第43回

規制改革会議
議事録

１．日時：平成27年３月25日（水）14:58〜16:56
２．場所：中央合同庁舎第４号館12階全省庁共用1208特別会議室
３．出席者：
（委

員）岡素之（議長）、大田弘子（議長代理）、安念潤司、浦野光人、大崎貞 和、
翁百合、佐久間総一郎、滝久雄、鶴光太郎、長谷川幸洋、林いづみ、
松村敏弘、森下竜一

（政

府）越智内閣府大臣政務官

（事務局）羽深 規制改革推進 室長、刀禰規 制改革推進室 次長、市川規 制改革推進 室次長 、
山澄参事官、柿原参事官、佐久間参事官、三浦参事官、大熊参事官
（国土交通省）蝦名観光庁審議官
石原観光庁観光産業課長
４．議題：
（開会）
１．地域活性化に 寄与する規制 改革につい て（着地型観 光等を促進す るための旅行
業の見直し）
２．ワーキング・グループの検討状況及び検討予定報告
３．多様な働き方 を実現する規 制改革及び 労使双方が納 得する雇用終 了の在り方に
ついて
４．規制改革ホットラインについて
５．規制レビューについて
６．患者申出療養について
（閉会）
５．議事概要:
○岡議長

ちょっ と時間が早い ですけれども 、全員おそろ いですので 、ただいまか ら第43

回規制改革会議を開会いたします。
本日、有村大臣 は国会の関係 で御欠席です 。また、金丸 委員及び佐 々木委員が御 欠席で
ございます。
申し訳ございませ ん。大臣のお 話がありませ んので、報道 関係の皆さん にはこれで 御退
室をお願いいたします。
（報道関係者退室）
（国土交通省関係者入室）
○岡議長

国交省の方、ありがとうございます。
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地域活性化に寄 与する規制改 革の検討にあ たりましては 、本年１月 の本会議にお きまし
て、着地型観光等 を促進するた めの旅行業の 見直し及び建 設業許可基 準の見直しに ついて
は本会議で審議を 進めていくこ ととされまし た。本日はそ のうち「旅 行業の見直し 」を議
題１として議論いたします。
まず、事務局より、資料１−１の説明をお願いいたします。
○柿原参事官

それでは、事務局から資料１−１に基づきまして説明いたします。

こちらの資料は 着地型観光等 を促進するた めの旅行業の 見直しに関 する問題意識 という
ことで、規制改革 ホットライン の提案事項や 地域活性化ワ ーキング・ グループにお ける有
識者の問題意識な どを基に、事 務局で大きく ３点、問題意 識を整理さ せていただい たもの
でございます。
まず１点目でご ざいますが、 こちらは現在 、報酬を得て 運送あるい は宿泊サービ スなど
を仲介する場合に は旅行業とい うことで、業 務を登録する という規制 がございます 。この
旅行業の登録の中 に、営業所が ある範囲から 地理的なもの 、すなわち 海外を扱う、 あるい
は国内を扱うなど によって、４ 種類の種別が ございます。 そのうち第 ３種という旅 行業の
取扱い範囲についての御要望でございます。
こちらの中で募 集型企画旅行 、いわゆるパ ッケージツア ーです。旅 行業者で内容 も全部
計画するというも のでございま すが、この業 務範囲。現行 は営業所が 存在する隣接 の市町
村等となっており ますが、これ を例えば隣接 の都道府県ま で拡大して いただけない かとい
うことでございます。
具体的な例で言 いますと、神 奈川県の横須 賀市は同じく 神奈川県の 鎌倉市と非常 に近接
しておりますが、 市町村として は隣接してお りません。し たがいまし て、横須賀市 に営業
所のある旅行業者 は鎌倉のうち 第３種旅行業 の登録を受け ている旅行 業者の場合は 、募集
型企画旅行につい て鎌倉市を範 囲にする旅行 商品は取り扱 うことはで きないことに なって
いるということです。
ちなみに、横須 賀市に隣接す る市町村とし ては横浜市が ございます が、こちらは 非常に
広い自治体なので すけれども、 こちらは隣接 しております ので、距離 的にはかなり 遠い横
浜市であっても旅 行商品の範囲 に入れること はできる。現 行の規制は そういうふう になっ
ているということでございます。
２点目が②です 。こちらはホ テル・旅館な どの宿泊施設 における旅 行商品につい ての取
扱いでございます 。こちらも同 じく旅行業の 登録が必要な のですが、 登録する際に 幾つか
要件がございます 。金銭面の関 係でいきます と、旅行業者 の種別に応 じた営業保証 金の供
託あるいは基準資 産が一定の額 が求められる ということ。 金銭以外の 面では資格の 関係で
す。旅行業務取扱 管理者を営業 所ごとに１人 は置く必要が あるという こと。そうい う要件
があるのですけれ ども、これを 緩めてもらっ て、ホテルな どでも地域 の旅行商品を 、より
売りやすくするよ うなことはで きないかとい う問題意識で ございます 。最後に申し 上げた
旅行業業務取扱管 理者につきま しては、試験 がありまして 、試験を通 った資格者で ないと
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なることができないとなっております。
以上が２点目の問題意識です。
最後に、３点目でございます。
先ほど御紹介し ました旅行業 の種類の４つ 目、一番小さ い範囲であ る限定された 地域の
みを取り扱う旅行 業として地域 限定旅行業が あるのですけ れども、こ の旅行業の登 録のた
めにも、やはり同 じく旅行業務 取扱管理者が 必要です。そ の試験の一 部として地理 の試験
があるのですが、 地域限定、要 は非常に狭い 範囲しか業務 範囲がない にもかかわら ず、全
国の地理の試験が 試験内容に含 まれていると いうことなの で、この試 験内容の見直 しも考
えたらどうかという問題意識がございます。
事務局からの説明は以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、国土交通省より、資料１−２に基づいて説明をお願いしま す。
○国土交通省（蝦名審議官）

