て申請すら受け付けてもらえず野宿を強いられているという状況
は全国で存在し、野宿を強いられているがゆえに年金受給に係
る通知が確実に届く所を野宿生活者は有しない。憲法25条の生
存権を保障されていない野宿生活者にとっては年金を受給でき
るかどうかは死活問題であるにも関わらず、年金受給に係る通
知が確実に届く所を有していないという理由をもって年金支給の
対象から外されるのは不当である。年金受給に係る通知が確実
に届く必要があるのであれば、野宿生活者においては通知の受
け渡しの方法として社会福祉事務所に野宿生活者自身が出向
いて通知を受け取るなどの対応策を講じれば、通知の受け渡し
の方法については問題ないと考えられる。通知の受け渡しの方
法や生年月日の確認方法という事務手続のあり方を現状維持す
るよりも、そのあり方は必要に応じて改め、憲法25条の生存権が
保障されるように野宿生活者も年金を受給できるようにすること
の方が重要である。なお、要望書の「具体的要望内容」欄に「野
宿生活者に対しては年金の支給にあたって必ずしも住民票を支
給の要件に加えないこととする。」と記載したため「住民票の添付
は義務付けていない。」との回答をされたと思われるが、「具体
的要望内容」欄に記載した内容は「住民票の添付の義務が問題
である」という意味ではなく、野宿生活者は住所不定であることを
もって年金を受給できないのが現状であることから、「事実上、住
所不定でないということが年金の支給の要件の一つとなってい
る。しかし、住所不定のものに対しても年金を支給できるよう事
務手続を改める」という意味である。」

生活保護については、生活に困窮する者が、その
利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その
最低限度の生活の維持のために活用することを要
件として行われており、この要件を満たす限り、住所
の有無にかかわらず無差別平等に受けることがで
きるものであって、ホームレスであっても当該要件を
満たす限り、無差別平等に保護を受けることができ
るものである。
また、稼働能力の活用については、稼動能力を有
するか、その稼働能力を活用する意思があるか、実
際に稼働能力を活用する就労の場があるかなどを
勘案し、個別に判断されるものであり、ホームレスで
あることをもって一律に稼働能力の活用要件が厳し
く判定されているわけではない。
なお、生活保護受給者等の自立・就労のため、
個々の被保護者の自立阻害要因に応じて組織的に
自立を支援するための「自立支援プログラム」を平
成17年４月より導入したところであり、元ホームレス
の被保護者に対しても、それぞれの自立・就労阻害
要因に応じた自立支援が図られるものである。

以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。
「「ホームレスに対する生活保護の適用について(平成15年7月31
日)(社援保発第0731001号)(各都道府県・各指定都市・各中核市民生
主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
1 ホームレスに対する生活保護の適用に関する基本的な考え方
生活保護は、資産、能力等を活用しても、最低限度の生活を維持でき
ない者、すなわち、真に生活に困窮する者に対して最低限度の生活を
保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度であり、ホー
ムレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや
稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないこと
に留意し、生活保護を適正に実施する。」からすれば、「居住地がない
ことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠ける」とするよ
うな生活保護の運用が各地で行われているのが現状であることを厚
生労働省は把握しているといえる。「生活保護については、生活に困
窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その
最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われて
おり、この要件を満たす限り、住所の有無にかかわらず無差別平等に
受けることができるものであって、ホームレスであっても当該要件を満
たす限り、無差別平等に保護を受けることができるものである。」のが
本来であるが、現状の生活保護の運用は野宿生活者が住所がないこ
とをもって医療扶助以外生活保護申請を受け付けなかったり、稼働能
力の活用の要件を強く当人に求めすぎるため、野宿生活者は憲法25
条の最低限度の生活を下回っているにも関わらず生活保護を受ける
ことが困難なのが現状である。厚生労働省においては、まず現状の生
活保護運用について正しく把握し、次に各都道府県・各指定都市・各
中核市等に本来の生活保護運用を行うよう通知・指導するべきである
が、形だけ通知・指導をし、現実には本来の生活保護運用がなされて
いないのでは、結局、野宿生活者は憲法25条の生存権が保障されな
いまま野宿を強いられることになる。野宿生活者の立場にたち、住所
がなくても生活保護申請を受け付けることが野宿生活者が野宿を脱し
自立していくことの第一歩である。よって、現状の生活保護の運用を
改める必要がある。」

ホームレス自立支援センター及びホームレス緊急
一時宿泊施設（シェルター）の運営の委託先につい
ては、実施主体である自治体において選定するもの
である。
現行制度上、適切な事業運営が確保できると認め
−
られる団体を委託先としているところであり、必ずし
も社会福祉法人に限られていない。
なお、実態としてＮＰＯ法人等が受託している例が
ある。

要望者より以下のとおり再意見がきており、再度、貴省からの
回答をいただきたい。
『「ホームレス対策事業の実施について(平成15年12月4日)(社援
発第1204001号)(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市
市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)の(別紙1)の２及び(別
紙2)の２及び(別紙3)の２及び(別紙4)の２」によれば「適切な事業
運営が確保できると認められる社会福祉法人等」が委託先の対
象であるから、社会福祉法人・NPO法人のほか、法人格を有しな
い民間団体も委託先の対象に含まれると考えられる。ところが、
名古屋市では自立支援センターの委託先は社会福祉法人に限
られた。シェルターの委託先はNPO法人にも声がかかったが、法
人格を有しない民間団体に声がかかったという話はきかない。
事実上、名古屋市と連携しているといえるのは社会福祉法人の
みである。「適切な事業運営が確保できる」かどうかは単に法人
格を有しているか有していないかによって判断されるべきではな
い。名古屋市において野宿生活者の支援をしている民間団体の
多くは法人格を有さず規模が小さく自立支援センター・シェル
ター事業の全部を受託することはできないと考えられるが、その
団体ならではの事業の特質・野宿生活者からの信頼・野宿生活
者と日常的に関わり長い活動実績を積んできたがゆえの豊富な
経験や知識がある。行政においてはこれらの民間団体と連携
し、その能力を十分に活かし、野宿生活者への支援にあたること
が望ましいが、現状の行政と法人格を有しない民間団体との関
係はほぼ平行線である。法人格を有しない民間団体にも事業の
一部が委託され、連携が実現するには、厚生労働省から各都道
府県・各指定都市・各中核市等に通知・指導することが第一歩で
ある。』

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13049

ｃ

Ⅲ

外国人研
警察庁・厚 修生・技能
生労働省 実習制度
について

年金を確実に受給していただくためには、給付に関する通知等が年金受給者に確
実に届くことが必要である。そのため、裁定請求の際には通知を必ず受け取ること
ができ連絡が取れるところを御本人の申し出により記載していただくことが必要であ
野宿生活
る。
者の年金
仮に、それが住民票と異なるところ、例えば老人ホームや病院等の施設、親類宅
厚生労働
受給要件
z13050
省
であっても御本人がそこを居所としており、御本人へ必ず通知が届くのであればそこ
の緩和に
を住所（居所）として記載していただくことは差し支えない。
ついて
提案にある社会福祉事務所については、野宿生活者の居所を把握することとされ
ていないことから、御本人へ通知が発出された旨の連絡をとること及び確実な年金
給付を行うことができない。

5061

5063

5061004

5063001

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

ゴウダ
株式会
社関東
工場

NPOさ
さしま
共生会

4

1

A

A

野宿生活

e

-

者の生活
前回の回答のとおり、生活保護は、ホームレスであっても要件を満たす限り、無差別
厚生労働 保護受給
平等に保護を受けることができるものであり、また、ホームレスであることをもって一 z13051
要件の緩
省
律に稼働能力の活用要件が厳しく判定されているわけではない。
和につい

5063

5063002

NPOさ
さしま
共生会

2

A

て

d

−

ホームレス自立支援センター及びホームレス緊急一時宿泊施設（シェルター）の運
営の委託先については、現行制度上、法人格を有すべきことを要件として規定して
おらず、法人格を有しない民間団体を対象から排除するものではないが、委託先に
名古屋市
ついては実施主体である自治体において選定するものであるから、改めて通知等す
自立支援
ることは考えていない。
厚生労働 施設の委
z13052
託先の拡
省
また、民間団体との連携については、「ホームレスの自立の支援等に関する基本
大につい
方針」（平成１５年７月３１日 厚生労働省・国土交通省告示第１号）において、地方公
て
共団体は、ボランティア団体等の民間団体と十分連携しつつ、その能力の積極的な
活用を図るべき旨規定するとともに、全国会議を通して周知徹底しているところであ
る。

23/54

5063

5063003

NPOさ
さしま
共生会

3

B

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

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
する各種保険について、厚生年金や雇
習制度につ
用保険等の免除を提案したい
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

難民法

野宿生活者
野宿生活者に対しては年金の支給に
の年金受給
あたって必ずしも住民票を支給の要件
要件の緩和
に加えないこととする。
について

憲法25条の生存権を保障されていな
い野宿生活者にとって、年金の受給が
出来るかどうかは死活問題である。と
ころが、現状では野宿生活者は年金の
受給資格があっても、住民票がないこ
とのゆえに年金を受給できない。このこ
とに対しては、まず野宿からアパートに
移ってから住民票をそこに置いて年金
を受給すればよいとの意見があるが、
アパートに入居するためには敷金が必
要なので、順序からすればまず野宿の
厚生年金保険法
状態でも年金を受給できるようにし、敷
施行規則
金を確保する必要がある。生活保護を
申請して野宿からアパートに移ればよ
いとの意見に対しては、現状の生活保
護の運用では住所のないものに対して
は医療扶助以外申請すら受け付けな
いということが各地で行われていること
から、現実的にはまずアパートを確保
してからでないと生活保護を受けられ
ない。よって、年金受給資格を有する
野宿生活者が野宿生活を脱するため
には野宿の状態であっても年金を受給
できるようにする必要がある。

野宿生活者
の生活保護
受給要件の
緩和につい
て

名古屋市自
立支援施設
の委託先の
拡大につい
て

野宿生活者に対しては住所の有無を
生活保護の申請・受給の要件とせず、
また稼働能力の活用の要件を緩和し、
受けやすく出やすい生活保護・月収が
少ない仕事にしか就けなくても半就労
半福祉の形で支援していく運用に改め
る。

野宿生活者は全国に３万人。平均年齢５５
歳。仕事に就くには高齢で、福祉を受ける
には若く、住所がないため再就職が困難で
ある。そこで、年金受給資格を有しない野宿
生活者が野宿を脱するためには、まず生活
保護によって保護し、当人が就職活動をし、
自立していくという手順を踏む必要がある。
ところが、現状の生活保護の運用は野宿生
活者が住所がないことをもって医療扶助以
外生活保護申請を受け付けなかったり、稼
働能力の活用の要件を強く当人に求めすぎ
るため、野宿生活者は憲法25条の最低限
度の生活を下回っているにも関わらず生活
保護を受けることが困難なのが現状であ
る。よって、年金受給資格を有しない野宿生
活者が野宿を脱するためにはまず生活保
護の運用を改める必要がある。このことに
対しては、まず自立支援センターなどに入
所してから必要に応じて生活保護に移れば
よいとの意見があるが、自立支援センター
は一部屋12人などの共同生活（名古屋）な
のでストレスがたまりやすく半年も生活する
には不適当である。このストレスや、共同生
活になじめないなどが原因で途中退所する
ものは入所者の数割もいる。また、自立支
援センターは一度退所すると二度と入所で
きない。この自主退所数割という実績と再
入所不可というルールのため、「どうにもな
らなくなったときのために自立支援センター
入所は最後までとっておく」とか「絶対シェル
ターには入らない。はじめて野宿したとき、
炊き出し一日一食という生活に胃袋が慣れ
るのに３ヶ月かかった。それがつらい。シェ
ルターに入って胃袋が大きくなり、また野宿
にもどったら同じつらい目にあうから」という
野宿生活者からの証言もある。だから野宿

ホームレスに対する生活保護の適用
について
(平成15年7月31日)
(社援保発第0731001号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市
民生主管部(局)長あて厚生労働省社
会・援護局保護課長通知)
の１

名古屋市が委託運営している野宿生
活者のための支援施設である自立支
援センターとシェルターの委託先を社
会福祉法人に限らず民間団体にも拡
大する。

名古屋市が委託運営している野宿生
活者のための支援施設は自立支援セ
ンターとシェルターであるが、委託先は
社会福祉法人に限られている。ところ
が、名古屋市では30年前から野宿生
活者のために支援活動を続けてきた
民間団体が存在し、野宿生活者と関わ
りつづけてきた。野宿生活者の現状、
必要な支援策について豊富な知識と経
験があり、野宿生活者からの信頼も篤
い。一方で現在委託を受けている社会
福祉法人は役所の天下りと言われ、施
設を利用した野宿生活者からの証言
によれば業務に事務処理的な面があ
るという。支援施設のよりよい委託運
営・活用をはかることが必要である。

ホームレス対策事業の実施について
(平成15年12月4日)
(社援発第1204001号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・
各中核市市長あて厚生労働省社会・
援護局長通知)
の(別紙1)の２及び(別紙2)の２及び(別
紙3)の２及び(別紙4)の２

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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

医療法
第30条
の３第
２項第
３号

制度の現状

措
置
の
分

都道府県は、医療計画において基
準病床数を定め、病床不足地域に
おける病床整備を進める一方、過剰
地域の病床増加を抑制することによ
ｃ
り、病床の整備を過剰地域から非過
剰地域へ誘導し、医療資源の効率
的活用を通じて適正な医療の確保を
図っているところ。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

基準病床数については、都道府県において行う医
療機能調査等を踏まえ、都道府県内の医療事情を
総合的に勘案した上で、都道府県において定める
医療計画において広域的に決定することとされてい
Ⅲ
る。
本件は、東京都において判断されるべきものであ
り、本提案に基づく基準病床数制度の見直しは困難
である。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

-

-

確定拠
出年金 営業職員による運用関連業務（運用
運営管 の方法に係る情報提供）と運用商品
c
理機関 の販売等の事務の兼務は認められ
ていない。
に関す
る命令

営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
Ⅲ の事務の兼務については、運用関連業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

中立性確保の必要性は理解できるが、例えば、確定拠出年金に
おける運用商品が確定拠出年金専用のものであり、通常に販売
される金融商品とは異なる場合など、兼務しても中立性の維持
に支障がないと考えられる場合もある。中立性の維持のために
禁止すべき実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう再検討されたい。

c

各府省の統計調査については、統
計法及び統計報告調整法の規定に
基づき実施しており、統計調査結果
d
の提供については、「統計データ・
ポータルサイト」によって府省横断的
に行われている。

現在、総務省が担当府省となり、統計業務の効率
化、各府省横断的なシステムの一元管理・運用によ
る統計利用者のサービス向上などを内容とする「統
計調査等業務の業務・システム最適化計画」を策定
しているところであり、その中で、ご指摘の統計業務
の横断的な一元管理・運用についても検討してい
る。

統計情報の一元的提供等の実施に関する具体的内容毎のスケ
ジュールを明らかにされたい。また指定統計及び承認統計の提
供業務に関する民間開放についてもご検討いただきたい。

d

-

-

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13053

消費生活協同組合（生協）は、一定の地域や職域
でつながる者による助け合いの組織であって、組合
員自ら出資し、その事業を利用し合うというものであ
り、その事業の１つが「共済」であって、保険会社が
不特定多数の者に対して保険の引受けを行う「保険
業」とは自ずから性格が異なるものである。
以上のことから、このような生協の特徴を踏まえた
独自の規制が必要である。
−
生協の共済事業においても、共済契約者を保護す
ることの重要性については認識しているところであ
り、国民の自発的な生活協同組織の発達を図ると
いう生協法の理念のもと、契約者保護等をはかるた
めの検討を行う際は、幅広く国民の意見等を踏まえ
た上で、生協の共済事業を含めた協同組合共済全
体が発展できるよう努めてまいりたい。

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

措置の概要（対応策）

z13054

厚生労働 病床規制
省
の緩和

協同組合
共済につ
厚生労働 いての検
討の進め
省
方の適正
化

5065

5066

5065001

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

消化器
癌研究
基金（Ｇ
ＣＲＦ）

5066001

押尾直
志(明治
大学商
学部教
授）

Ⅲ

確定拠出
年金制度
における
加入者が適切に運用商品を選択できるよう、運用関連業務の中立性を確保すること
営業職員
金融庁・厚
が重要であり、営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等の事務の兼務を z13055 生労働省 による運
用関連業
認めることはできない。
務の兼務
禁止の撤
廃

5070

5070012

社団法
人全国
信用組
合中央
協会

-

現在、総務省が担当府省となり、「統計調査等業務の業務・システムの最適化計
厚生労働
画」を策定しているところであり、その中で、指定統計及び承認統計の提供業務を含
省・農林水
めた統計情報の一元的提供については、総務省が平成18年度から開発に着手し、 z13056 産省・国土 統計業務
平成20年度以降、独立行政法人統計センターが管理・運営を行う「各府省共同利用
交通省
型システム」において本格運用を開始する方向で検討されているところである。

5072

5072004

民間企
業

24/54

1

A

要望事項
（事項名）

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

東京都保健医療計画は、都民が住み
なれた地域で安心して健康に暮らせる
基礎となるものです。しかし、基準病床
数の規制により都民の要望があっても
新規開設が困難となっているのが現状
です。現在、中央区において１００床以
上の病院は聖路加国際病院（５２０
床）、国立がんセンター（６００床）の２
施設しかありません。基準病床数は国
立がんセンターが含まれております
が、実質的に総合病院といわれるの
は、聖路加国際病院だけしかありませ
ん。しかも、医療費が高額であるため
中央区に不足している小児救命救急・ に高額取得者にしか利用されていない
小児病棟に重点をおいて、高度先進医 のが現状で、肝心な中央区民の多くに
現行法で規定されている病床規制の 療も含めた地域医療支援病院としての とっては利用しづらい病院になっており
病床規制の
医療法第３０条の３
緩和。急性期・小児救急など、地域に 役務を果たすべく病院施設・設備等共 ます。しかも、中央区月島地区ではマ
緩和
第２項第１号
同利用の実施、地域の医療従事者の ンション建設が急増しており、人口の流
あった病床を認めてもらいたい。
資質向上を図るための研修の実施等 入が増加しております。中央区総人口
が可能な、病床数６００床の病院建設。 は、平成１７年９月１日現在、９７２００
人で、そのうち月島地区に４２５００人。
中央区総人口の43.7％が月島地区に
集中しております。病院建設予定地近
隣の晴海３丁目に都市計画中の高層
マンションは３棟が建設予定で、２６００
戸に約６５００人の住人移入が予定さ
れております。つまり近い将来、病床
が不足することが懸念されます。また、
月島地区に於ける人口増加は前年比
１５６０人であり、小児を含む家族構成
が多いにもかかわらず、現在小児救命
救急センターは聖路加国際病院しかな
く 区民にとって早急な開院が望まれ

A

協同組合共
済について
の検討の進
め方の適正
化

12

A

確定拠出年
金制度にお
ける営業職
員による運
用関連業務
の兼務禁止
の撤廃

4

B

統計業務

1

具体的
要望内容

「協同組合共済」は国民のさまざまな
階層にとって生活保障体系の重要な
一部をなし、固有の機能や役割を果た
してきました。「協同組合共済」は私企
業形態の保険とは本質的に異なる目
的、組織および運営等に則って、国民
のさまざまな階層の協同自治や連帯を
促進し、自主管理にもとづく共済事業
経営を通じて生活の改善や社会的地
位の向上を実現してきたことを再認識
し、保険業法と同等に規制すべきとす
る根拠のない一部の「協同組合共済規
制論」は改めるべきです。
今後いっそうの契約者保護等をはかる
ための検討を行う際には、当該協同組
合と行政を中心として、幅広く国民の
意見を反映できる環境を整備してすす
めることを要望します。

もし、保険業法と同等の規制が「協同
組合共済」に適用されることになれば、
協同組合の共済事業を通じて多くの国
民が参加し、地域や職域において自主
的に取り組んできた協同活動のエネル
ギーを損ない、持続可能な社会の発展
に支障を来すことが懸念されます。

営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販 確定拠出年金法第１００条第７号、確
売等の事務の兼務が禁止されている 定拠出年金運営管理機関に関する命
ため、加入者の利益が阻害されてい 令第１０条第１号
る。

営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼務禁止を撤廃するこ
と。

各省庁や統計局で実施している統計
業務

各省庁や統計局で実施している統計
業務を横断的に一元管理・運営を行
う。

各省庁の統計業務を一元管理・運営
することによりシステム構築費や運用
費、人件費が大幅に削減できる。また
統計利用者にとっても省庁を横断して
検索が可能になるなどサービスの向上
が期待できる。

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

C

措
置
の
内

Ⅳ

措置の概要（対応策）

政府におけるクレジットカードシステムを導入した物
品購入・支払いシステムについて、いくつかの府省
で実証実験を行うことや各省庁に順次導入すること
については、制度を統一的に調整する権限がない
ため当省として回答できる立場にない。

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。「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。」

措置 措置
の分 の内
類
容

c

Ⅳ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

諸外国の導入事例等を確認し、国内の調達・支払業務に対応できるかについては、
制度を統一的に調整する権限がないため、当省として回答できる立場にない。また、
「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 z13057
画」の中でクレジットカードシステムの導入について検討することについては、計画の
内容を調整する権限がないため、当省として回答する立場にない。

全省庁

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

5075

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

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

2

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

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

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。

確定給付企
業年金・厚
生年金基金
における制
度設計の自
由度向上

・ 確定給付企業年金では、適格退職
年金や退職一時金において認められ
ている加入資格、給付設計等の要件
について適用できないものがある。ま
た、キャッシュバランスプランに係る要
件、老齢給付金支給要件、選択一時
金支給要件等により、円滑な制度移行
や、高齢者に係る勤労形態の多様化
への対応に支障をきたすケースが生じ
ている。
・ 退職一時金制度や適格退職年金か
らの円滑な移行を促進するために、以
下の項目についての制限を緩和ないし
弾力化すること。
① 加入者期間・加入待期期間に係る
制限の緩和
② 給付における完全調整の容認
③ キャッシュバランスプランに係る選
択肢の拡大（給付額に下限を設けない
制度の導入、下限を設ける場合の運
営の弾力化、再評価指標の拡大）
④ 確定給付企業年金法における老齢
給付金の支給要件の緩和（例えば、60
歳以上の退職を支給要件とすることを
可能とすること。）（前回、次期制度改
正時に検討するとの回答を頂いている
が、円滑な制度移行を図るため、早期
に検討頂きたい。）
⑤ 選択一時金の支給上限に係る制限
の緩和（例えば、選択一時金の支給上
限である「保証期間に係る現価相当
額」の計算に用いる割引率として、「一
時金選択時に支給されている年金額

確定給付企
業年金・厚
生年金基金
における制
度設計の自
由度向上

・ 確定給付企業年金では、適格退職
年金や退職一時金において認められ
ている加入資格、給付設計等の要件
について適用できないものがある。ま
た、キャッシュバランスプランに係る要
件、老齢給付金支給要件、選択一時
金支給要件等により、円滑な制度移行
や、高齢者に係る勤労形態の多様化
への対応に支障をきたすケースが生じ
ている。
・ 退職一時金制度や適格退職年金か
らの円滑な移行を促進するために、以
下の項目についての制限を緩和ないし
弾力化すること。
④ 確定給付企業年金法における老齢
給付金の支給要件の緩和（例えば、60
歳以上の退職を支給要件とすることを
可能とすること。）（前回、次期制度改
正時に検討するとの回答を頂いている
が、円滑な制度移行を図るため、早期
に検討頂きたい。）

①加入者期間・加入者待機期間に係る制限を緩和
することで、例えば、給付開始時期を遅らせるなど
のおそれがあり、受給者保護の観点から緩和は考
えていない。

確定給
付企業
年金
法、厚
生年金
保険
法、関
連政省
令及び
通知

②給付減額の際には、減額対象者
（加入者や受給者）の3分の2以上の
同意等のほか、給付減額の適切な
理由が必要。
③キャッシュバランス類似制度につ
いては、受給中の年金額を最低額を
保証しつつ、国債の利回り等に連動
させて改定することができる。
キャッシュバランスプランの再評価
指標については、客観的かつ合理
的に予測可能なものであり、ある程
度安定的なものについて、指標とし
て用いることを認めており、定率、国
債の利回りに加えて、「全国消費者
物価指数」、「賃金指数」を用いるこ
とができることとなっている。
⑤選択一時金の支給上限である「保
証期間に係る現価相当額」の計算に
用いる割引率として、「前回の財政
計算の下限予定利率」を用いること
としている。

②加入者や受給者等の受給権保護等を図るため、
必要な手続きを経ずして、給付の内容が容易に変
更できる完全調整の導入は、現時点では考えてい
ない。
③キャッシュバランス類似制度においては、受給開
①：
始後の最低保障額を指標に連動させて改定する取
ｃ
扱いを認めていなかったが、平成15年の弾力化に
②：
ｃ Ⅰ より、一定の要件のもとでは、受給開始後の最低保
③： 〜 障額を指標に連動させて改定することが可能となっ
ｃ、 Ⅳ ている。なお、給付額に下限を設けない制度につい
ては、確定給付という趣旨にそぐわないため、導入
ｄ
困難。
⑤：
キャッシュバランスプランの再評価指標について
ｄ
は、客観的かつ合理的に予測可能なものであり、あ
る程度安定的なものについて、指標として用いること
を認めており、定率、国債の利回りに加えて、「全国
消費者物価指数」、「賃金指数」を用いることができ
るよう平成15年5月に弾力化。よって、現段階ではさ
らなる対応は考えていない。

-

-

-

-

z13058

確定給付
企業年金・
厚生年金
厚生労働
基金にお
省
ける制度
設計の自
由度向上

5076

5076016

1

社団法
人信託
協会

16

A

⑤下限予定利率が給付利率を上回った場合に、選
択一時金の支給額を増額させたいのであれば、年
金額の増額で対応するのが適切と考られる。

確定給
付企業
年金
法、厚
生年金
保険
法、関
連政省
令・通
知

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

生活保護法第６３条による返還金
及び第７８条による徴収金について
は、地方自治法の規定により債権管
生活保
理を行うものであることから、地方自 b
護法
治体の一般債権の管理と同様の保
全手続に従って徴収するものであ
る。

Ⅰ 退職を支給要件とするには退職金・企業年金の在り
〜 方を十分考慮する必要がある。なお、次期制度改正
時の検討事項である。
Ⅳ

生活保護法第６３条の返還金及び第７８条による
徴収金について、被保護世帯からの返還及び徴収
を促進するために、保護の実施機関が被保護世帯
の個々の状況に応じて対応できる仕組みとして、ど
のようなものが可能であるか検討して参りたい。

検討時期を明示されたい。

検討時期を明示されたい。

c

b

次期制度改正時期については、確定給付企業年金法附則において、施行（平成14
Ⅰ〜 年4月）後5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要
z13059
Ⅳ な措置を講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点
となるが、具体的にはその検討状況等によるものと考えている。

-

既に検討を開始しているが、今後の検討スケジュールについては未定である。

z13060

25/54

確定給付
企業年金・
厚生年金
厚生労働
基金にお
省
ける制度
設計の自
由度向上

生活保護
厚生労働 費返還金
等の代理
省
納付

5076

5080

5076016

5080002

2

社団法
人信託
協会

愛媛県
松山市

16

2

A

A

生活保護継続中の者が、生活保護
法第６３条による返還金及び第７８条
生活保護費 による徴収金を納付しようとするとき
返還金等の に、本人の同意を得た場合には、生活
代理納付 保護費交付時に当該金額を差し引き
し、本人に代わって納付できるような取
り扱いとされたい。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

諸外国では、既にクレジットカードシス
【ご参考：クレジットカードシステムを導
テムを導入し、政府物品調達・支払業
入している諸外国】米国、イギリス、フ
務におけるコスト削減・効率化において
ランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、
大きな成果を上げている。米国では年
ノルウェー、スペイン、スウェーデン、
間１４億ドル、イギリスでは年間１億ド
オーストラリア、香港、韓国、ニュー
会計法（第10条〜第28条）、予算決算
ルのコスト削減効果があると推定され
及び会計令（第38条〜第63条）、契約 ジーランド、シンガポール、台湾、タイ、
ている。従って、日本においても物品
カナダ、アルゼンチ、ブラジル、コスタリ
事務取扱規則（第1条〜第27条）
調達・支払業務にクレジットカードシス
カ、プエルトリコ等※物品調達に限定
テムを導入することによる、コスト削
するものではなく、政府からの様々な
減・効率化効果が見込めるものと考え
支出においてクレジットカードシステム
るため、関係府省において検討をお願
を導入している国々
いしたい。

・ ①・②顧客ニーズに合わせた柔軟な
制度要件による制度間の円滑な移行
を促進し、公的年金を補完する役割を
負っている各企業年金制度の普及、拡
充への基盤を整備するもの。
・ ③キャッシュバランスプランは、運用
リスクの年金財政への影響軽減が可
能となる有意義な方式であり、確定給
付型の企業年金の一層の普及・充実
のため更なる選択肢の拡充を求めるも
の。
・ ⑤現状、上記計算に係る割引率とし
て、「前回の財政計算の下限予定利
率」を用いることとされており、今後こ
れが給付利率を上回ると一時金支給
が年金支給に対し不利益となるため、
一時金支給への制限緩和を要望する
もの。なお、平成17年10月の省令改正
において割引率の一定の見直しは行
われたが、一層の制限緩和をしていた
だきたい。

確定給付企業年金法、厚生年金保険
法、関連政省令及び通知

・ ④現状、老齢給付金支給要件は60
歳以上65歳以下の規約で定める年齢
に達したときとされている。高齢者に係
る勤労形態が多様化するなかで、企業
としては、雇用政策上「雇用か年金か」
確定給付企業年金法、厚生年金保険
という選択肢を設けるため退職を支給
法、関連政省令及び通知
要件としたいというニーズがあることか
ら、例えば60歳以上の退職を支給要件
とする等の措置を要望するもの。老後
の安定という観点からも加入者にとっ
て特段の支障はないと考える。

生活保護継続中の者について生活
保護法第６３条による返還金及び第７
８条による徴収金の発生が増加傾向
にあるとともに、その回収を行うことは
困難な状況にある。
被保護者に納付の意思がある場合
でも、納付の煩雑さや被保護者の金銭
管理能力の不足などの理由により確 生活保護法第３１条第３項
実な回収を行えない場合もある。
よって、被保護者が当該返還金等を
納付しようとする場合に、本人の同意
を得た場合には、生活保護費交付前
に当該金額を差し引きし、本人に代
わって納付できるような取り扱いとされ
たい。

（添付資料２−１)
生活保護法
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該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

公営住宅に入居している被保護者
が家賃を滞納しており、保護の実施
機関による指導指示によっても、改
善が見られない場合においては、被
生活保
保護世帯に代わって公営住宅管理 ｂ
護法
者に家賃を支払う旨の委任状等を
提出させ、直接公営住宅管理者に
支払う方法（代理納付）をとっても差
し支えないことしている。

・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で C
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
間を合わせて3年以内とされている。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

家賃の滞納については、本来、家主と入居者であ
る被保護者との間で解決されるべき問題であると考
えるが、被保護者が家賃に使途を限定して支給され
た住宅扶助費を他の用途に充てることは、生活保護
法の趣旨に反するものと考えていることから、現行
Ⅱ
の公営住宅における代理納付の取扱いを参考とす
る一方、被保護者のプライバシーの問題も考慮した
上で、民間住宅の家賃について代理納付を認める
仕組みを今後検討することとしている。

研修・技能実習制度は、研修生等送出し国に対
し、技能・技術を移転することを目的としたものであ
り、技能実習終了後においては、送出国へ帰国し、
技術・技能の移転を図ることが前提であり、技能実
習終了後、我が国に引き続き研修生又は技能実習
生として在留することは到底認められない。
−
また、再技能実習の可否については、技能実習時
における技能評価の実施状況、今年度公表される
予定の再研修の基準による再研修の活用状況及び
送り出し国のニーズ等を踏まえ検討する必要があ
り、現段階においては、時期尚早であると考える。

○保育所の施設基準については、
児童福
児童福祉施設最低基準により規定さ C
祉法
れている。

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

○保育の実施を希望する保護者
は、入所を希望する保育所等を記載
した申込書を市町村に提出してい
る。
○保育費用を支弁した都道府県又
は市町村の長は、保育所利用者か
ら保育費用を徴収した場合における
家計に与える影響を考慮して保育の
C
実施に係る年齢等に応じて定める額
を徴収することができる。
○保育所の施設・設備の整備につ
いては、補助対象は社会福祉法人
である。
○保育所の施設基準については児
童福祉施設最低基準によって規定さ
れている。

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

児童福
祉法
児童福
祉施設
最低基
準
憲法

その他

再検討要請

検討時期を明示されたい。

-

-

-

措置 措置
の分 の内
類
容

b

Ⅱ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

民間住宅の家賃について代理納付を認める仕組みについては、平成１８年４月１日
z13061
施行の改正介護保険法施行のための関係政令の改正とあわせて検討中である。

生活保護
被保護世
帯にかか
厚生労働
る公営住
省
宅以外の
家賃の代
理納付

z13062

技能実習
法務省・厚
制度の創
生労働省
設

z13063

保育所制
厚生労働 度におけ
る規制緩
省
和

z13064

26/54

保育所制
厚生労働 度におけ
る規制緩
省
和

5080

5082

5085

5085

5080003

5082001

5085001

5085002

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

愛媛県
松山市

株式会
社中本
製作所

東京都

東京都

3

1

1

2

A

要望事項
（事項名）

生活保護被
保護世帯に
かかる公営
住宅以外の
家賃の代理
納付

具体的
要望内容

生活保護被保護世帯が公営住宅以
外（民間借家等）に入居したときに、本
人の同意を得た場合には、生活保護
費交付時に家賃（住宅扶助費）相当額
を差し引きし、本人に代わって納付でき
るような取り扱いとされたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

住宅扶助として使途を限定された扶
助費を一般生活費に充当することは生
活保護法の趣旨に反するものであり、
住宅扶助費が家賃支払いに的確に充
てられる必要があることから、公営住
宅にかかる家賃の代理納付は認めら
れているところである。
しかし、公営住宅以外（民間借家等）
の家賃については適用されないことか
ら、家賃不払いによる告訴や退去要求
などがなされることが発生している。
被保護世帯の居住の安定を図り、保
護の適正実施を行うため、公営住宅以
外の家賃についても、公営住宅に準じ
た代理納付の取り扱いを認められた
い。

根拠法令等

生活保護法第３３条第４項
（添付資料３−１)
公営住宅に入居する被保護者の保証
生活保護法
人及び家賃の取扱いについて（平成14
（添付資料３−２）
年3月29日 社授保発第0329001号
厚生労働省社会・援護局保護課長通 公営住宅に入居する被保護者の保証
人及び家賃の取扱いについて
知）、公営住宅の家賃の取扱い等につ
いて（平成14年3月29日 国道交通省 公営住宅の家賃の取扱い等について
住宅局総務課公営住宅管理対策官通
知）

A

3年の研修・技能実習を終了した研修
技能実習制
生に更にスキルアップした内容で更に
度の創設
3年間の技能実習を認める

当社は現在インドネシア研修生を受け
入れております。過去に研修生たちは
3年間という限られた期間では有ります
が、一生懸命努力を重ね当社の技術
を身に付け、さらに日本語と日本の習
慣も習得し、無事帰国しております。在
籍中は当社のＨＰの立上げまでやりま
した優秀な研修生もいました。帰国後
も手紙やメールでやり取りを交わして
おりますが以前からもう一度当社で研
難民法
修したいという要望が増えております。
当社で技術の基礎を学んだあと、更に
一度上の技術を身に付けたいという向
上心に燃えているようです。もし、技能
実習が可能であれば、技能アップは効
果的になると考えております。現在の
研修・実習制度は同一人物の技能実
習を認められておりませんので、残念
ながらこの望みは叶えられないのが現
状です。

A

保育所制度 大都市住民のニーズに即した新たな
における規 保育所として、都が創設した認証保育
所を制度的に認めること。
制緩和

・現在の認可保育所では応えきれてい
ない、大都市の保育ニーズに対応でき
る。
・多様な事業者の参入とサービスの競
児童福祉法
い合いを促す制度に改めることによ
り、多様化する保育ニーズに応えるこ
とができる新しい保育所設置が可能と
なる。

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

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

A

その他
（特記事項）
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該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

指定居
宅サー
ビス等
の事業
の人 指定認知症対応型共同生活介護事
員、設 業所は、共同生活住居を有するもの Ｃ
とし、その数は１又は２とする。
備及び
運営に
関する
基準第
１５９条

○ 老
人福祉
法第１
５条
○ 構
造改革
特別区
域法第
３０条、
第３１
条

社会保
険診療
報酬支
払基金
法第１
５条及
び同条
第３項
の規定
による
告示及
び局長
通知

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

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

麻薬及 違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）
び向精 などを科学的根拠に基づいて依存
a
神薬取 性、精神毒性が確認されたものにつ
いて順次麻薬に指定している。
締法

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

○ 認知症高齢者グループホームは、これまでの施
設のように多数の要介護高齢者を一堂に集めて集
団生活の中でケアを提供することの反省の上に立
ち、認知症高齢者の特性を踏まえ、小規模な居住
空間、家庭的な雰囲気、なじみの人間関係、住み慣
れた地域での生活の継続といった要素を基本とし
て、入居者一人一人の個性と生活リズムを尊重した
Ⅲ ケアを行うものであり、可能な限り小規模な事業形
態とし、住み慣れた地域の中に設置できるようにす
ることが重要である。
○ 「地域特性を考慮した柔軟な対応を図る」とのご
提案であるが、ユニットの数を増やすことは、1か所
に多数の要介護の認知症高齢者が集まることにな
り、家庭的な環境を維持することが難しく、上記のケ
アの在り方から考えて適切ではないと考えている。

-

○ 特別養護老人ホームは、認知症や寝たきりなど
で常時の介護を必要とし、在宅ではこれを受けるこ
とが困難な高齢者のための入所施設であり、こうし
た利用者の保護を図るためには、長期間、安定した
形で介護サービスを提供する必要がある。
○ したがって、現在、老人福祉法においては、特
別養護老人ホームの経営主体を自治体と社会福祉
Ⅰ 法人に限定し、社会福祉法人が設置・経営する場合
には、都道府県知事の認可を必要としている。
○ 民間営利法人等による特別養護老人ホームの
経営については、構造改革特区において、利用者
の保護に配慮し、自治体が十分関与できる方式で
ある公設民営又はＰＦＩの下で容認したところ。
○ ご要望については、構造改革特区において、ＰＦ
Ｉ方式を利用することによる対応も可能である。

-

Ⅳ

個別の要望事項の内容を検討して、年度内に措置
してまいりたい。

平成１７年度から麻薬指定の根拠となる科学的
データが乏しい違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）
について依存性、精神毒性に関する試験を実施す
る事業を実施しており、本年度中に違法ドラッグ２物
質の麻薬指定を予定している。
今後とも指定が必要な物質について、速やかに麻
Ⅱ
薬指定を行っていくこととしている。
なお、違法ドラッグ対策については平成１７年２月
から有識者による検討会を開催し、１１月に提言を
得ているところであり、この提言の内容を踏まえ、今
後規制の強化を図っていくこととしている。

措置 措置
の分 の内
類
容

-

措置時期を示されたい。

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

z13065

認知症高
齢者グ
ループ
厚生労働 ホームの
設置促進
省
を目的とし
た規制の
緩和

5085

5085003

東京都

3

A

認知症高齢
者グループ
ホームの設
置促進を目
的とした規制
の緩和

厚生労働省令に定める、認知症高齢
者グループホームの指定に係るユニッ
ト数の制限（２ユニット以内）を緩和し、
地域特性を考慮した柔軟な対応を図る
こと。

指定居宅サービス等の事業の人員、
全国一律の規制であり、地域特性を考
設備及び運営に関する基準（厚生労働
慮したものとなっていない。
省令第２８号）

z13066

特別養護
老人ホー
ムの設置
厚生労働
促進を目
省
的とした規
制等の緩
和

5085

5085004

東京都

4

A

特別養護老
人ホームの
設置促進を
目的とした規
制等の緩和

老人福祉法に定める特別養護老人
ホームの設置主体に関する規制を緩
和し、多様な事業者の参入を促進す
る。

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

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

支払基金の業務範囲は法令等で定め
られており、医療費助成制度の審査支
払業務は対象外のため、社会保険分
はレセプトで支払基金に、医療費助成
分は国民健康保険団体連合会に請
求。そのため以下の問題がある。
①医療機関は、社会保険分のレセプト
社会保険診療報酬支払基金法第１５
作成に加え医療費助成分の請求書作
条及び同条第３項の規定による告示
成の事務処理を負担。
及び局長通知
②レセプトの査定減等があっても、医
療費助成分と連動できず、公費の過払
いが発生。
③高額療養費は、実施主体が一旦全
額支払後、保険者や患者本人と連絡
調整して精算しており、事務処理が煩
雑化。

z13067

a

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社会保険
診療報酬
支払基金
厚生労働
が取り扱う
省
審査支払
業務の範
囲拡大

違法ドラック２物質の麻薬指定については平成１７年度中に行う予定である。違法ド
脱法ドラッ
厚生労働
グ対策の
Ⅰ・Ⅱ ラック対策の規制強化については、平成１８年通常国会において法案を提出する予 z13068
省
推進
定である。

27/54

5085

5085

5085005

5085009

東京都

東京都

5

9

A

A

社会保険診
療報酬支払
基金が取り
扱う審査支
払業務の範
囲拡大

脱法ドラッグ 乱用薬物の麻薬への追加指定につい
対策の推進 て積極的な運用を図ること。

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

「麻薬及び向精神薬取締法」第２条別
表第１第７５号及び別表第２第４号並
びに 「麻薬、麻薬原料植物、向精神
薬及び向精神薬原料を指定する政令」
第１条及び第２条
無承認無許可医薬品の指導取締りに
ついて(昭和46年6月1日 薬発第476
号)各都道府県知事あて厚生省薬務局
長通知

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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

職業
能力開
発促進
法第１
６条第
１項及
び第４
項

制度の現状

措
置
の
分

都道府県が職業能力開発校を設置
する場合、法第１６条第４項に基づ
き、訓練科名、訓練定員、訓練校の
組織、その他公共職業能力開発施
ｃ
設の運営に関する事項について、都
道府県がその条例で定める等、施設
の設置者である都道府県がその管
理運営を行っている。

健康保
健康保険における被保険者証に
険法施
は、事業所所在地及び事業所名称
行規則
については表面に記載することとし
第４８
ている。
条

b

雇用保
険法第
８１条、
第８２
条、雇
用保険
雇用保険関係の各種手続について
法施行
は公共職業安定所の長に対し行うこ ｃ
規則第
ととなっている。
１条第
１項、
第２項
及び第
５項等

−

公共職業安定所においては、職業
紹介業務については１２時から１３時
の間も行っているほか、書類の受理 d
等の業務についても行っているとこ
ろである。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして国
の雇用対策の一環として行われるべきものであり、
国レベルの職業訓練等に対する責務は国が、都道
府県レベルでの職業訓練等に対する責務は都道府
県が負っている。こうした趣旨は職業能力開発促進
法（以下「法」という。）第４条第２項に規定され、都
道府県は法第１５条の６の規定により職業能力開発
校を設置して職業訓練を行うものとされている。これ
らの職業能力開発校については、法第16条第１項
及び第４項に基づき、訓練科名、訓練定員、訓練校
−
の組織、その他公共職業能力開発施設の運営に関
する事項は都道府県の条例で定めるよう規定され
ているが、法の趣旨を踏まえれば、施設の設置者で
ある都道府県は運営に関する事項を条例で定める
とともに当然その管理運営についても行う必要があ
るものと解され、したがって、職業能力開発校の管
理運営を都道府県以外の第三者が行うことを可能と
する法改正を行うこと又は法解釈を行うことは困難
である。

その他

再検討要請

国や独立行政法人が実施する職業能力開発事業についても、
現行法制の下で、民間委託や市場化テスト等が可能であると解
されていることを考えれば、自治体が行う同種の事業について
も、民間委託や市場化テスト等を行うことは可能と解されると考
えられる。こうした点、及び提案者の再検討要請を踏まえ、自治
体が職業能力開発促進法に基づき職業能力開発事業について
も、現行法の下でも、民間委託や市場化テストが可能であること
を明らかにされたい。なお、提案者からの再検討要請は以下の
通り。
『公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして国の雇用対策
の一環として行われるべきものであり、都道府県レベルでの職
業訓練等に対する責務は都道府県が負っていることについて
は、十分に理解している。
今回の要望は、公共職業訓練の責務は都道府県が負いつつ、
より効果的な運営を行いたいというものである。
具体的には、都の雇用就業施策と密接な連携関係にあり、また
都の指導監督が及ぶ公益法人へ公共職業訓練の管理運営を委
託することで、都の雇用就業施策をさらに総合的に推進し、利用
者の利便性の向上およびワンストップサービスの提供を図ること
も視野に入れている。
本要望について国からは、法の趣旨を踏まえれば管理運営につ
いても当然都道府県が行う必要があると解されるとの回答が
あったが、委託する法人の基準や運営等について都道府県の条
例等に定めることで公共職業訓練の公共性は十分に担保でき、
法の趣旨に反するものではないと考える。都の検討の方向性に
ついてご理解頂き、再度法解釈の拡大もしくは法改正を検討して
いただきたい。』

事業所所在地・事業所名称を裏面に掲載した場合
の影響を踏まえて、検討してまいりたい。

検討時期を示されたい。
なお、規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申において、
被保険者証の券面表示の見直しに関して、平成17年度中に検
討・結論、平成18年度中措置することとされており、これに合わ
せて検討すべきと考える。

社会保険事務所にて受付のみ可能とすることにつ
いては検討に値するが、以下の理由等により手続き
の迅速な処理ができず、また、かえって事業主の負
担となるおそれがあることから、現段階では難しいと
考える。
①社会保険事務所で届出を受理したとしても、安定
所で再度賃金台帳等の添付書類による確認を行う
ことが必要であること
Ⅳ ②期限を徒過して提出された場合等には改めて安
定所の窓口指導が必要になること
なお、雇用保険の各種手続の最終的な提出先に
ついては、届出に基づき、迅速かつ正確な被保険者
資格の確認が必要であるため、労務管理を直接行
う事業所ごとに、当該事業所を管轄する（指導する）
公共職業安定所に対し行っていただくことになって
いるところであり、業務の適正かつ迅速な実施の観
点から、これを見直すことは不適当。

（要望者再意見）
雇用保険の資格取得、喪失などの手続は本来「郵送」でも可能
な「届出」業務であり、公務員の高度な判断力・能力を要しない
単純な定型業務であるから、社会保険事務所の職員でも賃金台
帳の確認などは十分行うことができると考えます。すでに厚生労
働省は労働保険料、社会保険料の徴収の一元化を実施してい
るが、国民にとって本当に必要なのは適用関係の一元化です。
厚生労働省は社会保険事務所でも雇用保険関係の手続および
確認行為ができるように対応すべきであると考えます。

公共職業安定所においては、現在、職業紹介業務
については、１２時から１時の時間であっても、既に
業務を実施しているところである。また、それ以外の
業務についても、総合受付における書類の受理等
の対応により、利用者サービスの向上を図っている
ところである。

（要望者再意見）
書類の受理だけでは不十分である。特に雇用保険の適用関係
については、届出書類の受理、確認行為、コンピューターでの処
理まで通常の窓口業務と同様のサービスをするように要望す
る。公務員が交代で休憩を行えば、社会保険事務所並の窓口
サービスは実施できるはずで、それが出来ないのは怠慢と言わ
ざるを得ない。強く改善を希望する。

Ⅲ

Ⅳ

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

b

c

b

−

Ⅲ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

都道府県においては、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「能開
法」という。）第１６条第１項に基づき、職業能力開発校の設置を行うこととされてい
る。
職業能力開発校の管理運営については、
○ 職業能力開発校は、都道府県が設置するものと明確に規定されていること
○ 能開法第１６条第４項において、訓練科名、訓練定員、訓練校の組織、その他公
共職業能力開発施設の運営に関する事項は都道府県の条例で定めるよう規定され
ていること
から、設置者である都道府県が自ら管理運営を行うべきものと解してきたところ。
また、能開法第１８条において、国、都道府県、市町村の公共職業能力開発施設
の設置及び運営について、相互の公共職業能力開発施設が競合しないための配慮
職業能力
義務が規定されており、地域における人材ニーズ等の固有の事情を把握及び分析し
開発校の
つつ、他の設置主体と協調して、職業能力の開発及び向上を行うこととされていると
厚生労働
設置・運営
z13069
省
ころである。
基準の見
よって、設置主体以外の第３者が、都道府県の判断を経ず公共職業能力開発施設
直し
の運営を行った場合、
○ 法第１６条の法意に反するおそれがあること
○ 法第１８条の配慮義務に支障を来すおそれがあること
から、公共職業能力開発施設の管理運営を、設置主体以外の第３者が担うことは困
難である。
なお、「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載されている「『アビリ
ティガーデン』における職業訓練事業への市場化テストの本格的導入」においては、
アビリティガーデンの管理運営を市場化テストの対象とするものではなく、あくまで、
アビリティガーデンが行う業界共通型の在職者訓練であって開発・試行実施終了後
一定期間が経過した一部の訓練コースに限定して対象としているものである。

平成17年度中に検討し、結論を得ることとしたい。

z13070

クレジット
カード一体
型健康保
厚生労働
険証発行
省
時の、券
面規制緩
和

Ⅰ

雇用保険被保険者資格の得喪の確認等については、例えば離職理由の確認等被
社会保険
保険者ごとに個別具体的な判断が必要となるものであり、判断力を要しない単純な
事務所で
定型業務ではない。
も雇用保
また、公共職業安定所への郵送での手続は認めているが、郵送での提出をもって
厚生労働 険関係の
事務が完了するものではなく、疑義がある場合は必要に応じて窓口へ来所を求め確 z13071
諸手続が
省
認を行っている。したがって、郵送での手続が可能なことをもって、単純な定型業務
できるよう
であるとは言えない。
にすべき
したがって、被保険者資格取得・喪失等の確認手続を社会保険事務所の職員が確
である。
認することは適当ではない。

Ⅳ

公共職業
安定所（ハ
ローワー
ク）は、昼
休み（正午
厚生労働
から１時ま
省
で）の時
間、窓口
の受付は
行うべきで
ある。

ご意見を踏まえ、雇用保険適用業務も含めたサービスのあり方について検討してま
z13072
いりたい。
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5085