観光庁の審議官の蝦名と申します。

資料に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
１ページはねて いただきまし て、旅行業の 概要というこ とでござい ます。旅行業 の現状
は先ほど事務局か らも御説明が ありましたよ うに、約１万 社弱程度の 事業者数がご ざいま
して、そこにあり ますように１ 種、２種、３ 種、地域限定 といった形 でそれぞれ数 がござ
います。代表的な ところは御存 じのとおりJT Bとか近畿日 本ツーリスト 、KNTといっ た会社
でございます。
旅行業法は目的 のところにご ざいますよう に、登録制度 によりまし て消費者とか 旅行の
確実な実施を担保するための制度ということでございます。
４にございます ように、旅行 業法上の主な ものとしては 営業保証金 、旅行業務取 扱管理
者の選任義務、約 款、書面の交 付あるいは旅 程管理といっ たことが旅 行業の主な規 制の中
身でございます。
３ページ目でご ざいます。１ 種、２種、３ 種、地域限定 というのが 主要な旅行業 でござ
います。業務の範 囲というとこ ろにございま すように企画 旅行、旅行 業者がみずか らこう
いった旅程などを 組みまして販 売するタイプ のものと、手 配旅行とい ってお客様か ら注文
を受けて手配をするタイプのものがございます。
企画旅行の中に も自分でいわ ゆるパッケー ジツアーとい う募集型と 言われるもの と、修
学旅行のように依 頼をされて受 ける受注型と 言われるもの がございま す。１種と２ 種と３
種の区分が○、△ 、×で書いてあり ますように 、１種は国際 もできる。 海外旅行も 取り扱
えるもの。２種は 国内の全国の ものを取り扱 えるもの。３ 種は今、御 説明にもござ いまし
たが、隣接市町村 などを中心に 狭いエリアで の募集型の企 画旅行がで きるもの。地 域限定
と言いますのはも っと狭い範囲 でできるとい うことなので すが、違い は受注型とか 手配の
方は３種の場合は 全国のものが 扱えますけれ ども、地域限 定はそうい ったものも隣 接の市
町村、非常に狭い地域になっているということでございます。
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旅行業法の主要 な目的であり ます旅行者の 保護という観 点で、登録 の要件といた しまし
ては営業保証金と いうものをそ の規模の大き さに応じまし て積んでい ただくという 形で供
託をしていただく ような仕組み になっており ます。また、 資産の要件 ということで 倒産リ
スクを回避すると いう意味で、そ こにありま すような一定 規模の資産基 準としており ます。
また、旅行業務の取扱管理者の選任が必要だということになっておりま す。
注２にございま すように、括 弧書きで営業 保証金のとこ ろに書いて ありますけれ ども、
旅行業協会に加入 していただい ている場合に は旅行業協会 で基金を積 んでおりまし て、何
か旅行の会社が倒 産してしまっ たという場合 に、旅行者に 御迷惑をお かけしないよ うに返
金できるようにと いうことで、 旅行業協会が そこを負担す るというこ とで、個別の 事業者
は５分の１程度の供託で済むような仕組みになってございます。
また、注４にご ざいますよう に隣接市町村 等と書いてあ りますけれ ども、観光庁 長官が
定める区域を指定 いたしますと 、隣接市町村 でない地域で も営業範囲 を認めている という
形になってございます。
観光庁長官が定 める区域につ きましては、 次の４ページ にございま すけれども、 大きく
分けますと２つの類型がございます。
１つは、離島航 路があるよう なケースでご ざいまして、 これは実態 上、離島航路 の離島
側と母都市になっ ている本土側 の都市という のは、基本的 にほとんど 一体不可分の 関係に
結ばれていること もございまし て、ここは必 ずしも隣接市 町村とは言 えないところ も含め
まして、一体的に取扱いをしております。
もう一つは、こ れは実験的に 拡大しており ますけれども 、私どもの 観光の振興の 観点か
ら観光圏整備法と いう法律がご ざいまして、これは隣接市 町村などをエ リアといたし ます、
隣接でなくても良 いのですが、 一定の２泊３ 日とか、滞在 型の観光を 振興しようと いうこ
とで観光圏という ものを指定し ておりますが 、こういった ところでは 一体的に観光 圏で旅
行が行われるとい うことで、必 ずしも阿蘇く じゅうを例に とりまして 、隣接をして いない
ところであっても 指定をすると いう形で今、 認めておりま す。ちょう ど昨年10月か ら実験
期間として平成28 年度末まで見 ておりまして 、こういうと ころで具体 的に良いニー ズが出
てきて、旅行商品 が造成される ような状況で あれば、こう いう形を広 めていきたい と考え
ているところでございます。
旅行業務の取扱 管理者の関係 が次の５ペー ジでございま す。旅行業 務の取扱管理 者の職
務と申しますのは、
（２）に ございますよ うに計画を作 成したり、料金 や取引条件に 関して
の説明、実際に円 滑な旅行が実 施されている かどうか。特 に昨今もい ろいろな事件 がござ
いまして、旅行業 の旅程といっ たものがきっ ちり管理され ているかど うかというの が話題
になるようなケー スもございま すが、そうい った管理をき ちんとする こと、あるい はいろ
いろな苦情や御不満、御指摘に対するような対応といったことをしてお ります。
旅行業務の取扱 管理者の資格 といたしまし ては、そこに 海外旅行を 扱える総合職 種と、
国内旅行を扱う国 内職種という ２種類ござい まして、それ ぞれその資 格をとってい ただく
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と、そういう範囲 の業務ができ るということ でございます 。そこに試 験の合格率な ども書
かせていただいていますが、３割程度の方が毎年合格をされてございま す。
最後に６ページ 目になります けれども、こ れはいろいろ な事例とい うことでござ います
が、先ほどいろい ろな課題があ ったときの旅 行者の保護と いう観点で 営業保証金と いうも
のを積んでいただ いているわけ ですが、これ は最新の幾つ かの事例でご ざいますけれ ども、
２種事業者だった 者が登録抹消 になった後も そのまま事業 を継続してい て、500名の 方が被
害を受けた。これ は数千万円の 規模の実際に 被害が発生し ております 。あるいは無 登録で
インターネットで 航空券を販売 していた。旅 行商品の場合 は代金前払 いで受け取る もので
すから、そのままい わば逃げてし まうという か、持ち逃げを してしまう こともありま して、
100名の方が被害を受けて1,000万以上の被害が生じたといった例がござ います。
また、旅行業務 取扱管理者の 件。これはも しかすると御 記憶にある かもしれませ んが、
中学校の修学旅行 を手配してい た関係の旅行 業務取扱主任 者がきちん とその旅行業 務を管
理していなかった ということで 、結果として 修学旅行はで きなくなっ てしまったと いうよ
うな事例がございまして、こういった事例がございます。
御要望との関係 で、ざっと制 度の関係は以 上のようなこ とでござい ますが、３ペ ージ目
にお戻りいただき たいと思いま すけれども、 先ほどの御指 摘にもござ いました３種 の旅行
業の業務範囲をもう少し拡大できないのだろうかという御指摘がござい ます。
旅行業の基本的 な考え方とし ては、いざ旅 行の倒産が起 きたとか手 配がうまくで きなか
った場合に、旅行 者の方々に返 金をしていく 。旅行者の方 々の保護を するというの が１つ
の大きな眼目でご ざいますが、 これで隣接市 町村という規 模にしてお りますのは、 営業保
証の金額も300万円 という金額に しておりま して、都道府県 とか非常に 大きな範囲に なりま
すと、１回そうい うことが起こ った場合の被 害の額という ものがそれ だけ扱う範囲 が広く
なれば大きくなり ますので、そ ういう意味で 一定の範囲に 絞らせてい ただいている という
ことだと思います が、先ほど観 光庁長官の定 める区域とい う考え方で 、今、観光圏 という
もので実験的にニ ーズを踏まえ ながらやらせ ていただいて おりますが 、御指摘のあ ったよ
うな横須賀から鎌 倉のようなケ ースで具体的 にニーズがあ って、既存 の事業者が十 分サー
ビスをうまく提供 できていない ということで 、さらにサー ビスが必要 だということ であれ
ば、個別にこうい った指定の制 度も活用しな がら対応して いくことも 可能だろうと は思い
ますが、いきなり 都道府県みた いな非常に広 範なエリアを 管轄するこ とになります と、営
業保証金の金額な どの観点から 言って、妥当 なのだろうか という問題 が生じるだろ うと考
えております。
着地型旅行商品 を販売するた めに、旅行業 の登録を受け る場合のそ ういう緩和と いうこ
との御要望でござ います。私ど も観光庁でも これだけイン バウンドの お客様がたく さん増
えていただいてい るということ で、着地型の 旅行商品をで きるだけ豊 富にそろえて いただ
いて、地域のおも てなしという ことでそうい う商品をどん どん出して いただいて、 実際に
地方をめぐってい ただくことは 非常に重要な ことだと思っ ております 。もちろん、 今の３
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種事 業の 方あ るい は地 域 限定 を取 得さ れて いる 方 々も 地域 に大 変詳 しい 、 根付 いて いる
方々でいらっしゃ いますので、 いろいろな旅 行商品をどん どん提供さ れております し、い
ろいろ工夫をされ ております。 そういう意味 で地域の方々 のある種、 一定のルール の中で
サービスが提供されるような形になるのが望ましいだろうと思っており ます。
そういう意味で 保証金あるい は資産であり ますとか、取 扱管理者と いったお客様 が安心
してその商品を買 っていただけ るような条件 を整えつつ、 地域の３種 事業者あるい は地域
限定の業者の皆さ んと競争して いただきなが ら提案をして いただくこ とは、十分あ り得る
ことだろうなと考えております。
地域限定という のは、これは まだ実は制度 ができまして 、25年４月 で冒頭申し上 げまし
たように地域限定 の事業者の数 はまだ非常に 少のうござい まして、ま だまだ浸透が 足りな
いのかなという気 もいたしてお りまして、試 験問題が全国 でというこ とについて妥 当なの
かという御指摘もございます。
他方でこの地域 限定の方の資 格で旅行の取 扱いの方々、 管理者の方 々というのは 、そこ
の地域限定の会社 に入るだけで 全国のいろい ろな地域に行 かれてやら れるものです から、
ずっと一生九州な ら九州のその 地域限定の範 囲だけで生活 されている 、業務をされ ている
とは必ずしも限ら ないものです から、今は全 国的な試験問 題を受けてい ただいており ます。
そういう意味では、もう少し本当 にその地域 のところだけ で業務をして いくようなこ とが、
実際にそういうふ うなことで業 務をずっと続 けられていく ということ であれば、そ の試験
問題という形も出題の仕方を見直していった方が良いのかもしれないと 考えており ます。
いずれにいたし ましても、私 どもの問題意 識としては、 こういう着 地型の観光と いうの
はより海外のお客 様もそうです し、国内のお 客様もそうで すが、豊富 な旅行商品が そろっ
て観光客の方々に 楽しんでいた だけるものに なった方が良 いという問 題意識はござ います
ので、既存の今、 頑張って地域 を支えて旅行 業をやってい ただいてい る方々とのあ る種、
公平性の観点であ りますとか、 あるいはこう いった倒産リ スクみたい なものに対す る一定
の旅行者の保護に対する考え方とのバランスの中で考えていければと思 っておりま す。
御説明としては以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、事務局と国交省の説明に基づきまして意見交換をしたいと 思います。
大崎さん、お願いします。
○大崎委員