5088

5092

5092

5085016

5088001

5092001

5092002

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

東京都

株式会
社
ジェー
シー
ビー

社会保
険労務
士 中
村紳一

社会保
険労務
士 中
村紳一

16

1

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

A

A

①現在の法定内容では明確に裏面の
記載が禁止されていない
②「事業所所在地」「事業所名称」につ
いては、裏面に記載してもレセプト処理
上影響は軽微
クレジット クレジットカード一体型健康保険証発
カード一体 行時に、従来表面に記載することが求 事業所所在地・事業所名称については ③クレジットカード一体型とすることで、
型健康保険 められていた項目について、一部の項 裏面に記載したクレジットカード一体型 表面の記載面積は限られてしまい、全
健康保険法
証発行時 目（事業所所在地・事業所名称）につ 健康保険証を、保険者よりクレジット てを表示すると文字の大きさに限界が
ある
の、券面規 いては影響がないことから裏面への記 カード会社が受託し発行する。
④本要望実現時には、クレジットカード
載を認可いただきたい。
制緩和
一体型健康保険証を導入する組合の
増加が見込まれ、政府が進める「保険
証のカード化」促進に貢献することとな
る

A

A

公共職業安
定所（ハロー
ワーク）は、
昼休み（正
午から１時ま
で）の時間、
窓口の受付
は行うべきで
ある。

その他
（特記事項）

・地方自治法において公の施設の管理
運営の主体をより拡大させる動きの中
で、職業能力開発校の管理運営のあり
方についても再考すべき時期にあると
考えており、また、時代の変化や、地
域の実情とニーズの変化に、柔軟な対
応を可能とするため。
・なお、前回要望時には、国より、「職
業能力開発校は、法第１６条第１項及
び第４項に基づき、訓練科名、訓練定
員、訓練校の組織、その他公共職業能
職業能力開発促進法第16条第1項及
力開発施設の運営に関する事項は都
び第4項
道府県の条例で定めるよう規定されて
いることから、施設の設置者である都
道府県が当然その管理運営を行う必
要があるものと解され、公共職業能力
開発校の管理運営を、都道府県以外
の第三者が行うことを可能とする法解
釈を行うことは困難である。」との回答
をいただいたが、運営等について都道
府県の条例に定めることにより、民間
委託等を行なうことは可能であると考
える。

職業能力開発校については、職業能
力開発促進法第１６条で都道府県が設
置することとされている。また、この場
合の管理運営に関して明文の規定は
ないが、設置者が当然管理運営を行な
職業能力開
うべき法意と解されている。現状を踏ま
発校の設
えたうえで、より効果的効率的に職業
置・運営基
能力開発行政を行なうため、都道府県
準の見直し
が自主的に取組んで行くことはもちろ
んであるが、管理運営業務について民
間委託等を検討できるなど、法解釈の
拡大もしくは法改正を検討していただ
きたい。

社会保険事
務所でも雇
用保険関係
の諸手続が
できるように
すべきであ
る。

根拠法令等

現在、社会保険事務所では、労働保険
料の徴収のみ手続きを受け付けてい
るが、これを労働保険全般の諸手続き
に拡大すべきである。とりわけ雇用保
険の資格取得、離職票の発行などは、
健康保険・厚生年金の資格得喪と同時
に行う方が官民双方に合理的である。
したがって、全国の社会保険事務所に
おいて雇用保険関係の諸手続ができ
るようにすべきである。

現在、一般的には事業所に従業員の
入退社が、あった場合、公共職業安定
所、社会保険事務所で、それぞれ雇用
保険、社会保険の手続きを行わなくて
はならず、このことが国民には負担と
なっている。社会保険事務所で雇用保
険関係の手続きが可能になれば、一 雇用保険法、健康保険法、厚生年金
度に手続きが可能になり、資格の取得 保険法、労働保険料徴収法
漏れなどが防げるし、また手続きに要
する労力を半減することができる。ま
た、雇用保険関係の受付窓口の総数
が増加することにより、混み合っている
職安の窓口業務の混雑が緩和される
ので国民の利益に合致する。

現在、昼の正午から午後１時まで、公
共職業安定所の窓口で諸手続の受付
が行われていないが、社会保険事務
所では受付が行われているので、同様
に窓口業務を取り扱うべきである。

現在 社会保険事務所では、昼休み時
間も窓口での受け付け業務は行われ
ており、同じ厚生労働省所管の行政窓
口で対応が違うのはおかしい。ハロー
ワークによっては慢性的に国雑してい
るところもあり、昼休みも窓口を開けて
諸手続の受付を受理すべきである。社
会保険事務所にできて公共職業安定
所にできないはずがないから、実行す
べきである。このようなことがおこなわ
れれば、窓口での混雑が解消し、国民
の利便性に資すると考えられる。

「厚生労働省は今年度中にも企業が労
働保険の手続きを都道府県労働局だ
け
でなく年金など社会保険を扱う社会保
険事務所でもほぼすべて行える体制を
整える。徴収体制の一元化を求める声
に対応したものだが、地方組織の統
合・合理化など本格的な合理化策への
道筋は見えていない。」
（日経新聞 2005/08/29）
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

労働基
準法第
３９条、
労働基
準法附
則第１
３６条

労働基準法第３９条において、「使用
者は、その雇入れの日から起算して
六ヶ月間継続勤務し全労働日の八
割以上出勤した労働者に対して、継
続し、又は分割した十労働日の有給 e
休暇を与えなければならない。」と規
定しており、使用者に対して労働者
への有給休暇の付与義務を課して
いる。

-

労働基
準法第
37条第
1項、
労働基
準法第
37条第
1項の
時間外
及び休
日の割
増賃金
に係る
率の最
低限度
を定め
る政令

法定労働時間を超えて労働した場合
においては、使用者はその時間につ
いて、通常の労働時間の賃金の計
算額の2割5分以上5割以下の範囲
内で政令で定める率以上の率で計 ｂ
算した割増賃金を支払わなければな
らない。現在、時間外労働に対する
割増率は政令で2割５分以上とされ
ている。

厚生労働省が行った調査（「労働時間等総合実態
調査」）によれば、時間外労働に対する割増率につ
いて法令で下限として定める2割5分を超えて割増賃
金を支払っている事業場の割合は、平成12年度が
7.6％、平成14年度は6.2％なっている。
時間外労働に対する割増率の在り方については、
Ⅱ
本年度に割増率を含めた労働時間に関する実態調
査を実施しており、また、本年4月より開催している
学識経験者からなる「今後の労働時間制度に関す
る研究会」においても御検討いただいているところで
あり、その調査結果や同研究会における議論も踏ま
えながら検討されるべきものと考える。

民間企業が労働者に対し有給休暇の取得を義務づ
けることについて、労働基準法はなんら規制を設け
ておらず、事実誤認である。

その他

再検討要請

（要望者再意見）
労働基準法において、労働者の使用者に対する有給休暇の取
得義務付けの規定が規制されてないため、使用者は労働者に
対して有給休暇の取得義務を課さなくても済むので、この規制を
緩和して取得義務を課すよう規定を制定してほしいというのが要
望であり、｢使用者に対して労働者への有給休暇の付与義務が
あるので、労働者に対して使用者への有給休暇の取得義務も課
してほしい。｣というのが本件の要望である。よって、要望事項の
誤認である。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

Ⅰ

-

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るという
年次有給
観点から設けられており、原則として労働者からの請求に基づき付与されているとこ
人事院・厚 休暇取得
z13073
生労働省 の義務付
ろである。御要望については、このような年次有給休暇の原則を変更するものである
け
ことから慎重な検討が必要である。

z13074

時間外労
厚生労働 働の賃金
割増率の
省
変更

5094

5094

5094005

5094006

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

佐藤栄
司

佐藤栄
司

5

6

要望事項
（事項名）

医療法
第70条
第１項
及び第
３項

広告可能な診療科名については、医
療法施行令により定められており、
当該診療科名の追加等を行う場合
ｃ
には、医学医術に関する学術団体
及び医道審議会の意見を聴かなけ
ればならないとされている。

児童福
祉法第
６条の
２、第４
０条、
児童福
祉法施
行例第
１条

放課後児童クラブについては、そ
の実施主体に特段の制限を設けて
いないことから、民間団体であって
も、事業の実施主体となることができ
る。また、学校の活用については、
「児童環境づくり基盤整備事業の実
施について」（平成９年６月５日児発
第３９６号）において、児童館のほ
か、保育所や学校の余裕教室、団
ｅ
地の集会室などの社会資源を活用
して実施することとされているが、平
成１７年５月１日に厚生労働省雇用
均等・児童家庭局育成環境課が実
施した調査においては、全国１５，１
８４箇所で実施されている放課後児
童クラブのうち、２，６３７箇所（１７．
４％）が学校敷地内の専用施設で実
施されているとの結果が出ている。

広告可能な診療科名については、医療法により医
道審議会等の意見を聴かなければならないとされ、
審査に当たっては、①独立した診療分野を形成して
Ⅱ いることや、②国民が適切に受診できる診療科であ
ること等の基準を満たすことが必要であるが、「緩和
科」については、標榜診療科としては認められてい
ない。

−

放課後クラブには、民間団体等に関する規制はな
いが、学校施設の利用については、学校施設の管
理権の問題となることから、直接学校の管理者に問
い合わせされたい。

-

ｃ

Ⅱ

医療法上、標榜可能な診療科名を列挙している制度の趣旨は、診療科名が必要以
上に細分化したり内容が不明確になったりすることを防ぐことにより、患者への正確
な情報提供を確保し、もって患者の保護に資するためである。それを確保するため
に、標榜可能な診療科名を定める場合には、専門的知識をもった医学医術に関する
z13075
学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならないとされているところであり、
「緩和科」の標榜についても同様である。なお、「緩和科」の標榜も含め標榜診療科
への追加の取り扱いについては、今後、学会等からの意見の聴取等をした上で、関
係審議会にて検討して参りたい。

緩和ケア
病棟また
は緩和ケ
アチーム
に二年間
厚生労働
専従した
省
医師に「緩
和科」（仮
称）の標榜
を許可す
る

小学校施
設の放課
文部科学
後児童健
z13076 省・厚生労
全育成事
働省
業への開
放の推進

29/54

5100

5103

5100001

5103002

佐藤智

（株）オ
リエンタ
ルコン
サルタ
ンツ

1

2

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

人事院総裁、および民間企業の事業
年次有給休 者が、国家公務員、民間企業の労働
暇取得の義 者に対して、年次有給休暇の取得を義
務付けられるよう規制を緩和していた
務付け
だきたい。

地方自治体（群馬県太田市）では育児
有給休暇の取得が平成１７年１月より
義務付けされたことが報道されており、
地方自治体は独自に有給休暇取得の
人事院規則、労働基準法
義務付けが行える状況にあるが、国家
公務員と民間企業では自由に有給休
暇取得の義務づけが行えない状況に
ある。

A

時間外労働
民間企業の労働者の時間外労働の賃
の賃金割増
金割増率を５割としていただきたい。
率の変更

米国や韓国などの企業は、時間外労
働賃金の割増率を５割として事業を行
い製品を製造して、他国に輸出を行っ
ている。これに対して日本の企業は、
時間外労働賃金の割増率を２割５分と
労働基準法
して安い労働賃金で事業を行い製品を
製造して、他国に輸出を行っている。
日本国内においても諸外国と同じよう
に、時間外労働の賃金割増率を５割と
していただきたい。

A

緩和ケア病
棟または緩
和ケアチー
ムに二年間
専従した医
師に「緩和
科」（仮称）
の標榜を許
可する

がん死亡は死因の第一位であり、年々
増加しているが、がん終末期の医療を
専門とする標榜科がない。そのため、
緩和ケア病棟や緩和ケアチームに専
従しようとする医師が不足している。ま
た、医療用麻薬の普及の遅れなど質
的な立ち遅れの原因ともなっている。
また、来年度誕生する新研修医制度
修了医師が緩和医療を専攻しようとし
ても従事する場（科）がない。そこで、
本提案は緩和ケア病棟（緩和ケア病棟
入院料算定の対象となるもの）または
緩和ケアチーム（緩和ケア診療加算に
定められたもの）に二年間継続して専
従（兼務や専任は除く）した医師に「緩
和科」（仮称）の標榜を許可することに
よって、がん終末期の医療を専門とす
る医師を確保するものである。

小学校施設
の放課後児
童健全育成
事業への開
放の推進

学校の活用については法文上では制
限はないが、実運用では児童館や公
放課後等の時間的な施設余剰を学校
民館、あるいは民間施設を利用し、学
教育において差し支えのない範囲で
校（余裕教室を除く）を利用している事
「放課後児童健全育成事業」へ開放す
例は少ない。学童の遊びや生活、教育
る。
の場の提供といった機能を果たしてい
開放先は公的機関に限定せず、民間
学校施設（小学校の施設）を活用した るとは言い難い。また、サービス提供
団体へも開放する。
施設の密度も低く、距離が制約となり
放課後児童クラブ・学童保育の運営
これにより、以下の効果が期待でき
利用を断念する児童も多い。さらに
る。
は、学童保育サービスを中止する事例
①児童健全育成事業実施施設の質の
も散見される。上記の背景から、充実
向上
した施設を有し、施設密度も高い学校
②児童健全育成事業実施施設の配置
施設を活用し、運営コストの抑制と質
の適正化
の向上を図ることを提案する。

A

以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。
厚生労働省のご回答は、「医学医術に関する学術団体及び医道
審議会の意見を聴かなければならないとされている」「①独立し
た診療分野を形成していることや、②国民が適切に受診できる
診療科であること等の基準を満たすことが必要であるが、『緩和
科』については、標榜診療科としては認められない」というもので
した。しかし、すでに緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算、
在宅末期医療総合診療科が健康保険に設定され適切に運用さ
れている実態を考えますと、①②の懸念はご無用と考えられま
す。引き続き、本提案を厚生労働省による医療機関の情報公開
や広告規制に係る標榜科に関する検討会、及び医道審議会で
の検討など、適切な場で継続的にご審議を賜りますようお願い
申し上げます。

具体的
要望内容

B

緩和ケア病棟または緩和ケアチームを
退職後も緩和科を標榜できれば、緩和
科で開業したり、一般病院でも緩和科
医として就職できるので、がん末期患
者を専門に診る医師が確実に増える。
厚生労働省は終末期医療を見直し、
自宅で死亡する割合を現在の「2割か
ら4割に増やすことを目指しているが、
そのためには受け皿となる体制作りが
必要である。その中心となるのが専門
的な技量を身につけた緩和科医師で
ある。緩和科医としては、現在約１４０
の緩和ケア病棟と４７の緩和ケアチー
ムがあるので、初年度は最大約200名
前後の標榜が見込まれる。

①標榜科の決定には医道審議会の意
見を聞くと法に定められているが、看
護師、コメディカルも含まれる緩和ケア
の学会は医道審議会の求める医師中
心の学会ではないので、旧来の決め方
では医道審議会を通る見込みがない。
②独立した診療分野として国内に確立
しているとはいえないが、健康保険に
定められた緩和ケア病棟入院料、緩和
ケア診療加算を算定できるとして認可
医療法第70条第三項、第四項
された施設に限れば、専従医師によっ
て現に緩和ケアが提供されているので
あるから、その医師に限って緩和科の
標榜を許可することは、医療の混乱を
招く心配はない。
③国民がどこに住んでも適切に受診で
きる診療科になるためには、その普及
が必要であり、そのためには標榜が許
されることが絶対条件である。

児童福祉法第６条の２
児童福祉法第４０条
児童福祉法施行令第１条
学校教育法第８５条

その他
（特記事項）

添付資料①本提案者によるNHK「がん
サポートキャンペーン」のホームページ
への投書②毎日新聞全国版掲載、本
提案者のコメント
※尚、本提案は、今年度6月の募集に
おいて、要望事項名『診療科名標榜の
規制を緩和し、「緩和科」（仮称）の標
榜を許可する』（要望事項管理番号
5008A001、管理コードzA130028）とし
て提案し、「ｄ」と評価されたものを、回
答の内容にそって再検討し改善したも
のである。是非、特例処置として適当
であるか、医道審議会でも検討してい
ただきたい。
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

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

運営管理機関は、登録事項に変更
確定拠
があったときは、その日から2週間以
c
出年金
内に主務大臣に届け出なければな
法
らない。

Ⅰ

確定拠
出年金 営業職員による運用関連業務（運用
運営管 の方法に係る情報提供）と運用商品
c
理機関 の販売等の事務の兼務は認められ
ていない。
に関す
る命令

営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
Ⅲ の事務の兼務については、運用関連業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

○老人保健制度は、国民の老後における健康の保
持と適切な医療の確保を図るため、保健事業を総
合的に実施することを目的としており、地方公共団
体は、その責務として保健事業が健全かつ円滑に
実施されるよう適切な施策を実施することとしてい
る。

市町村を実施主体として40歳以上
老人保 の人を対象に健康手帳の交付、健
健法第 康教育、健康相談、健康診査、医
Ｃ
20条、 療、機能訓練、訪問指導などの各種
23条 の保健事業を総合的にすすめること
としている。

○医療等以外の保健事業については、市町村を実
施主体としているが、これは、地域の実情と住民の
ニーズに応じ予防から治療、機能訓練に至る包括
的な保健サービスを福祉サービスなどとの連携も図
りつつ住民にきめ細かく提供するためである。
Ⅰ
○こうした観点から、保健事業の一つとして位置付
けられている健診業務についても他の保健事業と
連携しつつ包括的一体的に提供されることが必要で
あり、健診業務を市町村の施策から除くことは適当
ではないと考えている。
○なお、市町村は、健診事業を含め医療以外の保
健事業については、医療法人等の保険医療機関等
に対し、その実施を委託することができる。

労働基 監督・管理の地位にある者等につい
準法第 ては、労働時間規制の適用が除外さ ｂ
れている。
41条

Ⅰ

労働時間規制の適用除外制度については、規制改
革・民間開放推進３か年計画における指摘などを踏
まえ、本年4月より学識経験者からなる「今後の労働
時間制度に関する研究会」において、対象者の範
囲、健康確保のための措置等も含め、制度全般の
在り方を御検討いただいているところである。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

-

-

-

中立性確保の必要性は理解できるが、例えば、確定拠出年金に
おける運用商品が確定拠出年金専用のものであり、通常に販売
される金融商品とは異なる場合など、兼務しても中立性の維持
に支障がないと考えられる場合もある。中立性の維持のために
禁止すべき実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう再検討されたい。

c

Ⅲ

要望者より以下のとおり再意見がきており、再度、貴省からの
回答をいただきたい。
『健診業務は、老健法に規定され、また医療機関に委託されて
いるが、委託先は限定されており、また40歳以上の健診率の向
上は、疾病予防に有効な現状には無い。健診率が上がるとそれ
だけ自治体の負担が増大することになり、結果として健診率の
向上に結びつく有効な対策がなされていない現状がある。当、医
療法人ユニコでは別に非営利型株式会社“ユニコの森”を設立し
ており、これは、あがった利益を全額、学校法人や自治体に寄付
することを定款に盛り込んでおり、自治体が健診でユニコに払っ
た費用がまた自治体に還元し、ひいては地域住民の幸福につな
がると確信する次第であります。この非営利型株式会社（Non
Profit Company;いわゆるNPOではなくNPC）を通して地域の社会
的共通資源の有効な利用を促進することが期待される。』
なお、要望者は、この健診率向上プランを、特定の市町村（例
えば西宮市）でモデル事業的に実施し、健診率が向上し疾病予
防ができるのか実証実験を行うことも考えているとのことで、この
点にも留意の上、回答願います。

措置に至るまでのスケジュールについて御教示いただきたい。

ｅ

ｂ

-

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

確定拠出
金融庁・厚 年金制度
生労働省 における
規制緩和

5104

5104005

1

農林中
央金庫

5

A

確定拠出年
金制度にお ①確定拠出年金運営管理機関登録事
ける規制緩 務の簡素化
和

① 確定拠出年金運営管理機関登録
事務の簡素化 確定拠出年金の登録
申請書および変更があった場合に提
出する変更届出書について，提出基準 ①確定拠出年金法第89条，同法第92
を緩和する。具体的には，登録する役 条，同運営管理機関命令第2条
員は常勤役員のみとし，兼職先につい
ては提出要件の対象外とする。また、
届出内容に変更があった場合の提出
猶予期間である「2週間」を延長する。

確定拠出
加入者が適切に運用商品を選択できるよう、運用関連業務の中立性を確保すること
金融庁・厚 年金制度
が重要であり、営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等の事務の兼務を z13078 生労働省 における
認めることはできない。
規制緩和

5104

5104005

2

農林中
央金庫

5

A

確定拠出年
金制度にお ②金融商品営業と運営管理業務の兼
ける規制緩 務禁止ルールの見直し
和

② 金融商品営業と運営管理業務の兼
務禁止ルールの見直し兼務を可とす ②確定拠出年金法施行規則第10条
る。

-

z13077

市町村が実施主体となっている老人保健制度における健診業務については、医療
法人等の保険医療機関等に委託することが可能であり、既に実施されているところ
である。
健診業務
また、保険医療機関等であれば当該健診業務の実施は制度上可能であり、老人
厚生労働
の民間開
z13079
省
保健法上、委託先を特定の医療機関等に限定しているものでは勿論ない。
放
したがって、要望者の再意見にある内容は制度的には既に実施可能であるので、
該当する市町村に相談されたい。

平成17年度中に検討し、18年度に結論を得る予定である。

z13080

30/54

労働時間
規制の見
直し（ホワ
イトカ
厚生労働
ラー・エグ
省
ゼンプショ
ンの本格
導入）

5105

5109

5105001

5109001

医療法
人社団
ユニコ

（社）関
西経済
連合会

1

1

B

A

健診業務の 40歳から64歳までの健診業務を民間
民間開放 で管理運営したい

労働時間規
制の見直し
（ホワイトカ
ラー・エグゼ
ンプションの
本格導入）

年収など一定の条件を満たすホワイト
カラーについては、労働時間規制の対
象から除外する仕組み（ホワイトカ
ラー・エグゼンプション）を本格的に導
入すべき。ただし、労働時間が青天井
となり、かえって労働者に悪影響を及
ぼすことを避けるため、導入にあたって
は、労働者の健康や福祉の確保に関
する措置や、労働者からの苦情の処
理に関する措置等を労使協約に定め
ることを要件とするなど、労働者保護
の徹底に留意すべきである。

現在の健診は、市町村が委託先を決
めており、新規に委託を受けることが
できない。また現行システムでは健診
率の向上も達成できていない。この業
40歳から64歳までの健診業務を民間
務を民間が管理運営することにより、
で管理運営し、健診率の向上と、生活
サービスの競争原理が働くと同時に
老人健康法
習慣病の発生を減らし、将来の医療費
様々なサービスが生まれ健診率の向
を減らすとともに、その疾病に起因す
上にとどまらず、生活習慣病の予防や
る要介護状態に陥ることを予防する
健康増進など様々な地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰビジ
ネスを活性化し、ユニバーサルな地域
ｺﾐｭﾆﾃｨｰの創造に寄与できることがみ
こまれるから。

企業の競争力を強化するためには、労
働者の健康に配慮しつつ、労働時間規
制の大幅な見直しを行うことが不可欠
である。特にホワイトカラーは、労働の
負荷や仕事の成果が必ずしも労働時
間の長さに比例しないことから、処遇
の公平性や納得性、企業全体の生産 労働基準法
性向上の観点から、一律的な労働時
間規制の対象とする必要性はない。こ
の点、本年4月に設置された「今後の
労働時間制度に関する研究会」におい
て検討が進められているが、早期に結
論を得るべきである。

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

労働基
準法第
41条第
１項第
２号
昭和22
年９月
13日
基発第
17号、
昭和63
年３月
監督・管理の地位にある者などにつ
14日
いては、労働時間規制の適用が除 ｂ
基発第
外されている。
150号
昭和52
年２月
28日
基発第
104号
の２
昭和52
年２月
28日
基発第
105号

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

管理監督者の在り方については、本年４月より学識
経験者からなる「今後の労働時間制度の在り方に
Ⅰ 関する研究会」において、新たな労働時間規制の適
用除外制度の在り方の検討を進めていく中で併せ
て検討いただいているところである。

＜いわゆる「複合業務」について＞
○労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが
少ない専門的な業務等を除き、臨時的・一時的な労
働力の需給調整システムとして位置付けられている
ものであることから、派遣受入期間についても、専
門的な業務等（２６業務）を除き、一定の制限が設け
られているところであり、２６業務と２６業務以外の業
務を明確に区分して運用する必要がある。
○いわゆる「複合業務」については、従前、２６業務
とともに、少しでも２６業務以外の業務を行う場合
労働者
は、すべて一律に派遣受入期間制限の対象として
派遣法 ○平成１６年３月から、専門的な業
取り扱ってきたが、２６業務の円滑な遂行のために
第４０ 務等（２６業務）を除いた労働者派遣
付随業務を併せて実施することが適当なケースは
条の に係る派遣受入期間制限について、
十分に想定されることから、労働政策審議会におけ
最長３年とされたところである。
２、「労
る議論も経て、２６業務の円滑な遂行及び派遣労働
働者派 ○平成１６年３月から、「２６業務の
者の雇用の安定を図るため、平成１６年３月から、
遣事業 実施に伴い、付随的に２６業務以外 b、
Ⅰ 「２６業務以外の業務の割合が通常の場合の就業
関係業 の業務を併せて行う場合であって、 ｃ
時間数で１割以下の場合」には、全体として２６業務
務取扱 かつ、２６業務以外の業務の割合が
として取り扱うことを可能としたところである。
要領」 通常の場合の１日当たり又は１週間
○ 提案されている「主たる業務が２６業務の場合」
の第９ 当たりの就業時間数で１割以下の場
は派遣受入期間に制限を受けない業務として取り
の４の 合」には、全体として２６業務として取
扱うことは、２６業務と２６業務以外の業務の区分を
り扱うことを可能としたところ。
（３）の
運用上不明確にすることにつながること、基準として
ニ
の明確性に欠け、かえって派遣労働者の地位の不
安化をもたらすこと等から、不適当である。

その他

再検討要請

措置に至るまでのスケジュールについて御教示いただきたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｂ

＜複合業務の見直しについて＞
26業務とそれ以外の業務とを厳密に区別することは、現実には
困難であり、現行基準には無理があるとの指摘もある。その結
果として現行基準が派遣先に無用の不安を与え、派遣の採用を
妨げるケースも存在している。以上の観点を踏まえ、要望につい
て改めて実現に向けた検討を行い、見解を示されたい。
＜雇用契約申込義務の撤廃＞
b、ｃ
派遣先に課している雇用契約の申込義務により、派遣先が派遣
期間満了に伴って派遣労働者の交代を求めるケースが見られる
など、かえって派遣労働者の就業継続を不安定なものにしてい
るという問題も存在している。
以上の観点を踏まえ、要望の実現に向け、①改めて検討し、見
解を示されたい。
②結論時期について、具体的に示されたい。

＜雇用申込み義務について＞
○派遣労働者に対する雇用契約の申込義務につい
ては、平成１５年改正により、派遣受入期間制限の
ある業務（２６業務以外の業務）は、派遣先による派
遣受入期間制限違反を未然に防止するために、ま
た、派遣受入期間制限のない業務（２６業務）は、派
遣労働者の希望を踏まえて派遣先での直接雇用の

労働者
派遣法
第２６
条第７
項、派
遣元事
業主が
講ずべ
き措置
に関す
る指針
（平成
１１年
労働省
告示第
１３７
号）の
第２の
１１の
(1)、派
遣先が
講ずべ
き措置
に関す
る指針
（平成
１１年
労働省
告示第
１３８
号）の
第２の
３

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

労働者
派遣法
第２条
第１
号、労
働者派
遣事業
と請負
により
行われ
る事業
との区
分に関
する基
準を定
める告
示（昭
和６１
年労働
省告示
第３７
号）

○「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制
労働、使用者責任の不明確化、不適切な就業管
理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあるもので
あり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を
○労働者派遣事業は、厚生労働大
受け、又は厚生労働大臣に届出をした場合に限り、
臣の許可を受け、又は厚生労働大
一定のルールの下に適法に事業を行えることとした
臣に届出を行った場合を除き、禁止
ところである。これに関して、請負契約の形式をとっ
されている。
て、労働者派遣ではないとする脱法行為が行われ
○請負により行われる事業と労働者
る場合があるので、「労働者派遣事業と請負により
派遣事業との判断を的確に行うた
行われる事業との区分に関する基準」において、具
め、「労働者派遣事業と請負により
体的な基準を定め、これに該当しないものは契約の
行われる事業との区分に関する基
形式が請負契約であっても労働者派遣事業である
準」を定め、この基準（業務の遂行に
と判断しているところである。
Ⅰ、
関する指示その他の管理を自ら行う
ｃ
Ⅲ ○御提案で指摘されている「自己の責任と負担で準
ものであること等自己の雇用する労
備し、調達する機械、設備若しくは器材（業務上必
働者の労働力を自ら直接利用するも
要な簡易な工具を除く。）又は材料若しくは資材によ
のであること、請負契約により請け
り、業務を処理すること」については、同基準におい
負った業務を自己の業務として当該
て、一律に求めているものではなく、「自ら行う企画
契約の相手方から独立して処理する
又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基
ものであること）に該当しないもの
づいて、業務を処理すること」を満たさない場合にお
は、契約の形式が請負契約であって
いてのみ求めているものであるが、これを満たさな
も、労働者派遣事業であると判断し
い場合であっても、「労働者派遣事業」に該当しない
ている。
こととすることについては、中間搾取、強制労働、使
用者責任の不明確化、不適切な就業管理・雇用管
理等の弊害が生じるおそれがあるため、不適当であ
る。

ミスマッチから生じる中途解約等の問題の発生を未然に防止す
る観点から、要望の実現に向け、①改めて検討し、見解を示され
たい。②結論時期について具体的に示されたい。

実務上のニーズを踏まえ、請負の要件を緩和することについて
再検討されたい。

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要（対応策）

平成17年度中に検討し、18年度に結論を得る予定である。

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13081

管理監督
厚生労働
者の定義
省
の見直し

＜いわゆる「複合業務」について＞
○労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、労働者の安定した雇用機会の
確保、長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること等から、派遣受入
期間制限のない業務については、公労使で構成される労働政策審議会の意見を聴
いた上で、「専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管理
を行う必要があると認められる業務」であって、「当該業務に係る労働者派遣が労働
者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資
すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務」
であることが必要であるとされている。具体的には、派遣受入期間制限のない業務
として、労働者派遣法施行令第４条において２６業務が定められており、その解釈を
労働者派
労働者派遣事業関係業務取扱要領（厚生労働省職業安定局長通知）において示
遣事業の
し、２６業務と２６業務以外の業務との区分の明確化を図っているところである。
「複合業
○提案されている「主たる業務が２６業務の場合」は派遣受入期間に制限を受けな
務」におけ
い業務として取り扱うことは、２６業務と２６業務以外の業務の区分を運用上不明確
厚生労働 る受入期
にすることにつながること、基準としての明確性に欠け、かえって派遣労働者の地位 z13082
間制限の
省
の不安化をもたらすこと等から、不適当である。
見直し、雇

5109

5109

5109002

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

（社）関
西経済
連合会

5109003

（社）関
西経済
連合会

5109004

（社）関
西経済
連合会

2

3

ｂ

○派遣労働者の決定については、雇用主である派遣元事業主が、派遣労働者の職
業能力を評価した上で、派遣先の必要とする労働力に相応しい労働者を適切に判
断し行うことが労働者派遣事業制度の基本的な考え方であること等から、その趣旨
にかんがみ、紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接を禁止していると
ころである。
○また、条件整備等を行わず派遣先による事前面接を可能とした場合は、職業能力
以外の要素である容姿、年齢等に基づく選別が行われ、派遣労働者の就業機会が
派遣にお
不当に狭められるおそれがあり、また、派遣先と派遣元事業主の雇用責任が不明確
厚生労働 ける事前
z13083
Ⅰ、Ⅲ
面接の解
省
になるなどの問題があることから、事前面接の禁止を撤廃することは不適当である。
禁
○「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決定）に
おいて、「紹介予定派遣以外の派遣における事前面接の解禁のための条件整備等
について」、「紹介予定派遣における事前面接等の実施状況を勘案しつつ」、検討を
行うこととしていることから、現在、労働政策審議会において、この点を含め、平成１
６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォローアップを行っているところである
が、その結論については、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、そ
の内容や時期を明確化することはできない。

ｃ

○「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制労働、使用者責任の不明確化、
虚偽の就業条件明示、不適切な就業管理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあ
るものであり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大
臣に届出をした場合に限り、一定のルールの下に適法に事業を行えることとしたとこ
請負と派
ろである。
厚生労働 遣の区分
Ⅰ、Ⅲ ○これに関して、請負契約の形式をとって、労働者派遣ではないとする脱法行為が z13084
基準の見
省
行われる場合があるので、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に
直し
関する基準」において、具体的な基準を定め、これに該当しないものは契約の形式
が請負契約であっても労働者派遣事業であると判断しているところであり、この基準
については、上記のような労働者保護の観点から定められているものであり、「実務
上のニーズを踏まえ、請負の要件を緩和する」性質のものではない。

31/54

5109

5109

5109005

（社）関
西経済
連合会

4

5

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

労働基準法第41条第2号は、管理監督
者を労働時間等の規定の適用除外と
している。また、この管理監督者の範
囲を昭和22年の次官通達により、「局
長、部長、工場長等労働条件の決定、
その他労務管理について経営者と一
体的な立場にある者」とされており、そ
労働基準法第41条第2号
の解釈が現在もほぼ維持されている。
しかし、一般に管理者とは課長以上の
者であることから、通達の解釈では狭
きに失し、企業の実態に適合しない。
企業における柔軟な人事制度の構築
を可能にするという観点から、当解釈
を見直すべきである。

A

労働時間等に関する規定の適用除外
とされている「事業の種類に関わらず
管理監督者 監督若しくは管理の地位にある者又は
の定義の見 機密の事務を取り扱う者」（以下、管理
監督者）の範囲について、企業におけ
直し
る実態に適合するよう、見直していた
だきたい。

A

労働者派遣
事業の「複
合業務」にお
ける受入期
間制限の見
直し、雇用契
約の申込み
義務の撤廃

・①「派遣期間の制限のない26業務」
と、②「その他の制限のある業務」（原
則１年、最長３年）を同一の派遣社員
が行う際（いわゆる「複合業務」）、②の
業務が１割以上の場合は「期間制限あ
り」とされる現行の基準を、「主たる業
務が26業務の場合は派遣期間規制の
適用除外とする」としていただきたい。
・雇用契約の申込み義務を撤廃してい
ただきたい。

A

派遣におけ
派遣における事前面接を自由化してい
る事前面接
ただきたい。
の解禁

・事前面接により、スキルと業務内容と
のミスマッチが少なくなり、中途解約の
労働者派遣法
減少につながる。
・現在、労働政策審議会において議論 派遣者派遣元、派遣元指針、派遣先
されているところであるが、早急に結論 指針
を得られるべく検討が進められることを
期待する。

①請負企業が自己の雇用する労働者
の労働力を自ら直接利用すること、②
請負業者が業務遂行のための設備等
請負と派遣
を自ら用意すること、という２つが請負
の区分基準
の要件とされているが、①を満たせば
の見直し
請負として認めるなど、派遣と請負との
区分基準を抜本的に見直していただき
たい。

派遣事業には派遣禁止業務（建設業
や警備業務など）が定められている
が、請負にはそうした規制はない。請
負と認定されるための要件を緩和する
ことにより、派遣禁止業務においても
直接雇用以外で労働者確保が可能に
労働者派遣法、労働者派遣事業と請
なり、外部労働力の拡大のほか、当該
負により行われる事業との区分に関す
業務における人材不足の解消や請負
る基準（労働省告示）
業者のコスト削減にも寄与する。ただ
し、労働者保護の観点から、注文先の
指揮命令下にあるにも関わらず、契約
上は「請負」となっている等、いわゆる
「偽装請負」については、十分取り締ま
るべきである。

用契約の
申込み義
務の撤廃

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

要望事項
（事項名）

A

○例えば、「コピー」について、26業務
にかかるものなのか、そうでない業務
にかかるものなのかを判断することは
困難であり、「１割」という判断基準は
現実的ではない。こうした判断基準は、
派遣労働者や派遣先に不安を与え、
労働者派遣の活用を阻害する懸念が
労働者派遣法
ある。
○労働の多様化が進む中で、企業側
では「基幹業務以外は長期的に外部
労働者を活用したい」というニーズがあ
り、派遣労働者側でも、「派遣という労
働形態で長期的に安定して働きたい」
という希望がある。

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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

労働基
準法

出入国
管理及
び難民
認定法

健康増
進法、
児童福
祉法、
児童虐
待防止
法

健康増
進法，
基安発
第
050601
001号
（平成
17年6
月1日）
厚生労
働省労
働基準
局安全
衛生部
長通達
「「職場
におけ
る喫煙
対策の
ための
ガイド
ライン」
に基づ
く対策
の推進
につい
て」，労
働安全
衛生法

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

ｃ

仮に１８０日程度の在留を可能とする在留資格が整
備されれば、180日もの長期にわたって就労及び生
活の実態が存在することとなり、労働基準法の適用
が担保されなければ長時間労働、賃金不払い、危
険有害業務への従事、労働災害の発生等の場合に
ー
監督・指導等を行うことができず、外国人本人の保
護を著しく欠くこととなり、国内の労働者に比して差
別的な待遇を受けることとなるため労働基準関係法
令の許可・手続等を他の就労可能な在留資格と比
して軽減する形で整備することはできない。

（１）市場調査・業務連絡・商談・契約調印・輸入機械のアフター
サービス等の商用を行うことを可能とする現行の「短期滞在」資
格で我が国に在留する外国人には、我が国の労働基準関係法
令の適用がない。当該在留資格は在留期間の更新が可能であ
り、労働基準関係法令が適用されない状態で、我が国に180日
程度在留している外国人が存在することになるが、こうした外国
人への労働基準関係法令の運用について、貴省の見解を示さ
れたい。
（２）我が国の労働保険には海外派遣者向けに特別加入制度が
設けられている。翻って、当会要望に該当する外国人が我が国
へ入国した場合の送出し国における労働基準関係法令の域外
適用について、我が国の当該法令と競合した場合の優先順位の
決定方法を含め、外国人登録者数で上位にある中国・ブラジル・
米国等の状況をお示し頂きたい。

サービス産業への受入れについては、日本人では
代替しにくい特殊な分野といった事情があるわけで
もなく、近隣アジア諸国の送出国の供給圧力といっ
た点も考慮すれば、国内労働市場への影響が大き
いものと考えられる。
そもそも外国人労働者の受入れのあり方を考える
Ⅱ
際には、国内労働市場への影響のみならず、教育、
住宅、地域コミュニティとの摩擦等、国民生活全般
にわたる影響及び社会的コストの負担の問題も生じ
ることから、国民的コンセンサスを踏まえた上で判断
することが必要不可欠であり、このようなコンセンサ
スがないままに受け入れることは問題が大きい。

（１）貴省による人口動態統計の2005年推計や総務省による
2005年国勢調査の速報において、我が国の総人口が減少を始
めたことは異例な事情と言って差し支えないと考えられる。少子
化対策が効を奏して俄かに出生率が向上したとしても生産年齢
に到達するには20年前後を要し、それまでの期間は労働寄与が
下がって経済成長率も低下させる影響が避けられないことから、
秩序ある外国人労働者の受入れ拡大を検討することに着手す
べきである。
（２）若年労働者の大幅な減少と、いわゆる団塊の世代の労働市
場からの退出により、今後２〜３年のうちに我が国の労働力需給
が逼迫することが容易に予想されるにもかかわらず、当会が要
望する「日本語能力や実務経験などの一定の要件・制約を満た
した外国人」の移入が国内労働市場に与える影響が大きいとし
た貴省の影響分析手法・結果を具体的に示されたい。
（３）貴省が「教育、住宅、地域コミュニティとの摩擦等、国民生活
全般にわたる影響及び社会的コストの負担」に対する「国民的コ
ンセンサス」を得るための試みを行ったとは承知していない。該
当する外国人の受入れを行う、或いは行わないとの国民的コン
センサスを得るためにはどういった手続を踏むべきか、貴省の見
解を示されたい。

専門的、技術的分野の外国人労働
者については、受入れを積極的に
ｃ
行っているが、いわゆる単純労働者
については受入れを行っていない。

多数の者が利用する施設を管理す
る者は、これらを利用する者につい
て、受動喫煙を防止するために必要 ｄ
な措置を講ずるように努めなければ
ならない。（健康増進法第25条）

多数の者が利用する施設を管理す
る者は、これらを利用する者につい
て、受動喫煙を防止するために必要
な措置を講ずるように努めなければ
ならない。（健康増進法第25条）
ｄ
「職場における喫煙対策のためのガ
イドライン」（平成１５年５月９日基発
第０５０９００１号）喫煙対策につい
て、事業場において関係者が講ずべ
き原則的な措置を示している。

措置の概要（対応策）

健康増進法第２５条では、施設管理者に対して受動
喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力
義務を課しており、これらの施設が取るべき措置の
具体的方法として全面禁煙は極めて有効であるが、
施設の規模、構造、利用状況等が各施設により
様々であるため、施設の様態や利用者のニーズに
応じた適切な対策を進める必要がある。こうしたこと
から、
①特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・
分煙指導の強化を図ること
②効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること
などに重点を置き、様々な機関、団体等の協力を得
Ⅰ ながら受動喫煙防止対策を推進しているところであ
る。
なお、児童福祉、母子保健の観点からも、たばこに
関する広報啓発活動を行っているところであり、特
に乳幼児突然死症候群（SIDS）予防対策において
は、たばこがSIDS発症の大きな危険因子であること
を明記したポスター、リーフレット等を作成していると
ころである。
今
後とも、子どもを含む非喫煙者がたばこの煙を吸わ
されることのないよう、禁煙・分煙指導の強化や知
識の普及啓発等に努めてまいりたい。

健康増進法第25条において、「その他多数の者が
利用する施設」を管理する者に対し、受動喫煙を防
止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課
しており、平成15年4月30日付健康局長通知におい
て、同条の主旨に鑑み、タクシー車両などについて
も「その他施設」に含むものとしている。
Ⅰ
また、「職場における喫煙対策のためのガイドライ
ン」（平成１５年５月９日基発第０５０９００１号）に基づ
き、受動喫煙対策を進めているところであり、今後も
事業場において、ガイドラインの措置が着実に行わ
れるよう周知徹底してまいりたい。

その他

再検討要請

要望者から、以下のような再意見が寄せられています。再度ご
検討をお願いします。『子ども・幼児を社会的に守る法的・制度的
必要性が高まってきています。受動喫煙についても，少なくとも
公共的な場所（新幹線の喫煙車，駅や百貨店などの喫煙所，レ
ストランの喫煙エリアなど）では，子ども達が受動喫煙を受けな
いよう，利用制限の表示やチケットの販売制限をその施設管理
者に義務づけることが必要です。子ども・幼児が衆目の場所で，
無防備に受動喫煙にさらされることに痛みを感じざるを得ない現
状を放置すべきではありません。それは児童福祉に反します。
普及啓発だけでは子ども達は守られません。早急な法的・行政
的対処が必要ですし，可能です。その措置に誰も反対はしない
のですから。』

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。「狭いタクシー内で乗客が喫煙することは，運
転手に過酷な受動喫煙とそれによる危害を強いることになり，
2005年６月１日に厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達とし
て「十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に
防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること」に則る限
り，タクシー内は禁煙以外に対処はあり得ないのですから，その
措置を緊急に採るべきです。」

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

ｃ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

ー

（１）在留資格「短期滞在」で日本に在留する外国人については、①「短期滞在」が就
労可能な在留資格ではないこと②９０日以内という短期間での在留であるため、日
海外企業
本国内に生活の基盤が無いことから、労働基準関係法令の適用が無いところであ
からわが
る。しかしながら、在留資格の更新を繰り返すことで長期間滞在し、在留資格「短期
警察庁・法
国企業に
滞在」では認められない活動に従事し、そこに労働の実態がある場合には、労働基
務省・外務
派遣され
準関係法令が適用されるものである。
（２）我が国の z13085 省・財務 る長期出
省・厚生労
労働基準関係法令は、事業主が労働者を使用している限り、当該労働者が外国人
張者向け
働省
か否かを問わず、労働者と事業主に対して適用される。我が国と中国、ブラジル、ア
在留資格
メリカとの二国間協定で、これらの国の労働関係法令の適用を優先すると定めたも
の整備
のはなく、我が国で就労するこれらの国の労働者には我が国の労働基準関係法令
が適用されるものである。

Ⅱ

外国人労働者問題は、国内労働市場のみならず、我が国経済社会や国民生活に
大きな影響を与える国家的課題であり、国民各層の意見が十分反映される形で、総
合的かつ慎重な議論・検討を行う必要があり、人口減少に伴う労働力不足として、安
易に外国人労働者を受け入れることは適当ではない。
専門的・技
また、国内労働市場への影響については、依然多くの失業者が存在する中、高齢
警察庁・法
術的分野
者、女性、若者の雇用機会が縮小すること、ニート・フリーター等の若者の潜在的な
務省・外務
の労働の
z13086
省・厚生労
能力を発揮する機会が失われること、近隣アジア諸国の送出国の供給圧力が大き
範囲の見
働省
いことを十分考慮する必要がある。
直し
なお、我が国の将来の労働力人口は、高齢者や女性、若者が労働市場へ参入で
きる環境を整備するための政策的努力を行えば、今後１０年程度は大幅に減少する
状況にはなく、また、その減少分についても、技術革新等の生産性向上によって補う
ことが可能と考えられる。

Ⅰ

車の子ど
健康増進法第２５条の施行にあたっては、各都道府県に対し、受動喫煙防止対策
も同伴利
について関係者への周知等を図るよう通知するとともに、関係省庁を通じて関係者
用の制限
等に周知徹底していただいているところである。
厚生労働
表示，及
z13087
省
厚生労働省では、今後とも、効果の高い分煙に関する知識の普及を図る等、様々
びチケット
な機関・団体等の協力を得ながら、子どもを含む非喫煙者がたばこの煙を吸わされ
の販売制
ることのないよう、禁煙・分煙指導の強化や知識の普及啓発等に努めてまいりたい。
限を義務

5109

5109

5109006

5110

（社）関
西経済
連合会

5110001

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境
を」推
進協議
会

5110002

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境
を」推
進協議
会

づける措
置

d

Ⅰ

タクシー内
職場における喫煙対策については、平成15年5月9日付基発第0509001号及び平
での乗客
成17年6月1日付基安発第0601001号に基づき、受動喫煙防止対策を進めているとこ
厚生労働
の喫煙を
z13088
省
ろであり、今後も事業場において、適切な措置が着実に行われるよう関係省庁と連
禁止する
携して周知徹底してまいりたい。
措置

32/54

5110

（社）関
西経済
連合会

5109007

喫煙室
（所）・喫煙

d

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

6

7

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

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。

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
専門的・技 護福祉士、ホームヘルパーなど）等の
術的分野の サービス業に従事することができるよ
労働の範囲 う、一定の公的資格の取得、実務経
の見直し 験、日本語能力を身に付けていること
などを条件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。

A

喫煙室
（所）・喫煙
車の子ども
同伴利用の
制限表示，
及びチケット
の販売制限
を義務づけ
る措置

A

健康増進法第25条で，タクシーを含
め，公共の場，事業所での受動喫煙の
防止の努力義務が管理者に課せられ
ている。2005年６月１日には厚生労働
狭いタクシー内での乗客の喫煙は，運 健康増進法第25条の受動喫煙防止
タクシー内で
転手の健康に著しい危害を加える。タ 上，タクシー運転手の受動喫煙の健康 省労働基準局安全衛生部長通達とし
の乗客の喫
クシー内は運転手にとっては職場であ 危害をいつまでも放置することは，た て「十分な対応を行うことが困難な場
煙を禁止す
り，受動喫煙防止の健康保護のために ばこ規制枠組条約に照らしても許され 合には、受動喫煙を確実に防止する観
る措置
点から全面禁煙による対策を勧奨する
ない。
早急に措置が必要である。
こと」とされたことからも，タクシー内は
禁煙とする措置が早急に採られるべき
である。

健康増進法第25条の受動喫煙防止条
項により，交通機関，公共の場，レスト
ラン・食堂などの禁煙規定があるが，
努力義務であるために，例えば新幹線 施設管理者に改善を求めると，「保護
の喫煙車，駅の喫煙室（所），百貨店な 者の自己責任である」との回答が返っ
どの喫煙所，レストランの喫煙エリア・ てくる。子どもの健康保護及び児童福
喫煙所などに，子ども・幼児が，喫煙す 祉の観点からも，至急の対処が必要で
る保護者と同席になるケースが見られ ある。
る。子どもの受動喫煙防止のために，
利用制限の表示，及びチケットの販売
制限が必要である。

要望理由

根拠法令等

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

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
・出入国管理及び難民認定法第２条の
働力供給の不足も認められ、外国人留
２、別表第１
学生・就学生による資格外活動（アル
・出入国管理及び難民認定法第７条第
バイト）をもって需給ギャップが一部埋
１項第２号の基準を定める省令
められているとの指摘もある。また、外
・第３次出入国管理基本計画
国人の在留が長期化・定住化傾向を
・平成17年版通商白書
示すと共に、国を挙げての戦略を進め
・ビジット・ジャパン・キャンペーン
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。

左記の公共の場の受動喫煙防止につ
いては，施設管理者に防止の義務づ
けがあるが，喫煙場所に子ども達が同
伴で閉じこめられることを「保護者の自
己責任」で済ますことは児童福祉から 健康増進法，児童福祉法，児童虐待
もあってはならない。少なくとも「子ども 防止法
を同伴して利用しないでください」旨の
表示の義務づけ，及び喫煙車両にあっ
てはチケットの販売制限を義務づける
べきである。

健康増進法，基安発第050601001号
（平成17年6月1日）厚生労働省労働基
準局安全衛生部長通達「「職場におけ
る喫煙対策のためのガイドライン」に基
づく対策の推進について」，労働安全
衛生法

その他
（特記事項）

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。

2006/1/3114:26

「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

健康増
進法、
地域保
健法

制度の現状

措
置
の
分

多数の者が利用する施設を管理す
る者は、これらを利用する者につい
て、受動喫煙を防止するために必要
な措置を講ずるように努めなければ
ｄ
ならない。（健康増進法第25条）
保健所は地域住民の健康の保持及
び増進に関する事項につき、企画、
調整、指導及びこれらに必要な事業
を行う。（地域保健法第6条第14号）

措
置
の
内

薬事法
第14
条、第
14条の
2

承認申請が行われた医薬品につい
ては、（独）医薬品医療機器総合機
構において審査を行い、厚生労働省
において薬事・食品衛生審議会への
諮問・答申を経て、厚生労働大臣が
承認することとなっている。