ありがとうございます。

１点、質問させ ていただいて 、そのお答え を受けて私の 意見を申し 上げたいと思 うので
すが、観光庁の資 料の３ページ で旅行業者代 理業者という ものがある 。これについ ては特
段御説明が今、な かったかと思 うのですけれ ども、この旅 行業者代理 業者というの は要は
１種、２種、３種 、地域限定の 人たちが企画 した旅行の販 売、一種、 取り次ぎをす る人か
なと思うのですが 、これは複数 の業者さんの 商品を、品ぞ ろえを広げ て販売するこ とはで
きるのですか。
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○国土交通省（蝦 名審議官）

ただいまは１ 社専属という やり方にな っております 。１種

なり２種なりの業 者の方と連帯 責任を負って いただくよう な形で、旅 行者の安全を 確保す
るようなやり方で運用しております。
○大崎委員

ありがとうございます。

そうすると、私 が思ったのは 、確かに御要 望のやりたい ことという のはよく分か るし、
私個人的にも旅行 好きで海外旅 行なんか行っ て、泊まった ホテルで地 元の周遊をす るツア
ーを申し込んだり ということも よくやるもの ですから、御 要望の趣旨 は分かるので すけれ
ども、他方で確かに 前払いした切 符代がなく なってしまっ たという事件 も実際にある 中で、
簡単に旅行業の規 制を緩めると いう解決で良 いのかという のは、大い に疑問だと思 ってい
るのです。
地域の設定の話 、確かに横須 賀と鎌倉とい う先ほどの例 だとちょっ と奇異な感じ もする
のですけれども、 ただ、これも 何か決めなけ ればいけない ので、例え ば営業所から 何キロ
とかしても、結局 一番の旅行の ところ、観光 地にちょうど 引っかから なかったとい う不都
合が起きたりする と思うので、 なかなかそこ のところは難 しいなと思 うのですが、 思った
のは、例えば着地 型の観光でホ テルなんかの 方がそこで地 元のツアー も売りたいん だとい
うのであれば、こ の旅行業者代 理業者になっ ていただくと いうのが１ つあるのかな と思っ
たのです。例えば １種、２種、 ３種あるいは 地域限定の募 集旅行をつ くる人たちと コワー
クするような感じ で、こういう 企画をやって くれみたいな 格好でつく ってもらって 販売す
る。ただ、それが １社専属だと いうと、そう いうものもや りにくいな という感じを 受けた
ので、例えばそう いう制度を見 直して、旅行 業者代理業者 をもっとや りやすくする という
のも１つの手かなと思いました。
それから、試験 の話が出たの ですけれども 、どうなので すかね。年 に4,000人とか 3,000
人とか受かってお られるのであ れば、そんな に参入の障壁 になるとい うほど難しい 試験で
もないのかなとい う感じがしま して、合格率 なんかも宅建 主任とかと そんなに変わ らない
ような印象を受け たので、確か に地域限定で 仕事をするの に全国の地 理を知ってい なくて
もというのも一理 はあるのだけ れども、一方 で確かに一生 その地域で 仕事をすると いうの
は限らないのだか ら、旅行のプ ロと言うのだ ったら全国の 地理ぐらい 知ってろよと いう感
じもあるなというのが私の感想です。
すみません、以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

他いかがでしょうか。佐久間さん、お願いします。
○佐久間委員

ありがとうございます。

今の御説明、大 変よく理解で きました。私 は第３種が募 集型におい て隣接市町村 に限定
されているという 問題に対して のコメントで すけれども、 ある意味で これは現行制 度で対
応可というあるパ ターンの問題 かなと思いま す。ただ、そ れは今のお 話を聞いてい ると観
光庁長官の定める 区域にかかっ てくるという ことでござい ますので、 まずなぜ隣接 市町村
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に限定するのか。
今のお話を聞い ていると、何 か事故があっ た場合の返金 の保証の規 模。エリアが 広くな
れば多分代金も高 くなって、保 証が十分では ない、至らな いというこ とが起きるだ ろう。
多分こういう理屈 かなと思うの ですが、もし そうであれば 、それは距 離とか、よく 分かり
ませんけれども、 パッケージと いうのは足代 と宿泊代でし ょうから、 距離で何が変 わるか
というと足代、要 するに交通費 、移動費とい うことなので 、それは今 の例で言えば 横須賀
−鎌倉の移動費と 横浜−横須賀 の移動費を比 べれば、どち らかという と横須賀−鎌 倉の方
が移動費が低いと すれば、それ はパッケージ 料金が小さい 。にもかか わらず、多く の営業
保証金が必要だと いう理屈はな いということ になりますの で、なぜ隣 接市町村に限 ってい
るのか。ここはも ちろん何か限 らなければい けないという のは、今、 大崎さんが言 ったと
おりで分かるので すが、それを 移動費等々の 概念で決めず に、非常に 機械的に隣接 市町村
にされているのか。この点についてお聞きしたいと思います。
○国土交通省（蝦 名審議官）

これは一般的 になのですけ れども、着 地型の旅行商 品とい

うのは大体多くの ケースで言い ますと、宿泊 をされている ところから １日ぐらいの ところ
を半日ぐらいで回 れていくケー スが多うござ いまして、そ ういう意味 で大体隣接市 町村ぐ
らいで企画される 、例えば１日 行ってどこか の体験みたい なものでり んご狩りをし てくる
とか何とかで戻っ てこられると か、そういう 隣接市町村ぐ らいで大体 ニーズが完結 をして
いるケースが多い ということと 、おっしゃる ように半径何 十キロみた いな形でとる という
考え方もゼロでは ないと思いま すけれども、 なかなか実際 にその範囲 というものを 個別に
地域ごとに全部特 定していくと いうのが実務 上も非常に難 しい。半径 何キロメート ルとや
ると難しいという 実務上の課題 もありまして 、そういう実 態のニーズ と実務上のい わば監
視と言うとあれで すが、守られ ているかとい うことをある 程度評価し たりするとき の考え
方として、隣接する市町村という考え方ででき上がっているということ でございま す。
○佐久間委員

どうもありがとうございます。

そういう経緯だ ったというこ とで今、お伺 いましたけれ ども、設計 としては合理 的なと
ころで決めるべき ものではない か。難しいと おっしゃって いましたが 、そんなとて も難し
い話ではなくて、 今、認めてい る隣接市町村 の一番遠いと ころをとっ て、円か何か 引いて
その中に入る市町 村を全部入れ れば良いだけ の話で、それ は多分１日 もかからない 作業で
終わるのだと思う ので、考え方と して合理性 を返金の保証 というところ に置くのであ れば、
隣接市町村という よりはもう少 し合理的なと ころで決めて 、設計をし 直すというこ とでは
ないかと思います。
以上です。
○岡議長

ありがとうございます。

森下さん、どうぞ。
○森下委員

私も 佐久間さんの 意見に賛成で 、隣接市町村 と言っても 関西なんて非 常に小

さいので、すぐ出 てしまいます ね。だから理 屈に合わない と思うので す。北海道と 関西を
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一緒にする話はお かしいと思う のです。今や 道州制の話を している中 で、都道府県 ですら
小さいと言ってい るのに、都道 府県の範囲に すら広げられ ないという のはおかしい のでは
ないか。３種は資 金が小さいか らと言われま すけれども、 今、出され た観光庁の例 は無登
録の例が２つと、 最後のものは １種ではない ですか。全然 ３種だから 起こしたとい う話で
はないと思うのです。
そういう意味だ と、今、海外 からたくさん の人が来られ ている中で 、関西で言え ば奈良
とか京都とかパッ ケージでやら ないと着地型 は難しいと思 うのですけ れども、その 中に一
体何個市町村があ るのか考える と、実質上パ ッケージでき ないと思う のです。非常 に範囲
が狭いと思います。
本当を言うと隣 接の都道府県 までで、それ がせめてでき ないという のであれば、 佐久間
さんが言われたよ うに距離でや ってもらえれ ば、北海道の 範囲だと関 西圏が全部入 ってし
まいますから、そ れぐらいの考 え方をしても らわないと実 際上パッケ ージがつくれ ないと
思います。観光庁 の使命として 観光を増やす というのが目 的の１つだ と思いますの で、そ
ういう目で見ても らうと今の制 度というのは 現実的に合っ ていないの ではないか。 特にこ
れから先、民宿と かそういうと ころに泊まる 外国人が増え てくると思 うのです。そ のとき
に海外のようにそ こで申し込ん で近くに行く というのは非 常に一般的 ですし、そう いうも
のがいかに多いか というのは楽 しみの１つだ と思うので、 発想を転換 してもらった 方が良
いのではないかと思います。
○岡議長

ありがとうございます。

今のは意見として承っていただけますか。
○国土交通省（蝦名 審議官） 事 例がここで出 させていただ いたものは あれですけれ ども、
例えば３種の事業 者でも、あれ ならまた提出 をさせていた だきますが 、被害額が３ 種の事
業でも1,900万とか 1,500万とか そういう事例 はたくさんご ざいますの で、そういう 意味で
は一定程度の被害が生じているというのは事実としてございます。
○岡議長

翁さん、どうぞ。

○翁委員

私も佐 久間さんや森 下さんがおっ しゃった趣旨 は全く賛成 で、是非、合 理的に

ここを考えていた だきたいと思 うのですが、 １つ質問させ ていただき たいのですが 、先ほ
ど隣接かどうかと いうことでな いと監視がで きないとおっ しゃってい たのですけれ ども、
具体的に 5,625社 が隣 接市町 村かど うかと いう ことを どうや って監 視さ れてい るのか 教え
ていただきたいのですが。
○岡議長

お願いいたします。

○国土交通省（石原課長）

お答えいたします。

３種の事業者さ んは都道府県 知事に登録を することにな っておりま して、基本的 には都
道府県知事の方で 、これは１種 から３種、特 に区別はござ いませんけ れども、それ ぞれの
事業者さんに定期 的に立入検査 ですとか、そ ういったこと を行うこと によってきち んと法
で定められた業務 範囲を守って いるか、その 他を含めてチ ェックさせ ていただいて いる。
9
第 43 回規制改革会議議事録

こういうことでございます。
○翁委員

立入検 査の頻度とい うのはどうい う頻度でやっ ていらっし ゃるのか。ま た、そ

の報告を求めたり されているの か。どうやっ て隣接都市と いうことで やっているか という
モニタリングをされているのか、もう少し教えていただけますでしょう か。
○国土交通省（石 原課長）