その他

再検討要請

厚生労働省では、受動喫煙防止対策の一層の推進
を図るため、
①特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・
分煙指導の徹底を図ること
②効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること
などに重点を置き、保健所を含めた様々な機関、団
体等の協力を得ながら受動喫煙防止対策を推進し
ているところであり、平成15年4月30日健康局長通
Ⅰ 知により都道府県等に対し関係方面への周知およ
び円滑な運用について通知しているところである。な
お、保健所においては地域の実情に応じ、事業所や
学校における受動喫煙防止対策の普及を図る様々
な取組がなされている。
また、世界禁煙デーの際には、同業組合等に対して
「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」の主旨を伝え、公
共の場・職場における受動喫煙防止対策の実施等
について協力を依頼している。

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。『「保健所は地域住民の健康の保持及び
増進に関する事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要
な事業を行う。」（地域保健法第6条第14号）と現に定められてい
るのですから，保健所の所管する範囲のレストラン・食堂，理美
容店，公衆浴場などに対し，受動喫煙防止の指導監督権限の付
与を明文化し，業務に入れ込むべきです。』

国家公務員の離職後の再就職については、国家
公務員法第１０３条第２項の規定により、離職後２年
間の営利企業への就職が制限されており、また、閣
議決定等に基づき独立行政法人等の役員に就いて
いる退職公務員の状況等を公表し、透明性の確保
に努めるなど適切に対処しているところである。

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。『（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。』

国家公
関連団体等への再就職について
務員法
は、国家公務員法、閣議決定等を遵 d
第１０３
守し対処しているところである。
条

１）
d
２）
d
３）
d
４）
e

措置の概要（対応策）

-

1) 平成14年の薬事法改正により、承認事項の軽微
な一部変更については届出制度を導入するなど、
申請手続の簡素化を行った。また、平成16年4月に
（独）医薬品医療機器総合機構（以下「総合機構」）
を設置し、審査担当職員の増員等により審査体制を
強化し、審査事務処理期間の短縮を図ってきている
ところである。
2) 審査中の品目の審査状況については、申請者か
ら総合機構に照会できる仕組みが設けられている。
また、申請前の品目の開発方針等については、総
合機構による治験相談等の機会を提供している。
3) 国際的な合意（ICH）に基づいた通知を発出し、外
国臨床データの利用を促進しているところである。
4) 承認申請に必要となる各種試験の方法について
は、国際的な合意に基づいた内容となっている。
（注：安定性試験については諸外国と同様に３ロット
のデータを求めており、５ロットのデータは求めてい
ない。）

措置 措置
の分 の内
類
容

d

d

１）d
２）d
３）d
４）e

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

Ⅰ

厚生労働省では、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、
健康増進
①特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指導の徹底を図ること
法の受動
②効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること
喫煙防止
などに重点を置き、保健所を含めた様々な機関、団体等の協力を得ながら受動喫煙
厚生労働 に，保健
z13089
所等に指
省
防止対策を推進しているところであり、保健所においては地域の実情に応じ、事業
導権限を
所や学校における受動喫煙防止対策の普及を図る様々な取組がなされている。
付与する
今後とも、様々な機関・団体等の協力を得ながら、受動喫煙防止対策の一層の推
措置
進に努めてまいりたい。

-

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

以下の要望者意見・質問を踏まえ、再度検討願いたい。
第一次回答の４）の一般的な医薬品に関する要件というより、新
薬に関する要件（もし違いが有るなら）についてご回答を希望す
る。回答では外国臨床データの利用を促進しているところである
としているが、日本の当局は日本人の特別なデータの替わりに
日本人でないアジア人のデータを受け入れることに消極的であ
ることが更なる市場障壁となっているという問題に対してご回答
されたい。申請の進捗を含めた情報を規制当局から外国の申請
者が得られるようにする機能を申請手続に導入すべきであると
いう問題に関して、すでに申請者が助言を得ることや、見直中に
申請の進捗を知ることができる機能が有ればご回答されたい。

措置の概要（対応策）

-

国家公務員の離職後の再就職については、国家公務員法第１０３条第２項の規定
により、離職後２年間の営利企業への就職が厳しく制限されており、また、閣議決定
等に基づき独立行政法人等の役員に就いている退職公務員の状況等を公表し、透 z13090
明性の確保に努めるなど適切に対処しているところである。なお、要望の件について
は、当該制度を所管する省庁等で検討されるべき問題であると認識している。

全省庁

第一次回答４）は、新薬の承認申請における各種試験方法について記載したもので
ある。
外国臨床データの利用に関しては、ICH（日米EU医薬品規制調和国際会議）の指針
を踏まえ、GCP（臨床試験の実施基準）の遵守等、一定の条件を満たすものについ
ては、承認申請資料として受け入れている。ICHの指針では、医薬品の有効性及び
安全性に与える民族的要因（遺伝多型等の内因性民族的要因及び医療習慣等の外
因性民族的要因）を適正に評価するための考え方を示しており、遺伝的に近いと思
厚生労働
われる人種の臨床データも活用する一方で、医療習慣の違い等の外因性民族的要 z13091
省
因の影響を評価するために、国内での臨床試験データの提出も求めている。我が国
ではこれらのICHの指針に基づき海外臨床データの利用を促進しているところであ
る。
申請中の医薬品の審査進捗状況等の確認については、従来より、申請担当者から
総合機構の審査担当者に直接照会を行っていただいているところであるが、平成16
年9月には、これに加え、申請者側の担当役員等から総合機構の担当審査部長に
審査状況を照会し、進捗状況等の確認ができるようにしている。
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5110

グ
要望
要望
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種別
事項
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（規制
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番号
改革

5110004

特定非
営利活
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「子ども
に無煙
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5110014

特定非
営利活
動法人
「子ども
に無煙
環境
を」推
進協議
会
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

健康増進法
の受動喫煙
防止に，保
健所等に指
導権限を付
与する措置

健康増進法第25条の受動喫煙防止規
定で，レストラン・食堂，理美容店，公
衆浴場などの禁煙措置が定められて
いるが，本法の遵守については，都道
府県・政令市などの保健部局・保健所
に，その指導・監督権限が付与されて
いない。これらの事業所は，従来，保
健所に衛生などで指導監督権限があ
るので，受動喫煙防止についても権限
を付与すれば，実効性が上がることが
期待される。

受動喫煙防止については，義務化が
保健所は，レストラン・食堂，理美容
望まれるが，過渡的措置として，保健
店，公衆浴場などの監督権限があり，
所の権限とマンパワー，及び同業組合 健康増進法，地域保健法
同業組合との連携も期待できるので，
との連携など，受動喫煙推進に向け努
進めるべきである。
力すべき内容が多くある。

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

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

製薬産業に関して、オーストラリア政府
は日本政府に次のことを要求する。
1) 手続を簡素化の促進や、申請の未
処理分を減らすために、薬品の申請手
続を見直すべきである。

医薬品

5112

5112010

オース
トラリア

10

A

医薬品

2) 申請の進捗を含めた情報を規制当
局から外国の申請者が得られるように
する機能を申請手続に導入すべきで
ある。
3) 国際的研究を繰り返す必要性を除く
べきである。
4) 試験要件を国際慣行に沿うようにす
べきである。

以下の要望者意見・質問を踏まえ、再度検討願いたい。

薬事法２３条の２で指定される管理
医療機器は、製造販売にあたり、品
目毎に登録認証機関による認証を
受けなければならない。
薬事法
その他の管理医療機器及び高度管
理医療機器は製造販売にあたり、品
目毎に厚生労働大臣の承認を受け
なければならない。

１）
ｄ
２）
d
３）
ｄ
４）
ｃ
５）
e

１）２）３）４）
Ⅳ
５）-

１）現在、都道府県等を通じての情報提供を行って
いるが、通知等の送付窓口が登録されれば、在日
米国商工会議所、欧州ビジネス協会協議会等と同
様に業界団体等を通じての情報提供は可能であ
る。
２）現在でも、業界団体等を通じた薬事規制等に関
する具体的照会については個別に回答しているとこ
ろ。
３）承認基準及び認証基準は、国際的な規制が存在
するものについては可能な限りそれに準拠してい
る。臨床試験に係る国際的な規制がなく、安全性を
担保するために臨床データが必要である場合は、そ
の提出を求めることもある。これは、国内の企業に
対しても同様に要求されるものである。
４）現時点では、外国政府又は外国認証機関が発
行する適合証明書が、当該医療機器が我が国の規
制に適合していることの担保となることが証明、保証
されていないため、直ちに我が国の規制への適合
証明書とみなすことはできない。
５）安全対策の検討に当たっては、通常、複数回に
わたり国内外の企業差別なく、関係企業との間で、
直接面会、電話等の方法により十分な意見交換を
行うとともに、総合機構において委嘱した外部専門
委員の意見等を聴取し、当該企業にも伝達した上で
検討を行っているところである。また、外部専門委員
の名簿は、委員の同意を得た上で独立行政法人医
薬品医療機器総合機構のホームページに掲載され
ており、その所属等については公開され透明化が図
られているところである。

Compliance certificate とは、何のどういう基準に関する証明書
かというと、国際ハーモナイゼーション タスク フォースの書類で
説明されているように、必須条件として、14の安全・性能の本質
的原則に製造業者が合致していることを証明することである。国
際ハーモナイゼーション タスクフォース は それ自体基準を開発
してはいない。製造業者はこれらの原則に適合していることを証
明するために使用するメカニズムは弾力的である。一番普及し
ているメカニズムは、オーストラリア基準、ヨーロッパ基準、若しく
はISO基準のような国際的に認められていす基準を製造業者が
使うことである。これらの基準は強制的でなく、本質的原則に対
し適合していることを示す一つの方法である。医療器具技術は
急速に進展しているが、基準は、今日の技術の進展に時々追い
ついていかなくなっている。新しく興る技術に対し、参照すべき公
的基準が無い場合がある。製造業者が基準を使わない、若しく
は使う基準が無い場合に、適合審査機関(conformity
assessment body)と製造業者間で関連する本質的原則に如何に
適合していることを証明するかを相談するプロセスが有る。政府
規制機関と適合審査機関はの二つの役割において、規制当局
であり適合審査機関であるオーストラリアの医療品行政当局
(Therapeutic Goods Administration−TGA)は、審査を行う時に常
に安全と効果的医療器具や治療法を目指し、また政府やオース
トラリア国民への責任を心がけている。オーストラリアと日本は
医療器具に対する国際ハーモナイゼーション タスク ホースの規
制枠組を採択した (新しい規制が発効された時、オーストラリア
は2002年に、日本は2005年に採択)。この枠組は国際ハーモナ
イゼーションを進める上の一つの要素であるが、より重要なこと
は様々な国の規制枠組を、相互認証を通じて一つに纏めること
である.

現時点では、外国政府又は外国認証機関が発行する適合証明書が、当該医療機器
が我が国の規制に適合していることの担保となることが証明、保証されていないた
１）ｄ １）め、直ちに我が国の規制への適合証明書とみなすことはできない。特に、国際基準
２）d ２）の存在しない新技術の評価方法につき輸出国１カ国（地域）の規制当局と申請企業
厚生労働
医療器具
z13092
３）ｄ ３）省
だけで合意した国際的コンセンサスが得られていない証明方法に基づく証明書が添
４）ｃ ４）Ⅳ
付された医療機器を我が国として責任を持って受け入れるためには、個別医療機器
５）e ５）の品質、有効性、安全性の確認を審査を通じて行う必要があり、こうした確認なしに
受け入れることはできない。

33/54

5112

5112011

オース
トラリア
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A

医療器具

医療器具産業について、オーストラリ
ア政府は次のことを要望する。
1） 日本政府は、市場参入を希望して
いる外国企業や市場で新製品の販売
許可を希望している外国企業に公的な
規制に関するより多くの情報を提供す
べきである。
2） 日本政府は、市場参入の条件や産
業に対する規制についての情報を外
国企業に提供するための相談機能を
設置すべきである。
3） 日本政府は、高・低リスク医療器具
の産業基準を国際基準に更に一致す
るようにすべきである。
4） 日本政府は、政府ハーモナイゼー
ション タスク ホースの他のメンバー国
で認められた規制当局や審査機関が
発行する適合証明書を認め、受理する
べきである。
5） 日本政府が外部のアドバイザーを
使って有害事象報告の審査をする時
は、外部アドバイザーの属性や資格、
利害対立の可能性に関する情報を外
国企業に提供すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

医薬品産業における規制環境の良好
な進展にもかかわらず、オーストラリア
企業や製品の市場参入は、不必要で、
困難で、時間や費用がかかると思われ
る手続の対象となっている。特に、現
在承認されている製品を変更するため
の申請を含めて、現在、医薬品申請が
2年分未処理となっている。オーストラ
リア企業は、産業に対する規制当局か
ら助言を得ることや、見直中に申請の
進捗を知ることが困難であると指摘し
ている。企業は、国際的に研究された
ことを重複して行うことを求められてい
る。日本の当局は日本人の特別な
データの替わりに日本人でないアジア
人のデータを受け入れることに消極的
であることが更なる市場障壁となって
いる。
更に、日本は、新医薬品の安定テスト
を行うための五つのまとまった製品の
数量や、他の製品に関する安定テスト
を行うための三つのまとまった数量と
同一性テスト、錠剤の色を含めて全て
の結果を三通の作成すること等、独特
の安定テストのための要件を設けてい
る。

医療器具産業に関して、オーストラリア
企業は日本の公的規制のガイドライン
が有れば非常に有益であると指摘して
いる。ガイドラインが無いと外国企業の
市場参入が非常に困難であり、日本で
ビジネスを行うためのコストが膨らむ。
オーストラリア企業は主要な市場参入
や規制の問題について、企業と規制当
局間で協議や情報の流れを促進させ
る相談機能を日本政府が設けることを
希望している。日本の規制当局は国際
的に承認された医療器具基準より高い
リスクの器具基準を主として採用して
いる。特に、臨床試験データの観点か
らそうである。これは外国企業にとって
不利である。低から中リスクの医療器
具に対してすら、日本政府は“義務的”
安全基準や性能基準を採用している。
これらは主として国際基準にもとづい
ているが、外国企業への悪影響に対
する国際的要件を時々越えたものであ
る。日本政府は、少なくとも高リスク医
療器具の市場導入前承認の条件は日
本の適合審査機関の検査が満足に終
了することと表明している。これによっ
て、幾つかのケースでは重大な遅延が
生じている。政府ハーモナイゼーション
タスク ホースの他のメンバー国で認め
られた規制当局や審査機関による十
分な適合証拠を承認し、受理すること
はこの手続を合理化することになる。
更なる問題は、日本政府が有害事象
報告を審査するためや可能な分野の

根拠法令等

その他
（特記事項）
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえ
て、再検討願いたい。
「産業用カナビスを生育するために、規制により葉や花頂含まれ
ているテトラヒドロカンナビノール(Tetrahydrocannabinol: THC)を
１％以下にすることを定められている。マリファナはTHCが１５％
〜２５％を含んでいる。THCは3％以下であれば人体に影響がな
いことを十分に立証されている。国連の麻薬単一条約では、日
本は調印国で、特に産業用麻を禁止の対象としないことに調印
している。THC抽出の経費や時間を考えると、１５０グラムの産業
用麻の葉は価値として“ゼロ”である。」

大麻（大麻草の成熟した茎及びその
大麻取 製品を除く）を輸入することは、大麻
c
締法 研究者が厚生労働大臣の許可を受
けた場合を除き、禁止されている。

大麻草の成熟した茎又はその製品の輸入につい
ては、混入する大麻（葉、花、未成熟の茎、樹脂な
ど）が極めて少量であり、かつ分離等が困難でない
かぎり混入する大麻が濫用されるおそれ等があるこ
とから認められない。また、一定量以下の大麻の混
Ⅰ
入であっても、それを繰り返すことで、相当量の大麻
を回収できる等の理由から、許可基準等を設定し量
的規制を行うことは困難である。
なお、１５０ｇの大麻（葉）は、現在の末端価格で５０
万円以上であり、少量とは見なしえない。

雇用保
険法
昼間学生については、労働の能力
第４条
がないものと推定することとしている
e
第３項
が、具体的な判断については個別の
及び第
状況をみて判断している。
13条第
1項

雇用保険の基本手当は、被保険者が失業した場
合等一定の要件を満たす場合に支給されるもので
あるが、「失業」とは雇用保険法第４条第３項の規定
により、「被保険者が離職し、労働の意志及び能力
を有するにもかかわらず、職業に就くことができない
状態にあることをいう」こととされているところ。
昼間学生（学校教育法第１条にいう学校の学生、
生徒等であって、通信教育を受けている者、大学の
夜間の学部及び高等学校の夜間又は定時制の課
程の者以外のものをいう。）については、学生の都
合により職業に就き得ない状態にある者として、一
Ⅳ
応労働の能力がないものと推定することとしている
が、具体的な判断については個別の状況をみて判
断しているところ。
なお、公共職業訓練等を行う施設へ入校している
者は、原則として労働の意志及び能力があるものと
して取り扱うこととしており、必要な要件を満たしてい
る場合には、基本手当を支給しているところ。
また、ハローワークにおいては、失業者に対し、就
業可能性を高めるための公共職業訓練等の情報提
供や受講のあっせんを積極的に行っているところで
ある。

職業能
力開発
促進法
第15条
の6第3
項（委
託訓
練）、
第19条
（職業
訓練の
基
準）、
職業能
力開発
促進法
施行規
則第11
条（短
期課程
の訓
練）

職業能力開発促進法第15条の6第3
項において、職業を転換しようとする
労働者等を対象に委託訓練（短期課
程）を実施できることとされている。そ
の委託先として、既に様々な民間教
育訓練機関を活用しつつ、多様な人
材ニーズに応じた職業訓練を実施し
ｄ
ているところである。
また、公共職業訓練については、職
業訓練の水準の維持向上のため、
職業訓練の基準に従い実施すること
とされており（法第19条）、短期課程
の基準は、施行規則第11条におい
て定められているところである。

公共職業訓練の訓練期間については、委託訓練
を含め、原則６月以下の範囲で、再就職に結びつく
よう訓練内容等に応じた適切な訓練期間の設定が
可能である。
また、委託訓練の委託先選定に当たっては、職
業能力開発促進法施行規則第11条の規定（短期課
程の訓練基準）に基づき、訓練内容、訓練実施体
制、就職支援実施体制等に関して真に就職に資す
− るものとなるよう的確に行うこととしており、国におい
ては、全国共通の委託先対象要件及び選定の際の
各評価基準を策定するとともに、点数化した個別評
価基準に基づき総合評価を行った上で決定するな
ど、公正かつ適正な選定を行っているところである。
なお、求職者に対しては、公共職業安定所での
キャリアコンサルティング等を通じ、求職者本人の選
択に基づき、かつその適性・能力を踏まえた最も適
した訓練コースの決定を行っているところである。

-

確定拠出年金は、脱退一時金が支
確定拠
給される場合や高度障害の場合を
c
出年金
除き、60歳前の中途引き出しは認め
法
ていない。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保の
ために導入されるものであり、貯蓄とは異なるもの
であることから、原則として脱退一時金の支給要件
Ⅰ の緩和は認められない。平成17年10月に中途脱退
の要件が緩和されたが、それ以外に具体的にどの
ような場合に緩和が可能であるかについては、次期
制度改正時の検討課題である。

確定拠出年金制度は貯蓄のための制度でないことは理解できる
が、例えば、老齢給付金は、確定給付企業年金では６０歳前でも
退職時に受給が可能であるのに対して、確定拠出年金では６０
歳まで受給が不可能であるなど、同じ企業年金制度でも整合性
が取れていない部分があると考えられる。より多くの国民が安心
して加入できる制度的な素地を設けることが制度普及に資する
ことから、確定拠出年金の受給権を担保とした貸付けの容認に
ついて、他制度との整合性を勘案しつつ再度検討されたい。ま
た、次期制度改正時の時期を明確にされたい。

昼間学生については、具体的な判断については個別の状況をみ
て判断しているとあるが、統一的な基準についてお示しいただき
たい。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

e

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

Ⅰ

国連の麻薬単一条約においても、大麻の葉については、無条件に規制の対象として
いるところである。また、幻覚成分であるTHCの含有量が３パーセント以下であれば
人体に影響がないことを十分に立証されているとのことであるが、その根拠が明確
厚生労働 産業用繊
でなく、国際的にも大麻が規制されていることに変わりない。さらに、１５０グラムの産 z13093
省
維
業用大麻の価値はゼロと意見が付されているが、これが不正流通した場合、その価
値は末端価格で５０万円以上となることから、産業用大麻を他の大麻と区別すること
はできない。

Ⅳ

昼間学生（学校教育法第１条にいう学校の学生、生徒等であって、通信教育を受け
ている者、大学の夜間の学部及び高等学校の夜間又は定時制の課程の者以外のも
求職中
のをいう。以下同じ。）については、学生の都合により職業に就き得ない状態にある
の昼間学
者として、一応労働の能力がないものと推定することとしている。ただし、昼間学生で
生に該当
あっても、以下の基準をもとに、個別の状況をみた上で労働の能力があると判断さ
する者に
れる場合には、適用事業に雇用される等一定の要件を満たす場合に雇用保険法上
厚生労働 ついて、労
z13094
働の意思
省
の労働者としているところである。
と能力が
①卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事
あるものと
業に勤務する予定のもの
して取り扱
②休学中の者又は一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者で
われたい。
あって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると
認められるもの

z13095

c

Ⅰ

職業能
力開発促
進法第１５
条６・第３
厚生労働 項による
委託訓練
省
（造園）実
施施設等
の拡充に
ついて

確定拠出年金は、あくまでも老後の所得確保のために導入される年金制度であるた
め、原則として脱退一時金の支給要件の緩和は認められない。なお、確定給付企業
年金は適格退職年金に代わる、受給権の保護を規定した企業年金制度として整備
確定拠出
されたものであり、確定給付企業年金において60歳前でも退職時に受給が可能な場
年金の受
合を認めているのは、従来の適格退職年金の多くが退職時に支給している実態を踏
厚生労働 給権を担
z13096
保とした貸
省
まえた例外的な取扱いであり、整合性がとれていないとの指摘はあたらない。次期
付けの容
制度改正時期については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10月）後
認
5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な措置を
講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点となるが、
具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。

34/54

5112

5113

5113

5115

5112012

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

オース
トラリア

12

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

麻の輸入は使用目的に拘わらず、HS
コード53.000.00に日本の税関は分類し
ている。2005年7月に、貨物に極めて
小さな葉が混在していたために苫小牧
でトライアル輸入の通関ができなかっ
た。麻繊維や麻樹内部分の貨物に通
例小さな葉が混在している。麻葉の混
在量は輸入の１トン当たり150グラムで
ある。

オーストラリアは、産業用麻繊維や麻
樹内部分の輸入に関して、日本の当局
がそれらの貨物に粒子な葉の混在に
産業用繊維
おける受け入れられる量等に関して、
しかるべきレベルで適切な手続上の合
意をするための協議を要望する。

A

求職中の
昼間学生に
該当する者
について、労
働の意思と
能力がある
ものとして取
り扱われた
い。

現在ハローワークでは、就業のため
に学習中の失業者についても、昼間学
生は一律に就業能力がないものとして
扱っている。しかし、これらの学生を、
就業の意思と能力が充分認められるも
のとして対応してほしい。

造園技能士養成講座で学ぶ多くは、
家事・家業のためや単なる学究心から
ではない。漠然と職を求めるのではな
く、自己の職業能力を高め、一定の労
働条件の下に労働すべく、技術を身に
・失業給付を受けることが出来ない人 付け学習に挑んでいる。そして、労働
の項目として「昼間学生」通学者を一 に従事し、その対価を得て自己の生活
律に扱わない。
・失業者に対し、 に資し得る為に通学している。就職
就業の為の学習機関を積極的に紹介 難、或いは就職意思の薄弱が問題視 雇用保険法第４条第３項（意思、能力）
し、就業率を高めるよう、ハローワーク されている昨今、こうした積極的に社会
に関わろうとする者こそ奨励されるべき
等公共機関からも働きかけて頂きた
であり、彼らに昼間学生として求職活
い。
動や求職中の保護条件を規制すべき
ではない。私たちＮＰＯ法人は、一人で
も多くのものが己の技術と意欲を発揮
して社会に貢献できるよう、共に協力を
惜しまない。

①私たちＮＰＯ法人は今期５月１４日〜
８月９日の間、職業能力開発機構新潟
センターから委託を受けるも、３ヶ月の
期間では就職に結びつく充分な指導が
なされない。
②現在新潟県で
実施の造園科コースについては、平成
１７年度後期から民間委託に移行され
るも、採択基準が不明確のまま特定の
施設に限定されている状況にあり、早
急に改善が望まれる。

雇用能力開発機構新潟センターから
委託された３ヶ月程度の訓練期間に当
たっては、国家試験（造園技能士２、３
級）受験資格要件として最短６ヶ月の
期間に移行が必要である。今後継続
実施のめどが立っていないので、関係
官庁に対して改善指導を望む。

5113001

ＮＰＯ法
人
にいが
たアー
スサ
ポート

5113002

ＮＰＯ法
人
にいが
たアー
スサ
ポート

2

A

職業能力
開発促進法
第１５条６・
第３項による
委託訓練
（造園）実施
施設等の拡
充について

5115015

社団法
人全国
信用金
庫協
会・信
金中央
金庫

15

A

確定拠出年金制度は、一部の例外を
確定拠出年
除き中途換金ができない制度であるこ
確定拠出年金加入者等に対して、確定
金の受給権
とを勘案すると、加入者が受給資格を
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記
確定拠出年金法第32条第1項
拠出年金の受給権を担保とした貸付け
を担保とした
満たす時期までに生活困窮等に陥り
同様
ができるようにする。
貸付けの容
生活資金を必要とするケース等を想定
認
しておくことが肝要である。

1

その他
（特記事項）

委託先選定の基準や方法を明確に
すると共に、委託先は荷を拡大し、受
講生の選択性を採用するなど、受講生 職業能力開発促進法第１５条６・第３項
にとって望ましい条件の整備が求めら
れる。

継続

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

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

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
Ⅰ 者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
Ⅱ おける位置づけ、共済年金における職域部分の取
Ⅲ 扱い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困
難。なお、今後検討すべき事項である。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を認めること
によって、確定拠出年金制度のポータビリティを確保すること
が、制度の普及につながることから、今後の具体的なスケジュー
ルを明示のうえ早急に検討いただきたい。

確定拠
出年金 営業職員による運用関連業務（運用
運営管 の方法に係る情報提供）と運用商品
c
理機関 の販売等の事務の兼務は認められ
ていない。
に関す
る命令

営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
Ⅲ の事務の兼務については、運用関連業務の中立性
確保の必要性の観点から認めることはできない。

中立性確保の必要性は理解できるが、例えば、確定拠出年金に
おける運用商品が確定拠出年金専用のものであり、通常に販売
される金融商品とは異なる場合など、兼務しても中立性の維持
に支障がないと考えられる場合もある。中立性の維持のために
禁止すべき実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう再検討されたい。

c

Ⅲ

労働基
準法第
38条の
3
労働基
準法施
行規則
第24条
の2の2
平成9
年2月
14日労
働省告
示第7
号
労働基
準法第
38条の
4
平成11
年12月
27日労
働省告
示第
149号

専門業務型裁量労働制は、業務
の性質上、業務遂行の手段や方
法、時間配分等を大幅に労働者の
裁量にゆだねる必要がある業務とし
て厚生労働省令及び厚生労働大臣
告示によって定められた業務の中か
ら、対象となる業務を労使で定め、
労働者を実際にその業務に就かせ
た場合、労使であらかじめ定めた時
間働いたものとみなす制度である。
企画業務型裁量労働制は、事業
の運営に関する事項についての企 ｂ
画、立案、調査及び分析の業務で
あって、業務の性質上、業務の遂行
方法を大幅に労働者の裁量にゆだ
ねる必要があるため、当該業務の遂
行の手段及び時間配分の決定等に
関し使用者が具体的な指示をしない
こととする業務を対象として、労働者
を実際にその業務に就かせた場合、
あらかじめ労使委員会の決議におい
て定めた時間働いたものとみなす制
度である。

Ⅲ

措置に至るまでのスケジュールについて御教示いただきたい。

ｂ

Ⅲ

派遣元事業主は、紹介予定派遣を
行うに当たっては、６か月を超えて、
同一の派遣労働者の労働者派遣を
行わないこととし、派遣先は、紹介予 ｃ
定派遣を受け入れるに当たっては、
６か月を超えて、同一の派遣労働者
を受け入れないこととしている。

○紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働
力需給の結合に資するとともに、派遣労働者の希望
を踏まえた派遣先への直接雇用を促進するものと
考えられることから認められているものであるが、派
遣労働者の雇用の安定等を考慮すると、長期の紹
介予定派遣は適当ではなく、平成１４年１２月の労
働政策審議会の建議においても、「紹介予定派遣の
期間を一定期間に制限すること（略）が適当であ
る。」とされたところである。
Ⅲ
○このため、紹介予定派遣における同一の派遣労
働者の受入期間については、我が国の試用期間の
実態も参考にして、派遣先が派遣労働者の能力や
人柄を把握し、派遣労働者が派遣先の職場の状況
を把握できる期間として、６月以内としているところで
あり、御提案のように紹介予定派遣の受入期間を６
月以上に延長することは、派遣労働者の保護の見
地から適当ではない。

派遣先
が講ず
べき措
置に関
する指
針（平
成１１
年労働
省告示
第１３８
号）の
第２の
１８の
（１）、
派遣元
事業主
が講ず
べき措
置に関
する指
針（平
成１１
年労働
省告示
第１３７
号）の
第２の
１２の
（１）

裁量労働制の在り方については、規制改革・民間開
放推進３か年計画における指摘などを踏まえ、本年
4月より学識経験者からなる「今後の労働時間制度
に関する研究会」を開催し、御検討いただいている
ところである。

紹介予定派遣の期間を延長することで、派遣社員が業務内容に
ついて十分に理解することによるミスマッチの減少というメリット
も生じる。その観点を踏まえ、①あらためて紹介予定派遣の期間
延長について検討されたい。②検討実施時期について具体的に
示されたい。

c

ｃ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

確定拠出
年金企業
型年金の
資格喪失
者に対す
厚生労働
る個人型
省
年金加入
者としての
継続加入
条件の緩
和

5115

確定拠出
年金運営
管理業務
加入者が適切に運用商品を選択できるよう、運用関連業務の中立性を確保すること
にかかる
金融庁・厚
が重要であり、営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等の事務の兼務を z13098 生労働省 金融商品
営業担当
認めることはできない。
者による
兼務禁止
の緩和

裁量労働
厚生労働 制の対象
業務の追
省
加

第3号被保険者や公務員については、確定拠出年金においてのみならず、公的年金
ⅠⅡ 制度における位置付けや共済年金における職域部分の取扱い等も踏まえて検討す
z13097
Ⅲ
べき事項であるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えてい
る。

Ⅲ

平成17年度中に検討し、18年度に結論を得る予定である。

z13099

派遣労働者の雇用の安定等を考慮すると、長期の紹介予定派遣は適当ではなく、
労働政策審議会の建議においても、「紹介予定派遣の期間を一定期間に制限するこ
と（略）が適当である。」とされ、紹介予定派遣の受入期間については、同審議会の
紹介予定
厚生労働
派遣期間
答申に基づき、常用労働者の試用期間も参考にして６月以内としているところであ z13100
省
の緩和
る。紹介予定派遣の期間が長期に及ぶことには派遣労働者の地位を不安定にする
側面があり、労働政策審議会の建議等も踏まえると、紹介予定派遣の受入期間を延
長することは適当ではない。
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グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

継続

17

A

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

確定拠出年金業務を取り扱う金融機
関の体制整備において、本兼務禁止 確定拠出年金運営管理機関に関する
措置の緩和は、確定拠出年金の普及 命令第１０条第１号
に資するものと考えられる。

継続

20

A

現在は裁量労働制の対象外となって
いる以下の業務を、対象業務に追加す
裁量労働制
る。
の対象業務
・社会保険労務士
の追加
・ＦＰ技能士
・個別の営業活動を行う者

裁量労働制の対象業務を拡大すること
により、業務内容の多様化・成果主義
が浸透した実情に沿う形の就労形態
が可能となる。

紹介予定派
紹介予定派遣の期間を６ヵ月以上に延
遣期間の緩
長する。
和

紹介予定派遣期間については、労働
政策審議会の建議の趣旨（「紹介予定
派遣の期間を一定期間に制限すること
（略）が適当である。」）を踏まえつつ、
・派遣元事業主が講ずべき措置に関す
金融業等の専門性を必要とする分野
る指針（平成15年厚生労働省告示第
においては、派遣社員の業務適正を見
448号）第2−12−(1)
極めるため、あるいは派遣社員が業務
内容等について十分に理解するため
には、相応の期間が必要であるという
実情を考慮すべきである。

16

5115

5115017

社団法
人全国
信用金
庫協
会・信
金中央
金庫

5116

5116020

社団法
人 第
二地方
銀行協
会

社団法
人 第
二地方
銀行協
会

具体的事業の
実施内容

A

5115016

5116021

具体的
要望内容

個人型年金の運用指図者は、それま
で積み立てた資産を個人型年金に移
確定拠出年
換したうえで引き続き資産の運用を行
金企業型年
うことはできるが、新たに掛金を拠出す
金の資格喪
確定拠出年金企業型年金の資格喪失
ることはできないため、個人型運用指
失者に対す
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記 者についても個人型年金の加入者とし
図者にならざるをえない転職者は、当 確定拠出年金法第６２条第１項
る個人型年
て継続的に掛金の拠出を行うことを選
同様
初の資産形成プランを実現できないこ
金加入者と
択できるようにする。
とはもちろんのこと、拠出期間を長期に
しての継続
分散させることによる運用リスクの軽
加入条件の
減化を図ることもできず、健全な資産
緩和
形成に支障をきたす懸念がある。

社団法
人全国
信用金
庫協
会・信
金中央
金庫

5116

要望事項
（事項名）

21

A

・労働基準法38条の3、4
・労働基準法施行規則第24条の２の２
・労働省告示第７号（平成９年２月14
日）
・労働省告示第149号（平成11年12月
27日）

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

労働者
派遣法
第４０
条の２
○平成１４年３月の労働者派遣法施
第１
行令の改正により、いわゆる２６業
ｃ
項、労
務に金融商品の営業関係の業務が
働者派
追加されたところ。
遣法施
行令第
４条第
２５号

措
置
の
内

Ⅱ

措置の概要（対応策）
＜派遣受入期間の制限の撤廃について＞
○労働者派遣事業は、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用
慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発
揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に悪
影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、臨時
的・一時的な労働力需給調整システムとして位置付
けられるものであり、こうした考え方により、派遣受
入期間の制限が設けられているところである。労働
政策審議会においても、「派遣期間の一定の限定
は、いわゆる長期雇用慣行の我が国における位置
付けを踏まえると、今回の見直しにおいては、引き
続き維持することが適当」と建議されており、派遣受
入期間の制限の制度趣旨等にかんがみると、その
撤廃は困難である。
＜２６業務と自由化業務の区分の撤廃について＞
○労働者派遣事業は、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用
慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発
揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に悪
影響を及ぼすおそれがあること等から、派遣受入期
間の制限が適用されない業務（いわゆる２６業務）と
しては、公労使の合意も経て、「専門的な知識、技
術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管
理を行う必要があると認められる業務」であって、
「当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活
の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその
雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損な
わないと認められるものであること」を要するものと
されているところであり、２６業務と自由化業務の区
分を撤廃することは困難である（労働者派遣法第４
０条の２第１項）

派遣元責任者については、当該事
業所の派遣労働者の数が１００人以
下のときは１人以上の者を、１００人
を超え２００人以下のときは２人以上
の者を、２００人を超えるときは、当 ｃ
該派遣労働者の数が１００人を超え
る１００人ごとに１人を２人に加えた
数以上の者を選任することとしてい
る。

○派遣元責任者は、派遣労働者に係る派遣元事業
主の雇用管理上の責任を一元的に負う者であり、そ
の職務は、①派遣労働者に対する派遣労働者であ
ることの明示等、②派遣労働者に対する就業条件
等の明示、③派遣労働者の氏名等の派遣先に対す
る通知、④派遣労働者及び派遣先に対する派遣停
止の通知、⑤派遣労働者ごとに記載した派遣元管
理台帳の作成等、⑥派遣労働者に対する必要な指
導の実施、⑦派遣労働者から申出を受けた苦情の
Ⅲ
処理、⑧派遣先との連絡・調整、⑨派遣労働者の個
人情報の管理に関すること、⑩派遣労働者の安全
衛生に関し、派遣先等の連絡調整を行うことであ
る。
○派遣元責任者のこのような責任及び業務は、あく
までも、派遣先の事業所の数ではなく、担当する派
遣労働者の数に応じて増減するものであり、派遣元
責任者の選任は、派遣労働者の数に応じて行われ
るべきものであると考えている。

厚生労働省においては、既に平成
13年12月より売掛債権担保融資制
度を利用する場合の債権譲渡特約
Ｃ
の部分解除を実施し、更に平成17年
4月によりその譲渡対象者の範囲の
拡大を措置したところである。

各省庁及び地方公共団体に適用する統一的な共通
ルールの策定については、制度を統一的に調整す
Ⅳ
る権限がないため、当省として回答できる立場にな
い。

労働安
全衛生
法第45
条
労働安 フォークリフトについては、一年を超
全衛生 えない期間ごとに一回、定期に、資
b
規則第 格を有する労働者による自主検査を
行わなければならない。
151条
の21
同則第
151条
の24

特定自主検査を含む定期自主検査制度は、対象
となる機械等の安全を確保するため、事業者が当
該機械等の使用過程において、一定期間ごとに自
主的にその機能をチェックし、異常の早期発見と補
修に資することを目的とする制度である。
要望趣旨である検査期日の柔軟化については、
制度趣旨に反しない範囲で検討することとする。

労働者
派遣法
第３６
条、労
働者派
遣法施
行規則
第２９
条

Ⅲ

その他

再検討要請

（派遣受入期間の撤廃について）
要望者は、派遣労働者として長期的に働くことを望む労働者の
ため、派遣期間制限の撤廃を求めているものであり、要望者の
意図も踏まえ、今一度検討し、見解を示されたい。
（金融商品の営業関係の業務について）
要望者は、金融機関における派遣労働者の活用ニーズが拡大
している現状を踏まえ、いわゆる２６業務の範囲について、貸出
商品の取り扱い、クレジットカード業務等を含め拡大することを求
めているところであり、要望者の意図も踏まえ、今一度検討され
たい。

派遣労働者数ではなく事業所数の多寡が業務に直接影響を与
えているという実情や派遣期間の長期化、従業員管理の合理化
等の進展状況を踏まえた上で、派遣労働者基準の緩和又は見
直しについて、改めて検討し、見解を示されたい。

省庁間での統一的な対応を願いたい。

要望元からの下記意見を踏まえ、早期に検討を開始し、平成18
年度までに措置を講ずることの可否について示されたい。
「貴省回答では『制度趣旨に反しない範囲で検討』とあるが、要
望の通り車検と同様の管理であれば、最長でも１日しか期日は
変わらず、特に趣旨に反しないと考える。管理上の煩雑さを緩和
するために、18年度中に対応するなどの早急な制度改正を要望
する。」

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

Ⅱ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

＜派遣受入期間の制限の撤廃について＞
○労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、労働者の安定した雇用機会の
確保、長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ、臨
時的・一時的な労働力需給調整システムとして位置付けられるものであり、こうした
考え方により、派遣受入期間の制限が設けられているところである。労働政策審議
会においても、「派遣期間の一定の限定は、いわゆる長期雇用慣行の我が国におけ
る位置付けを踏まえると、今回の見直しにおいては、引き続き維持することが適当」
と建議されており、派遣受入期間の制限の制度趣旨等にかんがみると、その撤廃は
厚生労働
z13101
困難である。
省
＜金融商品の営業関係の業務について＞
○いわゆる２６業務に含めるべき業務については、当該業務の専門性や常用労働
者の雇用の安定に及ぼす影響などについて具体的に検討することが必要であり、具
体的要望、業務の実態等を踏まえ、必要に応じて検討すべきであると考えているとこ
ろであるが、御提案の「貸出関連商品の販売、クレジットカード業務等」は、様々な業
務が含まれ得るものであり、専門性や常用労働者の雇用の安定に及ぼす影響など
について検討するための具体性がなく、これをもって、いわゆる２６業務に含めること
の可否について回答することは困難である。

ｃ

c

b

労働者派
遣事業に
おける派
遣期間の
上限が適
用されな
い業務（い
わゆる26
業務）への
貸出関連
商品の取
扱い等の
追加

Ⅲ

○派遣元責任者は、派遣労働者に係る派遣元事業主の雇用管理上の責任を一元
的に負う者であり、その職務は、①派遣労働者に対する派遣労働者であることの明
示等、②派遣労働者に対する就業条件等の明示、③派遣労働者の氏名等の派遣先
に対する通知、④派遣労働者及び派遣先に対する派遣停止の通知、⑤派遣労働者
労働者派
ごとに記載した派遣元管理台帳の作成等、⑥派遣労働者に対する必要な指導の実
遣事業に
施、⑦派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、⑧派遣先との連絡・調整、⑨派遣
係る「派遣
労働者の個人情報の管理に関すること、⑩派遣労働者の安全衛生に関し、派遣先
厚生労働
元責任者
z13102
省
等の連絡調整を行うことである。
の選任方
○派遣元責任者のこのような責任及び業務は、あくまでも、派遣先の事業所の数で
法」の見直
はなく、担当する派遣労働者の数に応じて増減するものであり、派遣元責任者の選
し
任要件を派遣先の事業所数にすると、派遣先の事業所数が少ない場合等において
十分な数の派遣元責任者が選任されないことにより、派遣元責任者としての責任及
び業務が十分に遂行されない事態が生じる恐れがあるため、現行の基準を緩和す
ることは、派遣労働者の保護という観点から適切ではない。

Ⅳ

各省庁及び地方公共団体に適用する統一的な共通ルールの策定については、制度
z13103
を統一的に調整する権限がないため、当省として回答できる立場にない。

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

Ⅲ

特定自主検査を含む定期自主検査制度は、対象となる機械等の安全を確保する
ため、事業者が当該機械等の使用過程において、一定期間ごとに自主的にその機
フォークリ
能をチェックし、異常の早期発見と補修に資することを目的とする制度であり、検査
フトの特定
証を交付し、その有効期間を定めている車検制度とは異なる制度のものである。
厚生労働 自主検査
z13104
実施日の
省
なお、要望はフォークリフトのみならず、安全衛生法施行令第１５条に規定する機
猶予につ
械等に係る定期自主検査制度全般に関わることから、関係法令全般の改正につい
いて
て検討する必要があるため、「平成18年度までに措置を講ずること」旨の要望につい
ては不可能である。
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全省庁

5116

5116

5118

5118

5116025

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団法
人 第
二地方
銀行協
会

5116026

社団法
人 第
二地方
銀行協
会

5118006

社団法
人リー
ス事業
協会

5118019

社団法
人リー
ス事業
協会

25

26

6

19

A

要望事項
（事項名）

労働者派遣
事業におけ
る派遣期間
の上限が適
用されない
業務（いわゆ
る26業務）へ
の貸出関連
商品の取扱
い等の追加

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

派遣期間の上限が適用されない業務
（いわゆる26業務）に、貸出関連商品
の取扱い、クレジットカード業務等を追
加する。
または、特定26業務と自由化業務の区
分、派遣期間の上限を撤廃する。

金融商品の販売等に関する法律第2
条第1項に規定する金融商品は預金
業務についてのみ規定しているため、
貸出関連商品の説明・相談・契約締結
については、26業務に入っていない。
しかしながら、顧客ニーズの多様化に
伴い、銀行の取扱商品も多様化してお
り、派遣社員の取扱可能業務が拡大さ
れれば、顧客に対するサービスの向上
に資することから、「金融商品の営業
関係の業務」の範囲に貸出関連商品
の販売、クレジットカード業務等を追加
すべきである。

・労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条件の整備
等に関する法律第40条の2
・同施行令 第4条第25号
・労働者派遣事業に関する実務指針
（労働者派遣事業関係業務取扱要領）
第9−4−（25）
・派遣先が講ずべき措置に関する指針
（平成11年労働省告示第138号）第2−
3

・労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条件の整備
に関する法律第36条
・同施行規則第29条

A

労働者派遣
事業に係る
「派遣元責
任者の選任
方法」の見
直し

派遣元責任者の選任方法について、
「派遣労働者200人につき１人」、ある
いは「派遣先事業所50先につき１人」
の基準を導入し、いずれかの基準によ
り派遣元責任者を選任できるよう見直
す。

・現行の派遣元責任者の選任数は派
遣労働者数を基準としているが、この
ことについては、派遣元責任者が労働
者に対して行う助言・指導や苦情処理
等の業務を考慮すれば、当然にその
合理性は認められる。
・しかしながら、近時の規制緩和による
派遣期間の長期化や労務管理の合理
化を踏まえると、派遣労働者数の基準
を緩和・見直すべきである。
・また、新たに派遣事業所数単位の基
準を導入し、いずれかの基準で派遣元
責任者を選任できるようになれば、派
遣元責任者の負担軽減にもつながる。

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。

本年6月に同要望を提出したが、各省
庁の対応が異なり、引き続き、統一的
かつ早急な対応が求められる。

A

フォークリフ
トの特定自 フォークリフトの年次検査（特定自主検
主検査実施 査）について、日時管理ではなく車検
日の猶予に 同様の期日管理を要望
ついて

フォークリフトの年次検査は労働安全
衛生規則の解釈では1年を超えないで
実施となっている。また、実施日が次
回の年次検査満了日となるため、毎年
期日が前倒しとなる。これにより、年次
検査の期日が毎年変わり、リース等を 労働安全衛生規則第１５１条の２１
行う場合にはリース期間と年次検査が
一致しないなど管理が煩雑化してい
る。車検同様に一ヶ月前から検査実施
可能で、かつ検査期日は初年度登録
時と変わらないこととしていただきたく。

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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

出入国
管理及
び難民
認定法
第7条
出入国
管理及
び難民
認定違
法第七
条第一
項第二
号の基
準を定
める省
令：法
別表第
一の二
の表の
医療の
項の下
欄に掲
げる活
動

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

① 外国人看護師に関する在留資格（医療）におけ
る就労制限の緩和については、「規制改革・民間開
放推進３か年計画（改定）（平成17年3月25日閣議
決定）」に基づき、日本の看護師資格を取得した者
には「医療」の在留資格を付与し、現在の在留期間
「４年以内」を延長する方向で検討しているところで
ある。（17年度中に結論）

日本の看護師学校等を卒業し、日本 ①b
の看護師免許を取得した外国人は、
「医療」の在留資格を取得し、4年間
Ⅲ
② 我が国において医療の提供を行うには、患者の
の研修として看護業務に従事するこ ②c
生命、身体に直接影響を及ぼすこと、医療現場にお
とが出来る。
いてはチームの一員として活動することなどから、
日本語によるコミュニケーション能力だけでなく、日
本の医療に関する専門的な知識および技能等の能
力が不可欠である。したがって、日本で安全・適正
に看護業務（医行為）を行うためには、日本の資格
の取得が不可欠である。

グ
要望
要望
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事項
プ化 体名
（規制
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改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

-

z13105

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

5118

5118030

社団法
人リー
ス事業
協会

30

A

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

-

z13106

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

5118

5118031

社団法
人リー
ス事業
協会

31

A

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

5119

5119002

テンプ
スタッフ
グルー
プ

2

A

外国人研
修・技能実
技術移転による送出国への国際貢献
習制度の見 現在62職種、114作業のみ対象となっ
という趣旨を徹底するため、日本での
直し（技能実 ている職種を一定条件に達する職種
成長産業（ＩＴ分野、サービス分野等）
習移行対象 へ拡大することを求める。
へ職種を拡大する。
職種の拡
大）

現在の技能実習移行対象職種には、Ｉ
Ｔ分野やサービス産業など、現在の日
本の成長産業が含まれていない。当該
制度の技術移転による国際貢献という
意義を明確にするためにも、成長分野
への対象拡大を行うことが必要があ
る。

5119

5119004

テンプ
スタッフ
グルー
プ

4

A

外国人に関
する医療保
険と年金保
険の加入分
離

根拠法令等

ｂ（経済連携協定の枠組みの中で検討）

出入国
管理及
び難民 外国人が、国内で介護業務に従事
b
認定法 するための在留資格は存在しない。
第2条
の2

・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
事業運
営基本
法人
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）

フィリピンとの間では、日比経済連携協定におい
て、一定の要件を満たすフィリピン人介護福祉士を
受け入れることについて、昨年１１月末に大筋合意
したところであり、今後の協定締結等を経て、その具
体的な枠組みを検討することとしている。
なお、外国人の介護労働者の受入れに関しては、
諸外国との経済連携協定交渉を進めていく過程で、
交渉相手国から介護労働力の受入れ要望があった
場合、経済連携協定締結促進の観点から、我が国
の介護福祉士資格取得など一定の要件のもとに受
Ⅰ
け入れることを、関係省庁と連携しつつ検討していく
こととしているが、その受入れにあたっては、不法就
労、不法滞在その他犯罪の防止等に留意するととも
に、我が国の労働市場へ悪影響等を及ぼさないよ
う、適切な措置を講じる必要がある。
このため、経済連携協定の枠組みの下で、受入れ
者の要件や受入枠の設定、送り出し・受入れ機能の
一元化など適切な仕組みや体制を整備することを
前提条件として受入れを認めることとしているもので
あり、ご要望のように、経済連携協定の枠組みとは
別に実施することは、これらの問題が生じるおそれ
があることから、適当でないと考えている。

・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
ある。
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ｄ
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。

技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途上
国等への効果的な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研修成果を客
観的かつ公正に評価することができる公的評価制
度が我が国内で整備されている職種であることとし
ている。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、①職業能力開発促進法に基づく技能検定制
度、②営利を目的としない機関における技能評価制
度を（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件
の下に認定するものの2種類があり、①の技能検定
−
にない職種については、国内外の要望を踏まえ、②
の方法で対応している。
②の評価制度の認定においては、当該技能につ
いて、公的に評価できるものであり、かつ、送出国
のニーズがあること並びに技能の内容の斉一性及
び階層性が確保されていることを前提として、当該
評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験
実施体制等を考慮し認定することとしており、関係
業界団体等において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価制度として（財）国際
研修協力機構の認定を受ければ、技能実習移行対
象職種とすることが可能である。

健康保
険法第
３条、 健康保険法及び厚生年金保険法
厚生年 上、国籍を問わず適用事業所に常
C
金保険 時使用される者を被保険者としてい
る。
法第６
条及び
第９条