都 道府県知事あ るいは都道府 県で実態も いろいろあろ うかと

思います。そこは後日、資料でお答えさせていただきます。
○岡議長

それでは、鶴さん。

○鶴委員

ありがとうございます。

私も各委員の方々の御指摘の点は全く賛成です。
先ほどお話をお 伺いして気に なったのは、 最後のお話の 中で、こう いう規制緩和 をもし
やるとなると、既 存の事業者に 対して公平性 の観点から少 し問題が出 るということ をおっ
しゃったのです。
今日の御説明資 料とか例えば いろいろな提 案に対するお 答えを見る と、基本的に 規制の
根拠として消費者 保護という観 点からお話が あって、それ はそれで私 もそのやり方 をどう
考えるのかという のは、もう少 し融通を利か せても良いの ではないか と思う一方、 最後に
おっしゃった点と いうのはもう 少し御説明を 聞かないと、 やはり気に なるなという 感じが
しました。
というのは、あ る種、規制緩 和をしていろ いろな事業者 の方々が入 ってこられる と、既
存の事業者にとっ ては非常に競 争相手が増え る。そういう ものは自分 たちは困るよ ねと。
ただ、こういう業 界は特にいろ いろなアイデ アを持った方 がやってい ただくという のが、
他のものに比べて も私は非常に 重要だと思っ ているので、 先ほどおっ しゃった最後 の点、
つまり既存の事業 者への公平性 に対して考え なければいけ ないという ことは、実は それは
どういうことを、 さらにパラフ レーズすると お考えをおっ しゃったの かということ を、も
う少し詳しく教えていただけますでしょうか。
○国土交通省（蝦 名審議官）

旅行者の保護 の観点で、例 えば営業保 証金を積んで いただ

くとか、旅行業務 の取扱管理者 を置いていた だくというこ とですので 、実際に例え ばホテ
ルのフロントとか で何か販売を していただく ということで あれば、同 じようなルー ルは維
持した上で競争していただきたい。そういう意味で申し上げたというこ とでござい ます。
○岡議長

林さん、お願いします。

○林委員

今のと ころが私も素 朴な疑問なの ですが、今日 の資料の最 後にも星野リ ゾート

の方の御意見が書 いてあるよう に、いわゆる 着地型観光と いうのは運 送しないわけ です。
概念自体は現地集 合、現地解散 のハッチ型の 観光と違うと いうことで 今回、着地型 観光と
いうものが言われ ているわけな ので、それが どうして旅行 業に当たる というくくり になっ
て、そして業法の 登録が必要と いうことにな るのか。そこ をもう少し 柔軟に考え直 す必要
があるのではない かというのが 基本ではない かと思うので すけれども 、その点につ いて、
是非、御意見をお伺いしたいと思います。
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○国土交通省（蝦 名審議官）

もしかすると 誤解があるか もしれませ ん。着地型観 光とい

うのは別にバスと かを使って地 域を回ってい くというもの でございま すので、交通 機関の
手配は当然その中に入っております。
○林委員

今の御 説明ですと、 その交通機関 の手配という のが旅行業 に当たるとい うお考

えなのだと思うの ですけれども 、そうすると 着地型観光を 改めて政府 として取り上 げて進
めようとしたとこ ろが、余り生 かされていな い杓子定規な 解釈のよう に思えるので すが、
いかがでしょうか。
○国土交通省（石原課長）

お答えいたします。

着地型旅行商品 というのは、 まず名前の由 来は現地に到 着して、そ この着地から 旅行す
る。オプショナル ツアーのよう なイメージが 分かりやすい かと思いま すけれども、 そうい
うことを指して、 現地に到着し てから、そこ であしたどこ に行こうか 、半日あるか ら果物
狩りにでも行こう か、そういうよ うなちょっ とした現地発 のオプショナ ルツアーのよ うな、
それを着地型旅行商品というふうに申し上げています。
ということで規 模の大小がご ざいますけれ ども、現地発 のバスなり その他の交通 手段の
手配、場合によっ ては宿泊を伴 うものもある かもしれませ んが、そう いう意味では 旅行商
品そのものでござ いますので、 旅行業の登録 はとっていた だきたい。 ただ、どうし ても扱
うものは非常に小 規模な、時間 も半日程度、 そういうよう なものが非 常に多うござ いまし
て、これをや るのに３種 事業者に求め ていますよう な営業保証金 300万円必要 だ、基 準資産
300万必要だという のはハードル が高過ぎる のではないか という議論が ございまして 、２年
前に地域限定とい う、少なくと も保証金に関 しては旅行さ れる消費者 の方の万が一 のとき
の保護も考えて 、ぎりぎ り引き下げて1 00万円で入れ ます、あるいは旅 行業協会に入 れば20
万円でできますと いう形のハー ドルを下げる 、ある意味、 地域限定旅 行業をつくる ことに
よって着地型旅行 商品をもっと つくりやすく 、売りやすく 、そして利 用しやすくと いうこ
とでつくったもの でございます ので、観光庁 としましては その考え方 で今も全く変 更はご
ざいませんで、こ うした地域限 定旅行業とい うものを使っ て、もっと もっと多くの 宿泊施
設を含めて旅行業に参入して、どんどんつくっていただきたい。
冒頭、２ページ 目にございま したけれども 、まだまだ地 域限定旅行 業者は45社し かござ
いませんので、こ れは少しこの 制度のPRとい うのが不足し ているのか もしれないと 考えて
ございますので、 このあたりは もう少ししっ かりPRその他 、着地型旅 行商品のため の地域
限定旅行業者の増大に向けて、しっかりやっていきたいと考えていると ころです。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、越智政務官、お願いします。
○越智大臣政務官

私からも質問をさせていただきたいと思います。

実感としまして 、旅行に行っ て、ホテルや 旅館に着いた ところでい ろいろな小旅 行、オ
プショナルツアー のメニューが あって、それ を選んで旅行 するという 実態が増えて きたと
感じております。
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そういう中で、 今、着地型旅 行のインフラ として地域限 定旅行業者 を整備してき たとい
う趣旨の話があっ たと思います が、着地型の 旅行の特殊性 なのですけ れども、先ほ ど規模
の違い、時間とか 距離の違いが あるという話 もございまし た。もう一 方で、旅行代 金を支
払うタイミングが 、前払いとい うよりは、場 合によっては ホテルの支 払いで一緒に 払うと
なると後払いとい うこともある ので、そうい う意味では着 地型の旅行 をするという ことの
リスクというのは 大分違うので はないかとい う観点に立っ たときに、 もう少し違う 整理の
仕方があるのかな と思ったので すが、その点 についてはど ういう御議 論があるのか 聴かせ
ていただきたいと思います。
○国土交通省（蝦 名審議官）

着地型の商品 、いわゆるオ プショナル ツアーのケー スとい

うのは、もちろん 実際に旅行地 に行ってから もそうですけ れども、行 く途中で次の 先行の
ところで予約をし たりというこ ともございま して、必ずし も後払いに なることに限 ってい
るわけではござい ませんので、 旅行の範疇と して違うかと 言われると 、旅行業とし ては同
じようなカテゴリ の前払いをし たり、あるい はクレジット で担保をと ってから旅行 商品に
出かけるといった形になるケースが多いのではないかと思います。
○岡議長

大田さん、どうぞ。

○大田議長代理

今、観光客が 海外からもた くさん来てい ますので、 この機に速や かに旅

行者を拡大できるように、利用者の利便と保護を最重視していただきた いと思いま す。
第３種旅行業者 の区域ですけ れども、観光 地と行政区域 というのは 異なりますか ら、隣
接市町村は先ほど から出ている ようにいかに も小さい。前 払いだから 保証金を積ま なけれ
ばいけないと言う のならば、隣 接都道府県ま で広げた上で 旅行の取扱 高に限度を課 せば良
いのではないか。 幾ら以下の旅 行ならOKとい うことであれ ば、利用者 の保護からは 何の問
題もないのではないか。これが１点です。
２番目、着地型 について今、 越智政務官が 言われました ように、前 払いだからリ スクが
あるのならば、旅 館・ホテルが やる場合は当 日支払いか事 後的支払い に限定すると いうこ
とであれば、利用者保護とはそごをきたさないのではないか。これが２ 点目です
３点目、免許に ついて、先ほ どのお話です と、ずっと地 域でやるの ならば試験問 題を見
直すのもやぶさか ではないとい ったニュアン スで私は聞い たのですが 、地域限定の 資格で
あれば、つまり鹿 児島県なら鹿 児島県限定の 資格というこ とで、その 人がまた北海 道に行
くのだったら北海 道限定の資格 をとれば良い わけですから 、地域を限 定することで 全国の
地理の知識は必要 ないという整 理ができるの ではないかと 思うのです が、いかがで しょう
か。
○岡議長

お願いいたします。

○国土交通省（石 原課長）

私 から２点目の 点について、 地域という よりも取り扱 う旅行

商品の代金と言い ますか、少し 制限をかける ことで何かあ っても一定 の範囲で被害 がとど
まる。そういうことかと思うのですけれども。
○大田議長代理

２点目は当日 支払いの場合 だけOKにする ということ です。つまり 前払い
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のリスクがあると いうことであ れば、当日支 払いならばOK という期日 の限定を設け れば良
いのではないか。これが２点目です。着地型について。
○国土交通省（石 原課長）

で は、そちらで はなくて、３ 種なり地域 限定の範囲の 隣接市

町村ということで はなくて、旅行 代金で制限 するというや り方もあるの ではないかと いう。
○大田議長代理

隣接都道府県 に広げた場合 にリスクが大 きくなると いうお話でし たので、

利便から言うと隣 接都道府県に 広げて、その 上で旅行代金 に限度を設 けるというこ とであ
れば良いのではないか。
○国土交通省（石 原課長）

考 え方は２つあ ると思うので すけれども 、１つは隣接 都道府

県ぐらいまで認め るということ であれば、こ れも都道府県 によってい ろいろですが 、相当
範囲が広くなると ころも出てま いりますので 、実際に２種 と３種で営 業保証金の額 に違い
がございますけれ ども、基本的 に２種の資格 を取っていた だければ、 それで良いの ではな
いかということで 基本的な考え 方としてはご ざいます。そ うすると、 限りなく２種 に近づ
いてくるところもあるのではないか。
金額にしても、 これも非常に ある意味、そ れが消費者に とって旅行 会社に行って みたと
きに、うちはこの 範囲でしか扱 えないです。 幾ら以下のも のしか扱え ないです。旅 行商品
としては２種だと 思って行って みたら、実は 代金以下だか ら第３種商 品でなかった とか、
そこは消費者にと って分かりや すい区分にな るのかなとい うのが最初 、今ぱっと思 ったこ
とではあると思うのです。
○大田議長代理

今のお答えに なっていない のですけれど も、３種を 設けておいて 、そも

そも２種をとれば良いではないかというのはお答えになっていません。
観光庁が設置さ れた旅行産業 研究会の報告 でも、
「 旅行商 品の品質や 安全の確保に 留意し
つつ、第３種旅行 業務の範囲の 拡大等の措置 を講ずること で云々」と 書かれており ますの
で、第３種旅行業 の業務範囲の 拡大を検討し ていただきた いと思うの ですけれども 、いか
がでしょうか。
○国土交通省（蝦 名審議官）

先ほど申しま したように、 いざ課題が あったときに どのぐ

らいの保証額が必 要かというこ ととの見合い だろうと思い ます。先ほ どおっしゃっ たよう
に、限度額をあれ した旅行商品 を売るという ことでも、人 数がたくさ ん被害が出て しまう
と、結局、大きな額の損失が出てしまうことになりますので。
○大田議長代理

ならば、旅行業者の取扱高に限度を設ければ良いのではないです か。

○国土交通省（蝦名審議官）
○大田議長代理

取扱高に。

旅行のエリアではなくて。

○国土交通省（蝦 名審議官）

そういう角度 から検討した ことがあり ませんので、 今、御

指摘にあったことは勉強してみたいと思います。
○大田議長代理

御検討お願いします。

○国土交通省（蝦 名審議官）

それから、試 験の話は、試 験の区分と いうのは旅行 業の取

扱いの中では総合 か国内かとい う試験の区分 になっており まして、地 域限定だから といっ
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て鹿児島だけでと いうことでは なくて、今の 国内試験区分 を受けてい ただいて、地 域限定
の今、取扱管理者 をやっていた だいていると いうことでご ざいまして 、その場合、 ですか
らその方が例えば 北海道に行く ので、北海道 に行ってもで きるし、あ るいは東京に 行って
もできる。こうい うやり方でず っと本当にそ の方が地域限 定で鹿児島 から動かない んだと
いうことであると 、そういう問 題の仕方をす るかどうかと いうのがあ り得るのでは ないか
と思いますけれど も、それは試 験の在り方と いうのはどれ ぐらいの問 題が適切なの かとい
うことは勉強してみたいと思っています。
○岡議長

大崎さん、どうぞ。

○大崎委員

私は 正直、47都道 府県用に47種 類の問題をつ くるのには 反対です。そ んなこ

とをしたら、ものすごく無駄な行政コストが生まれると思うのです。
○岡議長

今のは御意見ですね。

他いかがでしょうか。佐久間さん、どうぞ。
○佐久間委員

先 ほど林委員の 言われていた ホテル等での 旅行業者的 なサービス。 あと、

今、越智先生が言 われたところ にも通じるわ けですけれど も、消費者 保護を考えれ ばホテ
ルとか旅館という のは、ここで 言っている純 資産というも のが普通の 旅行業者より は大き
いというのが普通 だと思うので す。ですから 営業保証金を ゼロにして 基準資産を多 くすれ
ば負担がなくて、 ホテルで済む のではないか 。今の枠組み であっても 。もちろん抜 本的に
それは別にすると いうやり方も あるのですが 、一般的に営 業保証金、 これは旅館業 協会に
入っていなければ1 00万でも積む というのは 負担だとすれ ば、基準資産 が大きければ 別に新
たにキャッシュが 出るわけでは ないので、感 覚としては現 地に行って 泊まっている ホテル
というのはそれな りに信用があ るということ で、そこは旅 行業者とは違 うと思います ので、
そういう点でなる べく旅行者の 便を考え、な おかつ、保護 を考える。 その観点でそ ういう
ところも工夫していただければと思います。
以上です。
○岡議長