現行制度上、健康保険の適用事業所の範囲は厚
生年金保険の適用事業所の範囲に含まれることか
ら、健康保険が強制適用されることとなる場合には
厚生年金保険が同じく強制適用されることとなる。こ
の点にかんがみ、被保険者資格取得届についても
事業主の便宜等を考え、健康保険と厚生年金保険
とを一つの様式としているところである。
我が国に居住する外国人の方に対して、自国民と
同じように社会保障制度を適用し、必要な保障を行
うことは、国際的にも要請されているところ（社会保
障の最低基準に関する条約（昭和５１年批准）など）
であり、我が国の社会保障制度においても、一定の
要件を満たした者については国籍を問わず被保険
者とし、また給付を行うものとしている。また厚生年
金保険制度については老齢のほかに障害や死亡と
いったリスクにも対応するものであり、制度に加入し
Ⅰ
ている間に保険事故が発生した場合は障害給付又
は遺族給付が支払われることとなる。さらに、短期
滞在の外国人の方について支払った保険料が給付
に結びつかないという問題は、最終的には社会保障
協定により解決すべきと考えられるが、このような解
決が図られるまでの特例措置として、外国人の方が
帰国した後に脱退一時金を支給する仕組みを設
け、本人負担分については返還しているところであ
る。
こうした中で、外国人の方についてのみ厚生年金
保険の強制適用の対象から除外するといった措置
を取ることは、労働者のための社会保障制度におい
ては、当該労働者が日本人であっても外国人であっ
ても、事業主としての責任に違いはないものと考え
ているところ、労働者の国籍による格差を設けること
となることから、適切でない。

以下の４点について貴省のお考えをお示し頂きたい。
（１）現在の職種により研修生送出国のニーズが本当に満たされ
ているか疑問である。貴省がニーズを知る機会としてどのような
場があるか、具体的に示されたい。現在の職種は日本国内では
少なくとも成長分野ではなく、技術移転による国際交流・国際貢
献を考慮すると、国内での成長産業における職種を大幅に拡大
すべきである。
（２）「国際研修協力機構（ＪＩＴＣＯ）の認定を受ければ対象職種と
することは可能」とあるが、JITCOの認定及び職業能力開発促進
法に基づく技能検定制度による現行の方法に限定する必要が
本当にあるか。拡大の可能性はないか。
（３）職種拡大の検討から実施に至るまでの期間の短縮を図る必
要はないか。
（４）公的評価制度の下、研修から技能実習に移行することに
なっているが、その運用（研修期間に実施する実務研修の内
容、研修講師の資格・素養等）は、国際貢献及び技能移転との
制度趣旨から乖離していると言わざるを得ず、その改善が必要
と思われるが如何か。

以下４点につき貴省の考えをお示し頂きたい。
（１）社会保障協定により解決すべき問題というが、現状はアメリ
カ、イギリス等の欧米諸国を相手国とする協定が中心で、研修・
技能実習生の送出し国の上位にある中国、ＡＳＥＡＮ等のアジア
の国々とは未だ協定は結ばれていない。これらの国と今後社会
保障協定を結ぶ予定の有無、有るとすればその時期。
（２）労働者の国籍による格差を設けることは適切ではないとされ
るが、受給権を得るのに25年を要することを踏まえると、永住を
前提とする日本人と、比較的短期間での帰国を前提とする外国
人とで制度が異なることに問題はないと考えるが如何か。
（３）外国人の方のために脱退一時金を支給する仕組みがあると
いうが、例えば還付手続は本人の出国後にならないと完了しな
いなど要する手間と時間が多大である。利用者にとって利便性
が低い制度を改善する予定の有無。
（４）現行の年金制度は外国人の方へ大きな負担となり、公平性
を欠く結果になっている。障害年金・遺族年金の存在をもって制
度を正当化しておられるが、そもそも両者は年金制度の一環と
すべきものか。制度を簡素化し、外国人だけでなく日本人ですら
加入しない者が多くみられる年金制度全体への信頼回復に努め
るべきと考えるが如何か。

（１）ｄ
（２）ｄ
（３）ｄ
（４）ｄ

c

-

Ⅰ

(1)送り出し国のニーズの把握については、JITCOで実施している送り出し国との定
期協議等で把握している。
また、本制度における移行対象職種の追加については、送り出し国のニーズだけ
でなく研修成果を客観的かつ公正に評価できる公的評価制度が国内で整備されて
いること、国内の産業界における受入れ体制が確保されていること等を総合的に勘
案し対応しているところである。
なお、成長産業の分野への対応については、さらに情報を集めていくこととしてい
る。
（２）研修から技能実習への移行の要件とされている「研修成果の評価」においては、
外国人研
研修期間中に修得した技能を客観的かつ公正に評価する必要があるため、職業能
修・技能実
警察庁・法
力開発促進法に基づく技能検定制度及びJITCO認定評価システムを活用している。
習制度の
務省・外務
（３）対象職種の追加にあたっては、送り出し国のニーズ、国内産業界の受け入れ体 z13107 省・厚生労 見直し（技
能実習移
制の確保及び当該職種の技能に係る客観的かつ公正な評価が可能な評価制度の
働省
行対象職
国内における整備が必要であり、特に技能検定制度にない職種については、国の委
種の拡大）
託によりJITCOが当該職種の評価制度を技能実習制度にふさわしいものであるか否
かについて、公平かつ適正な審査を行い認定しているところである。このため職種に
よっては、職種追加の要望を受けてから、評価制度の整備等を確認するまでの期間
には長短が生じているところであるが、JITCOにおける審査については、可能な限り
短期間で実施するよう指導しているところである。
（４）本制度の運用については、ご指摘のとおり制度趣旨を十分に理解しない一部の
受け入れ機関等による不適正な事例が見られるところであり、厚生労働省としても、
適正な制度運用のため、関係府省庁等と連携して制度趣旨の周知徹底、指導の強
化等を行っている。

（１） 社会保障協定の締結相手国については、①相手国の社会保障制度における
社会保険料の負担の規模、②在留邦人や、進出日系企業等の状況、③経済界から
の具体的要望の多寡、④ 二国間関係、⑤我が国と相手国の社会保障制度の違い
等を総合的に考慮しつつ、決定していくこととしているところであり、現時点で御指摘
の中国やＡＳＥＡＮ等のアジアの国々と協定を締結する具体的な予定はない。
（２） 我が国に居住する外国人の方に対して、自国民と同じように社会保障制度を
適用し、必要な保障を行うことは、国際的にも要請されているところ（社会保障の最
低基準に関する条約（昭和５１年批准）、経済的、社会的及び文化的権利に関する
国際規約（昭和５４年批准）など）であり、我が国の社会保障制度において労働者の
国籍による格差を設けることは、この要請に反するものであることから、適切でない
と考えている。
外国人に
（３） 脱退一時金の請求手続は、出国前に請求書の入手が可能であること、記載内
関する医
容は氏名や住所といった基本的な情報のみであること、及び社会保険庁へ当該請
警察庁・厚 療保険と
z13108
生労働省 年金保険
求書を送付することで請求が完了することなどから、過度の負担とはなっていないも
の加入分
のと考えるが、今後とも制度の周知広報とともに請求手続の周知に努めて参りた
離
い。
（４） 公的年金制度は、稼得能力の喪失・減少が起こった場合に、本人及び遺族の
所得を保障し、その生活を支えるものであり、稼得能力の喪失・減少のリスクについ
ては、高齢になった場合だけではなく、障害を負われた場合、死亡された場合につい
ても同様である。
このように、障害給付及び遺族給付については、障害や死亡といった、老齢と同様
に個人の努力では対応できないリスクに備え、国民生活の安定を図るという点にお
いて、老齢給付と並ぶ主要な給付であり、国民生活に必要不可欠な役割を果たして
いると考えている。

37/54

医療保険は身近な補償制度であるた
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 永住ビザを持たない外国人は近い将 め外国人の加入メリットはあるが、厚
て一体で加入しなければならないが、 来必ず帰国するため厚生年金保険へ 生年金保険は加入しても、年金受給資
格を得られず、保険料を支払うこと自
の加入を任意とする。
外国人に限り健康保険と厚生年金保
体無駄になってしまう。
険の加入を分離させることを求める。

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）

厚生年金法
健康保険法

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

「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

厚生年
金保険
法附則
第２９
条

制度の現状

措
置
の
分

我が国の年金制度は、国籍にかか
わらず等しく適用されており、日本に
短期滞在する外国人について保険
料納付が年金給付に結びつかない
という問題は社会保障協定の締結
C
により解決すべき問題であるが、こ
のような解決が図られるまでの間の
特例措置として、短期滞在の外国人
の方に対し、保険料を返還してい
る。

措
置
の
内

厚生年
金保険
法附則
平成6
年34条

その他

我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国
籍にかかわらず等しく適用されており、そもそも、短
期滞在の外国人の方について保険料納付が老齢給
付に結び付かないという問題は、社会保障協定の
締結により解決すべき問題である。
しかし、特に開発途上国などでは、母国の年金制
度が未熟であるなどの理由で、協定による解決に時
間がかかる場合があるのも事実であり、こうした事
態を踏まえ、脱退一時金という特例的な制度を設け
ているところである。
このような制度の位置付けや経緯から、脱退一時
金は、あくまでも３年という「短期間」を限度とした、
「当分の間」の特例的な措置として設けられており、
これらの前提条件は、法律上において明確に規定さ
Ⅰ
れている（厚生年金保険法附則第２９条において「３
６月」を限度として「当分の間」支給するものと規
定）。
脱退一時金の対象期間の上限の延長は、これら
の制度導入の前提条件に反し、法律上の制度の位
置付けと整合しないことから、このような法律改正を
検討することは考えていない。
また実際の支給額については、被保検者期間６ヶ
月きざみで算定されているところであるが、国民年
金制度における死亡一時金や旧厚生年金保険制度
における脱退手当金といった我が国制度における
一時金である給付と同様の算定方法を採っているも
のである。

厚生年
金保険
法附則
第29条
厚生年
脱退一時金の事務処理について
金保険
は、社会保険庁において申請を受理
法附則
してから通知するまでに通常必要と e
平成12
される標準処理期間として１０５日と
年22条
定めている。

措置の概要（対応策）

-

本要望は、法令等に基づき申請者に課している規
制の撤廃・緩和に関する要望ではない。
なお、標準処理期間については審査、支払いのた
めの電算処理、日本銀行が行う海外送金処理に要
する期間を勘案して１０５日としているところである。
この期間の短縮については、海外送金処理を行う
日本銀行や国庫金を取り扱う各金融機関における
事務処理の大幅な見直しが必要となり、また社会保
険業務センターのシステム開発を行うための相当な
経費の確保も必要となる。したがって、標準処理期
間から短縮を図ることは現状において困難である。

再検討要請

（１）研修・技能実習生を初めとして、日本への入国は中国、韓
国、ＡＳＥＡＮ各国のアジアの国々が多い。これらの国と今後社
会保障協定を結ぶ予定はあるのか、また、あるのであれば、い
つ頃を予定しているか教えて頂きたい。
（２）短期間を３年とする理由を教えて頂きたい。
（３）専門的・技術的分野の外国人労働者を積極的に受け入れる
という方針があるのであるから、外国人の方がより入国しやすく
なるように制度を見直し、３年間としている短期間の定義を５年
間に延長できないか再検討頂きたい。
（４）一時脱退金の現行テーブルは６ヶ月刻みであるため掛け金
と脱退金に格差が生じ、不公平感がおき加入への抵抗が生じる
結果となる。その解決策としてテーブルの刻みを月単位にして頂
きたい。

ー

１０５日間の事務処理期間について、具体的に、各関係機関に
おけるどのようなプロセスに何日かかるのかお示し頂いた上で、
見直せるプロセスがないか再度検討頂きたい。
本要望は、外国人労働者の入国促進のために意味のあるものと
考えられ、積極的に検討頂きたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

e

Ⅰ

-

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

（１） 社会保障協定の締結相手国については、①相手国の社会保障制度における
社会保険料の負担の規模、②在留邦人や、進出日系企業等の状況、③経済界から
の具体的要望の多寡、④二国間関係、⑤我が国と相手国の社会保障制度の違い等
を総合的に考慮しつつ、決定していくこととしているところであり、現時点で御指摘の
中国やＡＳＥＡＮ等のアジアの国々と協定を締結する具体的な予定はない。なお、韓
国との間では既に協定が締結されており、平成１７年４月より発効しているところ。
（２）（３） 脱退一時金について、３年分を限度として本人負担相当額を支給している
厚生年金
ところであるが、この「３年」としていることについては、
保険の脱
①日本に短期滞在する外国人に対する時限的な特別の措置であること、②期
退一時金
間が定められている在留資格期間の最長期間が３年以内であること、③脱退一時金
厚生労働 制度にお
z13109
ける受給
省
の対象となる出国者の９割が滞在期間３年以内であること、などを考慮したことによ
金額テー
るものであり、この上限を延長する法律改正は考えていない。
ブルの見
（４） 脱退一時金の支給額については、被保険者期間６ヶ月きざみで算定している
直し
ため、結果として、被保険者期間の月数により、本人負担の満額相当に満たない場
合があるが、これまでも国民年金制度における死亡一時金等について、同様に幅を
持たせた期間に基づく算定方法を採ってきているところであり、これを変更することに
ついては慎重な検討を要するものと考えている。

脱退一時金の事務処理については
・請求書の受理後、受給要件等の審査に概ね２０日程度
・裁定処理、支払処理、及び日本銀行、金融機関における海外送金の事務処理に概
ね７０日程度
・諸外国により差異があるが、請求者の口座への振込に概ね１５日程度
要することから合計１０５日間の標準処理期間を定めているところである。
厚生年金
しかしながら、標準処理期間の見直しは、日本銀行や国庫金を取り扱う各金融機
保険の脱
関における事務処理の大幅な見直しや、社会保険業務センターのシステム開発を行
退一時金
厚生労働
制度にお
z13110
うための相当な経費の確保が必要となることから、現状において困難である。
省
ける送金
なお、本要望は、法令等に基づき申請者に課している規制の撤廃・緩和に関する
事務処理
要望ではない。
の短縮化
標準処理期間は通常の事務処理に要する標準的な期間で、請求書の記載内容
の審査が容易である場合には実際の手続に要する期間は若干短縮されるものであ
る。

5119

5119

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

5119005

テンプ
スタッフ
グルー
プ

5119006

テンプ
スタッフ
グルー
プ

5119008

テンプ
スタッフ
グルー
プ

5120003

特定非
営利活
動法人
日本情
報安全
管理協
会

5

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

A

厚生年金保
険の脱退一
時金制度に
おける受給
金額テーブ
ルの見直し

厚生年金保険の脱退一時金制度につ
いて、脱退一時金裁定請求の手続に
より受給される金額のテーブルを細分
化し、かつ、受給金額の上限を拡大さ
せることを求める。

現在受給金額は被保険者期間が６ヶ
月から最大３６ヶ月（料率テーブルは最
大2.4％）までの6段階しか想定してい
ないが、これを最大６０ヶ月（5年間）ま
で延長し、支払テーブルを１ヶ月単位
の５４段階に拡大させる。
６０ヶ月（５年間）以上滞在する方は、
永住ビザを取得できるので、６０ヶ月を
最大テーブルとする。
これは外国人の被保険者にとって厚生
年金の加入促進のインセンティブとし
て機能するため、加入者数の増大に大
きく寄与する。

料率テーブルがアップした直後に被保
険者期間が終了した方と料率テーブル
がアップする１ヶ月前に被保険者期間
が終了した方との支払保険料と受給金
額の関係を見ると、その差が大きく、不
利益を被る方が存在する。
また、現在被保険者期間の上限テーブ
ルを３年（３６ヶ月）としているため、そ
れ以上長期に加入（特に日系人）して
いても被保険者メリットはなく、加入拒
否や不満を持つ被保険者が多く存在
する。

厚生年金法

A

厚生年金保
険の脱退一
時金制度に
おける送金
事務処理の
短縮化

現在脱退一時金裁定請求手続の申請
書類受付から書類審査完了までに１〜
申請書類受付から本人口座への送金 ２週間かかり、その後本人口座への送
厚生年金保険の脱退一時金制度につ
完了までの期間を１ヶ月程度に短縮す 金処理に３〜４ヶ月を要している。実態
いて、裁定請求手続の書類審査後か
では申請から送金までに約半年間を 厚生年金法
る。
ら本人口座へ送金するまでの期間を
そうすることで外国人の厚生年金加入 要するケースがある。この手続きの遅
短縮することを求める。
延が、外国人の間で不評を買い、厚生
率が高まる。
年金保険の加入促進の妨げになって
いる。

B

①日系人への職業紹介事業について
日系人は、比較的他職場で応用の利
は、外国人における社会保険の適正
かない単純業務に就いていることが多
運用を実施している事業所以外は求
く、退職後、他の仕事に就くことが困難
日系人への職業紹介及び職業訓練機
人票を受付けない等規制を強化する。
日系人への
である（就ける仕事が限定的）。また、
能を、知見があり、かつ適正運営を実
職業安定法等
②日本国内での転職を円滑にできるよ
職安機能拡
キャリア形成も困難な状況である。民
施している民間人材派遣会社に開放
う、日系人向け職業訓練機能を拡充さ
充
間企業の持つ知見・ノウハウを活用
することを求める。
せ、実績・経験の豊富な民間業者に当
し、日系人の実態にあった適切なサー
該事業を開放することで日系人への
ビスが必要である。
サービスレベルの向上を図る。

B

コンプライア
ンス監査シ
ステムの導
入

外国人雇用サービスセンター及び日系人雇用サービスセンター
事業の包括的民間開放について、貴省の見解をご教示願う。な
お、要望者からの再検討要請は以下の通り。

有料又は無料の職業紹介事業を
職業安
行おうとする者は、厚生労働大臣の
定法第
許可を受けなければならない。ただ ｄ
３０条、
し、特別の法人等が届出をして行う
３１条
場合においてはこの限りではない。

職業安定法に定める職業紹介事業の許可又は届
出を行った者が、職業紹介を日系人に対して行うこ
とについては、職業安定法上何ら規制は存在しない
ものである。
また、ハローワークにおいては、求人票の受理に
当たり、厚生年金等の加入が適正に明示されてい
ない求人については、社会保険事務所等関係機関
と連携の下、求人を受理しないことも含め、必要な
指導を行っているところである。
なお、民間事業者が日系人に対し職業訓練を行う
ことについて何ら規制は存在しない。

人事院に国家公務員倫理審査会
が置かれており、職員の職務に係る
倫理の保持のための研修に関する
総合的企画調整や国家公務員倫理
規程の遵守のための体制整備に関
し、各省各庁の長に指導等が行わ d
れている。また、各省各庁に倫理監
督官が置かれており、審査会の指示
に従い、職員の職務に係る倫理の
保持のための体制整備等を行って
いる。

人事院に国家公務員倫理審査会が置かれてお
り、職員の職務に係る倫理の保持のための研修に
関する総合的企画調整や国家公務員倫理規程の
遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長に指
導等が行われている。また、各省各庁に倫理監督
官が置かれており、審査会の指示に従い、職員の
職務に係る倫理の保持のための体制整備等を行っ
ており、各職員に対し公務員倫理等について周知徹
底することにより、非倫理的行為等の未然防止に努
めているところである。

『①規制がない（指導を行っているに過ぎない）ために、不健全
事業者は安易な日系人雇用に走っている。社会保険の適正運
用を実施させることは、不法労働者の規制にもつながる。
②日系人関係の犯罪が徐々に増えてきている今、日系人の実
態に合わせて、制度を見直す必要がある。当社としては単純業
務についていることが多い日系人に対して、職業紹介を通じて
キャリアパスの形成に寄与したい。
そのためには、国の事業として日系人向けの職業訓練機能を負
う必要があり、ハローワークでその機能を荷なうことが高コスト化
してしまうのであれば、市場化テストの対象事業として、ノウハウ
を有している民間企業に開放することで日系人へのサービスレ
ベルの向上及び社会コストの低減を図ることは如何か。
③当社が求めているのは、民間コストで職業訓練を行うというこ
とでなく、社会問題化している日系人のキャリアパス形成を実行
するために国の事業として行うことを求めている。』

-

ｃ

-

外国人雇用サービスセンター及び日系人雇用サービスセンターについては、全国
ネットワークでの無料職業紹介事業を行うハローワークの組織であり、当該業務につ
いては、ＩＬＯ第８８号条約を遵守する観点から、国が直接実施する必要がある。な
お、これらのセンターにおいては、職業訓練事業は行っていない。
日系人へ
また、我が国での就労が認められている日系人の方を含め、新たに仕事を探す必
警察庁・厚
の職安機
z13111
生労働省
要が生じた者に対しては、公共職業安定所においてきめ細かな職業相談を行うとと
能拡充
もに、就職のために職業訓練の受講が必要と判断される場合には、公共職業訓練
のあっせんを行い、職業訓練を無料で受けることができるようにしているが、こうした
公共職業訓練の実施に当たっては、現在においても、多様な訓練ニーズに対応する
ため、民間教育訓練機関等への委託訓練を積極的に活用しているところである。

z13112
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全省庁

コンプライ
アンス監
査システ
ムの導入

5119

5120

8

3

コンプライアンスに関するアンケート調
昨今、公務員による不祥事露見が頻
査を各行政機関ごとに実施し、その結
発しているが、これを未然に防ぐため
果に基づいて客観的なコンプライアン
には、何よりもコンプライアンス意識を
公務員による不正行為や非倫理的行
スレベルを評価、コンプライアンス研修
高めることにある。
為を未然に防止し公共サービスのレベ
なし
を行うことによりコンプライアンスレベ
事後においては、監察組織による対応
ルを高めるため、第三者機関による監
ルを高める。このシステムは問題が
ということになるが、このシステムは少
査システムを導入する。
あってからの対応ではなくコンプライア
しでも未然に不正を防ぐことが目的で
ンス意識を高めることによる不祥事の
ある。
予防システムである。

その他
（特記事項）

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

行政手
続等の
情報通
信の技
術の利
用等に
関する
法律、
厚生労
働省の 電子申請を行う場合、「署名等に代
所管す わる措置」（本人確認の手段）とし
る法令 て、電子署名及び電子証明書の送 d
に係る 信もしくは識別番号及び暗証番号の
入力が必要とされている。
行政手
続等に
おける
情報通
信の技
術の利
用に関
する法
律施行
規則

ー

「モデル事業」については、その基
本的枠組みを維持しつつ、平成18年
度予算からは、「成果重視事業」とし d
て、「モデル事業」の一般化への取
組が行われている。

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３
号）第５２条に基づく営業許可につい
て、移動式店舗については、主たる
食品衛 固定施設の営業所等の所在地以外
C
生法 の都道府県の管轄以外にも移動し
て営業を行う場合には、改めて当該
都道府県知事の許可を要するものと
している。

措
置
の
内

-

-

措置の概要（対応策）

電子申請における本人確認の手段としては、政府
全体の方針として、安全性等の観点から、原則とし
て電子署名が必要とされている。しかしながら、厚生
労働省においては、健康保険組合の事業状況報告
などの手続について、識別番号及び暗証番号の入
力による本人確認を行っているところであり、また、
社会保険の一部の手続について、社会保険労務士
が提出代行等を行う場合に、事業主の自署等に代
わる措置として識別番号及び暗証番号の入力によ
ることを認める利用促進策をモデル的に実施したと
ころである。
今後も引き続き、利用者アンケート等を実施し、今
年度中に策定するオンライン利用促進のための行
動計画に反映させ、利用者視点に立った利用促進
策を講じてまいりたい。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2005」（平成17年6月21日）に基づき、平成18年度か
ら最適化を実施する社会保険オンラインシステムを
はじめとするレガシーシステム等については、「モデ
ル事業」を一般化した「成果重視事業」として、概算
要求を行っているところである。

食品衛生法第５２条に基づく営業許可については、
地域の実情に応じて各都道府県が条例により施設
基準を設定していること、また、各都道府県等が地
域の実情を踏まえつつ食中毒の発生予防等の監視
指導を確実に行うためにも、移動式店舗が複数の
都道府県等をまたがって営業を行う場合には、管轄
Ⅰ
のいずれの都道府県からもこれを取得する必要が
あると考える（移動式店舗が特殊な営業形態である
ことをかんがみても確実に許可を受けることが必
要。）。ご要望の規制緩和は、飲食に起因する衛生
上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図
る観点から、困難であると考える。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

-

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

z13113

-

z13114

-

z13115

全省庁

全省庁

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

移動式店
舗の都道
府県域を
超えた営
厚生労働
業許可手
省
続きの簡
素化（窓口
のワンス
トップ化）

5121

5121

5122

5121003

5121004

5122002

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

日本マ
ルチペ
イメント
ネット
ワーク
運営機
構

日本マ
ルチペ
イメント
ネット
ワーク
運営機
構

福井県

3

4

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

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

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

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
モデル事業
納付の取り扱い件数についても年度ご
を活用して
とに目標値を明確化しての計画立案と
の電子政府
事後評価を確実に行って欲しい。すな
の推進
わちモデル事業を現行の予算編成を
改革するための試行事例としてのみだ
けでなく、電子政府の活性化のために
も幅広く活用して取扱い対象の多い電
子申告・電子納付の項目については適
用することを検討いただきたい。

A

移動式店舗
の都道府県
域を超えた
営業許可手
続きの簡素
化（窓口のワ
ンストップ
化）

自動車に施設を設けて食品の調理販
売等を行う移動式店舗で、イベントや
出張PRなど他の都道府県で一時的な
営業を行う場合、主たる営業の拠点で
ありかつ食材の仕込み場を有する都
道府県等で営業の許可を受けていれ
ば、関係都道府県等の保健所へその
許可の写しを届出することで、営業を
可能とする。

c

厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会に
おいては、医薬品のリスクの程度等に応じた適切な
情報提供の在り方等について検討を行っているとこ
Ⅳ
ろである。
これらの検討結果を踏まえ必要な制度改正を行
うこととしている。

１）検討部会にて審議された医薬品販売制度をめぐる諸課題に
ついては、薬店によるインターネット販売を認めることで逆に解
決が図れるものも多いと考える。IT戦略本部によりIT新改革戦略
が打ち出されるなど、社会のIT化は確実に推進されつつある。
医薬品販売制度においても消費者にとっての有益性を高めるべ
く、薬店によるインターネット販売に対する規制緩和を積極的に
検討して頂きたい。
２）医薬品販売の免許を有する薬店がインターネット販売を行う
際に、その薬店が適切な販売を行っている旨を消費者に証明す
る仕組みとして、オンラインマーク制度の導入を検討されたい。
具体的な例として、一般的なインターネット通信販売については
社団法人日本通信販売協会が運営するオンラインマーク制度
（http://www.jadma.org/ost/index.html）という仕組みがあるが、
医薬品販売においてもこれと同様の制度を導入するよう検討し
ていただきたい。これにより、インターネット販売を行う薬店を一
元的に管理する枠組みが整い、インターネット上の医薬品販売
の状況を当局が適切に監視・管理が図れるものと考える。また、
同時に、個人輸入等医薬品の氾濫を助長するようなホームペー
ジとの相違を消費者に対して示すことも容易となると考える。

要望理由

根拠法令等

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。

地域の活性化を図るための、移動式
店舗を利用して、食に関する地域ブラ
ンドを広く全国に発信し、地域ブランド
の確立を目指す。
具体的には、移動式店舗の営業につ
いては、食品衛生法に基づく営業許可
が必要であるが、複数の都道府県等
にまたがって営業する場合は、現行制
度では各々の都道府県等の許可が必
要である。
各都道府県等の施設許可基準に若
干の差があることや、その都度許可手
数料も必要となることから、許可手続き
を簡素化し、事業者の負担を軽減す
る。

福井県では、地域ブランド創造活動
推進事業により、「敦賀ラーメン」のブ
ランド化を目指したプロジェクトを支援
している。そこで、移動式店舗（いわゆ
る屋台ラーメン）の営業範囲を拡大す
るための手続きを簡素化し、京阪神方
面において「敦賀ラーメン」の積極的な
食品衛生法第５１条、５２条第１項、６６
PRを展開する事業者の負担を軽減す
条
る。
自動車に施設を設けて食品の調理
食品衛生法施行規則第６７条
販売等を行う移動式店舗に限定し、か
つ、移動範囲をその日のうちに営業に
関わる一連の作業が完結できる範囲
であれば、衛生の確保は図れる。取り
扱い手続きの簡素化を図るもので、衛
生の確保等を緩和するものではないと
考える。

【以下要望理由】
本要望は以前に提出された要望と同
様のものですが、提示された問題点が
改善されないまま現在に至っているた
め、その再審議を求めるものです。

以下の要望者意見・質問を踏まえ、再度検討願いたい。

「医薬
品の販
売方法
につい
て」（昭
一部の薬効群の医薬品について
和６３
一定の条件の範囲で限定的に通信
年３月
販売を認めている。
３１日
付薬監
第１１
号課長
通知）

具体的事業の
実施内容

c

Ⅰ

昨年12月15日に取りまとめられた、「厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部
薬店によ
会報告書」(以下「報告書」という。）においては、リスクが比較的低い医薬品（日常生
る医薬品
活に支障を来す程度ではないが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれ
のインター
がある成分を含む医薬品）については、リスクの程度や購入者の利便性、現状ある
厚生労働
ネット販売
z13116
省
程度認めてきた経緯に鑑みると、薬局、店舗販売業の許可を得ている者が、電話で
の規制の
の相談窓口を設置する等の一定の要件の下で通信販売を行うことについても認めざ
緩和もしく
るを得ないと考えられる、とされている。
は撤廃
今後、この報告書の趣旨等を踏まえ、必要な制度改正を行うこととしている。
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5126

5126001

ケン
コーコ
ム株式
会社

1

A

薬店による
医薬品のイ
ンターネット
販売の規制
の緩和もしく
は撤廃

薬店による医薬品のインターネット販
売を規制する通知（昭和63年3月31日
薬監第11号 厚生省薬務局監視指導
課長通知）の緩和もしくは撤廃を要望
いたします。
また、規制の緩和にあたっては、1)自
治体の指導の適正化・均質化のため
の措置・2)事業者による自主的な秩序
維持を図るための措置、をあわせて講
じるよう要望いたします。

【以下要望理由後半（前半は左欄参
照）】
・ 近隣に薬店がないあるいは少なく、
商品の品揃えが乏しい地域にお住ま
いの方
・ 伝統薬など限られた地域でのみ流通
問題の所在は家庭用の医薬品を販売 されている医薬品を他の地域でお求め
することが許されている薬店であっても の方
インターネットを利用した販売は取扱の
範囲が著しく狭められており、風邪薬 現行の規制の下では消費者が直接来
や頭痛薬などの健康管理のために家 店可能な範囲に在る薬店でしか医薬
庭に常備されているような一般的な医 品を購入できず、消費者が自らの状況
薬品の販売さえ認められていない点に に応じて自らの健康を委ねる薬店を選
あります。
択する権利と自由が制限されていま
す。国民のライフスタイルは多種多様
情報通信技術の進歩と普及により、対 化が進んでおり、そうした消費者への
面による口頭・文書での情報提供・服 配慮も求められています。対面販売の
薬指導と同等のサービスを非対面でも 趣旨を確保するための措置を講じ医薬
実現し得る環境となっており、従来の 品のリスクに応じて適切な販売体制を
薬事法が想定していなかった状況が生 とる薬店に対してはインターネットを利
用した販売形態を認めることで、消費
じています。
者自らが希望する薬店において医薬
また、現行の規制は店頭での販売を前 品の情報入手、相談並びに購入がで
提とするために一部の消費者に不便 きるような制度とするよう要望します。
が生じています。例えば、下記のような これにより国民自身による健康管理
方々は自らが求める医薬品を店頭で （セルフメディケーション）の向上に資
購入することが難しい状況にあり、代 することができると考えます。
替策が必要とされています。
・ ご自身が障害や疾病をお持ちなどで これに伴い、新たな制度の実効性を高
外出が容易ではない方
め安定的かつ継続的な運用のため
・ 家族に乳幼児や要介護者がいる世 に、インターネットを用いた販売を行う
帯などで外出を控えたい方
薬店には任意で当局への届出を促す
・ 様々な事情で営業時間内に薬店を などの秩序維持のために必要な補完

「医薬品の販売方法について」昭和63
年3月31日薬監第11号 厚生省薬務局
監視指導課長通知
「インターネット販売及びカタログ販売
に関する通知について」平成16年9月3
日薬食監麻発第0903013号 厚生労働
省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
長通知

その他
（特記事項）
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

①
①国民
c(
健康保
険法第 ①法令に委託できる特別の規定が 一
８０条 ない限り、全ての保険者事務を私人 部
ｄ）
に委託することはできない。
の２

措
置
の
内

薬事法
第１３
条第１
項、
第１４
条第１
項、
第２４
条第１
項、
第５５
条第２
項、
第８０
条の２

「入院
時食事
療養の
新設に
伴う実
施上の
留意事
項につ
いて」
（平成6
年8月5
日保発
104
号）、
「入院
時食事
療養の
基準等
に係る
届出に
関する
手続き
の取扱
いにつ
いて」
（平成
16年2
月27日
保医発
第
022700
4号）

②介護保険の保険者は、市町村で
あり、法令に委託できる特別の規定
がない限り、他の主体に保険者とし
ての業務を委託できない。

①
Ⅰ

②介護保険制度は社会保険の仕組みであり、強制
的な被保険者資格付与・保険料徴収等をはじめとす
る仕組みやその高度の公共性、地方分権の趣旨等
を踏まえ、市町村が保険者とされている。介護保険
に関する窓口業務は、原則として公権力の行使に
あたることから市町村職員が行うことが適当である。
一方で、パンフレットの配布のような事実行為に関
しては現行制度でも委託可能と解される。
なお、今般の改正介護保険法第１４４条の２（１７
年１０月施行）により、収納については民間委託が
行えるよう措置したところである。

ＰＥＴ用ＦＤＧを院内で製造し、他の
医療機関へ授与を行う場合、授与さ
れるものは医薬品としての取扱いが
必要となり、薬事法上の医薬品の製
ｃ
造販売承認と医薬品製造業の許可
が必要である。また、他の施設への
授与を行う者は、医薬品販売業の許
可が必要となる。

入院時食事療養(Ⅰ)の届出に当たり
整備が必要とされている食事せんを
含む食事療養関係の帳簿の様式に
e
ついては、当該保険医療機関の実
情に適したものを採用して差し支え
ないこととされている。

食事は医療の一環として提供されるべきものであ
り、食事の提供に関する業務は保険医療機関自ら
行うことが原則である。保険医療機関において作成
すべき食事療養関係帳簿に係る様式については、
「保険医療機関の実情に適したものを採用して差し
支えない」としているものであり、特に規制をかけて
統一すべきではないと考えている。

同法第
児童相談所長は必要があると認め
３３条
るときは、児童に一時保護を加え、
第１
又は適当な者に委託して、一時保護
項、第
を加えさせることができる。
２項

ｅ

-

−

ー

再検討要請

「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」では、「公共
サービス効率化法（市場化テスト法）案」（仮称）において、今回、
特例措置を整備する６つの業務「以外の地方公共団体の業務に
ついても、今後、地方公共団体や民間事業者の提案等を踏まえ
つつ、市場化テストが可能な業務であるかについて検討を進め、
結論が得られたものについて、逐次、必要な措置を講じる」とさ
れたことを踏まえ、また、本件が現実の状況を踏まえた地方公共
団体からの提案であることを考慮し、本件に関する市場化テス
ト・民間開放の推進について、さらに検討いただきたい。なお、当
方としては、公権力の行使であるからといって、市場化テスト・民
間開放になじまないとは考えていないことを申し添える。

③国民年金に関する法定受託事務については、原
則として公権力の行使にあたることから、市町村職
員が行うことが適当であるものである。
一方で、国民年金に関する法定受託事務のうち、書
類の受け取り等の事実行為や補助的業務について
は、現行において民間委託することが可能であると
考える。

ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、ガンマ線を放出する放射性
医薬品であることから、製造する場合には、品目ご
との承認が必要である。品目ごとの承認を得た後
も、その製造においては、製造管理・品質管理体制
が整備された施設でなされる必要があることから、
その構造設備の状況等の審査を受けた上で製造業
の許可を得る必要がある。販売・授与についても、
品質管理が必要であるとともに、安全性に関する情
報の収集・提供、不良品の回収等が義務づけられ
るものとなることから、販売業許可を得る必要があ
Ⅰ
る。
ただし、薬事法の下で治験としての届出を行い、臨
床的な研究を他施設と共同で行う場合には、院内で
製造された当該製剤を他の施設に提供（有償での
提供も可能）することが認められている。
また、当該製剤については、既に製薬企業により
製造販売が開始されており、医療機関で製造設備
を新たに設けなくとも、使用可能となっている。長崎
市及び佐世保市内の大半の地域へは製薬企業か
らの供給が可能と承知している。

児童福
都道府県等は報告又は送致の
祉法第
あった児童につき、必要があると認
２７条
めるときは、児童福祉法２７条第1項
第１項
第3号に基づき、児童福祉施設等に
第３号
入所措置を採らなければならない。

その他

①国民健康保険制度は、地域の住民を対象に強制
的に資格を付与し、保険料を徴収するものであり、
これらの業務は原則として公権力の行使にあたるこ
とから、市町村長に留保されるべきであり、市町村
職員が行うことが適当であるものである。
一方で、公権力の行使にあたらない補助的な業務
等は民間に委託することが可能であると考える。
なお、国民健康保険料の収納については、一定の
要件の下で私人に委託できることとしている。

②
c(
②
一
Ⅰ
部
ｄ）
③
③市町村が行う国民年金に関する
Ⅰ
事務は、平成１３年度までは国の機 ③
③国民 関委任事務とされ、平成１４年度以 c(
年金法 降は法定受託事務とされている。 一
部
第５条
ｄ）
の３

②介護
保険法
第３
条、第
１４４条
の２

措置の概要（対応策）

入所措置が決定された子どもの入所先は、都道府
県下に適当な施設がない、または都道府県下の適
当な施設に空きがない等といった理由により、沖縄
県など他の都道府県下の児童福祉施設等へ入所
措置することは可能である。
また、一時保護委託についても同様である。

-

-

-

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

①国民健康保険に関する窓口業務は、市町村自体が行うことが原則だが、国民健
康保険料の収納や、補助的な業務等の一部事務については、現行制度でも私人に
委託することが可能である。
①c

②介護保険制度は社会保険の仕組みであり、強制的な被保険者資格付与・保険料
徴収等をはじめとする仕組みやその高度の公共性、地方分権の趣旨等を踏まえ、市
区民事務
② ①Ⅰ
町村が保険者とされている。介護保険に関する窓口業務は、市町村自体が行うこと
所・区民
c(一
総務省・法
が原則だが、パンフレットの配布のような事実行為に関しては現行制度でも委託可
サービス
z13117 務省・厚生
部ｄ） ②Ⅰ
コーナー
能と解される。
労働省

5130

5130001

葛飾区

1

B

窓口業務
の委託化

③ ③Ⅰ
③国民年金に関する法定受託事務のうち、書類の受け取り等の事実行為や補助的
c(一
業務については、現行においても民間委託が可能と考える。なお、保険料免除申請
部ｄ）
や障害基礎年金裁定請求の受理及び所得の審査等については、本人の所得等を
市町村民税課税台帳等から確認する必要があり、当該事務の民間委託について
は、少なくとも、市町村民税課税台帳等の各種個人情報の閲覧を民間事業者に認
めることが前提となる。

z13118

z13119

z13120

40/54

(PET施設
共同利用
特区）院内
にて合成
製造され
たPET用
厚生労働 FDG製剤
を同一法
省
人（サテラ
イト）にお
いて特例
的に使用
することの
容認

病院内約
厚生労働
束食事箋
省
の統一

措置児の
養護施設
厚生労働
保護にお
省
ける規制
緩和事業

5133

5136

5136

5133001

5136002

5136014

医療法
人祥仁
会理事
長 千
葉憲哉

（社）日
本ュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

（社）日
本ュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

1

2

14

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・飾区においては、住民基本台帳・印
鑑登録・戸籍・外国人登録・税・国民健
康保険・介護保険・国民年金等に関す
る事務（台帳作成・諸証明発行・各種
資格得喪届等）を取り扱う機能を有す
区民事務
る区民事務所（その他の別機能も有し
所・区民
ている）と区民事務所取扱業務範囲内
サービス
で主に諸証明発行を行っている区民
コーナー窓
サービスコーナーという機関がある。
口業務の委
これらの事務処理を民間事業者が行
託化
なうことを可能とする各種関連法規（地
方自治法、住民基本台帳、戸籍法、地
方税法、国民健康保険法等）の緩和及
びこれに必要な法制度の確立を求め
る。

(PET施設共
同利用特
区）院内にて
合成製造さ
れたPET用
FDG製剤を
同一法人
（サテライト）
において特
例的に使用
することの容
認

院内にて合成製造されたFDG製剤を自
家消費される場合は、医療機関自らの
責任により提供され、他に販売・授与し
なければ、薬事法の規制対象外とな
る。本提案は、同一医療法人内（サテ
ライト等）における自家消費に限定使
用するものであり、特例による規制緩
和を要望する。

約束食事箋は治療食献立の栄養基準
であるが、個別の病院など医療機関が
バラバラに作成している。医療監査の
対象として医療帳票が対象となり、具
体的には約束食事箋が対象となるた
病院内約束
め給食を委託されている給食事業者
食事箋の統
は全国の多数の病院毎にちがう栄養
一
基準の帳票を整備せざるを得ない。全
国展開している給食事業者にとって帳
票類に記載する時間と労力が膨大で
あり、事務コストアップの要因となって
いる。中央官庁の主導によって約束食
事箋の統一化を実施してほしい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

区内に点在する６箇所の区民事務
所、4箇所の区民サービスコーナーの
窓口業務を包括的（１０箇所をまとめて
事業委託）に民間に委託することによ
り、民間活力を生かす幅が広がり創意
工夫による窓口接客の向上、業務クオ
リティの向上、コストの削減が期待でき
る。

現行法の関連で、公務員のみが事業
主体であるため、窓口時間を延長する
場合は、常勤職員のローテーション勤
務により対応せざる得ず、夜間・休日
等の開庁への弾力的な対応ができな
い状況である。これらの業務への民間 住民基本台帳法第12条、第20条、住
委託を進めることにより、住民サービス 民基本台帳法施行令第15条
地方税法第20条の10
の機会の拡大が期待できる。
また、複数年契約による委託が可能
となれば、職員が担う場合に生じる、
３、４、５月という１年の中で最も繁忙期
における人事異動による一時的なマン
パワーの低下を防ぐことも可能となる。

医療法人祥仁会 西諫早病院内に整
備されたサイクロトロン装置により合成
製造されたFDG製剤を長崎市及び佐
世保市において「施設共同利用」を目
的とし同一法人のサテライトに対し提
供する計画です。本提案が容認いただ
ければ、PET装置導入の初期投資額
が大幅に削減でき、またサイクロトロン
の効率的な稼動により、PET検査費用
の低価格が実現できる。従って被検診
者にとって利用し易い環境となりなお
一層の普及が期待できる。

平成17年2月9日の厚生労働省からの
最終回答。1．同一法人のサテライト施
設への提供については、医師・医療施
設間での授与行為が生じるため責任
の所在を明らかにし、輸送時も含め、
患者に使用する当該医薬品の品質や
安全性の確保は必要である。2．治験
の枠組みの中で、科学的、論理的な規
則に準拠し、試験研究の目的の使用を
行うべきと考える。3．現在、製薬企業
よりFDG製剤の供給がなされており、
病院でのサイクロトロン装置を設けなく
とも使用可能である。▼最終回答に対
する意見１･◆医師・医療施設間での
薬事法第12条第1項、第２４条第1項、
授与行為に対し「責任の所在」は明確
第55条第2項
にすることは当然である。◆輸送時及
び品質・安全性の確保は放射線障害
予防法により､既に日常的に実施され
ており特に問題は生じないと考える。2.
現行法（治験の枠組）により取扱い可
能としているが、既に全国施設におい
てFDG製剤の投与実績がある。また民
間病院が治験による医薬品承認を取
得する為には、膨大な人材・費用更
に、長期間を要ことから、コスト削減を
目指す本提案の趣旨に相違する。3.製
薬企業によるデりバリーは、半減期の
問題から当長崎県は使用が困難視さ
れる。

約束食事箋は治療食献立の栄養基準
であるが、個別の病院など医療機関が
バラバラに作成している。医療監査の
対象として医療帳票が対象となり、具
体的には約束食事箋が対象となるた
め給食を委託されている給食事業者
は全国の多数の病院毎にちがう栄養
基準の帳票を整備せざるを得ない。全
国展開している給食事業者にとって帳
票類に記載する時間と労力が膨大で
あり、事務コストアップの要因となって
いる。中央官庁の主導によって約束食
事箋の統一化を実施してほしい。

全国展開している給食事業者にとって
帳票類に記載する時間と労力が膨大
病院内約束食事箋の統一
であり、事務コストアップの要因となっ
ている。

●東京都で保護された措置児を、一定
期間に限り沖縄県など児童育成に適し
た、自然が残っており、かつ人的・教育
措置児の養
的環境が整っている地域にある養護施
護施設保護 ●東京都の措置児の一時的な都外施
設等で養育することで、コミュニケー
における規 設における養育を可能として頂きたい
ション能力の向上をはじめとする社会
制緩和事業
生活への適応を促し、ひいては児童の
社会的自立を支援するような活動に広
げていく。

●現状では、措置児は措置を行う都道
府県下にある施設に入所することが原
則となっている。一方で東京を中心と
する都市部では、社会としての子ども
の養育力が低下しつつあり、措置が必
要である子どもの人数も期間ともに増
加しているものの、養護施設等受け入
れ先の収容能力は限界を迎えつつあ
●児童福祉法、児童福祉法施行令
る。そこで、地域で子どもを育てる社会
的風土が現在も残っている沖縄県に、
児童の保護を行う都道府県（東京都）
から、児童の育成に適した地域（沖縄
県）に一時的に措置児を移し、児童の
収容能力を保持すると共に、児童の健
全な育成に資する態勢強化に努めた
いとするものである。

その他
（特記事項）

（追加資料添付）・ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ起動から
の流れ及びデリバリーについての検
討･PET‐CT施設共同利用

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

医療法
第１条
の５
柔道整
復師法
第１７ 医療法上、居宅等は医療を提供す
条 る場として位置付けられており、往診
C
診療放 により医療サービスを提供すること
は可能である。
射線技
師法第
２４条、
第２６
条

１労働
基準法
第41条
２労働
基準法
第38条
の4
平成
11年12
月27日
労働省
告示第
149号

１ 監督・管理の地位にある者などに
ついては、労働時間規制の適用が
除外されている。
２ 企画業務型裁量労働制は、事業
の運営に関する事項についての企
画、立案、調査及び分析の業務で
あって、業務の性質上、業務の遂行
方法を大幅に労働者の裁量にゆだ
ねる必要があるため、当該業務の遂 ｂ
行の手段及び時間配分の決定等に
関し使用者が具体的な指示をしない
こととする業務を対象として、労働者
を実際にその業務に就かせた場合、
あらかじめ労使委員会の決議におい
て定めた時間働いたものとみなす制
度である。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

有料老人ホームは、公衆又は特定多数人のための
医業を行う場所とは位置づけられておらず、施設の
行うサービス（施設に所属する職員の行うサービス）
として、医業を行うことは困難。
なお、有料老人ホームの入居者が往診を受ける場
合においては、医療保険から給付を受けることがで
Ⅰ き、また、訪問看護を受ける場合においては、医療
保険又は介護保険から給付を受け取ることができ
る。（特定施設入所者生活介護の指定を受けている
施設の場合は、健康医療保険から往診について給
付を受けることができるが、訪問看護については医
師の特別指示書がある部分場合に限り可能）

措置に至るまでのスケジュールについて御教示いただきたい。

①国民健康保険制度は、地域の住民を対象に強制
的に資格を付与し、保険料を徴収するものであり、
これらの業務は原則として公権力の行使にあたるこ
とから、市町村長に留保されるべきであり、市町村
職員が行うことが適当であるものである。
一方で、公権力の行使にあたらない補助的な業務
等は民間に委託することが可能であると考える。
なお、国民健康保険料の収納については、一定の
要件の下で私人に委託できることとしている。

②介護保険制度は社会保険の仕組みであり、強制
①
的な被保険者資格付与・保険料徴収等をはじめとす
Ⅰ
る仕組みやその高度の公共性、地方分権の趣旨等
②介護 ②介護保険の保険者は、市町村で ②
を踏まえ、市町村が保険者とされている。介護保険
保険法 あり、法令に委託できる特別の規定 c(
②
に関する窓口業務は、原則として公権力の行使に
第３ がない限り、他の主体に保険者とし 一
Ⅰ
あたることから市町村職員が行うことが適当である。
部
ての業務を委託できない。
条、第
一方で、パンフレットの配布のような事実行為に関
ｄ）
１４４条
③
しては現行制度でも委託可能と解される。
の２ ③市町村が行う国民年金に関する
Ⅰ
なお、今般の改正介護保険法第１４４条の２（１７
事務は、平成１３年度までは国の機 ③
年１０月施行）により、収納については民間委託が
③国民 関委任事務とされ、平成１４年度以 c(
行えるよう措置したところである。
年金法 降は法定受託事務とされている。 一
部
第５条
③国民年金に関する法定受託事務については、原
ｄ）
の３
則として公権力の行使にあたることから、市町村職
員が行うことが適当であるものである。
一方で、国民年金に関する法定受託事務のうち、書
類の受け取り等の事実行為や補助的業務について
は、現行において民間委託することが可能であると
考える。

I

資格喪失後の受診により発生した不当利得につ
いては、受診者がその返還義務を負い、当該受診
者が旧保険者に返還金を支払うことにより、新保険
者に対する請求権が生じることとなる。
このため、新保険者が不当利得の額を償還すべき
義務は存しないのであるから、債務がない新保険者
について、旧保険者との債権との間で、相殺を認め
ることは困難である。

再検討要請

有料老人ホームの入居者を含め、在宅の患者等が適切に治療
を受けられるよう、在宅医療の推進を図られたい。

労働時間規制の適用除外及び裁量労働制の在り方
については、規制改革・民間開放推進３か年計画に
Ⅰ おける指摘などを踏まえ、本年4月より学識経験者
からなる「今後の労働時間制度に関する研究会」を
開催し、御検討いただいているところである。

①
①国民
c(
健康保
険法第 ①法令に委託できる特別の規定が 一
８０条 ない限り、全ての保険者事務を私人 部
ｄ）
に委託することはできない。
の２

不当利得が発生した場合、保険者
間で相殺処理することができないた
民法第 め、旧保険者は被保険者に返還請
C
７０３条 求を行い、被保険者は返還金を支
払った後に新保険者に療養費を請
求する。

その他

ー

「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」では、「公共
サービス効率化法（市場化テスト法）案」（仮称）において、今回、
特例措置を整備する６つの業務「以外の地方公共団体の業務に
ついても、今後、地方公共団体や民間事業者の提案等を踏まえ
つつ、市場化テストが可能な業務であるかについて検討を進め、
結論が得られたものについて、逐次、必要な措置を講じる」とさ
れたことを踏まえ、また、本件が現実の状況を踏まえた地方公共
団体からの提案であることを考慮し、本件に関する市場化テス
ト・民間開放の推進について、さらに検討いただきたい。なお、当
方としては、公権力の行使であるからといって、市場化テスト・民
間開放になじまないとは考えていないことを申し添える。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

政府与党医療改革協議会により、平成１７年度12月１日取りまとめられた「医療制度
改革大綱」では、終末期医療の患者に対する在宅医療の充実、平均在院日数の縮
減に併せて、患者の病院から在宅への復帰が円滑にできるよう、在宅医療・介護の
在宅医療
厚生労働
行為者の
連携の強化や居住系サービスの充実を図ること、地域の主治医による在宅の患者 z13121
省
範囲拡大
に対する日常的な医学管理から看取りまでの常時一貫した対応を評価することとさ
れており、これを受け、平成１８年度医療制度改革等において在宅医療の充実を図
る。

平成17年度中に検討し、18年度に結論を得る予定である。

z13122

5141

5136021

5141011

社団法
人日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会（株
式会社
新陽）

（社）日
本損害
保険協
会

21

11

A

c

I

5142

5142001

地方公
共団体

1

資格喪失後の受診により発生した不当利得については、受診者がその返還義務を
負い、当該受診者が旧保険者に返還金を支払うことにより、新保険者に対する請求
z13124
権が生じることとなる。
このため、再検討要請にある取扱いについては、新保険者に対する請求権が生じ
ないまま相殺を行っていることとなり不適切である。

41/54

国保・社
保間等の
資格移動
に伴う保
厚生労働 険給付費
不当利得
省
分の機関
相殺の仕
組みの構
築

5143

5143002

足立区

2

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

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

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

現行の裁量労働制は、対象業務や
みなし労働時間などさまざまな規制が
なされており、極めて限定的な運用し
かできていないのが実態である。そも
そも裁量労働制は労働時間にとらわれ
ず、仕事の成果を重視すべき制度であ
り､金融サービス業のホワイトカラーは
そのようなコンセプトに合致するため、
労基法第41条の管理監督者のような 労働基準法第41条、同法第38条の4第
労働時間規制の適用除外として欲し 1項第1号および同条項に関する指針
い。
また、ホワイトカラーエグゼンプション
制度の導入が困難な場合でも、企画業
務型裁量労働制の対象業務の要件を
緩和することで、金融サービス従事者
の勤務体系の自由度が高まり、効率
化に繋がる。

B

A

その他
（特記事項）

介護付有料老人ホームに入居者は、
ホームを終の棲家としていわゆる「見
取り」までホームでの対応を希望され
る方もいらっしゃいますが、現在の法
規制においても、本人および家族が実
際に行っている在宅医療行為（例．点
滴の管理、インシュリン注射、留置カ
テーテルの入れ替え、導尿、膀胱洗
浄）を、有料老人ホーム所属の看護師
は行うことができず、入居者の上記の
ような希望の阻害要因となっている。
在宅医療行 介護付有料老人ホーム在籍看護師資
医師法、歯科医師法および保険師助
左記内容の在宅医療行為にかかる報
具体的な例示として、医師の往診によ
為者の範囲 格保有者について在宅医療行為の実
産師看護師法
酬体系の創設
り点滴施行中に点滴針が外れたが、
施に係る諸法令整備
拡大
注射針の入れ直しが当施設所属の看
護師では対応できないため、再往診を
依頼し３時間後に点滴再施行すること
となった。また、責任をもった対応を行
うためには、上記行為に対する報酬体
系の創設が必要である。医療および介
護といった保険制度の対象とするか否
かは議論の余地はあるが、100%受益
者負担（保険対象外）であってもかまわ
ないと考える。

現行法制度では、事業の実施主体が
公務員に限定されており、例えば、住
民票の写しの交付は公権力の行使で
あり、また、戸籍法に基づく各種の届
出は行政処分とされているところであ
地方自治法第１５５条中第３項を第４項
る。
とし、同条に第３項として１項を追加す
しかし、これらの事務は、いずれも実態
る。「３ 普通地方公共団体の長は、条
としては、例えば、戸籍法第８６条の規
例で定めるところにより、第１項の支
地方自治法、住民基本台帳法、戸籍
本市では、現在２箇所設置している出
窓口業務の
定による死亡届の際には、医師法の
庁、地方事務所、支所又は出張所で所
法、国民健康法、介護保険法、国民年
張所の窓口業務を民間企業に委託す
委託契約措
規定により、医師が作成した死亡診断
管する業務の全部又は一部を会社そ
金法等
る。
置の導入
書等の添付が義務付けられているが、
の他の法人に委託することができる。」
これは、人の死亡という事実を有資格
なお、この改正に伴い、関連する住民
者による証明書を添付の上、報告され
基本台帳法、戸籍法、国民健康保険
るに過ぎず、業務の性格上は形式審
法等の規定を改正されたい。
査権に基づく「事実確認」に過ぎず、実
質的な審査権は有していないことから
事業の実施主体を公務員に限定する
合理的な理由はないと考えられる。

導入

③ ③Ⅰ
③国民年金に関する法定受託事務のうち、書類の受け取り等の事実行為や補助的
c(一
業務については、現行においても民間委託が可能と考える。なお、保険料免除申請
部ｄ）
や障害基礎年金裁定請求の受理及び所得の審査等については、本人の所得等を
市町村民税課税台帳等から確認する必要があり、当該事務の民間委託について
は、少なくとも、市町村民税課税台帳等の各種個人情報の閲覧を民間事業者に認
めることが前提となる。

具体的
要望内容

A

①c

②介護保険制度は社会保険の仕組みであり、強制的な被保険者資格付与・保険料
徴収等をはじめとする仕組みやその高度の公共性、地方分権の趣旨等を踏まえ、市
② ①Ⅰ
町村が保険者とされている。介護保険に関する窓口業務は、市町村自体が行うこと
窓口業務
c(一
総務省・法
が原則だが、パンフレットの配布のような事実行為に関しては現行制度でも委託可
の委託契
z13123 務省・厚生
部ｄ） ②Ⅰ
約措置の
能と解される。
労働省

要望事項
（事項名）

金融サービ
ス業へのホ
ワイトカラー
エグゼンプ
ションの導入
等

①国民健康保険に関する窓口業務は、市町村自体が行うことが原則だが、国民健
康保険料の収納や、補助的な業務等の一部事務については、現行制度でも私人に
委託することが可能である。

以下の要望者意見を踏まえ、また、患者の便宜を図り、保険者
間の手続きの簡便化という視点からも、再考されたい。
資格喪失後の受診により発生した不当利得については、公営保
険者間または公営保険者と国保組合間において、互いの保険
者が同意すれば、都道府県単位の国保連合会内の保険者間で
あれば債権を相殺（レセプトを新保険者に回付する。）している場
合がある。新保険者が都道府県の区域を越える場合、あるいは
国保連合会と社会保険診療報酬支払基金との間の債権の相殺
についても、保険者間で同意が取れた場合に限り、債権の相殺
ができるような新たな制度を構築されたい。

金融サー
ビス業へ
のホワイト
厚生労働
カラーエグ
省
ゼンプショ
ンの導入
等

5136

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

国保・社保
間等の資格
移動に伴う
保険給付費
不当利得分
の機関相殺
の仕組みの
構築

国民健康保険と社会保険の資格移
動時等に、被保険者が誤って資格喪
失後の被保険者証を使用することによ
り、保険給付費が不当利得となる事例
が頻発している。この保険給付費の更
正を保険者間で直接行う仕組みを構
築することにより、保険者の事務的な
負担と被保険者の経済的な負担をとも
に解消する。各保険者等がこれらの事
務処理を行うことができるよう規定を整
備されたい。

不当利得が発生した場合、保険者は
被保険者に返還請求を行い、被保険
者はその支払の後、加入している保険
者に療養費として申請している。被保
険者は煩雑な事務手続きを行うことに
なり、特に入院や長期の遡及加入の場
合は、一時的に多額の費用負担を強
民法第７０３条
国保法第７条、第８
いられる。目的は単なる保険者間の費
条、第９条、第１２７条
用相殺であるのに、費やされる労力は

各保険者は不当利得となったレセプ
トについて、その後の資格状況を確認
のうえ、国民健康保険団体連合会ある
いは社会保険診療報酬支払基金に提
出する。国保連合会・支払基金は相互
調整のうえ各保険者に送付し、経費の
過誤調整が行えるようにする。これに 甚大である。保険者間で直接相殺処理
より、不当利得関連の事務処理が簡 できる仕組みづくりが必要である。ま
た、保険給付費の保険者間の直接相
素化される。
殺が可能になることにより、将来、民間
へのスムーズな業務移行に繋がるも
のである。

現在、郵政窓口事務の委託に関する
法律第２条の規定により事務の委託は
可能とされており、また、道路交通法の
一部改正により、放置違反金に関する
事務を会社その他の法人に委託する
ことが可能とされるなど、プライバ
シー、公権力の行使、行政処分といっ
た理由は、合理性がないと考えられ
る。

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

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

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

社会保険労務士を労働者派遣の対象とすることを
認めると、労働者派遣業者（派遣元）が、社会保険
労務士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じ
て、実質的に派遣先の社会保険労務士業務を取り
扱うことになるおそれがあり、当該派遣の対価を得
ること自体が、派遣元が雇用契約に基づく包括的な
指揮命令を行使して実質的に社労士業務を取り
扱っていると評価され得ることから、無資格者の社
会保険労務士業務への介入のおそれを排除する規
Ⅲ
定である社会保険労務士法第２７条に抵触すること
となる。
したがって、社会保険労務士法第２条に規定する
業務に関し、派遣元を社会保険労務士法人に限り、
他の社会保険労務士又は社会保険労務士法人を
派遣先とする社会保険労務士の労働者派遣を行う
ことについて、社会保険労務士法人の立法の趣旨と
の整合性の問題も含め、今後ニーズ調査をした上
で検討を行い、平成１７年度中に結論を得る。

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

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

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律
（昭和
６０年
病院等における医療関連業務（当該
法律第
業務について紹介予定派遣をする
b
８８号）
場合を除く。）については、労働者派
第４条
遣事業を行うことはできない。
第１
項、労
働者派
遣事業
の適正
な運営
の確保
及び派
遣労働
者の就
業条件
の整備
等に関
する法
律施行

医療関係職種における労働者派遣の解禁について
は、チーム医療の観点等により、一律に容認するこ
とは困難である。ただし、以下の事項について労働
政策審議会における審議を行っており、平成17年度
中に結論を得る予定。
①すべての医療関係職種（労働者派遣法施行令に
おいて病院・診療所等への労働者派遣が禁じられ
ている業務を行う職種をいう。）について、産前産後
Ⅱ
休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業
務を行う場合に限り、医療関係職種の派遣を認め
る。
②へき地や離島等、医師の確保が困難な一定の地
域について、派遣後の業務を円滑に行えるような支
援としての研修等を受けることを条件として、当該地
域に所在する病院・診療所等に対する医師の派遣
を認める。

労働基
準法第
１５条、 労働基準法第１５条、労働基準法施
労働基 行規則第５条により、労働条件の明 ｂ
準法施 示は書面によるものとされている。
行規則
第５条

労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示は、全
労働者を対象として労働契約締結時に明示を義務
づけるものであり、平成１７年に電子メールによる明
示が認められた派遣労働者に対する就業条件の明
示と比べて、規模や改正の影響が異なる。また、電
Ⅲ 子メールによる明示では労働者が気付かないまま
になってしまうこともあり、労働者保護に欠けるとい
う懸念から、これまでも労働組合の反対論が根強
い。こうしたことから、慎重な検討が必要と考えてお
り、現時点では検討の方向性や結論の時期を明言
することはできない。

労働者
派遣法
第４０
条の
４、第４
０条の
５

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

公認会計士法第47条の２
弁護士法第72条

-

z13125

金融庁・総
務省・法務
省・財務 士業者派
省・厚生労 遣の解禁
働省・経済
産業省

5144

5144001

(社)日
本経済
団体連
合会

1

A

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

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

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

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

弁理士法第75条

派遣先に課している雇用契約の申込義務により、派遣先が派遣
期間満了に伴って派遣労働者の交代を求めるケースが見られる
など、かえって派遣労働者の就業継続を不安定なものにしてい
るという問題も存在している。
以上の観点を踏まえ、要望の実現に向け、①改めて検討し、見
解を示されたい。②結論時期について具体的に示されたい。

措置に至るまでのスケジュールについて御教示いただきたい。

「労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示は、全労働者を対
象として労働契約締結時に明示を義務づけるものであり、平成１
７年に電子メールによる明示が認められた派遣労働者に対する
就業条件の明示と比べて、規模や改正の影響が異なる。」とある
が、派遣労働者においても電子メールによる方法では、気づか
ない可能性もあり、相違点が明確でないことから、その詳細につ
いて御教示いただきたい。

b

b

b

Ⅰ

○「派遣先が派遣期間満了に伴って派遣労働者の交替を求めるケースが見られる
など、かえって派遣労働者の就業継続を不安定なものにしている」という指摘につい
て、派遣労働者に対する雇用契約の申込義務は、派遣先による派遣受入期間制限
違反の未然防止や派遣労働者の希望を踏まえた派遣先での直接雇用の機会の付
与のために設けられたものであり、本来的に、派遣労働者の雇用を不安定なものと
するものではないと考えているが、仮に派遣労働者の雇用の不安定化をもたらして
派遣労働
いる実態があるのであれば、こうした実態は法の趣旨に反するものであり、派遣先に
者への雇
厚生労働
用契約申
対して、制度等の理解が得られるよう必要な周知・指導等を行っていきたいと考えて z13126
省
込義務の
いる。
廃止
○「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決定）に
おいて、「雇用契約の申込み義務について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行
うこととしていることから、現在、労働政策審議会において、この点を含め、平成１６
年３月に施行された改正労働者派遣法のフォローアップを行っているところである
が、その結論については、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、そ
の内容や時期を明確化することはできない。

Ⅱ

医療関係
平成１７年１２月に、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会におい
業務にお
て、労働者派遣法施行令の一部を改正する政令の要綱案について議論し、部会とし
厚生労働
ける労働
z13127
省
て了解されたところ。今後、17年度中に労働政策審議会職業安定分科会に要綱案を
者派遣の
諮問し、審議会での結論に従い速やかに措置する予定。
解禁

Ⅲ

労働基準法第１５条は、事業主が労働契約締結の際に労働者に対して労働条件を
明示することを義務づけているものであり、派遣労働者についても本条に基づき、労
労働条件
働契約締結時に労働契約の期間、賃金に関する事項等が明示されなければならな
の明示の
い。また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
厚生労働 方法にか
等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という。）第３４条の就業条件の明示では、 z13128
かる電子
省
労働契約の期間、賃金に関する事項、退職・解雇に関する事項については明示事項
メール等
の対象となっていない。したがって、労働者派遣法の就業条件の明示と労働基準法
の解禁
第１５条の労働条件の明示を同列に論ずることはできず、より厳格に取り扱うべきで
あり、慎重な検討が必要である。

42/54

5144

5144

5144

5144002

(社)日
本経済
団体連
合会

5144003

(社)日
本経済
団体連
合会

5144004

(社)日
本経済
団体連
合会

2

3

4

A

派遣受入期間の制限のある業務の
場合も、派遣受入期間の制限のない
業務の場合も、派遣先は、一定期間経
過後、一定要件のもと、派遣労働者に
対して、雇用契約の申込みをしなけれ
ばならないが、この雇用契約申込み義
務を廃止すべきである。特に特定労働
派遣労働者
者派遣事業の場合は、既に雇用の安
への雇用契
定が図られているため早期に廃止す
約申込義務
べきである。
の廃止
さらに、一定要件を満たさない場合で
も労働者派遣法第48条を拡大解釈し、
直接雇用の申込についての行政指導
がなされているが、法48条の指導、助
言及び監督に雇用契約の申込に関す
ることが含まれないことを通達等で明
確にすべきである。

A

病院等における医療関係の業務（当
該業務について紹介予定派遣をする
医療関係業 場合を除く）についても、労働者派遣を
務における 解禁すべきである。
労働者派遣 特に、育児・介護休業取得者の代替
要員としての派遣スタッフ受け入れや、
の解禁
へき地や離島などへの医師の派遣に
ついては、早急に解禁すべきである。

A

労働条件の
明示の方法
にかかる電
子メール等
の解禁

（要望理由）
①雇用契約申込義務は判例でも認め （左欄より続き）
られる事業主の労働者の採用の自由 ⑤実態として、この雇用契約申込み義
を侵害し、働き方の選択肢を狭めるも 務が派遣先に課されることによって、
のであることから廃止すべきである。 派遣先がこの義務を回避するため、３
②雇用契約申込は、当事者間で決め 年超継続して就業した派遣労働者の
るべきことであって、直接雇用の労働 交替を要求するケースが出てきてお
者と派遣労働者の人材活用を別個に り、期間制限のない業務であるにもか
考える会社が多い現実を考えても法律 かわらず現実的には派遣労働者として
（左欄より続き）
で一律に義務付けることは馴染まず、 継続して働くという働き方が認められに
また、派遣受入期間の制限のない業
企業・労働者双方にとって、雇用機会 くくなっている。
務の場合、派遣先は、①派遣先の事
を縮小する要因にもなるため廃止すべ ⑥また、直接雇用の申込は法40条の
業所その他派遣就業の場所ごとの同
４、法40条の５で具体的に規定されて
きである。
労働者派遣法第40条の４、第40条の５ 一の業務に同一の派遣労働者を３年
③特に、特定労働者派遣事業の場合 いる要件に当てはまらない限り強制さ
を超えて受け入れており、②その業務
は、既に法律の目的である雇用の安 れることは絶対に認められるべきでは
に新たに労働者を雇い入れようとする
定が満たされており、雇用契約の申込 なく、法の定めない事項を行政として指
ときは、その派遣労働者に対し、雇用
義務は必要ないため廃止すべきであ 導すべきではない。
契約の申込みをしなければならない。
⑦「規制改革・民間開放推進３か年計
る。
④また、派遣期間の制限のない業務 画」（改定）(2005年３月25日）の中でも
の場合については、新入社員を採用す 「雇用契約の申込み義務については、
るときであっても雇用契約申込み義務 その実施状況等を踏まえ、必要な検討
が発生するため、新入社員の採用をた を行う」とされており、また、実態として
めらう要因ともなり、人事の適切な配置 派遣労働者の雇用の不安定化を招い
が困難となるケースも頻発しているた ていることを鑑み、廃止に向けて早急
に結論を出すべきである。
め、早急な廃止が必要である。
(右欄へ続く）

（要望理由）
労働者派遣事業では、派遣労働者に
対して「就業条件の明示」と「労働条件
の明示」を一体的に通知しているのが
一般的であり、「労働条件の明示」につ
いてファクシミリや電子メールの利用が
派遣労働者に対して労働条件を明示
認められれば、手続きの簡素化、派遣
する際に、派遣労働者が希望する場
労働者に対する迅速な情報提供を行う
合は、ファクシミリないし電子メールで
ことが期待できる。しかし、本要望に対
の通知方法を認めるべきである。
する回答では、「労働条件の明示につ
いて電子化を容認することは、一方で
労働者の権利を侵害する可能性もあ
ることから、当該事項に関する改正は
行われなかったところである。
（右欄へ続く）

病院等における医療関係の業務は、
病院等からの要望も多く、医師等の過
疎地帯の人手不足対策としても期待で
労働者派遣法施行令第２条
き、労働者派遣の需給調整機能が期
待される業務であるため労働者派遣を
解禁すべきである。

労働者派遣法では、病院等における
医療関係の業務（当該業務について紹
介予定派遣をする場合を除く）につい
て、労働者派遣を行ってはならないとさ
れている。

労働者派遣法で規定されている「就
業条件の明示」の方法については、労
働者派遣法施行規則が改正され、書
(左欄より続き）
面交付に代えてファクシミリ又は電子
今後は、電子化の有用性について、
メールによる送信が認められるように
労使双方の意見を踏まえ、引き続き検
討してまいりたい。」とされており、労働 労働基準法第15条、労働基準法施行 なった。しかし、労働契約を締結する
際、使用者が労働者に対して交付する
者の権利を侵害しないための方策等 規則第５条
「労働条件（賃金及び労働時間、その
のあり方や通知方法について、検討の
他厚生労働省令で定める事項）の明
方向性や具体的時期を明確にすべき
示」の方法については、依然として、書
である。
面で交付することが義務付けられてい
る。

2006/1/3114:26

「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

薬事法
施行規
則第８
５条第
４項第
１号
（薬事
法第２
条第７
項、第
１７条
第１
項、同
条第２
項）

薬事法
第２条
第１
項、
第13条
第１
項、
第14条
第１
項、
第24条
第１
項、
健康増
進法第
26条、
第32条
第１
項、第
２項
『「健康
食品」
に係る
制度の
見直し
につい
て』
（2005
年２月
１日薬
食発第
020100
1号）

制度の現状

措
置
の
分

平成17年４月１日付けで施行された
改正薬事法により、新たに規定され
た製造販売業の許可要件として、総
括製造販売責任者の設置が義務づ
けられた。一般医療機器製造販売
業の総括製造販売責任者の資格要
件は、「旧制中学若しくは高校又はこ
れと同等以上の学校で、物理学、化 c
学、金属学、電気学、機械学、薬
学、医学又は歯学に関する科目を修
得した後、医薬品、医薬部外品、化
粧品又は医療機器の品質管理又は
製造販売後安全管理に関する業務
に３年以上従事した者」として、学歴
と実務経験を求めているもの。

疾病の診断、治療、予防を目的と
する旨または身体の構造・機能に影
響を及ぼす旨を表示・広告する場合
は医薬品に該当し、その商品を製
造・販売するためには薬事法の承
c
認・許可が必要である。
また、特定保健用食品としての許
可を取得すれば、許可された特定の
保健の用途に適する旨の表示・広告
が可能である。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

本年7月の回答のとおり、医療機器の品質管理規
格（ＩＳＯ）においては、一般的な製造機器と比較し、
リスクマネジメント等医療機器の管理に特有な内容
が別途求められている。また、一般医療機器であっ
ても副作用や機能の障害の発生は皆無ではなく、
実際に発生した場合には、人の健康に被害を与え
る可能性が十分考えられることから、一般的な製造
Ⅲ 機器における実務経験を医療機器のものと同等と
考えることは困難である。
一方、従来から医療機器、医薬部外品及び化粧
品の製造所の責任技術者に係る資格要件について
は、実務経験年数については３年以上と定めてきた
ところである。３年という期間は、経験を得るために
は最低限必要であると考えており、実務経験年数を
短縮することは困難である。

医薬品あるいは特定保健用食品としての科学的な
審査を受けることなく、疾病に対する効能・効果に関
する表示、あるいは特定の保健の用途が期待でき
る旨（身体の機能や構造に影響を与え、健康の維
持増進に役立つ旨の表示を含み、疾病の診断、治
癒、予防に関する表示を除く。）などを表示・広告す
ることは、品質、有効性、安全性が確認されていな
いことに加え、正しい医療を受ける機会を失わせる
おそれがあるなど、保健衛生上の観点から認められ
ない。
Ⅰ
（表示や広告と、品質、有効性及び安全性は一体不
可分であり、表示のみ自由化することはできない）
なお、品質、有効性及び安全性に関する科学的な
エビデンスが十分ある場合には、それらを審査の
上、医薬品あるいは特定保健用食品としての承認・
許可は可能であり、その範囲で表示、広告や情報
提供を正しく行うことは可能である。

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。
本年11月の規制改革要望集中受付月間における厚生労働省
の回答では、医療機器の品質管理規格において、一般的な製造
機器と比較し、リスクマネジメント等医療機器の管理に特有な内
容が別途、求められている旨を指摘している。しかし、一般医療
機器の中でもとくに、市販されている一般機器の性能等と同等レ
ベルの製品であり、人体に触れることが無く副作用の恐れのな
いものについては、医薬品等の経験に限定する必要がない考え
る。
一般的な製造機器における経験も認めるなど規制緩和すべき
である。

ｃ

Ⅲ

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

総括製造販売責任者は、品質管理及び製造販売後安全管理に関する法令及び実
務に精通し、収集した情報の分析をはじめ、被害が発生した場合の必要な措置の決
定など、医薬品や医療機器に関する実務経験から得られる適切な知識・能力が求め
第三種医
られるところである。
療機器製
医療機器は、総じて疾病の診断、治療及び予防のために使用されるものであり、
造販売業｢
厚生労働
総括製造
例えば、人体に直接触れることのない測定・分析装置等の医療機器であっても、不 z13129
省
販売責任
具合や操作ミスによる測定結果の誤り等により、医療上の判断に影響を及ぼし結果
者｣の資格
的に人の健康に影響を与えることが考えられる。
要件緩和
したがって、人体に触れることが無い医療機器の製造販売においてもリスクマネジ
メント等の管理が必要であり、一般的な製造機器における実務経験を医療機器のも
のと同等と考えることは困難である。

5144

5144005

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

（社）日
本経済
団体連
合会

5

A

Ⅰ

60歳から65歳までの加入者資格の取扱いについて
は、現時点での対応は困難であるが、次期制度改
正時の検討事項である。

本年11月の規制改革要望集中受付月間における厚生労働省
の回答では、医薬品あるいは特定保健用食品としての科学的な
審査をうけない場合についての弊害を指摘している。
本要望の趣旨は、薬事法上の規制により機能の表示や表現が
極度に制限されている現状がある中で、民間人で構成される第
三者組織がその有効性や安全性を認証をした場合に限定して、
原則自由にできる仕組みを提案しているのであり、再考願いた
い。

c

Ⅰ

医薬品や特定保健用食品は、全国的に流通するものであり、かつ、国民の生命や
健康に直接関わるものであるため、その審査業務は国などの公的機関の責任で行
食品の機
うべきものであり、民間人で構成される第三者組織による認証制とすることはできな
厚生労働 能表示制
z13130
い。
約の見直
省
十分な科学的エビデンスがある製品であれば、現行の制度上でも医薬品や特定保
し
健用食品としての承認・許可は可能であり、その範囲で表示、広告や情報提供を正
しく行うことは可能である。

5144

5144006

（社）日
本経済
団体連
合会

6

A

検討時期を明示されたい。

c

Ⅰ

次期制度改正時期については、確定拠出年金法附則において、施行（平成13年10
年金にお
月）後5年を経過した場合において、必要があると認めるときは検討を加え、必要な
厚生労働 ける加入
z13131
者資格喪
省
措置を講ずる旨の検討規定が置かれている。本要望についても検討の際の論点と
失年齢の
なるが、具体的な改正の時期はその検討状況等によるものと考えている。

5144

5144011

(社)日
本経済
団体連
合会

11

資金があるときにまとめて拠出することは貯蓄と変
Ⅰ わらなくなることから、長期に渡る納付の猶予を認め
ることは困難。

猶予期間が長期に渡る場合は、貯蓄との違いが曖昧になるが、
最大12ヶ月程度の猶予であれば、一定の制限がかかることか
ら、貯蓄との違いは確保される。
少なくとも翌々月に2カ月分を納付できるような拠出の弾力的な
運用を認め、制度運営の円滑化を促進すべきである。

c

Ⅰ

確定拠出
長期に渡らない拠出の弾力的な運用については、次期制度改正時に検討（確定拠
年金の掛
出年金法附則において、施行（平成13年10月）後5年を経過した場合において、必要
厚生労働
金の拠出
z13132
省
があると認めるときは検討を加え、必要な措置を講ずる旨の検討規定が置かれてい
時期の弾
る）することとしたい。
力化

43/54

5144

5144012

(社)日
本経済
団体連
合会

12

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

（左欄より続く）
しかし、一般医療機器のうち、市販さ
(要望理由）
れている一般的な製造機器の性能等
本要望に対して厚生労働省は、「医
一般医療機器の総括製造販売責任
と同等レベルの製品であり、かつ、副
療機器の分類に応じて総括製造販売
第三種医療 者の基準について、
作用の恐れのないものについては、医
機器製造販 ①品質管理又は製造販売後安全管理 責任者は適切な措置を講ずる能力が
薬品等の経験に限定する必要がなく、
薬事法第17条第１項、第２項
売業｢総括製 に関する業務の経験は、「医薬品等」 必要であり、医療機器の総括製造販売
一般的な製造機器における経験も認
薬事法施行規則第85条第４項
造販売責任 に限定することなく、一般的な製造機 責任者の資格要件における学歴及び
めるべきである。
者｣の資格要 器における経験も認めるべきである。 経験内容は、高度管理医療機器等と
また、業務に従事した経験年数につ
②業務に従事した経験年数を短縮す 一般医療機器との間での差別化を
件緩和
いても、再回答で取り上げられている
図っている」と回答している。
べきである。
医薬部外品や化粧品と同等レベルを
（右欄へ続く）
求める根拠が明らかでないので、その
年数を短縮すべきである。

食品の成分が持つ機能等の表示に
ついて、民間人で構成される第三者機
関がその有効性や安全性を認証をし
食品の機能
た場合は、原則自由にできるものとす
表示制約の
べきである。
見直し
第三者機関の設置や在り方について
は、官民で検討する場を設ける必要が
ある。

(要望理由）
食品は健康の保持増進に寄与するも
のであるが、薬事法上の規制により機
能の表示や表現が極度に制限されて
いる現状がある。
厚生労働省は、2005年２月に「国民
がさまざまな食品の機能を十分に理解
できるよう､正確で十分な情報提供が
行われることが必要」であると医薬食
品局長通知を出しており、科学的な根
拠に基づいた適切な情報が消費者に
届けられれば、適切な商品の選択が
可能となり、健康増進の一助になる。
(右欄へ続く）

公的年金支給開始年齢の引上げや、
高年齢者雇用安定法の改正等に伴う
60歳以降の就労機会の拡大等の環境
変化を踏まえ、確定拠出年金の加入
者資格喪失年齢についても、早期に労
使合意に基づく柔軟な設定を可能とす
べきである。

A

確定拠出年
金における
加入者資格
喪失年齢の
見直し

A

①特段の事情によって拠出が翌月に
できなかった場合でも、労使の合意が
あれば、次回に２カ月分を納付する等
の遅れた拠出を認める弾力的運用と
確定拠出年
すべきである。
金の掛金の
②さらに、事情により翌々月に２カ月
拠出時期の
分を納付できない場合、遡及して拠出
弾力化
対象とする場合などが想定されるた
め、１加入者について12カ月分の拠出
額を超えない範囲でキャリーオーバー
を認めるべきである。

見直し

確定拠
確定拠出年金の掛金は、翌月の末
c
出年金
日までに拠出することとされている。
法

具体的
要望内容

以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。

確定拠出

確定拠
確定拠出年金の加入者資格は60歳
c
出年金
で喪失する。
法

要望事項
（事項名）

(要望理由）
①掛金の拠出については、事業主に
とって毎月の事務負担が過大であり、
何らかの理由で翌月末に納付できない
ことが起こり得る。次回以降の追加拠
出が認められなければ、結果として、
給与で支払われる可能性が高く、所得
税や社会保険料の対象となってしまう
ため加入者の手取額が減少してしま
う。一方、手違いによる過剰拠出の場
合には過剰分を返金させることができ
るということもあり、拠出洩れもしくは過
少拠出による不足分の追加拠出が認
められていないのはバランスを欠いて
いる。
（右欄へ続く）

その他
（特記事項）

また、改正法では、新たに規定された
製造販売業の許可要件として｢総括製
造販売責任者｣の設置が義務付けられ
ている。
一般医療機器（第三種）製造販売業
の｢総括製造販売責任者｣の資格要件
は、｢旧制中学若しくは高校又はこれと
同等以上の学校で、物理学、化学、金
属学、電気学、機械学、薬学、医学又
は歯学に関する科目を習得した後、医
薬品等の品質管理又は製造販売後安
全管理に関する業務に３年以上従事し
た者」として学歴並びに実務経験を求
めている。

（左欄より続く）
エビデンスに基づく機能表示ができな
い現状は、消費者が質の悪い情報と
の区別ができない状態を助長するもの
であり、消費者は正確で十分な情報提 薬事法第２条第１項
供を享受できていない。そのため、消 健康増進法第26条、第32条第１項、第
費者は虚偽の表示により販売している ２項
効き目のない粗悪品を判別できない。 『「健康食品」に係る制度の見直しにつ
このような粗悪品から消費者を保護す いて』（2005年２月１日薬食発第
るためにも、食品衛生法、健康増進法 0201001号）
の規定にかなっている製品について
は、第三者機関による認証により、原
則自由に表示できるようにすべきであ
る。

2005年２月に「条件付き特定保健用
食品」の新設等に係る省令の改正が
行われたものの、薬事法上の規制によ
り、保健機能食品として認められて限
定された表示以外は、食品や食品成
分について、身体の構造や機能に影
響を与えることに係る表示や広告等は
できない。

高年齢者雇用安定法の改正により、
企業には60歳以降の就労機会確保が
義務づけられることとなったが、確定拠
出年金については60歳到達に伴い一
律的に加入者資格を喪失させなけれ
ばならず、柔軟性を欠いた対応となっ
ている。特に、処遇面で60歳前との連
続性を維持しつつ定年延長を行うよう 確定拠出年金法第11条、第62条
な場合は、確定拠出年金の掛金拠出
のみが60歳時点で打ち切られることと
なり、バランスを失した対応とならざる
を得ない。環境変化への対応が必要な
ものは、施行後５年の次の制度改正時
期に拘わらず、早期に見直しを行なう
べきである。

企業型年金及び個人型年金の加入者
は、全員60歳に到達した日に加入者資
格を喪失する。一方、確定給付企業年
金においては、年齢による加入者資格
の喪失時期は特に定められておらず、
老齢給付金の給付に係る年齢要件が
60歳以上65歳以下であることを踏まえ
て、「65歳以下の規約で定める時期」と
しているのが実態である。

（左欄より続く）
確定給付企業年金、厚生年金基金で
は遡っての修正が認められているよう
に、確定拠出年金においても同様の措
置が早期に図られるべきである。
確定拠出年金法第21条
②また、①に加えて、遡及して拠出対
象とするなどの人事的措置も想定され
ることから、加入者について年度で12ヵ
月を超えない範囲でキャリーオーバー
を認めるべきである。

企業型確定拠出年金において、事業
主は、毎月の事業主掛金を翌月末日
までに資産管理機関に納付しなければ
ならない。何らかの理由により拠出で
きなかった場合は、労使の合意によっ
て「給与として加入者に支払う等」の拠
出以外の補填措置がとられることとな
る。現実的には、月末の入社、新規事
業所設立など、事務的に対応しきれな
い場合がある。

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

中小企
業退職
金共済
法第８
条、第
１７条
確定拠
中小企業退職金共済制度から確定
出年金
拠出年金制度への移行は認められ
法第５
ていない。
４条
確定拠
出年金
法施行
令第２
２条

措
置
の
分

ｂ

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企
業年金制度について社会の関心が高まる一方、働
き方の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変
化への対応としてポータビリティの拡充など制度の
充実が求められている。このような現状を踏まえ、中
小企業退職金共済制度から確定拠出年金制度へ
Ⅰ
の移行を認めることについては、今年度において、
中小企業等に関する調査を実施することとしてお
り、その結果等を踏まえ、勤労者の福祉の向上等の
観点から、遅くとも平成１８年度中に検討を開始する
こととしている。

その他

再検討要請

本年度のあじさい月間において、「勤労者の福祉の向上等の観
点から、平成17年度中に中小企業等に関する調査を実施する」
とのご回答であったが、調査実施の有無、調査結果公表時期を
明らかにすべきである。

確定給付企業年金は、厚生年金適
用事業所の事業主が、当該事業所
に使用される者の同意を得て規約を
確定給
作成し、承認等を受けることにより設
ｄ
付企業
立される。
年金法
加入者資格は、労使合意により規約
で定めることが可。（確定給付企業
年金法第26条）

確定給付企業年金及び確定拠出年金は、労使合意
により、その事業所に使用される労働者の老後の所
得確保を図るために導入されるものであるため、事
業所単位で導入することとなっている。加入者資格
については、労使合意により規約で定めることがで
きる。
Ⅰ
なお、確定給付企業年金においては、出向先事業
所を確定給付企業年金の適用事業所とした上で、
出向者のみを加入者として扱うことは可能だが、制
度実施が事業所単位ではなくなるようにすることは
企業年金の在り方を考慮する必要があるため、困
難である。

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

確定給 加入者資格は、労使合意により規約
付企業 で定めることが可（確定給付企業年 c
金法第26条）。
年金法

確定給付企業年金は、従業員の老後の生活の安定
を図るために支給する年金制度であり、加入者資
格、待期期間は、支給要件の判定又は給付額の算
Ⅰ
定基礎として重要な役割を果たす加入者期間に影
響を及ぼすものであることから、緩和することはでき
ない。

平成24年までの適格退職年金からの円滑な移行を促進するた
めにも、社会通念上妥当な範囲（退職一時金制度、適格退職年
金制度への準拠を目処）での労使合意に基づく加入資格の設定
を可能とすべきである。

確定給付企業年金の中途脱退者が
確定給 脱退一時金相当額の連合会への移
付企業 換を申し出たときは、確定給付企業 c
年金法 年金は連合会へ移換しなければなら
ない。

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

措置 措置
の分 の内
類
容

ｂ

d

c

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

中小企業等に関する調査は、今年度中に実施する。また、調査結果は、取りまとまり
z13133
次第速やかに公表することとしている。

中小企業
退職金共
済制度か
厚生労働
ら確定拠
省
出年金へ
の移行の
容認

Ⅰ

確定給付企業年金及び確定拠出年金は、その事業所に使用される労働者の老後の
所得確保を図るために導入されるものであるため、事業所単位で導入することとなっ
z13134
ている。
出向先事業所において、出向者のみを加入させている事例は存在する。

確定給付
企業年金
および確
厚生労働 定拠出年
金におけ
省
る加入者
範囲の見
直し

Ⅰ

確定給付
確定給付企業年金は、従業員の老後の生活の安定を図るため、受給権保護等を図
企業年金
る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、法令に基づき統一的な枠組を設定してい
厚生労働
における
z13135
省
るものである。加入者資格についても法令に基づく統一的な枠組は老後の所得の確
加入資格
保のために必要最小限の内容となっており、緩和することはできない。
の弾力化

Ⅰ

5144

5144

5144

5144015

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

(社)日
本経済
団体連
合会

5144016

(社)日
本経済
団体連
合会

5144017

(社)日
本経済
団体連
合会

15

16

17

c

Ⅰ

老後の所得保障を確実なものとするには、転職の都度年金資産を脱退一時金で受
制度にお
給するのではなく、年金として通算できることが重要である。したがって、在職中に積
ける連合
み上げた年金資産を転職先の企業における企業年金に移換して通算できることが
厚生労働 会への脱
z13136
退一時金
省
望ましいが、各企業の人事労務制度の多様性を踏まえ、この点は規約（労使合意）
相当額移
に委ねている。その上で、企業年金間での通算が不可能な場合でも年金化の途を
換対応義
確保しておくため、連合会への移換は本人の意思によってできることとしたもの。
務の廃止

44/54

5144

5144018

(社)日
本経済
団体連
合会

18

具体的
要望内容

A

中小企業退
職金共済制 中小企業退職金共済制度の解約手
度から確定 当金を被共済者に返還せず、移換でき
拠出年金へ る対象に確定拠出年金も加えるべきで
の移行の容 ある。
認

A

確定給付企
業年金およ
び確定拠出
年金におけ
る加入者範
囲の見直し

①厚生年金適用事業所単位の適用
を廃止し、加入者の範囲については、
当該企業及び従業員（労組）との合意
に基づき決定することを可能とすべき
である。
②法第25条の「実施事業所に使用さ
れる被用者年金被保険者」の現行解
釈を改め、実施事業所と雇用関係にあ
り、実施事業所以外の事業所で厚生
年金の被保険者資格を取得している
者（具体的には、企業外への出向者）
についても加入者と認めるべきであ
る。

A

確定給付企 確定給付企業年金について、勤続条
業年金にお 件が５年以上の場合でも、年齢条件が
ける加入資 30歳以上の場合でも、加入資格を付与
格の弾力化 しないことを可能とすべきである。

A

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

企業年金

規約変更有無に関わらず、法令の定めるところにより脱退者は
その一時金を連合会に移換する権利を有することは、労使合意
に基づく運営の原則から外れており、想定していない事務の混
乱が生じることを懸念する。また、米国のIRAのような仕組みの
導入について、至急検討に着手すべきである。

要望事項
（事項名）

企業年金制
度における
連合会への
脱退一時金
相当額移換
対応義務の
廃止

具体的事業の
実施内容

（要望理由）
確定給付企業年金制度および確定
拠出年金制度は、退職金の一部として
導入されることが多いにも関わらず、
企業外への出向者は一旦脱退扱いと
なることにより、企業は当該従業員の
出向期間について掛金の拠出ができ
ず、また、確定給付企業年金の場合は
従業員の掛金拠出も停止される。企業
側、従業員側の双方にとって不利益と
なるおそれがある。
（右欄へ続く）

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

確定拠出年金の導入状況をみても適
格退職年金からの資産移換が2005年
２月末で50％を超えており、中小企業
退職金共済契約からの移換が可能と
なればさらに確定拠出年金の導入は
促進されることから、早期に措置すべ
きである。
少なくとも法施行５年後の見直し時期
に合わせた検討を行うべきである。

中小企業退職金共済法第８条、第17
条
確定拠出年金法第54条、確定拠出年
金法施行令第22条

中小企業退職金共済制度から確定
拠出年金への解約手当金の移換は認
められていない。

確定給付企業年金および確定拠出
（左欄より続き）
年金は、企業と従業員によりその制度
出向先事業所を出向元事業所ととも
内容を決定する私的年金の一つであ
に確定給付企業年金の適用事業所と
する措置により対応することは可能で 確定給付企業年金法第２条、第25条、 るにも関わらず、厚生年金適用事業所
単位の実施となっていることから、企業
あるが、ごく一部の出向者のために出 第27条
向先を適用事業所とすることができな 確定拠出年金法第２条、第９条、11条 外への出向者（出向先の厚生年金被
保険者資格を取得する者）は、ほとん
いケースが多く、労使合意により出向
どのケースで一旦脱退することとなり、
元での加入が可能となるよう要望す
制度運営上の制約がある。
る。

2012年までの適格退職年金からの
移行を検討する際に、加入資格の差
異が移行の障害となるケースが多い。
実施中の退職一時金制度や適格退職
確定給付企業年金法第４条、第26条
年金制度の加入資格等に合わせた柔
確定給付企業年金法並びにこれに基
軟な制度設計を認めることで、制度間
づく政令及び省令について（法令解釈）
の円滑な移行を促進し、公的年金を補
完する役割を担う各企業年金制度の
普及、拡充への基盤整備を図ることに
なる。

適格退職年金では、加入待機期間の
設定を弾力的に行うことが可能だが、
確定給付企業年金については、５年を
超える勤続条件や30歳を超える年齢
条件を加入資格の要件として定めては
ならないことになっている。

企業年金制度の運営は、各社の状
況を踏まえて労使合意に基づき運営す
るのが原則であり、強制されるもので
はない。
また、ポータビリティの運営は個人の
自己責任を原則とするべきであり、参
加も制度や企業ベースでなく、個人の
確定給付企業年金法第91条の２
自由意志でなされることが適当であ
る。その通算を担う組織も、独立性・透
明性を重視した組織・スキームの構築
を検討してゆくべきである。そのために
も米国のIRAのような仕組みを検討し、
自己責任と自由意志、独立性と透明性
を確保すべきである。

（左欄より続く）
なお、連合会から他の確定給付型年
金制度や、連合会を介しない年金制度
同士の移受換については、移換元、移
換先双方の規約に定める場合に限り
行うことができる。（改正平成16年6月
11日法律第104号による）いずれも、規
約の変更については、遅くとも2006年
９月までに行わなければならない。
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

確定給
付企業
年金法
第27
条、第
36条、
第41条
確定給
付企業
年金法
施行令
第23
条、第
24条
確定給
付企業
年金制
度につ
いて

①休職開始時に資格喪失をしなければ、休職中も
①加入者期間から休職期間を除い
加入者資格を有しているので、その期間を加入者期
た期間を「給付算定期間」として定
間に算入しない取扱いは認められない。
め、それを基に給付額を計算するこ
②老齢給付金の現価相当額と脱退一時金の比較
とは可能。
時点を老齢給付金の支給開始時点とすると、脱退
②老齢給付金の支給年齢要件以外
Ⅰ、
一時金の受給者が、受給額を自ら運用することによ
の要件を満たす者に支給する脱退 c
Ⅱ
り、容易に一時金の額を年金原資より大きくし得る。
一時金の額は、その者が老齢給付
このような取扱いは、確定給付企業年金法が年金
金の受給権者になったときに支給す
に重点を置いた法律であるにもかかわらず、脱退一
る給付の現価相当額を上回らないこ
時金の受給を促進することにつながるおそれがある
ととされていて、その比較時点は脱
ことから、認められない。
退時点としている。

確定給
付企業
年金
法、厚
生年金
保険
法、関
連政省
令・通
知

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

確定給
付企業
年金法
施行規
則第46
条
厚生年
金基金
の財政
運営に
ついて

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

厚生年金基金及び確定給付企業年金制度の事業
主掛金は、税法上損金算入が認められており、過去
勤務債務の償却については、税制上の観点から一
定の規制が課せられているところ。
なお、非継続基準の積立不足に伴い拠出する場
c、 Ⅲ、
合の掛金の額については、最低積立基準額までの
ｄ Ⅳ
不足分を一括して拠出できることとなっている（確定
給付企業年金法施行規則第58条第1号）ため、ある
程度早期に積立不足を解消できる。
（税制適格退職年金制度については、財務省から回
答）

厚生年
金保険
法第
130条
確定給
付企業
年金法
第29条

厚生年金基金の代行返上の際の
基本部分の上乗せ部分について
は、確定給付企業年金に移行後（あ
るいは移行と同時に）確定給付企業
年金の基準に則って給付設計の変
更をして一時金の選択肢を設けると
いったことは可能。ただし、年金の受 c
給資格を有する者が一時金で受給
するかどうかは基本的には本人の
選択。また、過去期間分が確保され
たとしても、将来期間も含めてみた
場合に給付減額となるのであれば、
給付減額の手続が必要。

加入者及び受給者等の受給権保護という観点か
ら、厚生年金基金や確定給付企業年金において
は、約束した給付を確実に支給することが大原則で
Ⅰ あり、厚生年金基金時代に約束した給付を、代行返
〜 上後は、代行部分以外継続することを基本とする制
度としている。
Ⅳ
従って、本人の同意なしに、受給者の不利益にな
りうる一律一時金清算するという取扱いを認めるこ
とは適切ではないと考えている。

その他

再検討要請

①給付額の計算のための給付算定期間では、休職期間を除い
た期間とする取扱が認められているが、支給要件の加入者期間
では、休職期間を除いた期間とする取扱いが認められていな
い。そのため、支給要件と給付額計算で加入者期間の取扱が相
違し、事業主の労働協約等と異なる取扱いをする必要等が生じ
ている。休職期間を除いた期間とすることは、合理的な理由があ
ると考えられるため企業等の事態に促した制度設計を可能とす
べく、要望に沿った検討をお願いしたい。
②据置利率の水準については、事業主側が一方的に決めるの
ではなく、労使合意を前提とすることで、「容易に一時金の額を
年金原資より大きくし得る。」ことにはならないと考える。適格退
職年金など企業の企業の退職金制度からの円滑な移行を促す
ことが期待できることからこの緩和を実施すべきである。

措置 措置
の分 の内
類
容

c

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

確定給付
①休職開始時に資格喪失をしなければ、休職中も加入者資格を有しているので、そ
企業年金
の期間を加入者期間に算入しない取扱いは認められない。支給要件の加入者期間
制度にお
から休職期間を除きたい場合には、現行の運用どおり、休職開始時に資格喪失させ
厚生労働 ける老齢
z13137
Ⅰ、Ⅱ
る必要がある。
給付金の
省

②据置利率を労使合意で決めたところで、脱退一時金の受給を促進することにつな
がるおそれがなくなるとは限らず、認められない。

キャッシュバランスプランについて、一連の緩和が進められてき
たことは評価できるが、より導入しやすくするためには要望した
内容が是非とも必要である。
c、ｄ
①給付額に下限を設けない制度であっても、給与×給付率の金
額（元本）は確保され、一時金ベースでの減額は生じないことか
ら、確定給付という趣旨を損なうものではないと考える

Ⅰ〜 一時金ベースで減額にならないからといって、年金額の下限を設けないことは、確定
z13138
Ⅳ
給付年金という趣旨にそぐわないため、導入困難。

確定給付
企業年金
における
厚生労働 キャッシュ
バランスプ
省
ランの選
択肢の拡
充

近年企業会計における退職給付の比重はますます高まってお
厚生年金
り、企業にとって財務体質を早期に健全化することは、株主・加
基金、確
入者等への責務となりつつある。現在の過去勤務債務の償却割
定給付企
非継続基準の積立不足に伴い拠出する場合の掛金の額については、最低積立基準
合上限は企業の個別ニーズに十分応えたものではなく、制度所
業年金及
額までの不足分を一括して拠出できることとなっているなど、財務状況のある程度の
財務省・厚
び適格退
z13139
管部局から税務当局に相談いただいたうえで、より一層の弾力 c、ｄ Ⅲ、Ⅳ
生労働省
早期健全化は現行制度の枠内で可能であり、現時点では、償却割合の上限の緩和
職年金の
化を可能としていただきたい。なお、当然のことではあるがあくま
等、これ以上の弾力化は制度運営上必要ないと考えている。
過去勤務
で償却割合を変更できる時期（例えば財政再計算時など）に変
債務の一
更することを想定しており、企業の恣意的な時期に一括償却を
括償却
要望するものではないことを申し添える。

-

-

-

-

5144

5144020

給付額等
の支給弾
力化

z13140

45/54

厚生年金
基金の代
行返上に
伴う基本
厚生労働
部分の上
省
乗せ部分
の一時金
清算の容
認

5144

5144

5144

5144021

5144027

5144028

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

(社)日
本経済
団体連
合会

(社)日
本経済
団体連
合会

(社)日
本経済
団体連
合会

(社)日
本経済
団体連
合会

20

21

27

28

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

確定給付企
業年金制度
における老
齢給付金の
給付額等の
支給弾力化

①資格喪失を経ない方法で、加入期
間から労働協約等に規定する休職期
間を控除する取扱いを可能とすべきで
ある。
②老齢給付金の支給年齢要件以外
の要件を満たす者に支給する脱退一
時金の額については、『「老齢給付金
の支給開始時点」まで繰下げた場合
に、一時金として支給される見込みと
なる脱退一時金の評価額』を、『全部を
年金として支給する場合の老齢給付金
のうち、保証期間に支給する給付の下
限予定利率を用いて計算した場合の
「老齢給付金支給開始時点」における
年金原価相当額』が、下回らないよう
にするといった取扱いとすべきである。