今のは意見として。コメントありますか。

○国土交通省（石 原課長）

今 、ホテル・旅 館であれば旅 行業者より もというお話 かと思

いますけれども、 今、ホテル・ 旅館で大体５ 万弱ぐらい全 国ございま すが、本当に 経営状
況は千差万別でご ざいまして、 特に旅館など は今、求めら れています 耐震改修とか 、そう
いうものが全く対 応できなくて というところ もございます し、相当経 営に金融機関 から運
転資金を含めて借 りるだけ借り てというとこ ろも多数ござ いますので 、ホテル・旅 館だか
らということで特別な扱いをするのはどうかなという気がいたします。
○佐久間委員

別 にホテル・旅 館だから良い というわけで はなくて、 基準を基準資 産に持

ってくれば、ホテル・旅館でそれをクリアするのはかなりの数が出ると 思います。
苦しいから純資 産がないとい う、その純資 産がないとい うのはそも そも銀行は貸 さない
と思いますから、 ちょっとそこ は苦しい、耐 震工事ができ ていないと いうのと純資 産があ
るないというのは全く別問題なので、そこは数字を見ていけば済む話だ と思います 。
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○岡議長

安念さん、何かありますか。

○安念委員

一般 の消費者を相 手にして、そ の消費者に対 する関係で 債務不履行が 生じる

という事例は、こ れはおよそ消 費者を相手に するビジネス なら全てあ り得ることだ と思う
し、仮に消費者の 側から先払い するのが一種 の商慣行だと いうふうに 限定をしても 、そう
いう商売は幾らで もあると思う のですが、こ うした中で旅 行業につい てはなぜこの ような
厳格な、これは供託ですね、制度がとられているのだろうかと思うので す。
なぜこういう制 度が他のサー ビス業、消費 者相手の商売 にはなくて 、なぜ旅行業 にある
のか。沿革みたいなものをもし教えていただければ教えていただきたい 。
もう一つ、還付 請求権は債務 不履行の被害 を受けた消費 者というか 旅行者にある のだと
思うのですが、こ れは多分還付 それ自体は、 私は制度をよ く知らない ので違ったら 教えて
いただきたいのだ けれども、多 分、供託法に 基づいてのこ とになると 思うので、素 人にと
ってはかなりな負 担ですね。ど れぐらい還付 請求が実施さ れた、実現 された実績が あるの
かというのを、後日でも良いから教えていただきたいと思います。
もう一つ、これ は佐久間委員 がおっしゃっ たのとある意 味で裏腹な のですけれど も、仮
にこの営業保証金 の供託の制度 が消費者保護 のため、仮に ではないで すね。もちろ んそう
です、これは実際 に還付請求権 が消費者とい うか契約者と いうのか旅 行者にだけあ るのだ
とすると、これは 事実上、優先 弁済請求権が あるというこ とになるの です。無担保 で。そ
れは非常に大きな 保護なのです けれども、そ うすると今度 は純資産要 件というもの が何の
ためにあるのだろうという気がするのです。これは誰を保護するために あるのか。
非常に一般的に 言えば、純資 産があった方 が旅行者とい うか消費者 のためになる という
のは一般論として は分かるのだ けれども、供 託された営業 保証金の還 付以外にそう いう一
般財産にまさに強 制執行してい くことを普通 の旅行者に期 待すること はできないと 思うの
で、そうすると何のためにあるのかなというのが、これが疑問の第３点 でございま す。
○岡議長

お願いいたします。

○国土交通省（石 原課長）

旅 行業と言いま すのは、ある 種、特段の 資産がなくて 、電話

一本で営業ができ てしまうとい う取引形態な ものですから 、そういう 意味で旅行者 の方々
に安心して旅行商 品を購入して いただけるこ とで、営業保 証金という 制度をつくっ ている
ということでございます。
○岡議長

２点目と３点目は。

○国土交通省（蝦 名審議官）

還付請求の実 績につきまし ては、例え ばですけれど も、最

近の平成26年の例 で言いますと 、1,900万ぐ らいの債務額 に対して弁済 額300万とい うこと
で15パーセントぐ らいのところ から、六十数 パーセントを カバーして いるようなケ ースも
ございます。
○安念委員

件数 とか、もう少 し統計的な数 字がもし分か ったら、今 日でなくて結 構です

ので、教えてください。
○国土交通省（蝦名審議官）

分かりました。
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○安念委員

第３ 点は、なぜ供 託の他にさら に純資産要件 があるのか という、その 趣旨で

ございます。
○国土交通省（蝦 名審議官）

倒産リスクを 回避して安定 的に安心し たサービスが 提供さ

れるという意味で、純資産もあわせて見させていただいているという形 でございま す。
○安念委員

ありがとうございました。

電話一本ででき るというのは 、我々弁護士 も同じですね 。結構先払 いだったりす るわけ
ですが、お互い危ない商売ですね。よく分かりました。
○岡議長

まだあ るかと思いま すが、予定の 時間を若干オ ーバーして おりますので 、本件

につきましては、引き続き議論させていただきたいと思います。
今日の観光庁か らの御説明で も、観光客が 内外ともに増 える中で、 観光業に携わ る人も
増え、観光する方 の保護をしな がら事業を拡 大していく方 向であるこ とは間違いな いと思
いますので、是非 、今日出た意 見を踏まえて 、もう少し前 向きに御検 討いただけれ ばと思
います。今日はありがとうございました。

（国土交通省関係者退室）
○岡議長

それで は議題２に移 ります。各ワ ーキング・グ ループの検 討状況と今後 の検討

予定につきまして 、各ワーキン グ・グループ の座長または 座長代理か ら順番に御報 告いた
だきたいと思います。
まず、健康・医療ワーキング・グループの翁座長からお願いいたしま す。
最初に、健康・ 医療ワーキン グ・グループ よりお願いい たします。 翁さん、お願 いいた
します。
○翁委員

健康・ 医療ワーキン グ・グループ の検討状況及 び検討予定 について御報 告いた

します。
まず検討状況につきまして、事務局から御報告をお願いいたします。
○大熊参事官

健 康・医療ワー キング・グル ープの検討状 況について 、資料２−１ に沿っ

て御報告いたします。
昨年10月６日の 第23回会合に おきまして、 健康・医療ワ ーキング・ グループの進 め方を
議論し、新たな改 革事項の審議 に加えて、こ れまでに取り 組んだ改革 のフォローア ップを
進めることとしております。
新たに審議した 改革事項のう ち、主なもの としては、11 月６日の第2 5回の会合に おきま
して、医療情報、 特にナショナ ルデータベー スですけれど も、この有 効活用に向け た規制
の見直し。
２月２日の第29 回会合におき まして、特別 用途食品にお ける申請手 続・表示制度 の見直
し。これは病者食の制度です。
３月５日の第30 回会合におき まして、遠隔 医療の１つの 形態として 遠隔モニタリ ングの
推進。
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３月12日の第２ 回の公開ディ スカッション におきまして 、医薬分業 における規制 の見直
しなどについて議論を行ってまいりました。
また、重点フォ ローアップ項 目としては、 最初のページ に戻ってい ただきまして 、10月
10日の第37回の本 会議におきま して、新たな 保険外併用の 仕組みの創 設。いわゆる 患者申
出療養などの検討状況の確認を行っております。
○翁委員