（要望理由）
①資格喪失により加入期間から休職
期間の控除は可能ではあるが、受給
権の発生等が伴うため、取扱いの緩和
により複雑な制度運営の負担の緩和
を図ることができる。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の
要件を満たす者に支給する脱退一時
金を繰下げする際に、付利は要件とさ
れていない。比較時点を支給開始時点
とすることによって、下限予定利率以
上の据置利率を設定する必要がなくな
り、法規制とも合致した取扱となる。
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
この緩和により適格退職年金など企業
の退職金制度からの円滑な移行を促
すことが期待できる。なお、据置利率
の水準については労使合意により随
意に設定されるべきであり、当該規制
の緩和を実施することが必ずしも「一
時金をもらって自ら運用した方が有利
となる」とは言えず、年金より一時金を
奨励していることとはならない。

確定給付企業年金法第27条、第36
条、第41条
確定給付企業年金施行令第23条、第
24条
「確定給付企業年金法ならびにこれに
基づく政令および省令について（法令
解釈）」（平成14年３月29日年発第
0329008号）

（左欄より続く）
②脱退一時金の額について、老齢給
付金の支給年齢要件以外の要件を満
たす者に支給する脱退一時金の額
は、その者が老齢給付金の受給権者
になったときに支給する給付の現価相
当額を上回らないこととされているが、
その比較時点が脱退時点とされ、実態
として繰下げに伴う付利が必要となっ
ている。

確定給付企
業年金にお
けるキャッ
シュバランス
プランの選
択肢の拡充

（要望理由）
キャッシュバランスプランは、運用リ （左欄より続く）
退職一時金制度や適格退職年金か
再評価率については、市場インデッ
らの円滑な移行を促進するために、以 スクの年金財政への影響軽減が可能
下のとおりキャッシュバランスプランに となる有意義な方式であることから、確 クスを組み入れた複合ベンチマークの
係る選択肢の拡充を行うべきである。 定給付型の企業年金における一層の 指標採用を認めることで、高い給付利
①給付利率に下限を設けない制度の 普及・充実のためには、さらなる選択 率が期待でき、キャッシュバランスプラ 確定給付企業年金法施行規則第26
導入、あるいは、下限を設ける場合は 肢の拡充が必要である。給付利率につ ンの魅力を高めることができる。また、 条、第28条、第29条
いては下限を設けないものの、少なくと 給付水準と資産運用との連動性が高
さらなる運営の弾力化を行うこと
②市場インデックスなどを用い、従前 も0％以上であれば「給付されることが まることで年金財政の安定化にも繋が
の再評価率と組み合わせた再評価指 確定している」という確定給付の趣旨を る。労使合意による選択肢の拡充を図
るべきである。
損なわないものと考えられる。
標の拡大を行うこと
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
②再評価率については、2003年5月
30日法令解釈（年発第0530001号）の
改正により、賃金指数や物価指数も適
用が可能となったが、市場連動する評
価率は採用されていない。

A

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

企業年金における年金財政の健全
化及び受給権保護の推進、企業会計
における年金債務の開示の必要性等
の観点から、年金積立金を早期に充
実させることが必要不可欠である。こ
のため、厚生年金基金、確定給付企業
年金及び適格退職年金の過去勤務債
務の早期償却に向けて、制度の財政
状況及び事業主の負担能力に応じて、
一括償却等の一層の弾力的な償却を
可能とすべきである。過去勤務債務償
却に関する事業主掛金の税法上の取
扱については、企業の恣意的な時期で
の一括償却を想定しているものではな
い。税務当局とも相談し、柔軟な対応
を検討すべきである。

A

厚生年金基
金の代行返
上に伴う基
本部分の上
乗せ部分の
一時金清算
の容認

基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）
部分については、選択による一時金給
付の仕組みが設けらているが、一時金
給付を選択しない者が残り続ける限
代行返上し、新型企業年金に移行し
り、確定給付企業年金の本来の事務 「厚生年金基金から確定給付企業年
た場合、受給（権）者の基本部分の上
的な管理とは別に、企業年金連合会か 金に移行（代行返上）する際の手続及
乗せ（いわゆる薄皮）部分については、
ら別途、生存情報を取得する必要があ び物納に係る要件・手続等について」
選択による一時金支給（清算）が認め
るなど、事務的な負担は極めて重い。 （平成15年５月30日年企発第0530001
られているが、一律に一時金による清
また、受給者等にとっても、僅少とな 号・年運発第0530001号）
算が認められていない。
るケースが多い年金の支給を受けるこ
とが必ずしもプラスでない面もあり、一
律に一時金給付を行ったとしても、必
ずしも不当な扱いになるとは言えない。

基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）
部分については、年金支給額と経済的
に等価な一時金（財政上の予定利率
による過去分の給付現価）を支給する
仕組みを設けるならば、一律に一時金
による清算を認めるべきである。

「厚生年金基金の財政運営について」
（平成８年６月27日年発第3321号）
確定給付企業年金法施行規則第46条
法人税法施行令附則第16条

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

2006/1/3114:26

「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

「健康
保険組
合の事
業所編
入につ
いて」
（平成
１４年３
月２２
日保発
第３２２
００３
号）

制度の現状

措
置
の
分

健康保険組合の事業所編入につい
ては、「健康保険組合の事業所編入
について」（平成１４年３月２２日保発
c
第３２２００３号）により、企業経営の
実情に適合するように規制緩和して
いるところである。

食品衛生法（昭和２２年法律第２３３
号）第５１条により、飲食店営業等公
食品衛 衆衛生に与える影響が著しい営業で
C
生法 あって、政令で定めるものの施設に
ついては、都道府県が条例で、業種
別に施設基準を定めている。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

以下の要望者意見を踏まえ、再考されたい。なお、規制改革・民
間開放の推進に関する第２次答申において、健康保険組合の規
約変更の届出制化等について１８年度中に検討・結論とされて
おり、本要望を含め、幅広く検討すべきと考える。

健康保険組合における事業所編入については、
健康保険組合が業種や資本関係等の共通基盤を
有することを前提に設立されるものであり、会社設
Ⅳ
立による新規編入であっても、業種や資本関係等を
個別に判断する必要があることから、引き続き認可
事項とする。

本年11月の規制改革要望集中受付月間における厚生労働省
の回答は、「会社設立による新規編入であっても、業種や資本関
係等を個別に判断する必要があることから」認可事項とする旨の
内容である。
同一の健保組合における会社設立の場合では、資本関係や
役員構成など共通基盤を有すると認められる状況があることか
ら、一定の要件を満たすならば、届出を認める余地があると考え
る。再考願いたい。

食品衛生法第５１条により、営業施設の基準につい
ては、都道府県が条例で定めることとされており、ご
要望の施設基準の緩和についても、地域の実情に
応じて都道府県の判断において行われるべきもの
である。なお、厚生労働省では、コンビニエンススト
Ⅰ
アで行われる飲食店営業の施設基準に係るガイドラ
インの策定の検討を進めており（平成１８年度中措
置）、本ガイドラインが策定され、全国に周知される
こととなった場合には、各都道府県の条例の改正や
運用の弾力化が進められるものと考える。

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

新規事業
所編入（同

c

Ⅳ

一健保組
健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公法人であることから、安定的かつ
合内事業
円滑な事業運営
厚生労働
所におけ
z13141
省
を確保するための根幹である企業・業種といった共通基盤の確認は、認可とすること
る会社設
が適当と考えている。
立）に関す

5144

5144029

（社）日
本経済
団体連
合会

29

A

る規約変
更の緩和

-

z13142

保健所の
営業許可
におけるコ
厚生労働
ンビニエン
省
スストアの
施設基準
の設定

5144

5144032

(社）日
本経済
団体連
合会

32

労働安
全衛生
法
消防法
高圧ガ
石油コンビナートについては、保安
ス保安
四法が各法の目的を達成するため
法
に必要な規制が行われている。
石油コ
ンビ
ナート
等災害
防止法

労働安
全衛生
法第41
条第2
項
ボイ
ラー及
び圧力
容器安
全規則
第38条
第1項
平成14
年3月
29日付
け基発
第
032901
8号「ボ
イラー
等の連
続運転
に係る
認定制
度につ
いて」

b

ボイラー及び第一種圧力容器の検
査証の有効期間の更新を受けようと
b
する者は、登録性能検査機関が行う
性能検査を受けなければならない。

許認可手続きの簡素化・検査方法の合理化につい
ては、「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・
整合化促進に関する実務者検討委員会」において
Ⅳ 検討されたが、再度、経済産業省、厚生労働省、消
防庁において、石油精製事業者を交えて検討し、更
なる合理化・簡素化について結論を得るとともに、そ
れについて、周知徹底を図る。

本年の規
制改革・民
間開放推
進会議答
申に左欄
のとおり盛
り込まれる
予定であ
り、当該答
申に従い
措置する。

一定の安全管理基準を満たす事業者において自
主検査が可能となる認定制度・基準について、安全
の確保を前提に検討する。
Ⅰ
その結果、認定制度・基準が整備された場合に
は、認定基準に合致する事業者について、自主検
査を認めることとする。

本年の規
制改革・民
間開放推
進会議答
申に左欄 「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」の内容を踏ま
のとおり盛 え、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示され
り込まれる
たい。
予定であ
り、当該答
申に従い
措置する。

Ⅳ

経済産業省、厚生労働省、消防庁において、石油精製事業者を交えて検討し、更な
総務省・厚
保安法令
る合理化・簡素化について、平成18年度中に、結論を得るとともに、それについて周
生労働省・
の重複適
z13143
経済産業
知徹底を図る。
用の排除

5144

5144047

(社)日
本経済
団体連
合会

5144050

(社)日
本経済
団体連
合会

省

47

b

Ⅰ

の導入

46/54

5144

50

当該健保組合に既に加入している事
業所が、会社設立により新規に編入す
る場合は、厚生労働大臣の認可を要し
ないことに変更すべきである（認可事
項から届出事項への変更）。
また、添付書類の簡素化を図るべき
である。

具体的事業の
実施内容

A

装置を構成している一つ一つの機
器・設備までが、複数の法令によって
重複して規制を受けることのないよう、
各法の適用範囲に係る指定基準を策
定し、それに則って、重複適用を排除
すべきである。
少なくとも、さらなる合理化、整合化
に向けた措置として、機器・設備に適
用される適用法令を装置ごとに一括し
て適用することとすべきである。
第一段階として、例えば改造・増設を
保安法令の 伴わない変更（維持補修等）について
重複適用の は、法令の重複適用を解消すべきであ
る。
排除
また、高度の保安管理体制の確立を
前提として、以下の点につき検討すべ
きである。
・設備設置・変更の許認可制（事前審
査型規制）から規定遵守状況を適宜確
認する方法（実行監視型保安規制）へ
の移行
・技術的事項（設備設置、検査等）につ
いて法令の性能規定化の下、民間企
画の積極的活用
・国際整合性のとれた保安規制の整備

A

労働安全衛
労働安全衛生法に定める認定制度
生法の認定
に自主検査を導入し、自主検査を基本
制度におけ
としている高圧ガス保安法の認定制度
る自主検査
との整合を図るべきである。
の導入

要望理由

根拠法令等

（要望理由）
本要望に対して厚生労働省は、「同
一健保組合における会社設立の場
合、資本関係や役員構成などの共通
（右欄より続く）
基盤の有無について確認する必要が
もともと同一の健保組合に加入して
あることから許可を必要とする」と回答
いたという事実を踏まえれば、共通基
している。
盤が皆無ということはないことから、例
しかし、現行の認可手続きでは、提出
えば、新規資本の比率や新役員の構
健康保険法第16条
する登記簿や株主名簿等の発行に時
成割合など、事情変更が一定の範囲
健康保険法施行規則第５条第２項
間がかかるため、被保険者証の発行
内であれば、認可を要しない届出制へ
が遅れる恐れがあることから、その間
の移行を認めるべきである。健保組合
に被保険者が健康を害した場合に不
の認可手続きにおける負担軽減は、今
便が発生する。このケースの場合、被
般の医療制度改革の趣旨にも合致す
保険者等の観点からは、従前の医療
るものである。
保険者に再加入するだけであり、認可
手続きのためだけに多大な時間と事務
コストをかけるのは不合理である。
（左欄へ続く）

全国一律に適用される、コンビニエン
スストアの施設基準を新たに定めるべ
きである。
具体的には、①カウンターの天井や
壁の仕上げを特定のものに指定せず、
売場と同じものでよいとすること、②倉
庫等に大型冷蔵庫を置かなくてもよい
こととするなど、実態に即した施設基準
を定めるべきである。

保健所の営
業許可にお
けるコンビニ
エンスストア
の施設基準
の設定

労働安全
衛生法の
一定の安全管理基準を満たす事業者において自主検査が可能となる認定制度・基
厚生労働 認定制度
z13144
準について、安全の確保を前提に、平成18年度中に検討し結論を得る。
における
省
その結果、認定制度・基準が整備された場合には、その後措置を行う。
自主検査

新規事業所
編入（同一
健保組合内
事業所にお
ける会社設
立）に関する
規約変更の
緩和

具体的
要望内容

A

要望者より次のとおり意見が提出されている。「規制改革・民間
開放の推進に関する第２次答申」の内容を踏まえ、改めて対応
を図るとともに、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時
期）を示されたい。
○本要望は、保安四法の１本化を要望しているものではない。全
体の装置を構成している機器や設備が複数の法令によって規制
を受けているものが現にあるため、「石油コンビナートに係る保
検査
安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討会」の報告書
及び
に示された回答通り、適用法令が重複しないよう至急の整理を
届出
要望する。
の重
○【本要望に対する関係3省庁の報告書の回答】
複：
実際の運用において、規制法令の適用について重複・競合が問
a、法
題となっている“機器”、或いは問題となった“機器”があれば、当
改正
該機器等に係る適用法令を整理する。
を伴う
○変更許可申請の重複事例
抜本
①消防法と高圧ガス保安法の適用
的な
重油脱硫装置/リサイクルガスラインＲＯ設置工事/スキミング設
合理
備設備設置工事/流動接触分解装置/界面計設置工事/芳香族
化：c
製造装置/配管更新工事/熱交換器更新工事/軽油水素化脱硫
装置/反応器設置に伴うエリア拡張/原油蒸留精製装置/ノズル
出し工事/脱水・水銀除去装置設置枝出し工事
②消防法と労働安全衛生法一圧ボイラー則の適用
芳香族製造装置/熱交換器更新工事/減圧残油熱分解装置（分
解系）/本体更新工事
※本件は春のマイナーＳＤ工事における一製油所の重複適用の
事例である。

要望事項
（事項名）

（要望理由）
コンビナート事業所の機器、設備は
全体で一つのシステムとして機能して
おり、保安諸法はそれぞれ異なる目的
と対象を有するものの、現状の規制は
プラント全体の総合的な保安確保の目
的には必ずしもそぐわないものとなって
いる。例えば、石油精製、石油化学の
プロセスは、貯蔵タンクを除きほとんど
が気液混合の、大気圧を超える状態で
あるため、消防法、高圧ガス保安法ま
たは労働安全衛生法が複数適用さ
れ、許可申請、完成検査（落成検査）、
検査記録の作成・保存等において、重
複して行うことになっている。（高圧ガス
保安法と労働安全衛星法は運用上、
適用区分されている。（右欄へ続く）

その他
（特記事項）

健康保険組合の規約に関して、健康
保険法施行規則第５条第２項に規定さ
れている事項（設立事業所の増加また
は減少）を行う場合には、厚生労働大
臣の認可を要するとされている。

「規制改革・民間開放集中受付月間
において提出された全国規模の規制
改革・民間開放要望への対応方針」
(平成17年10月11日 規制改革・民間
開放推進本部）においては、「都道府
県が条例の改正を行う際の参考となる
ガイドラインを作成し全国に周知を図
る」とされた。しかし、ガイドラインには 食品衛生法第51条、第52条
強制力はなく、ガイドラインの内容に即 食品衛生法施行令第35条
した見直しが行われるとは限らず、全
国一律の基準が確立されることは期待
しがたい。主要なコンビニエンスストア
チェーンでは、年間に概ね2500店舗近
くの新規出店があることから、早期に
設備の標準化を図ることが求められ
る。

(左欄より続く）
（１）カウンター内にシンクと手洗いを、
お客様には別途お手洗いを設けてい
るにも関わらず、さらに、売り場に手洗
いを設けるよう保健所に指導される地
域がある。無駄なコストと共にかえって
不衛生な現場を生んでいる（新潟県、
愛知県、千葉県、宮城県、山形県、福
島県等）。（２）カウンター内を厨房とみ
なし、仕上げを特定のものに指定する
保健所があり、無駄なコストが生じてい
る（静岡県、京都市等）。（３）保健所に
よる許可基準として、原則として従業員
全員に検便を義務づけており、明らか
に錯誤している（愛知県）。

（左欄より続き）
「石油コンビナートに係る保安４法の
合理化・整合化促進に関する実務者
委員会」では、保安四法の重複適用を
排除し、整合化等合理化を進めるとし
ているが、法改正を伴う抜本的な合理
化は検討されていない。申請・届出書
類の様式統一に止まらない合理化を
実施すべきである。
一設備または一装置について一法令
の適用となれば、許認可にかかる手続
が簡素化され、負担が軽減される。ま
た、事業者の国際競争力の強化に寄
与することが期待される。

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

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害防止法

①労働安全衛生法の認定制度では性
能検査は性能検査代行機関が行うも
のとされ、事業者自ら検査して判断す
ボイラー及び圧力容器規則第35条、第
ることができない。
②事業所の安全管理、設備管理は装 40条、第75条
置ごとに行っているが、検査主体は装
置を構成する設備毎に異なるため、事
業所運営の効率低下を招いている。

労働安全衛生法の認定制度の性能
検査は性能検査代行機関が行う。
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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

該当法
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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月
・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
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公
示）
・技能
実習制
度の基
本的枠
組み
（平成5
年3月

ー

制度の現状

・法務省告示等に基づき、技能実習
期間は、選考する研修期間とのバラ
ンスを考慮し、研修期間のおおむね
1．5倍の機関以内の期間としてい
る。（研修期間が9ヶ月を超えるもの
である場合は、この限りでない。）
・技能実習制度推進事業運営基本
方針等に基づき、研修生送出国の
ニーズに合致する職種かつ対象技
能等の公的評価制度が整備されて
いる職種を技能実習対象職種として
いる。研修成果の基となる公的評価
制度の仕組みとして①職業能力開
発促進法に基づく技能検定（51職
種）と②（財）国際研修協力機構の認
定する評価制度の仕組み（11職種）
がある。
・「技能実習制度」は、一定期間の研
修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等
の要件を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な技術、技
能等を習得することができる制度で
あり、研修期間と、技能実習期間か
らなるものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能実習期
間を合わせて3年以内とされている。

措
置
の
分

①
は
C
②
は
ｄ
④
は
C

・技能実習の対象者は、研修期間に
おいて一定水準以上の技能等を習
得し、研修成果の評価等に合格し、
在留資格の変更が許可されたものと
する。技能実習は、研修を受けた技
能等と同一の技能等について、研修
を受けた企業等と同一の企業等に
C
おいて実施されるものとする。
・法務省告示等に基づき、技能実習
期間は、選考する研修期間とのバラ
ンスを考慮し、研修期間のおおむね
1．5倍の機関以内の期間としてい
る。（研修期間が9ヶ月を超えるもの
である場合は、この限りでない。）

ー

ｄ

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

①技能実習制度は、開発途上国等への技能移転を
図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に
協力するための制度である。
この制度は、技能移転を目的とした研修制度の拡
充の観点から、一定期間の研修を経た上で研修成
果等の評価等を行い、一定の水準に達したこと等の
要件を満たした場合に、その後雇用関係の下で技
術、技能等を修得することを認める制度である。
このため、研修期間が短い場合は、実習を行う前
提としての基礎的な技能等の修得が確保されず、実
態として、単純労働力の受入れにつながりかねない
ことから、研修期間の短縮が可能となる研修と技能
実習からなる在留資格を創設することは適当ではな
い。
なお、一部の研修現場において不適正な事案が発
生しているケースもあるが、これについては、研修生
− 受入れ企業等に制度の目的を周知・徹底させること
により改善が可能であると考えるため、今後とも制
度の適正な運営に努めることとしている。
② 技能実習制度は、国際貢献の観点から開発途
上国等への効果的な技能等の移転を図ることを目
的としており、本制度における対象職種について
は、研修生送出国のニーズがあること、研修成果を
客観的かつ公正に評価することができる公的評価
制度が我が国内で整備されている職種であることと
している。
「研修成果の評価」の基となる公的評価制度として
は、a 職業能力開発促進法に基づく技能検定制度、
b 営利を目的としない機関における技能評価制度を
（財）国際研修協力機構（JITCO)が一定の要件の下
に認定するものの2種類があり、aの技能検定にな
い職種については 国内外の要望を踏まえ b の方

③
再技能実習については、技能実習時における技
能評価の実施状況、今年度公表される予定の再研
修の基準による再研修の活用状況及び送り出し国
のニーズ等を踏まえ検討する必要があり、現段階に
おいては、時期尚早であると考える。
技能実習期間の延長等については、技能実習生
は実習終了後に母国へ帰国し、修得した技術等を
母国の発展のために役立てることが当制度の趣旨
−
であるため、技能実習の期間を延長し、母国に帰国
してからの技能移転を遅らせることは適当ではなく、
いたずらに期間を長くすることは、送り出し国にとっ
て人材の損失となり、他の者の技能実習の機会を
奪うことにもなりかねず、さらに、受入れ機関におけ
る監理を困難とし、①定住化、不法就労の問題、②
家族の呼び寄せ問題への対応、③労働市場への影
響などの問題も発生することとなることから適当では
ない。

企業間で出向契約等を締結すると共に外国人本人
と国内企業との間に労働契約を締結させることによ
り、外国人本人と「本邦の公私の機関との契約」が
ー
成立し、現行の在留資格での在留が可能となる。こ
の際、労働基準関係法令は外国人本人と国内企業
に適用される。

ｂ（経済連携協定の枠組みの中で検討）

出入国
管理及
び難民 外国人が、国内で介護業務に従事
b
認定法 するための在留資格は存在しない。
第2条
の2

外国人の介護福祉士資格取得者の受入れに関して
は、諸外国との経済連携協定交渉を進めていく過程
で、交渉相手国から介護労働力の受入れ要望が
あった場合、経済連携協定締結促進の観点から、
我が国の介護福祉士資格取得など一定の要件のも
とに受け入れることを、関係省庁と連携しつつ検討
していくこととしているが、その受入れにあたっては、
不法就労、不法滞在その他犯罪の防止等に留意す
るとともに、我が国の労働市場へ悪影響等を及ぼさ
ないよう、適切な措置を講じる必要がある。このた
め、経済連携協定の枠組みの下で、受入れ者の要
件や受入枠の設定、送り出し・受入れ機能の一元化
Ⅰ など適切な仕組みや体制を整備することを前提条
件として受入れを認めることとしているものであり、
ご要望のように、経済連携協定の枠組みとは別に
実施することは、これらの問題が生じるおそれがあ
ることから、適当でないと考えている。
日比経済連携協定においては、介護福祉士資格を
取得するための準備活動の一環として、介護に関す
る一定の資質を有するフィリピン人に対して、日本
語及び介護技術について一定の国内での研修を
行った上で、我が国で一定期間（滞在期間の上限４
年）就労することを認めることとしているが、これは、
受入れの実効性を確保し、経済連携協定締結促進
の観点から、国家資格を取得しやすくなるような具
体的措置として講じるものであり、また、この具体的
な要件設定は、経済連携協定交渉の中で、両国の
制度に関する密接かつ十分な情報・意見交換を経
ることによって初めて可能となったものであることか

その他

再検討要請

① 当会が要望する、研修期間の短縮が可能となる研修と技能実習からなる在
留資格の創設は、開発途上国等への技能移転を図り、開発途上国等の経済
発展を担う「人づくり」に協力するための制度の充実を図るものである。
当会要望は、たとえ研修期間が半年程度であったとしても、現在の技能実習
への移行要件である技能検定基礎２級に定める技能等を修得した者に対して
のみ技能実習への移行を認めることを想定しており、ご指摘の「基礎的な技能
等の修得が確保されず単純労働力の受入れにつながりかねない」との懸念は
当たらない。むしろ、研修期間の短縮を可能とした場合、研修・技能実習生は
より早期にかつ長期間にわたる技能実習が可能となり、また、研修・技能実習
生のインセンティブも高まることから、本制度の趣旨の実現に寄与するものと
なると考えている。
なお、当会では、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っている企業等を優良事業者として
認定し、そのような優良事業者にのみ緩和措置の活用を認めることを要望して
おり、「一部の不適正な事案」の発生源となっている受入機関については、規
制を強化すべきと考えている。
② 「公的」評価制度の担い手は、国や公益法人等に限定されるものではなく、
民間企業等であっても公正性・客観性・中立性等を確保する措置が講じられ
れば、十分にその担い手になり得ると考えている。また、厚生労働大臣認定の
社内検定制度は、わが国において「技能振興上奨励すべきもの」として認定さ
れており、そのような技能であれば、開発途上国等への移転を図り「人づくり」
に協力する本制度の対象技能となり得るものと考える。従って、現行の認定の
審査基準（評価制度の内容、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等）を
具体的に示されるとともに、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」にお
いて、対象資格の見直しを逐次実施するとされているところ、「どのようにすれ
ば社内検定制度を活用できるか」との観点で再検討願いたい。

措置 措置
の分 の内
類
容

①ｄ
②ｄ
④ｃ

−

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

①技能実習制度は、技能を修得して本国で活用してもらう国際協力を目的としてい
るため、到達目標としているレベルを修得するために必要な期間について在留を認
めているものである。
よって、研修・技能実習期間については最長で3年間であるが、修得する技能の種
類、本人の資格と能力等に応じた技能の養成を行い、到達目標レベルの技能を修
得した後は、3年を待たずに帰国し、できるだけ早期に修得技能を本国で活用しても
らうのが望ましいと考えている。
また、当制度においては「人づくり」という国際貢献に協力する優良事業者を前提
に運営しているものであることから、優良事業者として差別化することの必然性がな
外国人研
く、優良事業者に対する優遇措置は必要はないと考える。
警察庁・法
修・技能実
なお、一部不適正な事案の発生源となっているような事業者については、制度の z13145 務省・厚生 習制度の
労働省
目的の周知・徹底により運用の適正化を図る等、「第3次出入国管理基本計画」で示
見直し
されている方針に基づき検討してまいりたい。
②現行の認定の審査基準については、（財）国際研修協力機構において「ＪＩＴＣＯ認
定評価システムのご案内」として公表している。
また、社内検定認定制度は、そもそも技能実習制度が求める公的評価制度と趣旨
が異なることから、そのまま活用することは難しい。
④たとえ一部例外的な措置であっても、実習修了後の就労機会の付与を認めること
は、本制度の趣旨・目的に反する結果に繋がりかねないため受け入れることはでき
ない。
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直し

④ 当会要望は、外国人研修・技能実習制度の原則や本来の趣旨等を否定す
るものではなく、あくまで一部例外的措置として、わが国の産業競争力、地域
経済、国民生活の維持・強化に必要な分野について、特に高度な技能等を修
得した者を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
としてわが国において就労することを認めるよう求めるものである。

技能実習対象職種においては研修・技能実習制度は一体的に
活用されているものであり、また、当会要望では、現在技能実習
2年目修了時の目標とされている技能検定3級に定める技能等を
修得した者のみに再技能実習を認めることを想定している。相
手国のニーズ等を踏まえ、今年度公表される再研修の基準と同
時に、あるいは引き続き速やかに、再技能実習の制度化を検討
頂きたい。
技能実習期間の延長等については、当会は、「いたずらに期間
を長くすること」を求めている訳ではない。あくまで優良事業者に
限った上で、3年間の研修・技能実習修了後、一定の要件の下で
さらに2年間程度、他の技能や同一技能でより高水準の技能実
習を認めるよう要望しているのであり、仮に2年程度帰国が遅れ
たとしても、その2年間で修得したより高度で幅広い技能を開発
途上国に移転することにつながれば、本制度の充実に寄与する
と考えている。

現在、我が国企業と、我が国に本店、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が一定
期間我が国に在留する場合、短期滞在、或いはその延長など、
必ずしも我が国企業への出向という形態をとっている訳ではな
い。当会要望は、そのような外国人が我が国企業に出向する契
約や我が国企業と外国人本人との労働契約がなくとも長期に在
留することが可能となるよう、法令・制度の整備を求めているも
のであり、このような外国企業との契約に基づく専門的・技術的
分野の外国人受入れに係る在留資格を早期に整備して頂きた
い。

介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第
30号）に基づく名称独占の資格であり、介護福祉士の名称を用
いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害
があることにより日常生活を営むのに支障がある者及びその介
護者に対して介護に関する指導を行うこと等を業とする者を言う
のは、貴省がそのホームページで広く開示するところである。
（１）国家資格である介護福祉士が専門的・技術的分野の労働者
に該当することは明らかで、「専門的・技術的分野の外国人労働
者は積極的に受け入れる」という政府方針（雇用対策基本計画、
出入国管理基本計画）に基づき、人数制限や最長滞在期間制限
等のない適切な在留資格を速やかに整備すべきである。「経済
連携協定の枠組みとは別に実施することは・・・適当でない」との
貴省指摘を踏まえれば、遅くとも日比経済連携協定の国会承認
得られ次第、少なくとも厚生労働大臣の指定した養成施設を卒
業して介護福祉士資格を取得した外国人に対しては就労可能な
在留資格を整備を行うべきで、その整備をもって経済連携協定
の枠組の優位性が損なわれることはないと考えられる。
（２）「受入れにあたっては、・・・我が国の労働市場へ悪影響等を
及ぼさないよう、適切な措置を講じる必要がある」との指摘に関
連し、外国人介護福祉士受入れによる労働市場への影響度合
いを知るため、厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業し、介
護福祉士登録簿に既に登録されている外国人の数、及び同養
成施設に現在在籍する外国人の数を示されたい。
（３）17年の人口動態統計推計及び国勢調査結果速報から、本
年より我が国の人口減少が始まることは確実で、少子・高齢化
の流れは決定的となった。一方で18年４月からの介護報酬は全
体で０．５％引き下げられる（在宅は平均△１％、施設は平均±
０％）。全国の介護事業者等からの人材の不足感を訴える声は
高まっており、介護事業に係る人材の需給は逼迫するものと見
込まれる。
以上３点につき貴省の見解をお示し頂きたい

c

−

再技能実習の制度化については、再研修の活用状況等を十分検証しながら、送り
出し国のニーズを含め様々な要望等を吟味し、時機を捉え対処すべきものであり、
現段階では時期尚早である。
また、技能実習期間の延長については、当制度においては「人づくり」という国際貢
外国人研
献に協力する優良事業者を前提に運営しているものであることから、優良事業者と
警察庁・法
修・技能実
して差別化することの必然性がないことから、優遇措置として期間延長する必要はな z13146 務省・厚生 習制度の
労働省
い。さらに、本制度において技能移転するとしている「初級程度の技能」の修得に必
見直し
要な期間は現行制度どおり3年以内で十分と考えている。
なお、技能実習終了後国内に滞在し就労することについては、前回の回答のとお
り、制度の趣旨に反することから到底認められない。
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外国企業
との契約

ｃ

ー

労働契約が無くとも長期間在留し就労することが可能となるよう在留資格を整備して
に基づく専
いただきたいとのことであるが、企業間の契約に基づき我が国に入国する外国人が
門的・技術
警察庁・法
安全・安心に就労することができるようにするためには、こうした者にも労働基準関
的分野の
z13147 務省・厚生
外国人受
係法令が適用され、労働者の保護が図られなければならない。そのためには、我が
労働省
入に係る
国企業と外国人本人との間に労働契約を締結し、使用者を明らかにしておくことが
在留資格
不可欠である。
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b

Ⅰ

ｂ（経済連携協定の枠組みの中で検討）
（１）について
介護福祉士は、介護業務に関する国家資格を取得しているものであり、介護業務を
適切に行うための専門性を有するものである。
一方、介護分野のように現在外国人の就労が認められていない分野において、専門
的、技術的分野の労働者として受入れを認めるかどうかについては、たとえ一定の
専門性を有する外国人であっても、近隣アジア諸国等の送出し圧力も含め国内の労
働市場に与える影響等を十分に考慮し、慎重な議論・検討を行う必要がある。（な
お、政府の基本方針においても、「専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れを
より積極的に推進する。」としつつも、「我が国の産業及び国民生活に与える影響そ
の他の事情を勘案しつつ、雇用情勢の悪化等我が国の労働市場の状況を反映して
的確かつ機動的に入国者数を調節できるような受入れの在り方についても検討する
必要がある。」とされているところ。）また、指定介護福祉士養成施設を卒業して介護
福祉士資格を取得した外国人の受入れについては、経済連携協定における実施状
外国人の
況を踏まえて、経済連携協定に基づく受入れに係る具体的な要件や受入枠との関
警察庁・法 介護分野
z13148 務省・厚生 での在留
係などにも留意しつつ検討する必要があると考えている。
労働省 資格の整
（２）について
備
指定介護福祉士養成施設を卒業し介護福祉士として登録されている外国籍の者の
数は、平成１７年１２月末現在２７５人である。なお、在留資格については把握してお
らず、多くは永住許可等を取得している者であると考えられるが、例えば留学生とし
て我が国に入国し指定介護福祉士養成施設を卒業した者の数などは把握していな
い。また、指定介護福祉士養成施設に現在在籍する外国人の数については把握し
ていない。
（３）について
我が国における将来の総人口は減少するものの、労働力人口は、高齢者、若年者、
女性などが活躍できる雇用環境の整備により、今後１０年程度は大幅に減少する状
祉士の登録者数は急速に増大しつつあり、平成１７年９月末現在４６７，７０１人（前年比

47/54
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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

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

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
（左欄より続く）
欠な制度として定着する一方で、同制
（例えば、新たな在留資格の下では、
度を低賃金の労働者供給ビジネスとし
半年の研修と２年半の技能実習や母
研修生から技能実習生への移行者
て悪用している団体やブローカーなど
国で一定の研修を終了した場合には
が２万人を超えるなど、本制度がわが
が介在する場合も少なくない。従って、
更なる研修期間の短縮と技能実習期
国および開発途上国において不可欠
同制度の見直しにおいては、制度の趣
間の長期化を可能とする）。
な制度となった今日、研修・技能実習
旨を一層徹底するとともに、不正行為
②技能実習の対象職種の拡大技能実
制度を適正かつ円滑に推進し一層充
を行った受け入れ機関の新規受け入
習の対象職種は、現在、その大半が製
実させていくためには、運用の適正化
れ停止期間を５年に延長するなど規制
造業に係る職種であるが、サービス業
とともに、制度自体の見直しを行う必要
を強化する一方で、過去数年にわたり
を含め開発途上国等に高いニーズが
がある。研修・技能実習期間の延長や
研修生・技能実習生の受け入れ実績
出入国管理及び難民認定法第７条１
あり、わが国において優れた知見・技
職種拡充を求める声が多い一方、研
があり、かつ不正行為等なく適正な運
項第２号の基準を定める省令
術等が蓄積されている分野等について
修生や技能実習修了間際の失踪問題
営を行なっている企業については優良
在留資格「研修」に係る基準省令に関
対象職種を拡大する。その際には、技
を解決するため、研修期間中の待遇改
事業者として認定し、下記の点を含
する法務省告示
能検定やＪＩＴＣＯ認定に加え、厚生労
善や技能実習終了後のインセンティブ
め、各種の規制緩和策を講じるべきで
技能実習制度に係る出入国管理上の
働大臣が認定する企業の社内検定も
付与を求める声も出ている。また、日イ
ある。その際には、経済連携協定
取扱いに関する指針
活用する。
ンドネシア経済連携協定（EPA）交渉に
（EPA)交渉を進めているインドネシアな
④受け入れ企業・技能実習生双方の
おいて、インドネシア側から、①研修期
どからの要望も踏まえ、経済連携協定
ニーズに基づく在留資格の変更
間における待遇の改善、②受け入れ
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
職種の拡大、③研修・技能実習修了後
や受け入れ枠の設定、受け入れ機能
て、わが国の産業競争力、地域経済、
の就労、等につき要望が寄せられてい
の一元化等の適切な仕組みを整備し
国民生活の維持・強化に必要な分野
ることから、互恵的なEPAを締結してい
て先行実施することも検討すべきであ
について、特に高度な技能等を修得し
く観点からも、積極的に対応していくべ
る。
た者等一定の要件の下で在留資格を
きである。
①外国人研修・技能実習制度に関す
変更し、専門的・技術的分野の人材と
る在留資格の創設
してわが国において就労することを認
同制度における非実務研修、実務研
める。
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
在留する外国人については、在留期間
を通じた新たな在留資格を創設する
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
研修生から技能実習生への移行者
用している団体やブローカーなどが介
が２万人を超えるなど、本制度がわが
在する場合も少なくない。従って、同制
国および開発途上国において不可欠
度の見直しにおいては、制度の趣旨を
な制度となった今日、研修・技能実習
一層徹底するとともに、不正行為を
制度を適正かつ円滑に推進し一層充
行った受け入れ機関の新規受け入れ
実させていくためには、運用の適正化
停止期間を５年に延長するなど規制を
とともに、制度自体の見直しを行う必要
強化する一方で、過去数年にわたり研
がある。研修・技能実習期間の延長や
修生・技能実習生の受け入れ実績が
出入国管理及び難民認定法第７条１
職種拡充を求める声が多い一方、研
あり、かつ不正行為等なく適正な運営
項第３号の基準を定める省令
修生や技能実習修了間際の失踪問題
を行なっている企業については優良事
在留資格「研修」に係る基準省令に関
を解決するため、研修期間中の待遇改
業者として認定し、下記の点を含め、
する法務省告示
善や技能実習終了後のインセンティブ
各種の規制緩和策を講じるべきであ
技能実習制度に係る出入国管理上の
付与を求める声も出ている。また、日イ
る。その際には、経済連携協定（EPA)
取扱いに関する指針
ンドネシア経済連携協定（EPA）交渉に
交渉を進めているインドネシアなどから
おいて、インドネシア側から、①研修期
の要望も踏まえ、経済連携協定の枠組
間における待遇の改善、②受け入れ
みの中で、受け入れ者の要件や受け
職種の拡大、③研修・技能実習修了後
入れ枠の設定、受け入れ機能の一元
の就労、等につき要望が寄せられてい
化等の適切な仕組みを整備して先行
ることから、互恵的なEPAを締結してい
実施することも検討すべきである。
く観点からも、積極的に対応していくべ
③再技能実習の制度化及び技能実習
きである。
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
修了後、一定の要件の下で更に２年間
程度、他の技能や同一技能でのより高
水準の技能実習を認める 必要に応じ

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。

当面、介護業務に関する専門性を有
するとされている介護福祉士について
は、介護事業者等からの要望を踏まえ
て新たな在留資格を設け、わが国にお
ける外国人の介護分野での就労を認
めるべきである。同時に、わが国の高
外国人の介 校卒業と同等程度の中等教育を修了
護分野での した外国人で一定の日本語能力を有
在留資格の する者については、「留学」等の在留資
格においてわが国に２年間滞在し、厚
整備
生労働大臣の指定した養成施設にお
いて介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得することを認め、介護福祉
士の資格取得後、新たな在留資格に
変更することを可能とすべきである。
（右欄へ続く）

(左欄より続く）
将来的には、介護福祉士試験の受験
による国家資格を取得するための準備
活動の一環として、一定の日本語能力
を有する者がホームヘルパー等の公
的資格を取得してわが国で就労するこ
とを認めるとともに、これらの資格取得
を支援すべく、わが国の訪問介護員養
成研修事業者等が日本語教育ならび
に日本と同様の課程を実施する分校を
海外で設置できる制度を設けることを
検討すべきである。

その他
（特記事項）

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。

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。

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 出入国管理及び難民認定法
店、その他の事業所を有しない場合に 出入国管理及び難民認定法第七条第
は、在留資格「企業内転勤」に該当せ 一項第二号の基準を定める省令
ず、また、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。

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。

介護は、少子化・高齢化が進む中、
将来的に労働力不足が深刻化すると
予想される分野であり、わが国の介護
サービスの維持・充実の観点から、諸
外国から優秀な人材を受け入れること
が重要である。今回の日比合意は、と
りわけこれまで専門的・技術的分野と
みなされていなかった介護分野での外
国人の就労の途が開かれた点で、そ
の第一歩として評価できる。しかしなが
ら、わが国の介護サービスの維持・充
実の観点からも、ＥＰＡ交渉において合
意した場合に限らず、同分野での外国
人受け入れの一層の促進に取り組む
べきである。

2004年11月に日比経済連携協定が
大筋合意に達したことにより、一定の
要件を満たすフィリピン人の介護福祉
士候補者の入国を認め、日本語等の
研修修了後、日本の国家資格を取得
するための準備活動の一環として就労
することを認める（滞在期間の上限４
年）とともに、国家試験を受験後、国家
資格取得者は介護福祉士として引き続
き就労が認められることとなった。同時
に、日本語の研修修了後、課程を修了
した者に介護福祉士の国家資格が付
与されることとなる日本国内の養成施
設へ入学する枠組も設けられることと
なった。
しかし、具体的な受入れ人数につい
ては、日本側がフィリピン側と相談して
決めるとされるとともに、与えられる在
留資格も「特定活動」と暫定的な対応と
なっている。また、他の外国人につい
ては、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。

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
社会福祉士及び介護福祉士法
介護保険法

2006/1/3114:26

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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

専門的、技術的分野の外国人労
出入国
管理及 働者については、受入れを積極的に
ｃ
び難民 行っているが、いわゆる単純労働者
認定法 については受入れを行っていない。

と畜場法（昭和28年法律第114号）
第14条及び第19条に基づき、と畜検
査については都道府県の職員であ
と畜場 る獣医師が行っている。当該業務に
d
ついては、原則平日に実施されると
法
ともに、休日・祝日についても、都道
府県の判断により臨時に実施されて
いる。

厚生年
金法第
136条
の3、
厚生年
金基金
令第39
条の8
等
確定給
付企業
年金法
第66
条、確
定給付
企業年
金法施
行令第
44条、
確定給
付企業
年金法
施行規
則第76
条等

指定施
設にお
ける業
務の範
囲等及
び介護
福祉士
試験の
受験資
格に係
る介護
等の業
務の範
囲につ
いて
（昭和
62年2
月12日
社庶第
29号各
都道府
県知事
あて
厚生省
社会局
長・厚
生省児
童家庭
局長通
知）

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

再検討要請

現行の在留資格「技能」における各カテゴリーの
考え方としては、例えば、外国料理人のように、日本
人では代替困難など特殊分野に限られているなど、
国内労働市場に与える影響が考慮されているもの
である。
いずれにしても、現在「技能」分野の対象としてい
Ⅱ ない労働者の受入れの拡大を図ることは、国内労
働市場への影響のみならず、教育、住宅、地域コ
ミュニティとの摩擦等、国民生活全般にわたる影響
及び社会的コストの負担の問題も生じることから、
国民的コンセンサスを踏まえた上で判断することが
必要不可欠であり、このようなコンセンサスがないま
まに受け入れることは問題が大きい。

当会要望は、産業上、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柔軟に解釈し、一定以上の日本語能
力や技能を有する外国人を受け入れることによって、わが国の
産業競争力、地域経済、ならびに国民生活の維持・強化を目指
すものである。
いずれにしても、政府においては、現在は専門的、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
ことなく、検討の主体やスケジュールを明確に定め、可及的速や
かに「国民的コンセンサス」を得るための検討を進めるべきであ
る。

ご要望に係ると畜検査は都道府県の自治事務であ
り、その日程については事務主体である都道府県と
と畜場設置者等により個別に協議すべき問題と考え
ている。

回答では、と畜検査は都道府県の自治事務であり、その日程に
ついては事務主体である都道府県とと畜場設置者等により個別
に協議すべきとのことであるが、要望者からは、「食肉の安定的
な供給に向けて、臨時開場要請に柔軟に対応するとともに、臨
時開場に応じられない場合はその理由を明確にするよう、助言・
勧告を行うべきである」旨再意見が提出されている。この要望者
からの再意見の趣旨を踏まえ、改めて、と畜場等の臨時開場の
運用の改善についての具体策を検討され、示されたい。

厚生年金基金の年金給付等積立
金の運用及び確定給付企業年金制
度における企業年金基金の積立金
の運用については、①信託会社へ
の信託等による運用と②基金自らが
行う運用（自家運用）に分けられる。
信託受益権型の債権流動化商品については、証
①については、信託会社等の金融
券取引法第2条第2項のみなし有価証券に該当する
機関が受託者責任の下で運用を行
Ⅱ、 が、権利が証券に表彰されていないことから、有価
うことを踏まえ、信託会社等による運 c
証券に比べ流動性が低い。
Ⅲ
用の方法について特段の制限が設
このため、基金の自家運用において運用対象資
けられていないのに対して、②につ
産とすることは困難と考えている。
いては、流動性や運用状況の適切
な評価の観点等を踏まえて運用方
法の範囲が定められており、信託受
益権型の債権流動化商品への運用
は認められていないところである。

①介護力強化病床により構成される
病棟又は診療所②療養病床により
構成される病棟又は診療所（平成９
年７月より適用）、③指定介護療養
型医療施設（療養病床等に限る。）
④老人性認知症疾患療養病棟（平
c
成１２年７月より適用）のいずれかに
おいて看護の補助の業務に従事し、
その主たる業務が介護等の業務を
行っている者であれば、介護福祉士
の受験資格である実務経験として認
めている。

その他

介護福祉士は、専門的知識及び技術をもってその
身体上又は精神上の障害があることにより日常生
活を営むのに支障がある者に対する介護及び介護
に関する指導を行うものであることから、そのために
必要な専門的知識・技能等を習得するため、法律上
国家試験の受験資格として、３年以上の介護業務に
係る実務経験が必要とされており、その具体的範囲
として施設・事業を特定しているところである。
ご指摘の看護助手の取扱いについては、平成７年８
月の保健医療・福祉に係る人材確保対策に関する
行政監察結果に基づく勧告において「特例許可老人
Ⅳ 病院等の看護補助者の介護等の業務の経験を介
護福祉士試験の受験資格として認定することを検討
すること」とされた趣旨を踏まえ、医療機関のうち療
養病床に勤務する看護助手であって、その主たる業
務が特別養護老人ホームや介護老人保健施設と同
様に介護等の業務を行っている者については、介護
福祉士の受験資格である実務経験として認めてい
る。
なお、要望理由にある急性期病院については、本来
的に常態として介護業務を行う施設でもなく、主に介
護をしているとは言えないことから、実務経験対象
施設として受験資格を認めることは困難である。

所管省庁は主として償還金額の変動リスク、流動性リスク、商品特性によるリ
スク分析の困難性などに着目して、対応不可と回答されているが、以下に掲げ
る事項を踏まえ、再度、検討することを求めたい。
１． 償還金額の変動リスクについて
信託受益権型の債権流動化商品（以下「商品」）の中には、確かに繰上げ返
済や借り換え等に伴い、毎月の償還金額が変動する商品（パス・スルー型）が
存在する。
しかし、こうした形態の商品よりも、満期一括償還型（ハードブレッド型）や、予
め償還期日を定めた分割償還型（コントロール・アモチゼーション型）など、償
還金額の変動を伴わず、安定したキャッシュフローを予定する商品が数多く存
在することから、信託受益権型の商品を投資対象として認め、個別の商品に
関する投資の適否に関しては、運用ガイドラインで規定すれば、償還金額の変
動リスクを回避することは可能である。
なお前掲したパス・スルー型商品は、信託受益権型のみに存在するものでは
なく、すでに投資対象として認められている社債型にもある。上記の各種の償
還形態は、信託受益権型・社債型共通のものであることから、発行形態の相
違（信託受益権型・社債型）によって、異なった扱いをすることは合理的ではな
い。
また、滞納事故等による償還金額の不安定性に関しては、①幅広い投資家
に受け入れられる観点から、高格付けを取得する部分（優先部分）には、商品
を組成する際に格付機関から十分保守的なシミュレーションを要求されること、
②一定期間以上の滞納債権を入れ替え、継続的に原資産である貸付債権の
品質を維持することなどにより、信用リスクの軽減を図るのが通常であり、指
定格付け機関から、一定水準（例えばシングルA格）以上の格付けを取得して
いる商品については、投資対象とすることを認めるべきである。

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

専門的・技
術的分野の
外国人労働
者の範囲の
見直し

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）

A

と畜検査に
おける臨時
開場の運用
の改善

と畜検査は都道府県の職員である獣
医師が行い、と畜検査が行われるのは
原則として平日のみとされている。休
日･祝日における臨時開場の日程は、
都道府県と、と畜場設置者の協議会や
個別のと畜場との交渉で決められる
が、その日数は少なく、連休中に臨時
開場が実施されることは少ない。

専門的・技

ｃ

Ⅱ

術的分野
外国人労働者問題は、国内労働市場のみならず、我が国経済社会や国民生活に
警察庁・法
の外国人
大きな影響を与える国家的課題であり、国民各層の意見が十分反映される形で、総 z13149 務省・厚生 労働者の
労働省
合的かつ慎重な議論・検討を行う必要がある。
範囲の見

5144

5144090

（社）日
本経済
団体連
合会

5144094

(社）日
本経済
団体連
合会

90

直し

d

c

-

前回の要望に対する回答のとおり、と畜検査は都道府県の自治事務であり、その日
と畜検査
程については国が定めたり、指示したりする性質のものではなく、事務主体である都
における
厚生労働
臨時開場
道府県とと畜場設置者等により、個別に協議されるべき問題と考えている。なお、厚 z13150
省
の運用の
生労働省としては、本要請が提出されていることについて、都道府県等に対し情報
改善
提供を行うこととしている。

現在、厚生年金基金及び確定給付企業年金基金の自家運用については、私法上
の有価証券（証券取引法第２条第１項）を運用対象としている。
総務省・財
今回の規制緩和要望の信託受益権型の債権流動化商品は、証券取引法上のみ
務省・文部
Ⅱ、Ⅲ なし有価証券ではあるが民法上の指名債権であり、その法的性質に起因する流動 z13151 科学省・厚
性リスクや信用リスクなどの商品特性について、私法上の有価証券とは異なるもの
生労働省
であることから、厚生年金基金及び確定給付企業年金基金の自家運用の対象とす
ることは困難である。

共済年金
等の自家
運用にか
かる運用
規制の緩
和
【新規】

5144

5144

5144096

(社)日
本経済
団体連
合会

94

96

具体的事業の
実施内容

（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。

要望理由

根拠法令等

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
積極的に受け入れる必要性が高って
出入国管理及び難民認定法第７条１
いる。
項第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。

食に対する安全・安心志向の高まり
から食品の鮮度に対する消費者の目
は厳しくなっている。と畜場及び食肉衛 と畜場法第14条、第19条
生検査場の臨時開場が柔軟に実施さ と畜場法施行令第10条
れることで、事業者として新鮮な食品を
安定的に供給することが可能となる。

と畜検査は都道府県の職員である獣
医師が行い、と畜検査が行われるのは
原則として平日のみとされている。休
日･祝日における臨時開場の日程は、
都道府県と、と畜場設置者の協議会や
個別のと畜場との交渉で決められる
が、その日数は少なく、連休中に臨時
開場が実施されることは少ない。

A

共済年金等
の自家運用
共済年金等の自家運用の投資対
にかかる運
象として、信託受益権型の債権流動化
用規制の緩
商品（貸付債権）を容認すべきである。
和
【新規】

年金資金の自家運用においては、既
に社債型の債権流動化商品が認めら
れていることから、投資家保護の確立
を前提に信託受益権型の債権流動化
商品についても投資対象として認める
べきである。
信託受益権型は、従来の社債型に
比べ、組成の手続等が簡便であること
や、組成コストが安く、債権流動化マー
ケットの主流商品になりつつある。投資
家層の拡大によって、債権流動化市場
の活性化につながることが期待でき
る。

厚生年金法第136条の３、厚生年金基
金令第39条の８
確定給付企業年金法第66条、同施行
令第44条、同施行規則第76条
国家公務員共済組合法第35条の２、
同施行令第９条の３、同施行規則第85
条の２の３
地方公務員等共済組合法第25条、同
施行令第16条
日本私立学校振興・共済事業団法第
39条
日本私立学校振興・共済事業団の財
務及び会計に関する省令第23条

A

医療現場で看護助手が大変不足して
いる。医療の現場においても、高齢者
の比率が高まり、看護助手の仕事も介
護関連業務が主体となっている。本来
ならば訪問看護員（ヘルパー）資格を
介護福祉士
持つものが適任となる場合も多く,募集
の資格取得
もされているが、応募が思うように行え
する際の実 介護福祉士国家試験受験の際、必要
ない。理由として、訪問看護資格取得
務経験に看 とされる実務経験に看護助手経験を入
者が次のステップを考える場合、介護
れて欲しい
護助手経験
福祉士（国家資格）を望むものが多
を含めてほ
い。国の政策としても介護職員は介護
しい。
福祉士に一本化し、介護福祉士を増や
したいという意向にもマッチし、医療の
現場においても介護の知識のあるもの
が看護助手業務にかかわる機会も増
える。

現在、急性期型病院における看護助
手業務に就業する人材が大変不足し
ている。業務内容は、入院患者さんの
介助業務が中心にもかかわらず、ヘル
パー資格を取得している者方の応募
が非常にすくない。その理由は以下の
通りである。介護福祉士国家試験受験
対象実務業務になっていない。よって、
将来性が大変薄い職種になっているた
めに、急性期病院の求人活動が大変
困難をきたしている。今後は、急性期
病院でも病棟看護助手をいれる事に
よって、①介護福祉士の対象人口がふ
える。②看護助手業務はステップアッ
プしずらい職種であったが、将来性が
高い職種となる。③比較的に若い世代
（20〜30代）でも、助手を経験し、将来
が更なるステップアップする事で、将来
より安定的な介護福祉士として就業す
ることができる。

介護保険法

２．流動性リスクについて
流動性と金利はトレードオフの関係にあり、流動性が低い場合は、それに見
合った金利がプレミアムとして上乗せされることとなる。投資家は両者を勘案し
た上で、自らのポートフォリオを構築している。
自家運用については、将来の年金給付に備えて中長期的な視点からポート
フォリオを組むことが通例であることから、一般的には、満期保有を前提とした
運用形態が適しているといえる。こうした運用実態を踏まえつつ、投資の自由
度を拡大する観点から、流動性より金利プレミアムを選好できるような選択肢
の拡大を図るべきである。

急性期病院では主に介護をしているとは言えないとのご回答で
あるが、本年度のあじさい要望において、介護支援専門員につ
いては、「急性期病院の看護助手においても、介護等の業務を
行っていることが考えられるので、当該病院が主に介護に従事し
ているものと認める者については、当該試験の実務経験に含め
ることとしたい」と厚生労働省から回答されたところである。当該
回答を踏まえて、再度検討願いたい。

c

Ⅳ

介護支援専門員の業務及び要件は、要介護者等からの相談を受け、要介護者等が
その心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるよう市町村、居宅サー
ビスを行う者、介護保険施設等との連絡調整等や介護サービスの計画を作成し、日
常生活を営むために必要な援助を行うものであって、要介護者等が自立した日常生
活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとされている。
あじさい要望ではそのために必要な経験として急性期病院における看護助手の介
介護福祉
護等の業務も要件の１つとしたものである。
士の資格
それに対し、介護福祉士の業務は、専門的な知識と技術をもって、身体上又は精神
取得する
上の障害のあることにより日常生活を営むのに支障がある者について、能力に応じ
厚生労働 際の実務
z13152
経験に看
省
て自立した生活が送れるように、入浴、排せつ、食事、その他の介護を行い、当人や
護助手経
その介護者に対して介護に関する指導を行うなど社会福祉施設等において介護職
験を含め
員として従事するものである。
てほしい。
両者に求められる業務の大きな違いは、介護支援専門員が連絡調整等や介護サー
ビスの計画を作成するのに対し、介護福祉士は要介護者等の入浴等の介護や指導
を行う事である。要請内容にある急性期病院は、本来的に常態として介護業務を行
う施設であると認められない以上、主に介護をしているとは言えないことから、実務
経験対象施設として受験資格を認めることは困難である。
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5145

5145001

㈱日本
教育ク
リエイト
名古屋
支社

1

その他
（特記事項）

年金資金（国家公務員共済、地方公
務員共済、私学共済、厚生年金基金、
確定給付企業年金等）の運用について
は、委託・自家運用ともに、投資対象
資産が限定列挙されている。このうち
委託運用では、信託受益権型の債権
流動化商品（貸付債権）が投資対象資
産として認められているものの、自家
運用では認められていない。
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

−

医学知識を有する弁護士の育成が、
医療訴訟の増加に追いついていない。
税務訴訟における税理士補佐人と同
様に、原告の権利保障を図るため、医
師が裁判所の許可無く医療訴訟の補
佐人となることを認められたい。
弁護士の負担軽減だけでなく、医療機
関の患者権利重視姿勢を示す一手段
にもなる。また、医療過誤そのものの
減少も期待することができると考える。
訴訟実務については弁護士会の認定
を受けた研修の修了を要件とすること
で担保可能である。

民事訴訟法第６０条

添付資料：「医療訴訟における医師補
佐人制度」

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。

当事者又は訴訟代理人は、裁判所
の許可を得て、補佐人とともに出頭
することができる。
民事訴
訟法第
60条
弁護士
法第72
条

育児休
業、介
護休業
等育児
又は家
族介護
を行う
労働者
の福祉
に関す
る法律
第32
条、第
36条、
第38
条、第
39条

‐

弁護士又は弁護士法人でない者
は、法律に別段の定めがある場合を
除き、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立
Ｃ
て、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事
件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業と
することができない。

育児・介護休業法第39条の規定に
より、同法に規定する国の行う業務
の一部については、育児・介護休業
法第36条第1項の規定による指定法
人に行わせるものとされており、同 C
法第32条に基づく再就職希望登録
者支援事業は、指定法人である(財）
21世紀職業財団が行っているところ
である。

女性労働者に対する相談、セミ
ナー、女性労働に関する情報の収
集・分析・提供等を通じた女性労働
者支援事業を実施している。

一例として挙げられた弁理士の場合、弁理士試験では「特許法・
実用新案法」「意匠法」「商標法」が必修問題として問われます
が、その他の法律、特に訴訟関連の法律についての知識は必
要とされません。ゆえに、弁理士は「特許法・実用新案法」「意匠
法」「商標法」については知識が担保されていると言えますが、
弁理士資格の保有をもって法律上の知識・素養があると論じる
のは極端であると考えます。同様の理論に立てば、医師は「医
師法」「保健師助産師看護師法」「薬事法」程度の知識があれば
法廷代理人までも務めることが可能であるということになってし
まいます。
本件の論点はそこではなく、補佐人として出頭した場合は代理
人たる弁護士が補佐人とは別に存在するということです。法的要
素については代理人である弁護士が担当し、弁護士では補うこ
とが困難な専門知識を有する者が補佐人として当事者を補佐す
るのが補佐人制度の趣旨です。「法的資格の無い者が他人の法
律事件に関する法律事務を取り扱うことは法律秩序を害すること
になる」とのご指摘ですが、法律事務を業とするのは代理人の弁
護士であり、貴省の御指摘は適当とは言えません。医師を補佐
人として裁判所へ申請する例が数多存在することからもこの点
は明らかです。
なお、一般の医師が補佐人となるのはこれまでどおり裁判所へ
の申請を要することとし、訴訟関連の法律知識及び訴訟実務能
力について、弁護士会の認定を受けた研修の修了を要件に裁
判所への補佐人申請を不要とする制度を考えており、修了要件
が法を司る弁護士会に委ねられている以上、適切な法的能力・
資質が担保可能であると考えます。

御提案の制度の導入については、弁護士法第72条
の例外を認めることとなるところ、同条の趣旨は、法
律事務を行うにふさわしい厳格な資格要件や規律
に服することのない者が他人の法律事件に関する
法律事務を取り扱うことを業とすれば、当事者その
他の関係人の利益を損ね、ひいては法律秩序を害
Ⅰ することとなるので、かかる行為を禁止することにあ
るが、医師の業務は、本質的に法律に関わるもので
はなく、その資格取得に際しても法律上の知識・素
養を要求されていないことに照らすと、税務訴訟に
おける税理士、特許等に関する訴訟における弁理
士と同様に論じることはできないと考えている。

-

育児等による離職者が、その意欲と能力を生かし
て再び働くことができるようにすることは、当該離職
者にとって重要であるのみならず、労働力人口が減
少していく中で、雇用・労働政策としても、重要であ
ることから、当該離職者が円滑な再就職を図ること
ができるよう、各種事業を実施することとしており、
その実施に当たっては、育児休業、介護休業等育
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第36条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、
(財）21世紀職業財団を事業の実施機関として全国
に一を限って指定し、必要な事業を行わせていると
ころである。
上記の目的を達成するために、厚生労働大臣が
指定する主体でなければ法令上の義務を行わせな
いこととしているのが同法及び指定法人制度の趣旨
であり、(財）２１世紀職業財団以外の別主体に再就
職希望登録者支援事業を行わせることは、当該趣
旨に照らして市場化テストの対象になじまないもの
である。

１ 弁理士試験の試験科目は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、条約、著作権法及び不正競争防止法である
ところ、これらの法律は、いわゆる「知的財産権」の内容、その発生、消滅、処分等に関して定めるほか、これらの権
利に関する民事訴訟事件について特例を定めるものであるから、これらの法律の理解については、民法及び民事訴
訟法に関する理解が前提となるものである。税理士試験の試験科目は、所得税法、法人税法、相続税法、酒税法又
は消費税法、国税徴収法等であるところ、これらの法律は、「税法」としての一つの法律学の分野を構成するものであ
る。
これらのことから、弁理士及び税理士については、法律に関する一定の知識・素養を有すると考えられ、これまで
の累次の規制改革関係の閣議決定においても、弁理士及び税理士は、「隣接法律専門職種」として位置付けられ、法
律専門職の一つとされてきたものである。
他方、医師については、医師が医師法、薬事法等について一定の知識を有しているとしても、それをもって法律事
務を取り扱うにふさわしい法律に関する一定の知識・素養を有するということはできないし、これまでも、医師が法律
専門職の一つとして位置付けられてきたことはないものである。

c

Ⅰ

ｂ

ー

昨年12月21日に決定された 「規制改革・民間開放推進に関する第2次答申」で「21
世紀職業財団の業務全般について民間との役割分担を明確化し、他の民間主体で
育児・介護
も実施可能なものについて、そのような主体にも委ねられるよう、競争的手法による
厚生労働 退職者の
契約の導入等、民間開放を推進すべきである。」とされたところであり、この答申を踏 z13154
再就職支
省
まえ、検討を行ってまいりたい。
援事業
なお、（財）21世紀職業財団を事業の実施機関として全国に一を限って指定してい
る根拠は前回回答のとおり。

−

女性と仕事の未来館運営事業は、旧労働省（婦人局）の設立当初から現在に至る
まで、雇用均等行政が一貫して目指してきた労働面における女性の地位の向上とい
う政策目標の実現のために実施するものであり、女性と仕事の未来館は、働く女性、
働きたい女性を支援するための事業を総合的に実施する我が国唯一の事業拠点で
ある。このため、女性と仕事の未来館では、
①我が国の女性労働の状況を総合的に把握し、先駆的、モデル的な事業を実施す
るとともに、各種の事業を通じて得たノウハウや情報を、地方公共団体や女性セン
ター等に提供
②地方公共団体、女性センター、女性団体等からの相談への対応
③女性労働問題のための唯一の拠点として、国内外からの訪問者の受入れ、交流
の実施
など、社会的要請が高く、かつ、女性労働問題の中心的かつ象徴的な存在としての
役割を果たすことが同時に求められている。
このため、その事業運営に当たっては、
「女性と仕
・上記のような公共性を持ちつつ、雇用均等行政の推進に協力して運営・実施する
厚生労働 事の未来
z13155
館」運営事
省
こと
業
・安定的かつ継続的な運営
・利用者である女性から安心して利用できる運営主体であると信頼されること
・地方公共団体、女性センター、女性団体、労働組合、女性問題の専門家等との信
頼関係の保持及びネットワーク
・高度な専門性（雇用均等行政に係る理解、事業に係るノウハウ）
が必要であることから、事業委託団体は、
①雇用均等問題及び女性労働問題に精通し、
②先駆的なものを含む事業の実施のためのノウハウや高い専門性を有し、
③関係団体等との強い人的ネットワークを持ち、
④雇用均等行政の政策目的の実現を担う主体として信頼されること
等が必要である。
（財）女性労働協会は、これらの要件を満たす唯一の団体であることから、随意契
約により当該事業を委託しているところである。これにより、安定した事業運営を行
い、質の高いサービスを提供している。

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。
ｄ

「介護
労働者
の雇用
管理の
改善等 介護労働者能力開発事業は、指定
に関す 法人たる介護労働安定センターのみ ｃ
が実施している。
る法
律」第
18条第
１項第
４号

−

ご指摘の事業について主体規制を行っておらず、民
間開放済みである。

・我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介
護関係業務に係る労働力への需要が増大している
ことに鑑み、介護労働者について、その雇用管理の
改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ず
ることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に
資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図るこ
ととしており、「介護労働者の雇用管理の改善等に
関する法律」第15条第１項の規定に基づき、厚生労
働大臣は、財団法人介護労働安定センターを施策
− の実施機関として全国に一を限って指定し、介護労
働者の福祉の増進を図るための各種事業を行わせ
ているところである。
・上記の目的を達成するために、厚生労働大臣が指
定する主体でなければ法令上の業務を行わせない
こととしているのが同法及び指定法人制度の趣旨で
あり、財団法人介護労働安定センター以外の別主
体に介護労働者能力開発事業を行わせることは困
難であることから、当該趣旨に照らして市場化テスト
の対象になじむものではない。

（財）女性労働協会との随意契約が行われており、他団体の参
入は事実上不可能です。競争的な契約手法の導入をご検討い
ただきたい。

ｄ

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。
−

（財）介護労働安全センター以外の別主体が実施することは困難
であると指摘されていますが、既に民間企業にて同等のサービ
ス提供が行われているところです。事業主体を一に限る論理的
根拠を示していただきたい。

医師補佐
法務省・厚
人制度の
生労働省
創設

5147

5147001

民間企
業

1

b

ー

昨年12月21日に決定された 「規制改革・民間開放推進に関する第2次答申」で
「（財）介護労働安定センターの業務全般について民間との役割分担を明確化し、他
の民間主体でも実施可能なものについて、そのような主体にも委ねられるよう、競争
介護労働
厚生労働
者能力開
的手法による契約の導入等、民間開放を推進すべきである。」とされたところであり、 z13156
省
発事業
この答申を踏まえ、検討を行ってまいりたい。
なお、（財）介護労働安定センターを事業の実施機関として全国に一を限って指定
している根拠は前回回答のとおり。

49/54

5147

5147

5147

5147007

5147008

5147011

民間企
業

民間企
業

民間企
業

7

8

11

一定の訴訟関連知識を有することを条
件に、医師が医療訴訟については裁
判所の許可なく補佐人として出頭でき
るように医師法を改正されたい。
また、医師補佐人の肩書きを医療広告
に使用する事についても同時に検討さ
れたい。

A

医師補佐人
制度の創設

B

育児介護休業法第３９条第１項により
再就職援助は国の行う業務と定められ
ており、同法の指定する指定法人であ
る当該財団が現在は本業務を受託し
ている。
当該財団によると最近の講座例として
「再就職へのプラン作り」「ＩＴ講習」「介
護研修」などが挙げられているが、い
ずれも既に民間で実施されており、当
育児・介護
育児介護休業法第３６条により、当該
現在、財団法人２１世紀職業財団が受 民間のノウハウを取り入れた女性向け
該財団のみへの補助金制度は民業を
退職者の再
事業を実施可能な団体は民法３４条法
託、実施している「再就職希望者支援 再就職支援事業の効率化と内容の充
圧迫している。このような事業に年間３
就職支援事
人に限られる。
実
事業」を市場化テストの対象とする
億円以上の税金を投入している現状
業
は効率的であるとは言えず、市場化テ
ストの対象とすることで飛躍的な効率
化を図ることができると考える。また、
同種のサービスは民間への委託が既
に進んでいるところであり、本事業の場
合においてもサービス提供主体を公益
法人に限定せず、市場化テストの対象
とすることが望ましい。

‐

B

本施設は女性を対象にした総合的な
職業相談、就業・起業支援業務及び調
査・研究活動を行っている。こうした業
務に関する経験とノウハウについては
民間企業に十分な蓄積があり、また、
これらの分野は女性向けに限らず既に
民間委託により成功を収めているもの
でもあるため、市場化テストの導入に
より、運営の効率化とサービスの向上
の実現が期待できる。この点、厚生労
現在、財団法人女性労働協会が随意
「女性と仕事
契約によって委託を受けている「女性 民間の運営ノウハウによる、女性を対 働省は、安定した管理運営及び専門
の未来館」
と仕事の未来館」運営業務を、広く民 象にした総合的職業サービスの充実 性の高いスタッフ確保の必要性から競
運営事業
争入札の形式になじまず、随意契約で
間に開放する
の委託を採用したとしている。しかし、
本施設の運営にあたり当該法人によら
なければ提供しえない高度に専門的な
スキルやノウハウが存在するとは想定
し難く、安定した管理運営については
一定の契約期間を設けることなどでも
担保できることから、これらの理由に
よって競争入札になじまないとすること
は適当でない。

‐

B

本事業は、指定された対象者に無料で
ホームヘルパー（2級）育成講習を行う
というものであり、現在「介護労働者の
雇用管理の改善等に関する法律」に基
づく指定法人である当該法人に委託さ
れている。しかし、民間事業者の実施
介護労働者 現在、財団法人介護労働安定センター
民間のノウハウを活かした業務の効率 する同等のホームヘルパー講座の価 介護労働者の雇用管理の改善等に関
能力開発事 に委託されている「介護労働者能力開
する法律第15条
格と比して1人あたり1.5倍の費用がか
化と内容の見直し
発事業」を市場化テストの対象とする
業
かっており、非効率性が著しい。こうし
た事業は既に多く民間で実施されてお
り、費用の面からも効率化が見込める
ことから、本事業に係る指定法人制度
を撤廃し、市場化テスト事業の対象と
することが望ましい。

３ したがって、医師については、その業務が本質的に法律に関わるものではなく、その資格取得に際しても法律上の
知識・素養を要求されていないことからして、弁護士法第７２条本文の規定の例外として、医療関係訴訟において補佐
人の事務を行う業務を医師の業務とすることは、税務訴訟における税理士、特許等に関する訴訟における弁理士と
同様に論じることはできず、研修の修了のみを要件としてこれを認めることは困難であると考える。
なお、医師としては、現行法下においても、弁護士や当事者本人に対してその専門的な知識・知見に基づいて教
示、助言をすることや、業とせずに裁判所の許可を得て補佐人になることはできるのであって、このような現行法上可
関与を超えて、医師が医療関係訴訟において補佐人の事務を行うことを業とすることができるようにする必要性があるの

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。
法令上の趣旨は育児等による離職者の円滑な再就職を可能と
することであり、実施団体を限定することではないと考えます。他
団体でも実施可能な事業である以上、主体を限定する蓋然性が
ありません。全国に一を限って（財）21世紀職業財団を指定され
ている根拠を明らかにしていただきたい。

２ 補佐人については、そ「の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又
は訴訟代理人が自らしたものとみな」される（民事訴訟法第６０条第３項）のであって、補佐人の事務は、訴訟手続に
おいて、条件付きではあれ、当事者の権利義務を直接処分する事務であって、弁護士法第７２条本文にいう法律事件
に関する法律事務に典型的に該当するものである。そして、このことは、弁護士である訴訟代理人が選任されている
場合であっても同様である。

z13153

‐

‐

2006/1/3114:26

「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

-

―

ー

ー

制度の現状

措
置
の
分

高齢期雇用就業支援コーナーは、
労働者がその高齢期における職業
生活の設計を容易にするため、在職
者を中心とした中高年齢者に対し、
必要な指導、助言や各般の援助を
行うとともに、事業主による再就職援
c,e
助・退職準備援助の促進を図り、
もって労働者の高齢期における職業
生活の充実に資することを目的とし
て、在職者、事業主などに対する相
談援助、研修・講習、情報提供、交
流会を行っている。

①各種情報の提供及び④ワーキン
グホリデー制度利用者のフォロー
アップ調査の実施については、社団
法人日本ワーキング･ホリデー協会
に委託して行っている。
ｃ
②職業紹介及び雇用情報の収集及
び③労働条件等に関する実態調査
の実施については、社団法人日本
ワーキング･ホリデー協会の自主事
業として行われている。

随意契約により、（社）全国労働基準
ｃ
関係団体連合会に委託

随意契約により、（社）全国労働基準
ｃ
関係団体連合会に委託

措
置
の
内

-

措置の概要（対応策）

その他

御指摘の事業について主体規制を行っておらず、民
ー 間開放済みである（市場化テストの対象となり得な
い。）。

御指摘の事業について主体規制を行っておらず、民
ー 間開放済みである（市場化テストの対象となり得な
い。）。

措置 措置
の分 の内
類
容

高齢期雇用就業支援コーナーは、高齢・障害者雇用支援機構
（独立行政法人）の業務であるが、業務の実施については、同機
構が高齢者雇用問題に関するノウハウ等を蓄積し、当該業務を
適切かつ確実に行うことができる法人と委託契約を締結し、執行
するものであるとの回答である。当該独立行政法人が同コー
ナー運営事業を委託する際の契約形態（契約の相手方、随意契
c,e
約・一般競争入札・指名競争入札の別、随意契約の場合はその
理由）に関し、確認のため回答いただきたい。また、随意契約の
場合には、当該業務に関し民間企業が豊富なノウハウ等を有し
ている状況（要望者の要望理由参照）において、一般競争入札
等の公募方式により選定することにより、同事業を民間に開放
すべきと考えるが、この点に関する具体的な見解を伺いたい。

高齢期雇用就業支援コーナーは、高齢・障害者雇
用支援機構の業務であるが、業務の実施について
は、同機構が高齢者雇用問題に関するノウハウ等
を蓄積し、当該業務を適切かつ確実に行うことがで
きる法人と委託契約を締結し、執行するものであ
る。したがって、法令上、当該事業が特定の法人等
でなければ行えない旨、主体規制を行っているもの
ではなく、市場化テストの対象となり得ないと考え
る。

「①各種情報の提供」及び「④ＷＨ制度利用者の
フォローアップ調査の実施」については、国の事業と
しては平成17年度限りとし、平成18年度以降は国の
事業としては実施しない。
「②職業紹介及び雇用情報の収集」については、当
― 該協会の自主事業であり、国からの支出は一切行
われていない。
「③労働条件等に関する実態調査の実施」について
は、平成16年度限りで廃止している。
以上より、市場化テストの対象とすることはできな
い。

再検討要請

―

-

-

要望者からの再検討要請を踏まえ、委託業務の質の向上、コス
トの削減を図る観点から、随意契約ではなく、市場化テストや競
争入札の手法の活用について検討いただきたい。なお、要望者
からの再検討要請は以下の通り。
『（社）全国労働基準関係団体連合会との随意契約が行われて
おり、他団体の参入は事実上不可能です。競争的な契約手法の
導入をご検討いただきたい。』

要望者からの再検討要請を踏まえ、委託業務の質の向上、コス
トの削減を図る観点から、随意契約ではなく、市場化テストや競
争入札の手法の活用について検討いただきたい。なお、要望者
からの再検討要請は以下の通り。
『（社）全国労働基準関係団体連合会との随意契約が行われて
おり、他団体の参入は事実上不可能です。競争的な契約手法の
導入をご検討いただきたい。』

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

高年齢者等の雇用機会の増大等に関する給付金の支給業務、高年齢者等の雇
用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談等の援助、労働者に対す
る高齢期における職業生活設計を行うことを容易とするために必要な助言及び指導
（高齢期雇用就業支援コーナー運営事業）等については都道府県高年齢者雇用開
発協会に、障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金及び助成金
の支給業務等については都道府県障害者雇用促進協会に、それぞれ随意契約によ
り委託してきているところである。
これら業務の委託先については、平成１６年６月に特殊法人等改革推進本部参
与会議から「各都道府県に機構のセンターや委託先の公益法人が複数あるが、窓
口を一本化するなどコスト削減を推進すべきである。」との指摘がなされたところであ
高齢期雇
る。
用就業支
これを受けて、委託業務の一本化を行う観点から、業務委託先である都道府県
厚生労働
援コー
z13157
省
協会（都道府県高年齢者雇用開発協会と都道府県障害者雇用促進協会）の統合促
ナー運営
進に重点的に取り組むことにより効率化に努めているところであり、平成１９年度ま
事業
でにはほぼすべての都道府県において統合がなされる見込みである。こうした中で
高齢期雇用就業支援コーナーの運営事業のみを他の主体に委託することは委託先
の細分化を招き、効率化に向けた取組を阻害することとなる。
また、高年齢者等の雇用機会の増大等に関する給付金の支給業務、高年齢者
等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談等の援助、労働者
に対する高齢期における職業生活設計を行うことを容易にするために必要な助言及
び指導（高齢期雇用就業支援コーナー運営事業）、障害者雇用納付金の徴収並びに
障害者雇用調整金、報奨金及び助成金の支給業務等を包括的に受託でき、当該業
務を的確に行うことができる法人は他にないものであり、随意契約としているところで
ある。

z13158

ｃ

ｃ

ー

ー

勤労青少
厚生労働 年国際交
流促進事
省
業

本事業の運営に当たっては、
① 労働基準関係法令に係る専門的知識及び周知・啓発等事業の実施のノウハウを
持っていること
② 労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援ができる公益性のある民間団体であ
ること
労働条件
③ 全国４７都道府県において斉一的な対応がとれ、柔軟かつきめ細かな対応をする
厚生労働 自主的改
z13159
こと
善対策推
省
④ 労働基準行政の政策目的の実現を担う主体として信頼されること
進事業
等の要件を満たすことが求められるところ、 （社）全国労働基準関係団体連合会
は、労働基準法及び同関係法令の普及、適正な労働条件の確保、労働者の福祉の
増進等を図るために必要な事業を行うことにより、労働福祉の向上と産業の健全な
発展に寄与することを目的とする団体であり、現在のところ、上記の要件を満たす唯
一の団体であることから、随意契約により当該事業を委託しているところである。

本事業の運営に当たっては、
① 労働基準関係法令に係る専門的知識及び周知・啓発等事業の実施のノウハウを
持っていること
② 労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援ができる公益性のある民間団体であ
ること
新規企業
③ 全国４７都道府県において斉一的な対応がとれ、柔軟かつきめ細かな対応をする
事業場労
厚生労働
働条件整
z13160
こと
省
備サポート
④ 労働基準行政の政策目的の実現を担う主体として信頼されること
事業
等の要件を満たすことが求められるところ、 （社）全国労働基準関係団体連合会
は、労働基準法及び同関係法令の普及、適正な労働条件の確保、労働者の福祉の
増進等を図るために必要な事業を行うことにより、労働福祉の向上と産業の健全な
発展に寄与することを目的とする団体であり、現在のところ、上記の要件を満たす唯
一の団体であることから、随意契約により当該事業を委託しているところである。
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

B

本コーナーは在職者を中心とした中高
年齢者に対し、その高齢期における職
業生活設計に必要な指導、援助の実
施と、事業主による再就職援助・退職
準備援助の促進を業務とする。こうし
た業務は民間企業が豊富なノウハウを
有し、民間委託による成果があげられ
ている分野である。また、本コーナーに
ついては既に平成14年に総務省の政
策評価において業務見直し勧告が出さ
れているが、利用可能時間等、指摘さ
高齢期雇用 現在、各都道府県の社団法人高年齢
高年齢者等の雇用の安全等に関する
就業支援 者雇用開発協会に委託されている高 民間のノウハウを取り入れた、高齢期 れた点についての改善は現在も殆どな
法律の附則により、法令改正後も指定
されていない。団塊の世代の退職後の
雇用就業支援サービスの向上
コーナー運 齢期雇用就業支援コーナーの運営事
法人としての処遇が継続される
職業生活のあり方が懸案である今、本
業を民間に開放する
営事業
事業を市場化テストの対象として効率
化とサービス向上を図るべき。現在行
われている本コーナーの運営委託は
「高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律」において当該法人が指定法人
（高年齢者等雇用安定センター）とされ
た経緯に基づくものであるが、この指
定法人制度は既に廃止されており、今
後も一律に随意契約とすることが適当
とはいえない。

‐

B

本事業は、ワーキング・ホリデー（以下
WH）制度に係る①各種情報の提供
②職業紹介及び雇用情報の収集 ③
労働条件等に関する実態調査の実施
④WH制度利用者のフォローアップ調
査の実施 をその内容としているが、
特に上記①②の事業については既に
多数の民間団体・企業が同様のサー
ビスを提供しており、そのノウハウや情
報提供力についても市場化テストの対
現在、社団法人日本ワーキング・ホリ
象とするにあたり問題はない。随意契
勤労青少年 デー協会に委託されている、ワーキン
ワーキングホリデー制度利用者に対す
約方式での委託としたことについては
国際交流促 グ・ホリデー制度に関する情報提供
る各種のサービスの充実
「WH制度について正確かつ十分な情
と、職業紹介・求人開拓などのサービ
進事業
報を提供することのできる法人との間
スについて民間への開放を図る
で契約を締結する必要があり、その性
質・目的が競争を許さない場合である」
という理由が示されているが、既に同
様のサービス提供主体が多数存在す
ることから、競争を許さないものとする
ことに合理性はない。むしろ市場化テ
ストにより広く民間に開放することで、
サービスの向上が図られるものと考え
る。

‐

‐

B

本事業の内容はモデル就業規則の作
成、各種統計情報の提供、の２点であ
る。
例えば社会保険労務士や社会保険労
務士法人のように専門知識を有するも
のであれば、これらのサービスを提供
することは可能であり、他のサービスと
の併用によって、より効率的な自主的
改善対策を講じることができるようにな
ると考える。
現在本事業は「継続・計画的事業であ
現在、社団法人全国労働基準関係団
労働条件自
体連合会が受託、実施している、「労 専門士業者団体による複合的サービ るため」との理由から随意契約とされて
主的改善対
いるが、客観的事実である統計情報に
スの提供
働条件自主的改善対策推進事業」を
策推進事業
ついては、適切な引継ぎを経ることで
市場化テストの対象とする
継続性・計画性は担保され得ると考え
る。また、モデル規則に関しては継続
性・計画性を要するとは考えられない。
よって本事業を随意契約として他業者
の参入を阻害する合理的理由は無
い。
適正な競争が導入され、サービスの質
の向上が期待されるという点において
も、本事業は市場化テストの対象とす
ることが望ましい。

‐

‐

B

本事業の内容は、「専門の担当者によ
る労働条件管理等に係る助言・指導の
実施」とされている。
これらのサービスは社会保険労務士
や社会保険労務士法人のように、専門
知識を有するものであれば提供可能で
あり、当該法人が独占的に行うべきも
のではない。
現在、本事業は「継続・計画的事業で
新規企業事 現在、社団法人全国労働基準関係団
業場労働条 体連合会が受託、実施している、「新 専門士業者団体による複合的サービ あるため」との理由から随意契約とさ
れているが、本事業における助言や指
スの提供
件整備サ 規企業事業場労働条件整備サポート
導は、適切な時期に利用できることが
事業」を市場化テストの対象とする
ポート事業
重要なのであって、長期にわたり同一
の者が提供することを求める類のサー
ビスではないと考える。よって、随意契
約とする根拠に欠ける。
適正な競争が導入され、サービスの質
の向上が期待されるという点において
も、本事業は市場化テストの対象とす
ることが望ましい。

‐

‐
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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

該当法
令

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

随意契約により、（社）全国労働基準
ｃ
関係団体連合会に委託

御指摘の事業について主体規制を行っておらず、民
ー 間開放済みである（市場化テストの対象となり得な
い。）。

職業能
力開発
促進法
第１５
条の２
第１
項、第
９６条、
雇用保
険法第
６３条
第１項 「私のしごと館」は、独立行政法人雇
第１号 用・能力開発機構が設置及び管理 ｃ
運営を行っている。
及び第
３項並
びに独
立行政
法人雇
用・能
力開発
機構法
第１１
条第１
項第１
号

若年失業者、フリーター、ニートの数が４００万人を
超えるとともに、学校卒業後３年以内に離職する割
合は、中学校、高校、大学のそれぞれで約７割、５
割、３割と高い水準にあるなど、若年者の雇用問題
が大きな社会問題となっているが、その背景の一つ
には、産業構造等が変化する中、従来の学校から
企業に至る採用システムが十分に機能せず、学校
や生徒・学生は職業観に欠ける中で、適切な就職先
の選択ができないという状況がある。
このため、生徒・学生といった早期の段階から、
様々な職業に触れる等勤労観や職業観を涵養する
ための取組を進め、生徒・学生自ら、適性に応じた
職業選択を可能としていくことが不可欠であるが、
「私のしごと館」は、こうした取組の一環として、若年
者を中心とした職業意識の形成や、キャリア形成支
援のために、①ものづくりからサービス関係にわた
る約４０職種の職業体験機会の提供、②約７００の
職業について、その職務内容や必要となる職業能
力などの職業情報の提供、③職業適性検査やキャ
リア・コンサルティングの機会の提供といった相談・
援助事業等を実施しており、その実施に当たって
は、利用者の属性やニーズ等に応じて、これらの
サービスを効果的に組み合わせた形で利用できる
よう、利用者向けモデルコースを開発・提供するとと
もに、利用者に対するキャリア・コンサルティングに
おいて、適性や興味・関心のある職業に関して、教
育訓練機関等の情報提供を行うなど、体験がその
場限りのもので終わらないようにすべく、体系的な
運営を行っているところである。そうした取組により、
利用者に対するアンケート調査では、回答者の８割
以上から、「職業に関する意識が高まった」などと
いった高評価を得ているところである。
また 「私のしごと館」については 若年者を中心と

ー

会計法
第２９
条の３
第４
項、予
算決算
及び会
計令第
１０２条
の４第
３号

労働保険の適用促進を積極的に推
進し、中小零細事業における未手続
事業の解消を図るため、昭和６２年
ｄ
度から社団法人 全国労働保険事
務組合連合会に適用促進業務を委
託している。

「制度
の現
状」を
参照さ
れた
い。

職業紹介業務に係る法令として
は、職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府の
業務として行うことが規定されてお
り、同法第８条において、公共職業
安定所が、職業紹介、職業指導等
の業務を行うことが規定されている。
その他、職業安定法第２章、高年齢
者の雇用の安定等に関する法律、
障害者の雇用の促進等に関する法
律等において、国又は公共職業安
定所が行うべき職業紹介業務が規
c
定されている。
雇用保険業務に係る法令として
は、雇用保険法があり、同法第２条
第１項において、「雇用保険は、政府
が管掌する」こととされて
いるほか、同法第２章、第３章及び
第７章の規定並びにその他関係法
令の規定により、例えば、失業の認
定、失業等給付の支給、返還命令、
給付制限、被保険者資格の確認と
いった業務について、厚生労働大臣
又は公共職業安定所長等が行うこと
とされている。

-

現在社会保険と労働保険の徴収事務については
一元化の取組を進めているところであるが、適用業
務については、適用範囲の違い等の理由からお互
い連携は行うもののその事務の一元化は行ってい
ないところである。
また、ご指摘の労働保険の適用促進事業につい
てはなんら主体規制を行っておらず、民間開放済み
である。

ハローワークが全国ネットワークで行う無料職業紹
介事業及び雇用保険事業については、以下のとお
り、市場化テストの対象とすることは困難かつ不適
当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の
下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機
関を設けることを義務づけているＩＬＯ８８号条約違反
となり、当該条約を批准している我が国としては、条
約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うこと
で、濫給を防止し、保険制度としての的確な運営が
可能となるものであるので、雇用保険と職業紹介は
国が一体的に実施することが必要不可欠であり、現
に、欧米主要国においても、公的機関が雇用（失
業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
Ⅰ
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた
両事業について、制度運営の健全化の観点から、
サッチャー政権時代の1986 年に再び両事業を統合
した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規
制改革については、労使、学識経験者ともに、国に
よる全国的ネットワークの無料職業紹介事業の存
在を前提として、これに賛成ないし容認してきたとこ
ろであり、ハローワークの公設民営はこうした経緯
に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な
職業紹介に強く依存しており、ハローワークの求人
のうち約４割はインターネット上での非公的部門へ
の一般公開を望まない企業からのものである。

その他

再検討要請

要望者からの再検討要請を踏まえ、委託業務の質の向上、コス
トの削減を図る観点から、随意契約ではなく、市場化テストや競
争入札の手法の活用について検討いただきたい。なお、要望者
からの再検討要請は以下の通り。
『（社）全国労働基準関係団体連合会との随意契約が行われて
おり、他団体の参入は事実上不可能です。競争的な契約手法の
導入をご検討いただきたい。』

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

要望者からの再検討要請を踏まえ、労働保険を厚生年金保険
の適用促進事業と一元化し、市場化テストの対象とすることにつ
いて、検討いただきたい。特に、既に社会保険庁が実施している
厚生年金保険等に関する適用促進事業に係る市場化テストを労
働保険に関する適用促進にも活用することが可能と思われると
ころ、この点に関する貴省の見解を伺いたい。
要望者からの再検討要請は以下の通り。
『両保険の適用範囲の違いを理由に一元化を行わないとの事で
すが、これは一元化による効率化を否定する要因とはなり得ま
せん。適用範囲が異なる事業であっても、効率化が期待される
場合は一元化を検討すべきであると考えます。』

ｃ

ｄ

ー

−

○ 「私のしごと館」事業については、昨年度実施した利用者に対するアンケート調
査では、回答者の８割以上から、「職業に関する意識が高まった」などといった高評
価を得ており、また、本年度からは、「私のしごと館」利用者に対する追跡調査を実施
する他、展示・体験事業の魅力を維持・向上しつつ、管理維持費を中心にスリム化を
追求し、運営費交付金に係る予算の１５％削減するとともに、人件費についての2割
削減等の検討をするなど、今後とも「私のしごと館」事業の費用対効果の把握を進め
つつ、必要な事業の改善等に努めてまいりたい。
○ また、「私のしごと館」については、若年者を中心とした職業意識啓発、キャリア
の方向づけを図るという政策目的を効果的に実現するため、その企画・運営に当
たっては、例えば、様々な業界団体、企業等との協力関係を通じて、企業等から多く
の人的・物的な協力（体験指導員や営業・予約等を担当する事務局職員、職業デー
タベースの内容・登場人物、展示物、映像等）を得るなど、経済界、教育界や地元自
「私のしご
治体等との密接な連携を図っているところである。このような企業等からの協力が得
厚生労働
と館」運営
z13162
省
られるのは、実施主体である（独）雇用・能力開発機構が公共性を有するからであ
事業
り、仮に一の民間企業が包括的に施設の運営等を行うこととなると、競合他社を含
む民間企業等から同様の協力が得られなくなることが考えられ、結果として、効果的
な運営が行われず、職業意識啓発、キャリアの方向づけを図るという政策目的の達
成に支障を来すこととなる。このため、「私のしごと館」について、民間主体が運営を
行うことは不適当である。
○ なお、「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」（平成17年12月21日規
制改革・民間開放推進会議）を踏まえ、「私のしごと館」における体験事業のうち、業
界団体や伝統工芸団体等の協力により実施している職種以外の職種の５職種に関
する体験事業について、「公共サービス効率化法（市場化テスト法）案」（仮称）が次
期通常国会で成立したあかつきには、原則として、同法に基づく市場化テストを平成
18年度中に実施し、平成19年４月から落札者による体験事業が実施できるように措
置することとする。

-

「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載された「具体的施策」を速やかか
つ着実に実施することに加え、要望者からの再検討要請や下記の点を踏まえ、職業安定
所の事業について、可能な限り一体的包括的に市場化テストを実施することについて、検
討いただきたい。①については、以下の要望者の意見、及び「規制改革・民間開放推進会
議第２次答申」の「ハローワーク関連事業」の項の「問題意識」の通り。②について、OECD
諸国であるフランスやオーストラリアにおいては、職業紹介と失業給付を別組織で運営し
ていおり、日本においても民間職業紹介所利用者の失業認定をハローワークが行ってお
り、既に必ずしも両者は一体的に実施されていない。一方、アメリカ（マサチューセッツ州
等）においては、職業紹介と失業給付を一体的に行うワンストップセンターが民間委託さ
れている。したがって、職業紹介との一体運用や、実施主体が誰であるかよりも、むしろ失
業保険業務を画一的基準に基づいて厳密に行うことこそが真の濫給防止に資すると考え
られる。③について、要望者意見にもある通り、本提案はセーフティーネットの維持を前提
としている。なお、要望者からの再検討要請は以下の通り。
『ＩＬＯ88号条約では「国の指揮監督の下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機
関を設けることを義務づけている」とのご回答ですが、同条約第2条「職業安定組織は、国
の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される」、第9条「職業
安定組織の職員は、分限及び勤務条件について、政府の更迭及び不当な外部からの影
響と無関係であり、且つ、当該組織上の必要による場合を除く外、身分の安定を保障され
る公務員でなければならない」との規定は、セーフティネットとしての職業紹介事業が一定
の国の関与の下で行われることを求めているものであり、「職業紹介」のすべてを国が直
接運営することを求め、各機関における実質的運営部分を民間委託することまで全面的
に禁じる趣旨ではないと考えます。公務員を構成員とする職業安定機関を設置し、全国の
職業紹介機関を指揮監督下に置くといった方法でも足りると考えます。たとえば現在、全
国に多数のハローワークが置かれていますが、そのうち各都道府県ごとに一つを国の直
轄とし、これにより残りの機関（公営もしくは公設民営）を監督させ、必要な場合は公務員
を派遣するといった方法によれば、条約の文言にも、趣旨にも反しないものと考えます。
いる公共職業紹介事業の民間委託（オランダ）や民営化（オーストラリア）について、両国内
知しており、国が無料職業紹介事業の全国的ネットワークを維持することと、実際の職業紹介
えます。本件において最も考慮すべきはその形式ではなく、目的（同条約第1条第2号「職業
全雇用の達成及び維持並びに生産資源の開発及び利用のための国家的計画の不可分の
による職業紹介事業の硬直化が指摘されている以上、いかなる制度・体制がこの目的達成
するためにも、市場化テストを含む民間開放の手段を検討することが必要であると考えます。

c

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

本事業の運営に当たっては、
① 労働基準関係法令に係る専門的知識及び周知・啓発等事業の実施のノウハウを
持っていること
② 労使双方に配慮し、公正かつ中立的な支援ができる公益性のある民間団体であ
ること
③ 全国４７都道府県において斉一的な対応がとれ、柔軟かつきめ細かな対応をする
労働条件
厚生労働
相談セン
z13161
こと
省
ター事業
④ 労働基準行政の政策目的の実現を担う主体として信頼されること
等の要件を満たすことが求められるところ、 （社）全国労働基準関係団体連合会
は、労働基準法及び同関係法令の普及、適正な労働条件の確保、労働者の福祉の
増進等を図るために必要な事業を行うことにより、労働福祉の向上と産業の健全な
発展に寄与することを目的とする団体であり、現在のところ、上記の要件を満たす唯
一の団体であることから、随意契約により当該事業を委託しているところである。

「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載された
「具体的施策」を速やかかつ着実に実施することに加え、要望者
からの再検討要請や下記の点を踏まえ、職業安定所の事業に
ついて可能な限り一体的包括的に市場化テストを実施すること
について、検討いただきたい。なお、要望者からの再検討要請
は以下の通り。
『現在、若年者の雇用問題が大きな社会問題であるところ、早期
の段階から勤労観や職業観を涵養するための取組みが必要で
あるというご意見はもっともですが、本施設の場合において問題
なのは、費用対効果の極端なアンバランスであると考えます。
「利用者に対するアンケート調査では、回答者の8割以上から、
職業に関する意識が高まったなどの高評価を得ている」とのご回
答ですが、本年度第4回主要課題改革推進委員会でも指摘され
ている通り、来館者アンケートで意見を聞くという手法のみでは、
その費用に見合う必要性・有効性を統計的に判断することは不
可能です。
また、民間主体が運営を行うことになれば、他の民間企業等か
らの協力を得られないなどの効果的運営が行われないおそれが
あるというご意見ですが、官民競争入札においては、まず各主
体が運営に関する企画提案を行い、総合的に比較された上で運
営の可否を判断されるものであり、ご懸念のような協力体制の
構築を含む運営内容については、これを運営主体の選定にかか
る評価項目に加えることにより担保可能と考えます。
従って、これらの理由により民間主体が運営を行うことを不適当
とすることはできないと考えます。』

措置の概要（対応策）

Ⅰ

労働保険における未手続事業の大部分は、従業員５人未満の中小零細企業であ
り、その把握は非常に困難である。したがって、この実施に当たっては、母体団体
（商工会、事業協同組合等）のネットワーク等を有する労働保険事務組合を活用する
労働保険
ことにより、未手続事業に係る情報を集めることが効果的である。
と厚生年
厚生労働
金保険の
このため、労働保険の適用促進事業については、中小零細事業の事情に精通し、 z13163
省
一括適用
労働保険事務処理に係るノウハウの蓄積があり、保険加入後も毎年度の事務手続
促進事業
を代行できる点で効果的な加入勧奨が可能であることから、労働保険事務組合を指
揮監督する唯一の全国組織である（社）全国労働保険事務組合連合会に委託してい
るものであり、市場化テストの対象とすることは考えていない。

前回の検討要請においてお答えしたとおり、ハローワークが全国ネットワークで行う無料職業紹介事業及び雇用保険
事業については、市場化テストの対象とすることは不適当である。
なお、再検討要請に係る回答は以下のとおり。
① ＩＬＯ第88号条約第３条において、職業安定機関は「各地理的区域について十分な数であって使用者及び労働者
にとって便利な位置にある」と規定されており、現在の公共職業安定所の配置は、上記規定の要請を満たすギリギリ
の配置であり、当該公共職業安定所の業務について民間企業に委託することは、ＩＬＯ第88号条約に反することとな
る。
また、オランダやオーストラリアの体制についてのＩＬＯ第88号条約との整合性については承知していないが、ＩＬＯに
おいては、当該国の労使がＩＬＯに対して問題提起した場合等に条約勧告適用専門家委員会等の監視機構において
議論されるものである。当該国について現時点で問題提起等がなされていないことは、当該国の体制についてのＩＬＯ
第88号条約との整合性について了解が得られたことを意味するものではなく、また、我が国は、日本国憲法第98条第
２項の規定に基づき、他国の既批准条約の適用状況やＩＬＯの監視機構において問題となっているか否かに関わら
ず、既批准の条約を誠実に遵守すべきものと考えている。
② オーストラリアは全額国庫負担による失業扶助（生活保護のような制度）であり、そもそも日本の雇用保険とは性 z13164
質が異なる。
また、「日本においても民間職業紹介所利用者の失業認定をハローワークが行っており、既に必ずしも両者は一体
的に実施されていない。」とあるが、そもそも我が国においては、民間機関のみを活用した求職活動は認めておらず、
公共職業安定所に求職申し込みを行い、公共職業安定所を活用した求職活動を行うことが前提となっている。また、
民間機関を利用した求職活動を認めていることと、認定・紹介の一体的実施とは別問題であり、自ら職業指導・職業
紹介を行うことを厳正な失業認定の手法としている。具体的には、失業認定時に、「公共職業安定所を全く利用せず
民間機関のみを使った求職活動」を行っていると主張する雇用保険受給者について、本当に「公共職業安定所を全く
利用せず民間機関のみを使った求職活動」を行っているかどうか確認し、疑義がある場合、職業指導・職業紹介を自
ら行い、真実性を確かめることとしている。
なお、アメリカにおいて、州政府のHP等一般に公開されている情報からは、「ワンストップセンター」の民間委託の事
確認していない。また、フランスにおいても、職業紹介と失業保険を一体的に実施すべきとの議論があるものと承知してい
ットの維持を前提として、民間に委託することが効果的・効率的なものについては、現在においても民間委託を行ってい
ークで無料職業紹介事業を行う公共職業安定所については、まさしく民間委託できないセーフティネットとしての役割を担
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B

本事業の内容は「労働条件相談セン
ターにおいて、専門の担当者による相
談・指導を行う」こととされているが、労
働条件相談センターが当該法人でなけ
れば運営できない合理的理由が無い。
例えば社会保険労務士や社会保険労
務士法人のような、専門知識を有する
ものであればこれらのサービスを提供
することは可能であり、他のサービスと
現在、社団法人全国労働基準関係団
労働条件相
体連合会が受託、実施している、「労 専門士業者団体による複合的サービ の併用によって、より効率的な自主的
談センター
改善対策を講じることができるようにな
スの提供
働条件相談センター事業」を市場化テ
事業
ると考える。
ストの対象とする
本事業は「継続・計画的事業であるた
め」との理由から随意契約とされている
が、適切な委託期間の設定と充分な引
継ぎが行われれば、事業の継続・計画
的実施は可能であると考える。以上よ
り、本事業を市場化テストの対象とし、
適正な競争の導入と、サービスの効率
化・質の向上を図るべき。

‐

‐

B

本施設は主として若年者が自主的に
職業生活を設計し、それに基づく訓練
等を受けられるよう支援・援助を行い、
網羅的かつ体系的な職業意識啓発を
行うことをめざして設置された体験型
施設だが、支援的な業務の比重は低
く、また職業体験についても現行の内
現在、独立行政法人雇用能力開発機
「私のしごと
構が実施している「私のしごと館」の運 民間のノウハウを活かした業務内容改 容ではその場限りのものとなりやすく、
館」運営事
継続した取り組みが重要な若年者の
善と充実したキャリア教育の実施
営を民間に開放し、効率化と業務内容
業
職業意識啓発につき、網羅的かつ体
の見直しを図る
系的な運営に基づいて本来期待される
効果をあげているとはいえない。経費
の面でも効率的な運営がなされている
とはいえず、市場化テスト事業とするこ
とで、運営の効率化と業務内容の見直
しを図ることが望ましい。

‐

‐

B

厚生年金保険と労働保険に関する事
務は、それぞれ社会保険事務所と労
働局で扱われてきたが、適用促進など
滞納事業所への対策に関する業務が
一元化される予定である。今般、厚生
年金保険の適用促進事業については
労働保険の保険料の徴収等に関する
労働保険と
市場化テストのモデル事業となった
労働保険と厚生年金保険の適用促進
法律第３３条、労働保険事務組合に対
民間のノウハウを活かした業務の効率
厚生年金保
が、労働保険料の適用促進事業は、
事業を一元化し、市場化テストの対象
する報奨金に関する政令及び省令に
化と望ましい業務モデルの構築
険の一括適
現在随意契約により社団法人全国労
とする
より、当該法人が優遇される
用促進事業
働保険事務組合連合会に委託されて
いる。そこで、先行的にこれらの適用
促進事業を一元的に市場化テスト事業
の対象とすることにより、事業の一元
化による効率的な業務モデルの構築
を図るべきであると考える。

‐

B

現行のハローワークは、低いマッチン
グ率、利用者軽視のサービス、高コス
トといった多くの問題を有しています。
民間の職業紹介事業者が経験とノウ
公共職業安定所（ハローワーク）が実
公共職業安
施している指導監督業務を除く全業務 民間のノウハウを活かした業務の効率 ハウを蓄積してきたいま、我が国の職
定所の全業
業紹介システム全体における官の関
を施設単位で市場化テストの対象とす 化と望ましい業務モデルの構築
務
与のあり方を見直し、新しい官民の
ることを提案いたします。
パートナーシップの下で、効率的で質
の高いサービスの提供を実現すべきと
考えます。

‐

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

①無料職業紹介事業の許可基準の緩
和（運用基準の変更）、②雇用保険法
第15条の2等・③職業安定法第5条の
4・第51条・51条の2・④職業安定法第8
条の解釈上の疑義につき政府解釈の
変更による解決、⑤職業者安定法第
32条の3第2項の撤廃、を求めます。
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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

該当法
令

「制度
の現
状」を
参照さ
れた
い。

制度の現状

職業安定法第５条第３号において、
無料の職業紹介事業を政府の業務
として行うことが規定されており、同
法第８条において、公共職業安定所
が、職業紹介、職業指導等の業務を
行うことが規定されている。その他、
c
職業安定法第２章、高年齢者の雇
用の安定等に関する法律、障害者
の雇用の促進等に関する法律等に
おいて、国又は公共職業安定所が
行うべき職業紹介業務が規定されて
いる。

職業能
力開発
促進法
第16条
第１
項、第
９６条、
雇用保
険法第
６３条
第１項 アビリティガーデンは独立行政法人
第２号 雇用・能力開発機構が設置及び管
理運営を行っている。
及び第
３項並
びに独
立行政
法人雇
用・能
力開発
機構法
第11条
第1項
第7号

職業能
力開発
促進法
第16条
第１
項、第
９６条、
雇用保
険法第
６３条
第１項 職業能力開発促進センターは独立
第２号 行政法人雇用・能力開発機構が設
置及び管理運営を行っている。
及び第
３項及
び独立
行政法
人雇
用・能
力開発
機構法
第11条
第1項
第7号

【公共
職業安
定所に
つい
て】
「制度
の現
状」を
参照さ
れた
い。

措
置
の
分

ｃ

ｃ

【公共職業安定所について】
職業紹介業務に係る法令として
は、職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府の
業務として行うことが規定されてお
り、同法第８条において、公共職業
安定所が、職業紹介、職業指導等
の業務を行うことが規定されている。
その他、職業安定法第２章、高年齢
者の雇用の安定等に関する法律、
障害者の雇用の促進等に関する法
律等において、国又は公共職業安
定所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。
雇用保険業務に係る法令として
は、雇用保険法があり、同法第２条 c
第１項において、「雇用保険は、政府
が管掌する」こととされて
いるほか、同法第２章、第３章及び
第７章の規定並びにその他関係法
令の規定により、例えば、失業の認
定、失業等給付の支給、返還命令、
給付制限、被保険者資格の確認と
いった業務について、厚生労働大臣
又は公共職業安定所長等が行うこと
とされている。

【公共
職業訓
練施設
につい
て】
職業能
力開発
促進法
第16条
第１
項、第
９６条、
雇用保
険法第
６３条
第１項
【公共職業訓練施設について】
第２号
及び第 公共職業能力開発施設は独立行政
３項並 法人雇用・能力開発機構が設置及
び管理運営を行っている。
びに独
立行政

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置 措置
の分 の内
類
容

要望者からの再検討要請や下記の点を踏まえ、職業安定所の事業について可能な限り
一体的包括的に市場化テストを実施することについて、検討いただきたい。
本年６月のアジサイ提案に対する貴省回答によると、当該施設は「求人・求職者のニーズ
の変化等によるセーフティネットとしての無料職業紹介サービスの必要性の変化にかん
がみ、順次設置されてきたもの」であるが、管轄エリアはどのように設定されているのか。
ILO８８号条約第３条における「各地理的区域について充分な数であって使用者及び労働
者にとって便利な位置にある」という条件及び、ハローワークの管轄エリアは失業給付等
の申請先としてのみ規定されているという点との整合性に留意しつつ、貴省の見解をご教
示頂きたい。なお、要望者からの再検討要請は以下の通り。

東京ヤングハローワーク及び大阪ユースハロー
ワークについては、全国ネットワークでの無料職業
紹介事業を行うハローワークの組織であり、当該業
Ⅰ
務については、憲法に規定される勤労権の保障やＩ
ＬＯ第８８号条約を遵守する観点から、国が直接実
施する必要がある。

アビリティガーデンは、今後の労働政策の重要課
題であるホワイトカラーの職業能力開発のための全
国唯一の中核的研究施設として、国策として実施す
べき訓練コースの開発、試行実施、訓練コースの普
及までを一貫して行うという職業能力開発行政の根
幹の一つを担うものであり、今後の職業能力開発行
政の方針を具体化するため先導的な訓練コース等
の研究開発等を行うものであることから、機構と国と
が一体となって行うべきものである。
アビリティガーデンにおける訓練コースの開発方
針、開発分野の決定を行うに当たっては、我が国の
産業動向や人材育成の状況等を勘案しつつ行う必
要があることから、学識者や労使団体代表から構成
− される運営協議会を設けており、また開発分野等が
決定された後の具体的な訓練コースの研究開発や
試行実施に当たっては、学識経験者、開発分野に
係る業界団体、傘下企業等から構成される機関を
設け、事業の中立性、公平性に配慮しつつ、民間の
ノウハウを最大限活用しながら、民間との共同作業
で事業を実施している。
こうしたアビリティガーデンの事業を一民間業者に
委託すれば、我が国の産業動向や人材育成の状況
等を勘案して国と機構が連携を図りながら設定して
いる訓練コースの開発の目的が十分に達成されな
いおそれがあることから、アビリティガーデンの行う
全事業を市場化テストの対象とすることは不適当で
あると考える

特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議
決定）においては、
・ 民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観
点から、機構の行う離職者訓練は、その地域におい
て民間では実施できないもののみに限定して実施す
ること
・ 地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な
役割分担を図る観点から、機構の行う在職者訓練
は、真に高度なもののみに限定して実施し、地方や
− 民間で可能な訓練は、機構の業務としては速やか
に廃止すること
とされており、機構が自ら行う職業訓練事業は、そも
そも民間では対応できない訓練に限定して実施して
おり、民間で行うことが可能であれば、機構すなわ
ち国が実施する職業訓練には該当しないことから、
仮にそういう訓練があれば廃止又は委託訓練とす
べきであり、市場化テストにはなじまないものであ
る。

【公共職業安定所の業務について】
ハローワークが全国ネットワークで行う無料職業紹
介事業及び雇用保険事業については、以下のとお
り、市場化テストの対象とすることは困難かつ不適
当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の
下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機
関を設けることを義務づけているＩＬＯ８８号条約違反
となり、当該条約を批准している我が国としては、条
約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うこと
で、濫給を防止し、保険制度としての的確な運営が
可能となるものであるので、雇用保険と職業紹介は
国が一体的に実施することが必要不可欠であり、現
に、欧米主要国においても、公的機関が雇用（失
業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
Ⅰ 特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた
両事業について、制度運営の健全化の観点から、
サッチャー政権時代の1986 年に再び両事業を統合
した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規
制改革については、労使、学識経験者ともに、国に
よる全国的ネットワークの無料職業紹介事業の存
在を前提として、これに賛成ないし容認してきたとこ
ろであり、ハローワークの公設民営はこうした経緯
に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な
職業紹介に強く依存しており、ハローワークの求人
のうち約４割はインターネット上での非公的部門へ
の一般公開を望まない企業からのものである。

『ＩＬＯ88号条約では「国の指揮監督の下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機
関を設けることを義務づけている」とのご回答ですが、同条約第2条「職業安定組織は、国
の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される」、第9条「職業
安定組織の職員は、分限及び勤務条件について、政府の更迭及び不当な外部からの影
響と無関係であり、且つ、当該組織上の必要による場合を除く外、身分の安定を保障され
る公務員でなければならない」との規定は、セーフティネットとしての職業紹介事業が一定
の国の関与の下で行われることを求めているものであり、「職業紹介」のすべてを国が直
接運営することを求め、各機関における実質的運営部分を民間委託することまで全面的
に禁じる趣旨ではないと考えます。公務員を構成員とする職業安定機関を設置し、全国の
職業紹介機関を指揮監督下に置くといった方法でも足りると考えます。たとえば現在、全
国に多数のハローワークが置かれていますが、そのうち各都道府県ごとに一つを国の直
轄とし、これにより残りの機関（公営もしくは公設民営）を監督させ、必要な場合は公務員
を派遣するといった方法によれば、条約の文言にも、趣旨にも反しないものと考えます。
また、現に条約批准国において行われている公共職業紹介事業の民間委託（オランダ）
や民営化（オーストラリア）について、両国内からの問題提起あるいはＩＬＯにおいて問題と
して取り上げられた経緯はないと承知しており、国が無料職業紹介事業の全国的ネット
ワークを維持することと、実際の職業紹介事業を民間が行うこととは矛盾するものではな
く、制度運営上も問題はないと考えます。
はなく、目的（同条約第1条第2号「職業安定組織の本来の任務は、必要な場合には他の公
のための国家的計画の不可分の一部として雇用市場を最もよく組織化することである」）を達
制度・体制がこの目的達成のために最も相応しいかということを実証するためにも、市場化テ
必要であると考えます。』

c

ｃ

Ⅰ

−

アビリティガーデンは、国策として実施すべき訓練コースの研究開発等を機構と国と
が一体となって行うとともに、民間のノウハウを最大限活用しながら、民間との共同
作業で実施しているところであるが、今後の労働政策の重要課題であるホワイトカ
ラーの職業能力開発のための全国唯一の中核的研究施設として、その事業の実施
に当たっては、中立性、公平性に十分配慮しつつ行う必要があることから、アビリティ
ガーデンの行う事業を一民間業者に包括的に委託することは不適当であると考え
る。
また、特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）においては、
・ 民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、機構の行う離職者訓
練は、その地域において民間では実施できないもののみに限定して実施すること
・ 地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な役割分担を図る観点から、機構
アビリティ
の行う在職者訓練は、真に高度なもののみに限定して実施し、地方や民間で可能な
厚生労働
ガーデン
z13166
省
訓練は、機構の業務としては速やかに廃止すること
の全業務
とされており、機構が自ら行う公共職業訓練事業は、アビリティガーデンの行う研究
開発等の事業も含め、民間では対応できないものに限定して実施しているものであ
る。
・なお、 昨年12月21日に決定された 「規制改革・民間開放推進に関する第2次答
申」を踏まえ、「アビリティガーデン」（独立行政法人雇用・能力開発機構の設置・運営
する施設）について、本年度実施中の事業を来年度も継続して実施するとともに、業
界共通型の在職訓練であって開発・試行実施終了後一定期間が経過した12コース
のうち、6コースについて、「公共サービス効率化法（市場化テスト法）案」（仮称）が次
期通常国会で成立したあかつきには、原則として、同法に基づく市場化テストを平成
18年度中に実施し、平成19年度4月から落札者による職業訓練事業が実施されるよ
うに措置する。

−

機構が自ら行う職業訓練のコース設定に当たっては、その地域における人材ニーズ
並びに民間教育訓練機関等の実施している訓練コースの把握・分析を行うとともに、
各都道府県に設置する人材育成地域協議会（各地域の専修学校関係者、大学・高
等学校関係者、産業界、労働界、地方公共団体等関係行政機関、等の関係者で構
成）等を開催し精査することにより、「その地域において民間では実施していない訓
練コースに限定」してコース設定を行っている。仮に、その地域において、機構が自
ら行っている職業訓練コースについて民間が行うことが可能となれば、機構が自ら実
ポリテクセ
厚生労働
ンターの
施する職業訓練には該当しないことから、これを廃止又は委託訓練とするものであ z13167
省
全業務
る。従って、「民間でできない」とは、当該地域において、現に民間で実施していない
という意味であり、民間で実施することが不可能という趣旨ではない。
また、委託訓練の委託先選定に当たっては、真に就職に資する職業訓練の実施
を担保するため、全国共通の委託先対象要件及び選定の際の各評価基準（訓練内
容、訓練実施体制、就職支援実施体制等）を策定するとともに、点数化した個別評
価基準に基づき総合評価を行った上で、受託を希望する民間業者の中から委託先
の選定を行う企画競争を行っているところである。

要望者からの下記再検討要請を踏まえ、ポリテクセンターの事
業について可能な限り一体的包括的に市場化テストを実施する
ことについて、検討いただきたい。
『職業能力開発促進センターで実施されている研修内容は、
CADやC言語、perl、VBA、ISO取得、組織マネジメント、マーケ
ティング、労務管理などであり、これらは何れも民間団体による
実施が可能なものである（既に民間による訓練が実施されてい
る）と考えられます。（独）雇用・能力開発機構でなければ実施で
きない訓練とは言い難いため、御指摘のとおり当該事業は廃止
又は委託訓練とすることが適当であると考えます。また、委託と
する際は、競争的な契約手法を導入されるようお願いいたしま
す。』

ｃ

「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載された「具体的施策」を速やかかつ着実に実施するのに加え、
要望者からの再検討要請や下記の点を踏まえ、職業安定所の事業について可能な限り一体的包括的に市場化テスト
を実施することについて、検討いただきたい。
【公共職業安定所について】①については、以下の要望者の意見、及び「規制改革・民間開放推進会議第２次答申」の
「ハローワーク関連事業」の項の「問題意識」の通り。②について、OECD諸国であるフランスやオーストラリアにおいて
は、職業紹介と失業給付を別組織で運営していおり、日本においても民間職業紹介所利用者の失業認定をハロー
ワークが行っており、既に必ずしも両者は一体的に実施されていない。一方、アメリカ（マサチューセッツ州等）において
は、職業紹介と失業給付を一体的に行うワンストップセンターが民間委託されている。したがって、職業紹介との一体
運用や、実施主体が誰であるかよりも、むしろ失業保険業務を画一的基準に基づいて厳密に行うことこそが真の濫給
防止に資すると考えられる。③について、要望者意見にもある通り、本提案はセーフティーネットの維持を前提としてい
る。なお、要望者からの再検討要請は以下の通り。
『ＩＬＯ88号条約では「国の指揮監督の下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを義務づけて
いる」とのご回答ですが、同条約第2条「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体
系で構成される」、第9条「職業安定組織の職員は、分限及び勤務条件について、政府の更迭及び不当な外部からの
影響と無関係であり、且つ、当該組織上の必要による場合を除く外、身分の安定を保障される公務員でなければなら
ない」との規定は、セーフティネットとしての職業紹介事業が一定の国の関与の下で行われることを求めているもので
あり、「職業紹介」のすべてを国が直接運営することを求め、各機関における実質的運営部分を民間委託することまで
全面的に禁じる趣旨ではないと考えます。公務員を構成員とする職業安定機関を設置し、全国の職業紹介機関を指揮
監督下に置くといった方法でも足りると考えます。たとえば現在、全国に多数のハローワークが置かれていますが、そ
のうち各都道府県ごとに一つを国の直轄とし、これにより残りの機関（公営もしくは公設民営）を監督させ、必要な場合
は公務員を派遣するといった方法によれば、条約の文言にも、趣旨にも反しないものと考えます。
われている公共職業紹介事業の民間委託（オランダ）や民営化（オーストラリア）について、両国内からの問題提起あるいは
が無料職業紹介事業の全国的ネットワークを維持することと、実際の職業紹介事業を民間が行うこととは矛盾するもので
べきはその形式ではなく、目的（同条約第1条第2号「職業安定組織の本来の任務は、必要な場合には他の公私の関係
利用のための国家的計画の不可分の一部として雇用市場を最もよく組織化することである」）を達しうるか否かであり、国
体制がこの目的達成のために最も相応しいかということを実証するためにも、市場化テストを含む民間開放の手段を検討
【公共職業訓練施設について】管理コード「z13167」の再検討要請を参照されたい。』

c

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

前回の検討要請においてお答えしたとおり、ハローワークが全国ネットワークで行う
無料職業紹介事業については、市場化テストの対象とすることは不適当である。
なお、ご質問及び要望者からの再検討要請に係る回答であるが、各公共職業安定
所間の地理的な管轄については、職業紹介や雇用保険の業務を効率的に分担して
行うという観点から設定しているものであるが、全国ネットワークで無料職業紹介を
行う公共職業安定所及び各関係施設については、ＩＬＯ第88号条約第３条（職業安定
東京ヤン
機関は「各地理的区域について十分な数であって使用者及び労働者にとって便利な
グハロー
位置にある」と規定）の要請を満たすべくギリギリの配置を行っているものであり、当
ワーク及
該公共職業安定所の業務を民間企業に委託することは、ＩＬＯ第88号条約に反するこ
厚生労働
び大阪
z13165
省
ととなる。
ユースハ
また、オランダやオーストラリアの体制についてのＩＬＯ第88号条約との整合性につ
ローワーク
いては承知していないが、ＩＬＯにおいては、当該国の労使がＩＬＯに対して問題提起
の全業務
した場合等に条約勧告適用専門家委員会等の監視機構において議論されるもので
ある。当該国について現時点で問題提起等がなされていないことは、当該国の体制
についてのＩＬＯ第88号条約との整合性について了解が得られたことを意味するもの
ではなく、また、我が国は、日本国憲法第98条第２項の規定に基づき、他国の既批
准条約の適用状況やＩＬＯの監視機構において問題となっているか否かに関わらず、
既批准の条約を誠実に遵守すべきものと考えている。

「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載された
「具体的施策」を速やかかつ着実に実施することに加え、要望者
からの再検討要請を踏まえ、アビリティガーデンの事業について
可能な限り一体的包括的に市場化テストを実施することについ
て、検討いただきたい。なお、要望者からの再検討要請は以下
の通り。
『一民間事業者へ委託すると国との連携が困難になるとのご指
摘ですが、民間企業は消費者のニーズに応じたサービスの提供
を第一に事業を実施します。この点において、確かに国の方針と
は異なる決断に至る可能性も否定することはできませんが、国
は産業動向や人材育成の状況等を勘案しつつ事業を行うとして
おり、この姿勢は民間企業が消費者ニーズを汲むことと等しいも
のであります。ゆえに、万が一ではありますが、仮に国と委託事
業者の意見が異なったとしても、民間企業が方針を誤っている可
能性と同程度、国が方針を誤っている可能性も存在することにな
ります。一方的に国の決定に従いながら業務を行うことが、正し
い連携の在り方であるとは考えられません。官民の連携方法を
考える際は、官の無謬性というそもそもの理論的基礎にメスを入
れる必要があるのではないでしょうか。また、このような事態は
万一の場合であり、通常の場合は社会状況やニーズを勘案して
方針を決定する以上、両者のベクトルは同じ方向を向くと思わ
れ、連携を阻害する要因とはなりません。
独立行政法人雇用・能力開発機構中期目標（平成16年3月１日
〜平成20年3月31日）では、「在職者を対象とする職業訓練につ
いては、･･･地方公共団体や民間教育訓練機関との適切な役割
分担をはかり、毎年度訓練コースについて精査･･･」するとあり、
機構と民間事業者がどのように役割分担をするのか、市場化テ
ストを含め、真摯に検討する必要があります。当然、本業務につ
いては民間で実施可能であり、機構が実施する必要性は低いと
考えます 』

措置の概要（対応策）

Ⅰ

前回の検討要請においてお答えしたとおり、ハローワークが全国ネットワークで行う無料職業紹介事業及び雇用保険
事業については、市場化テストの対象とすることは不適当である。
なお、再検討要請に係る回答は以下のとおり。
① ＩＬＯ第88号条約第３条において、職業安定機関は「各地理的区域について十分な数であって使用者及び労働者
にとって便利な位置にある」と規定されており、現在の公共職業安定所の配置は、上記規定の要請を満たすギリギリ
の配置であり、当該公共職業安定所の業務について民間企業に委託することは、ＩＬＯ第88号条約に反することとな
る。
また、オランダやオーストラリアの体制についてのＩＬＯ第88号条約との整合性については承知していないが、ＩＬＯに
おいては、当該国の労使がＩＬＯに対して問題提起した場合等に条約勧告適用専門家委員会等の監視機構において
議論されるものである。当該国について現時点で問題提起等がなされていないことは、当該国の体制についてのＩＬＯ
第88号条約との整合性について了解が得られたことを意味するものではなく、また、我が国は、日本国憲法第98条第
２項の規定に基づき、他国の既批准条約の適用状況やＩＬＯの監視機構において問題となっているか否かに関わら
ず、既批准の条約を誠実に遵守すべきものと考えている。
② オーストラリアは全額国庫負担による失業扶助（生活保護のような制度）であり、そもそも日本の雇用保険とは性 z13168
質が異なる。
また、「日本においても民間職業紹介所利用者の失業認定をハローワークが行っており、既に必ずしも両者は一体
的に実施されていない。」とあるが、そもそも我が国においては、民間機関のみを活用した求職活動は認めておらず、
公共職業安定所に求職申し込みを行い、公共職業安定所を活用した求職活動を行うことが前提となっている。また、
民間機関を利用した求職活動を認めていることと、認定・紹介の一体的実施とは別問題であり、自ら職業指導・職業
紹介を行うことを厳正な失業認定の手法としている。具体的には、失業認定時に、「公共職業安定所を全く利用せず
民間機関のみを使った求職活動」を行っていると主張する雇用保険受給者について、本当に「公共職業安定所を全く
利用せず民間機関のみを使った求職活動」を行っているかどうか確認し、疑義がある場合、職業指導・職業紹介を自
ら行い、真実性を確かめることとしている。
なお、アメリカにおいて、州政府のHP等一般に公開されている情報からは、「ワンストップセンター」の民間委託の事
確認していない。また、フランスにおいても、職業紹介と失業保険を一体的に実施すべきとの議論があるものと承知してい
持を前提として、民間に委託することが効果的・効率的なものについては、現在においても民間委託を行っているところ
料職業紹介事業を行う公共職業安定所については、まさしく民間委託できないセーフティネットとしての役割を担うもので

【公共職業訓練施設について】
特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

根拠法令等

その他
（特記事項）

①無料職業紹介事業の許可基準の緩
和（運用基準の変更）、②雇用保険法
第15条の2等・③職業安定法第5条の
4・第51条・51条の2・④職業安定法第8
条の解釈上の疑義につき政府解釈の
変更による解決、⑤職業者安定法第
32条の3第2項の撤廃、を求めます。

‐

要望理由

現行のヤングハローワーク（ユースハ
ローワーク）は、若年者にとって魅力と
なるサービスを充分提供しきれておら
東京ヤングハローワーク及び大阪ユー
ず、集客力も弱い。ジョブカフェの運営
スハローワークが実施している全業務 民間のノウハウを活かした業務の効率
などで民間の職業紹介事業者が経験
を市場化テストの対象とすることを提 化と望ましい業務モデルの構築
とノウハウを蓄積してきたいま、ヤング
案いたします。
ハローワークやユースハローワークに
ついても、民間にその運営を委ねてい
くべきである。

B

東京ヤング
ハローワー
ク及び大阪
ユースハ
ローワーク
の全業務

B

現行の公共職業訓練施設は、①稼動
率が低く高コスト・非効率な運営を行っ
ている、②訓練内容が労働者や企業
のニーズに充分対応できていない、③
訓練と紹介が一体化されておらず効率
的なマッチングができていない、④訓
現在雇用・能力開発機構の運営してい
練費用や失業保険の訓練延長給付と
アビリティ る生涯職業能力開発促進センター（ア
民間のノウハウを活かした業務の効率 いった手厚い補助が公共職業訓練に
‐
ガーデンの ビリティガーデン）の全業務を市場化テ
のみ偏重しているため、民間教育訓練
化と望ましい業務モデルの構築
ストの対象とすることを提案いたしま
全業務
機関の事業を圧迫している、といった
す。
問題を有しています。そこで、公共職業
訓練施設の全業務を、ノウハウを有す
る民間事業者に包括的に委託すること
により、訓練の効果的・効率的実施と
コスト削減を図っていくべきと考えま
す。

‐

B

現行の公共職業訓練施設は、①稼動
率が低く高コスト・非効率な運営を行っ
ている、②訓練内容が労働者や企業
のニーズに充分対応できていない、③
訓練と紹介が一体化されておらず効率
的なマッチングができていない、④訓
練費用や失業保険の訓練延長給付と
現在雇用・能力開発機構の運営してい
ポリテクセン
るポリテクセンター（職業能力開発促 民間のノウハウを活かした業務の効率 いった手厚い補助が公共職業訓練に
‐
ターの全業
のみ偏重しているため、民間教育訓練
進センター）の全業務を市場化テスト 化と望ましい業務モデルの構築
務
機関の事業を圧迫している、といった
の対象とすることを提案いたします。
問題を有しています。そこで、公共職業
訓練施設の全業務を、ノウハウを有す
る民間事業者に包括的に委託すること
により、訓練の効果的・効率的実施と
コスト削減を図っていくべきと考えま
す。

‐

B

失業者に対する職業紹介は、職業訓
練と直結してこそ、効率的･効果的な
マッチングが可能となります。しかし、
前述のように、現行では公共職業安定
所は厚生労働省地方労働局、公共職
業訓練は雇用・能力開発機構と都道府
公共職業安 公共職業安定所と公共職業訓練施設
県と実施主体が完全に分離しており、
定所と公共 における原則全業務を、一体的に市場
民間のノウハウを活かした業務の効率 充分な連携がなされていません。
‐
職業訓練施 化テストの対象とすることを提案いたし
そこで、公共職業訓練施設と隣接する
化と望ましい業務モデルの構築
設における ます（例えば、アビリティガーデンと併
公共職業安定所を一体的に市場化テ
設するハローワーク墨田等）。
全業務
ストの対象とし、民間事業者に一括的
に運営を委ねることにより、職業紹介と
職業訓練を一体化させた効率的･効果
的なサービスモデルを構築していくこと
が有効と考えます。

‐

2006/1/3114:26

「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

職業
能力開
発促進
法第１
６条第
１項及
び第４
項

制度の現状

措
置
の
分

都道府県が職業能力開発校を設置
する場合、法第１６条第４項に基づ
き、訓練科名、訓練定員、訓練校の
組織、その他公共職業能力開発施
ｃ
設の運営に関する事項について、都
道府県がその条例で定める等、施設
の設置者である都道府県がその管
理運営を行っている。

措
置
の
内

公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして国
の雇用対策の一環として行われるべきものであり、
国レベルの職業訓練等に対する責務は国が、都道
府県レベルでの職業訓練等に対する責務は都道府
県が負っている。こうした趣旨は職業能力開発促進
法（以下「法」という。）第４条第２項に規定され、都
道府県は法第１５条の６の規定により職業能力開発
校を設置して職業訓練を行うものとされている。これ
らの職業能力開発校については、法第16条第１項
及び第４項に基づき、訓練科名、訓練定員、訓練校
−
の組織、その他公共職業能力開発施設の運営に関
する事項は都道府県の条例で定めるよう規定され
ているが、法の趣旨を踏まえれば、施設の設置者で
ある都道府県は運営に関する事項を条例で定める
とともに当然その管理運営についても行う必要があ
るものと解され、したがって、職業能力開発校の管
理運営を都道府県以外の第三者が行うことを可能と
する法解釈を行うことは困難である。

薬事法２３条の２で指定される管理
医療機器は、製造販売にあたり、品
１）
薬事法 目毎に登録認証機関による認証を
１）
Ⅰ
受けなければならない。
１４条
ｃ
２）
２３条 その他の管理医療機器及び高度管
２）
Ⅰ
の２ 理医療機器は製造販売にあたり、品
c
目毎に厚生労働大臣の承認を受け
なければならない。

職業
能力開
発促進
法第１
６条第
１項及
び第４
項

高年齢
者等の
雇用の
安定等
に関す
る法律
第32条
第１項
（平成
16年の
法改正
前の規
定）

都道府県は法第16条1項に基づき職
業能力開発校を設置するとともに、
法第１６条第４項に基づき、訓練科
名、訓練定員、訓練校の組織、その
他公共職業能力開発施設の運営に ｃ
関する事項について、都道府県がそ
の条例で定める等、施設の設置者で
ある都道府県がその管理運営を
行っている。

高年齢者職業経験活用センター
は、高齢者（60歳以上の者に限る）
がその職業経験を通じて得られた知
識及び技能の活用を図ることができ
る短期的な雇用による就業の機会を
確保、提供することを目的として設立
された公益法人であり、厚生労働大
c
臣の指定を受けた４法人が現在活
動している。
なお、同センターについては、平成
16年の法改正により、その制度とし
ては廃止とされているが、経過措置
により、既存の法人については従前
と同様に活動できることとしている。

措置の概要（対応策）

１）高度管理医療機器と一部の管理医療機器及び
一般医療機器についての申請窓口は、既に独立行
政法人医薬品医療機器総合機構に１本化している
ところである。登録認証制度対象となる管理医療機
器については、認証申請先である登録認証機関が
複数存在し、どの登録認証機関に認証申請するか
は申請者の裁量に委ねるべきものと考えており、申
請窓口を一本化をすることは適当ではない。
２）承認審査又は認証は、申請に係る医療機器のリ
スクに応じて行われるものであり、審査すべき資料
の種類・内容も承認審査か認証かにより異なるの
で、申請書の様式の統一は困難である。また、承認
審査の対象となる医療機器については、申請書等
の様式は統一されているが、認証の対象となる医療
機器については、各認証機関が独自に様式を定め
るべきであり、様式の統一はむしろ規制強化となる
ことから困難である。
なお、患者の身体等に与える影響が少ない医療機
器は、クラスⅠ又はクラスⅡに分類される。クラスⅠ
の医療機器は、製造販売を行うに際し、承認も認証
も不要であり、認証制度の対象となるクラスⅡの医
療機器は、製造販売を行うに際し、認証を受ければ
よく、承認手続と比べて手続が簡略化されている。

公共職業訓練は、雇用のセーフティネットとして国
の雇用対策の一環として行われるべきものであり、
国レベルの職業訓練等に対する責務は国が、都道
府県レベルでの職業訓練等に対する責務は都道府
−
県が負っており、その趣旨から都道府県に職業能
力開発校の設置の義務を課しているものであり、そ
れを廃止することは困難である。

高年齢者職業能力活用センターの業務について
は、60歳を超えると健康、体力、能力、資産の状況
等について個人差が拡大することから就業ニーズ
が多様化し、これに応じて多様な形態による雇用就
業の場の確保を図ることにある。こうしたことから高
年齢者の就業ニーズに即した雇用機会の確保を図
ることを目的としているため、その対象年齢は60歳
以上の高年齢者とされているところである。
Ⅰ
また、民間派遣事業者が急速に増加する中で、フ
ルタイム派遣の分野において、民間派遣事業者が
労働市場において大きな役割を担いつつあることを
かんがみると、高年齢者職業経験活用センターの
対象年齢を引下げ、同センターの業務を拡大するこ
とは適当ではない。

その他

再検討要請

国や独立行政法人が実施する職業能力開発事業についても、
現行法制の下で、民間委託や市場化テスト等が可能であると解
されていることを考えれば、自治体が行う同種の事業について
も、民間委託や市場化テスト等を行うことは可能と解されると考
えられる。こうした点、及び提案者の再検討要望を踏まえ、自治
体が職業能力開発促進法に基づき職業能力開発事業について
も、現行法の下でも、民間委託や市場化テストが可能であること
を明らかにされたい。なお、要望者からの再検討要請は以下の
通り。

措置 措置
の分 の内
類
容

ｃ

−

『法の趣旨を踏まえれば、施設の設置者である都道府県は運営
に関する事項を条例で定めるとともに当然その管理運営につい
ても行う必要があるものと解釈しておられますが、責務の所在と
業務の遂行は別次元のものです。かかる立法趣旨は、責務を負
う自治体が、その責任の範囲内で当該事業を民間へ包括委託
することを何ら妨げるものではないと考えます。』

-

雇用のセーフティネットとして職業訓練が重要であるとしても、そ
れを国や自治体が自ら実施するのがよいのか、それとも民間事
業者を活用した方がより効果を発揮できるのかについては、アプ
リオリに前者であるとは言えないのではないか。特に県が実施し
ている職業訓練事業については、産業構造や雇用情勢等に係
る当該地域の実情等に照らし、県が直轄で実施する、県の責任
の下で民間事業者に委託して実施する、さらには民間事業者自
身による事業実施に委ね、県は利用者に補助金等を交付する
等によりこれをサポートする、といった多様な選択肢の中から、
県の判断により決定する方が、雇用のセーフティネットとしての
役割をより効果的に果たすことができるのではないか。こうした
観点から、県の職業訓練開発校の設置判断を県に委ねることに
ついて、改めて検討いただきたい。
また国や独立行政法人が実施する職業能力開発事業につい
て、現行法制の下で、民間委託や市場化テスト等が可能である
と解されていることとの均衡等を踏まえ、県が設置する職業訓練
開発校について、民間委託や市場化テスト等を行うことは可能と
解されることを明らかにされたい。

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

都道府県においては、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「能開
法」という。）第１６条第１項に基づき、職業能力開発校の設置を行うこととされてい
る。
職業能力開発校の管理運営については、
○ 職業能力開発校は、都道府県が設置するものと明確に規定されていること
○ 能開法第１６条第４項において、訓練科名、訓練定員、訓練校の組織、その他公
共職業能力開発施設の運営に関する事項は都道府県の条例で定めるよう規定され
ていること
から、設置者である都道府県が自ら管理運営を行うべきものと解してきたところ。
また、能開法第１８条において、国、都道府県、市町村の公共職業能力開発施設
の設置及び運営について、相互の公共職業能力開発施設が競合しないための配慮
都道府県
義務が規定されており、地域における人材ニーズ等の固有の事情を把握及び分析し
立職業能
つつ、他の設置主体と協調して、職業能力の開発及び向上を行うこととされていると
厚生労働
力開発校
z13169
省
ころである。
管理運営
よって、設置主体以外の第３者が、都道府県の判断を経ず公共職業能力開発施設
業務
の運営を行った場合、
○ 法第１６条の法意に反するおそれがあること
○ 法第１８条の配慮義務に支障を来すおそれがあること
から、公共職業能力開発施設の管理運営を、設置主体以外の第３者が担うことは困
難である。
なお、「規制改革・民間開放推進に関する第２次答申」に記載されている「『アビリ
ティガーデン』における職業訓練事業への市場化テストの本格的導入」においては、
アビリティガーデンの管理運営を市場化テストの対象とするものではなく、あくまで、
アビリティガーデンが行う業界共通型の在職者訓練であって開発・試行実施終了後
一定期間が経過した一部の訓練コースに限定して対象としているものである。

z13170

ｃ

−

医療機器
厚生労働 の許認可
制度の簡
省
略化

職業能
力開発
校の設
雇用のセーフティネットであり国の雇用対策の一環として行われるべき都道府県レベ
置義務
ルでの職業訓練は、民間部門では実施を期待し難い、又は実施していない分野にお
厚生労働
ける職業訓練を担保し、労働者に対する職業訓練の機会が十分に確保する必要が z13171
の廃止
省
あることから、都道府県に対する職業能力開発校の設置義務を廃止することは困難
及び管
である。
理運営
の弾力
化

5147

5148

5149

5147024

5148001

5149001

派遣対
象年齢

-

z13172

厚生労働
制限の
省

拡大変
更
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5136

5136023

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

民間企
業

社団法
人

高知
県

24

1

1

社団
法人
日本
ニュー
ビジネ
ス協
議会
連合
会（社
23
団法
人福
岡県
高齢
者能
力活
用セ
ン
ター）

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

B

近年、地方における一連の行財制改
革の取り組みのなかで、都道府県立の
職業能力開発校の効率化とサービス
品質の向上に向けた見直しも活発に
行われています。しかし、職業能力開
発校の管理運営については、職業能
力開発促進法第16条及び第18条の解
都道府県立 都道府県立職業能力開発校への市場
釈によって、設置主体である都道府県
職業能力開 化テスト導入を可能とするべく、職業能 民間のノウハウを活かした業務の効率
が直接行わなければならないとされて ‐
発校管理運 力開発促進法の解釈の見直しを行うこ 化と望ましい業務モデルの構築
いるため、民間を活用した施設の効率
と
営業務
化、サービス品質の向上を充分に行う
ことができません。そこで、職業能力開
発促進法第16条及び第18条の解釈の
見直しを行い、都道府県立職業能力開
発校への市場化テスト（あるいは包括
的民間委託）の途を開いていただけま
すよう、ここにご提案いたします。

A

医療機器は薬事法上で４つに分類さ
れ、それぞれ許認可の手順が異なりま
すが、簡素な機器でない限り、市場に
流通するまでに多くの時間がかかりま
す。
医療機器の 医療現場が抱える課題の早期解決を
許認可制度 図るためには、市場に出るまでのス
の簡略化 ピードをアップさせることが重要となり
ます。
そこで、患者に直接触れず、患者に与
える影響の少ない機器に関しては、特
に、製造販売の許認可の制度を簡略
化することが必要であると考えます。

A

職業能力
開発校の
設置義務
の廃止及
び管理運
営の弾力
化

A

社団法人福岡県高齢者能力活
用センターは、６０歳以上の高年
齢者に対し、再就職の促進を図
ることを目的として、一般労働派
遣事業および無料の職業紹介
事業を展開して参りました。近年
では、早期退職を募る企業の増
加や大規模店の閉鎖の影響か
らか、５年前は皆無だった５０歳
代の登録希望者が０５年度は１
３７名まで急増しています。就職
相談や将来の派遣スタッフ予備
派遣対象 軍として対応しておりますが、彼
年齢制限 らが就職活動をしても求人企業
の拡大変 からは暗黙のうちに年齢ではじ
更
かれる場合が多いようで、結果
的に当センターへ頼って来くるの
が現状です。更に、来年４月より
施行される改正高年齢者等雇用
安定法の高年齢者雇用確保措
置の義務化は、高年齢者の雇
用確保を促す反面、一旦離職し
た中高年齢者の再就職は一層
困難になる懸念もあります。高
年齢者の雇用促進の観点から、
当センターが定年をまじかに控
えた５０歳代の中高年齢者に対
しても、派遣という形での就業の

現行法で規定されている職業能
力開発校の各都道府県設置義
務について、設置についての判
断は県が行うこととし、管理運営
については民間等に委託可能と
する。

根拠法令等

その他
（特記事項）

添付資料：「都道府県職業能力開発校
の市場化テスト導入提案書」

医療機器の製造販売の許認可の制度
を簡略化する手法として、以下の2点を
挙げる。
1)申請窓口の一本化・・・機器の分類
によって異なる申請先を一本化するこ
とにより、申請手続きに掛る申請者の
わずらわしさを軽減し、よりスムーズに
許認可が受けられるようにする。
2)申請書等の様式の統一化・・・申請
先毎に異なる申請書類を統一すること
により、申請手続きにかかる時間を短
縮する。

近年、医療過誤は大きな社会問題の１
現在、当社では、医療現場での投薬過
つとなっており、中でも投薬過誤の占
誤の撲滅を目指し、市場への流通を最
める割合が最も多いために、今や、こ
終目的として、自動薬液調合システム
れらをなくすことは、医療現場での最重
の開発を進めております。
要課題の１つといえます。
投薬過誤は医療現場での最重要課題
当社が研究開発中の自動薬液調合シ
となっており、早期解決が求められて
ステムにより、医療現場において、高
いますが、市場化までのプロセスが複
薬事法第３９条（高度管理医療機器等 い精度とスピードアップが図れること
雑であるため、市場に出るまでに長い
は、医療過誤撲滅の有効な手段とし
の販売業及び賃貸業の許可）
時間を費やすことが予想されます。
て、また医療従事者にとっては大幅な
これは、当社に限った問題ではなく、医
医療業務改善となるため、早期の市場
療機器の開発を行う企業の多くが抱え
化が待たれています。
る問題です。
医療機器の許認可制度が簡略化する
市場化を早め、医療現場での課題をよ
ことにより、医療現場における重要課
り早く解決するために、医療機器の許
題をより早く解決することができると考
認可制度の簡略化を求めます。
えております。

地方の実情に応じて職業能力開
発校を設置し、その管理運営を
民間等へ委託可能とするため、
施設の設置義務や直営の要件
を見直す法改正を行うとともに
施設整備、運営費に交付されて
いる補助金及び交付金について
の税源委譲も同時に行い、今後
の職業能力開発校の機能の向
上を目指す。

提案理由：
職業能力開発校は各都道府
県に設置が義務付けられてお
り、管理運営についても直営方
法がとられている。この施設は
地域産業の人材育成を担う役割
で設置されており、今日の急激
な産業構造の変化に対応した職
業訓練を機動的に行うことが求
められているが、運営も直営とさ
れているため、地域の産業構造 職業能力開発促進法第16条
の変化に対応した訓練内容や管
理運営体制を迅速に見直すこと
ができない要因となっており、弾
力的な対応が出来ない状況にあ
る。
このため、設置については県
が判断し、民間等への管理運営
を可能とすることで施設の機能
等をこれまで以上に向上させる
ことができる。

①９４年に新設された高齢特例
労働者派遣事業の指定要件に
従い、派遣対象は６０歳以上か
らと年齢制限があります。９９年
には労働者派遣法の改正によ
り、同事業の特例性は失われ廃
止となりましたが、現在もその事
業の目的に沿って活動してお
り、指定要件となった年齢制限
を受けております。②福岡には
人材銀行もありますが、技術・専
１．高年齢者等の雇用の安定等
門職以外の管理職は課長以上
に関する法律第４章の２ 高年
の役職経験者に限って登録が可
齢者職業経験活用センター等
能であり、働きたい全ての中高
第１節（指定) 第４４条の２
年齢者が登録できるものではあ
上記法律は一部改正され、平成
りません。③ハローワーク等の
１７年４月１日より第４章の削除
関連機関と役割分担について論
が施行されています。
議する必要があるかもしれませ
んが、現在では彼らを救済でき
る機関の数は乏しく、ハローワー
クから紹介されて当センターに
来館されているのが実情です。
④０４年３月の改正労働者派遣
法の施行後、派遣労働者を使う
企業は全体の３割を超え、今後
も派遣へのニーズは高まる一方
と思われます。 以上の観点か
ら、変わり行く雇用状況を勘案
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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

該当法
令

制度の現状

職業安
定法第 職業紹介事業を行おうとする者は、
３０条、 厚生労働大臣の許可を受けなけれ
ばならない。
第３３
条

雇用保
険法施
行規則
第百十
条の三

措
置
の
分

c

中高年齢者を試行的に受け入れて
就業させる事業主に対して、３ヶ月を
限度として試行雇用奨励金を支給す
ることにより、中高年齢者の再就職
ｄ、
を促進している。
e
なお、高年齢者のインターンシップ
については、特に規制を設けていな
い。

措
置
の
内

措置の概要（対応策）

高年齢者職業能力活用センターは、健康、体力、
能力、資産の状況について個人差が拡大する60歳
以上の高齢者の多様な就業ニーズに対応するた
め、短期的な雇用による就業に係る無料の職業紹
Ⅰ 介事業等を実施し、高年齢者の再就職の促進を図
る法人として厚生労働大臣の指定を受け、業務を行
うものであり、その事業の公益性にかんがみれば、
指定法人としての業務に有料の職業紹介を追加す
ることは適当ではない。

-

試行的な雇用を通じて中高年齢求職者と企業が
相互理解を図ることでミスマッチを解消し、中高年齢
者の再就職を促進することを目的とし、中高年齢者
を試行的に受け入れて就業させる事業主に対して、
試行雇用奨励金を支給する中高年齢者試行雇用事
業（中高年齢トライアル雇用事業）を既に実施済み
である。

その他

再検討要請

-

-

措置 措置
の分 の内
類
容

措置の概要（対応策）

要望事項 要望主体 要望事項 分割
管理コー
所管省庁
（事項名） 管理番号 管理番号 番号
ド

紹介予
定派遣
による有
厚生労働
z13173
料職業
省
紹介事
業の導
入許可

高年齢
者への
インター
ンシップ
導入（高
厚生労働
z13174
年齢者
省
の再就
業体験
を通じた
雇用促
進）
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5136

5136

5136024

5136025

グ
要望
要望
ルー 要望主
種別
事項
プ化 体名
（規制
番号
番号
改革

社団
法人
日本
ニュー
ビジネ
ス協
議会
連合
会（社
24
団法
人福
岡県
高齢
者能
力活
用セ
ン
ター）

社団
法人
日本
ニュー
ビジネ
ス協
議会
連合
会（社
25
団法
人福
岡県
高齢
者能
力活
用セ
ン
ター）

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

紹介予定
派遣によ
る有料職
業紹介事
業の導入
許可

社団法人福岡県高齢者能力活
用センターは、高齢特例労働派
遣事業を推進するために公益法
人として指定を受け、高年齢者
の再就職の促進に努めて参りま
した。しかし、無料紹介事業では
収入が得られず、その成果によ
る助成金も無く、当センターの活
動費は主に一般派遣事業収入
より捻出しており、事務局の運
営費が枯渇している状況であり
ます。当センターの公益性を追
求しながらも、自立した事業運営
を行うためには、運営基盤の安
定性を高める他ありません。そこ
で無料職業紹介事業を紹介予
定派遣に変更することで収益性
を高め、事業活動推進の糧にし
たいと考えます。よって、当セン
ター事業の自立と発展を促すう
えで、紹介予定派遣による有料
紹介事業導入の許可をいただき
たい。

高年齢者
へのイン
ターンシッ
プ導入（高
年齢者の
再就業体
験を通じ
た雇用促
進）

社団法人福岡県高齢者能力活
用センターが、高年齢者の雇用
促進を目的として推進する一般
労働派遣事業において、ここ数
年の派遣者数は著しく伸びてお
ります。しかし、派遣就労後の職
能のミスマッチや人間関係のトラ
ブルにより、離職される高年齢
者も比例して増えております。働
く意欲と十分な経験とキャリアを
持った高年齢者ではあります
が、再就職先での新たな職場環
境や人間関係、業務内容におい
て、高年齢者本人の就業ニーズ
に適応したものであるか否か
は、実際に就業しなければ判断
できないことが多いのも実情で
す。一旦離職した高年齢者の再
就職が非常に困難な状況の中、
これからの高齢社会を考える
と、学生にインターンシップを通
じて就業観の育成と就業の道筋
をつけさせるのと同様に、高年
齢者にもインターンシップに相応
する再就業体験制度を構築し、
導入することが望まれます。就
業体験を通じて、その職場環境
や業務内容に自信と十分な納得

具体的事業の
実施内容

要望理由

当センターは、設立当時に公的
な運営助成をいただいておりま
したが、設立３年を経過して助成
はなくなり、その後の活動費は
主に派遣事業収入で賄って参り
ました。しかし、事業の適正な発
展を図るためには、一般労働派
遣事業に加えて新たな収益手段
が必要なことは否めません。有
料紹介事業は基本的には年齢
を制限してはならないとあります
が、高年齢者のキャリアを活か
した雇用促進を目的とする当セ
ンターは、雇用対策法関係の年
齢指針３に該当するものと考え
ます。就業形態の一つに紹介予
定派遣を取り入れることは、高
年齢者の多様なニーズに応える
選択肢が増えるということであ
り、雇用の機会拡大とミスマッチ
の解消につながるものと考えま
す。よって、将来予想される雇用
状況の変化にも適応し収益性を
高め、当センターの事業目的の
適正な発展を確保すること、合
わせて公益性を追求するために
も、紹介予定派遣による有料紹
介事業導入の許可をいただきた
ミスマッチの状況として、派遣就
労開始後一ヶ月足らずで離職さ
れるケースが目立ってきました。
「体力・仕事に自信がない」「家
族が就労に反対している」ある
いは「自分の方が能力がある」
等と言い、上司や従業員との人
間関係悪化が理由です。高年齢
者の就業観の甘さや、知識と経
験を活かすが故におこったケー
スだと考えます。しかし、社会経
験を十分に積まれた高年齢者
が、再就職先の職場環境や人
間関係、業務内容等に対応でき
ない事態を見るにつれ、このよう
な状況での早期離職は、高年齢
者の失敗体験となり、次の就職
への意欲を欠いてしまうので
は、との危機感を感じずにはい
られません。学生に対するイン
ターンシップがあると同様に、高
年齢者に対しても就業体験を通
じて、教育訓練の機会を与える
こと、就業ニーズとその職業が
適応しているかを判断すること
は、高年齢者の雇用促進と安定
が図られ、また、受入企業に対
する高年齢者雇用の啓発につな

根拠法令等

１．労働者派遣事業関係の「派
遣先の講ずべき措置に関する指
針」第２の１８の（３）
２．雇用対策法関係の「労働者
の募集及び採用について年齢に
かかわりなく均等な機会を与え
ることについて事業主が適切に
対処するための指針」第３の２・
および第３の５

１．労働者派遣事業関係の「派
遣元事業主が講ずべき措置に
関する指針」第２の８の（２）

その他
（特記事項）