ありがとうございます。

健康・医療ワー キング・グル ープでは、こ れまで議論し てまいりま した一つ一つ の改革
事項につきまして 、６月の答申 の取りまとめ に向けて関係 者との調整 を精力的に行 ってい
く予定でございます。
４月以降の取組 でございます が、先日の公 開ディスカッ ションで議 論を行った医 薬分業
における規制の見 直しにつきま しては、ワー キング・グル ープにおい て引き続き議 論し、
議論の整理を行い、改革に向けて取り組んでまいりたいと思います。
また、遠隔モニ タリングの推 進や市販品と 類似した医療 用医薬品（ 市販品類似薬 ）の処
方の在り方の見直 しにつきまし ては、要望者 からのヒアリ ングを踏ま えて、改革の 実現に
向けて所管省庁との意見交換を行ってまいりたいと思います。
以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、雇用ワーキング・グループの鶴座長、お願いいたします 。
○鶴委員

雇用ワ ーキング・グ ループの検討 状況及び検討 予定につき まして、御報 告した

いと思います。
まず、検討状況につきまして事務局から御報告をお願いします。
○三浦参事官

そ れでは、雇用 ワーキング・ グループの検 討状況、検 討予定等につ いて御

報告申し上げます。
資料２−２を御 覧ください。 雇用ワーキン グ・グループ では昨年８ 月７日に閣議 決定も
しておりましたジ ョブ型正社員 の雇用ルール の整備につい ての閣議決 定の実施状況 につい
て、厚生労働省からヒアリングを行いました。
その後、９月以 降はいわゆる 第３期目の活 動方針を当初 御議論いた だきまして、 これも
閣議決定で大きな 方向性は定め られておりま す２つの大き な事項につ いて具体的な 改革策
の御議論をいただく方針を決めていただいて、以後、審議を続けていた だいており ます。
具体的に言いま すと、１つは 雇用仲介事業 の規制の見直 しでござい まして、お手 元の資
料にございますように、10月以降ヒアリング等を重ねていただきました 。
もう一つの雇用 終了の在り方 につきまして も、12月から ヒアリング 等、審議を続 けてい
ただいているところでございます。
そのうち雇用仲 介事業の規制 の再構築につ きましては、 本年に入り ました１月28 日の本
会議におきまして、意見を取りまとめていただいたところでございます 。
もう一つの雇用 終了の在り方 につきまして は、この後の 議題にも上 っております が、今
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後、一定の考え方の 取りまとめを 御審議いた だくことを予 定していると ころでござい ます。
以上でございます。
○鶴委員

今、事 務局から御報 告がありまし たように、雇 用仲介事業 の規制の見直 し、労

使双方が納得する 雇用終了の在 り方につきま して、双方本 年１月、こ の後、本会議 で意見
の取りまとめとい うところまで 御相談をする ところにいき まして、４ 月以降、６月 の答申
に向けて、特にこ の２つのテー マにつきまし て、さらに引 き続き検討 を進めていく という
状況でございます。
以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、農業ワーキング・グループの浦野座長代理、お願いいた します。
○浦野委員

金丸座長が御欠席でありますので、私から御報告いたします。

農業ワーキング・グループの検討状況でございます。事務局から報告 願います。
○山澄参事官

資料２−３に沿って御報告させていただきます。

昨年10月１日に 第18回会合で 今後の進め方 について御審 議いただい た後に、11月1 2日の
第19回会合におき まして、JA全 中の自己改革 に関する中間 取りまとめ についてとい う議題
で、JAグループの 自己改革会議 についてヒア リングさせて いただいた 後、同日に討 議を踏
まえまして農業協同組合の見直しに関する意見を公表させていただきま した。
この意見につき ましては、12月 15日の本会 議において御 報告させてい ただいており ます。
11月25日の第20 回会合におき ましては、産 業競争力会議 実行実現点 検会合と合同 という
位置付けの下、農 林水産省及び ２件の中間管 理機構からヒ アリングを させていただ いて、
現状についてチェックをしたところでございます。
その後、12月12 日の第21回会 合につきまし ては、全国農 業会議所の 組織改革の検 討状況
及び農地情報公開システムの整備状況について。
第22回会合、12 月26日の会合 におきまして は、女性若手 農業者から のヒアリング という
ことで、規制改革に資するためヒアリングを行ったところでございます 。
本年に入りまし て、２月10日 の第23回会合 におきまして は、農業改 革についてと いう議
題で、農業改革に 関する法制度 の骨格案につ いて規制改革 会議との考 え方などとの 整合性
などについて検証いたしました。
以上がこれまでの農業ワーキング・グループの検討状況でございます 。
○浦野委員

農業 ワーキング・ グループでは 、農業委員会 関係あるい は農業生産法 人、農

業協同組合に関す る改革のフォ ローアップを 重点的に行っ てまいりま した。新聞等 で報道
されましたように １月、２月に 農業関連団体 あるいは与党 等との間で 様々な議論が ありま
したけれども、現 状のところで はおおむね規 制改革会議の 考え方に沿 った形でまと まって
おります。
今後についてで ございますけ れども、国会 での法案審議 あるいは政 省令案の検討 状況を
注視しつつ、もう 一つの重点フ ォロー事項で ありました農 地中間管理 機構について 農地の
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集約状況をフォロ ーアップした いと思ってお りますが、こ の農地中間 管理機構につ きまし
ては、目標の数字 とはかなり乖 離した形で今 、動いていま すので、こ の辺も少し重 点的に
フォローアップしたいと思っております。
さらに新たに改革すべき課題についての検討も、次回から始める予定 でございま す。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、投資促進等ワーキング・グループの大崎座長からお願い いたします 。
○大崎委員

それ では、投資促 進等ワーキン グ・グループ の検討状況 及び検討予定 につい

て報告したいと思います。
まず、これまでの開催実績について事務局から御説明をお願いします 。
○佐久間参事官

それでは、投 資促進等ワー キング・グル ープの開催 実績等につい て御報

告いたします。
資料２−４にま とめてござい ますけれども 、投資促進等 ワーキング ・グループは 非常に
幅広い分野にわた りまして、数 多くの規制改 革要望を取り 上げてまい りました。こ の場で
は主なものを紹介するにとどめたいと思います。
まず、10月24日 の第２回会合 、11月20日の 第３回会合で 、廃棄物処 理法に関して 店頭回
収したペットボト ルのリサイク ル促進に向け た「専ら物」 の見直し。 産業廃棄物の 企業グ
ループ内での処理 をみずから処 理として容認 すること。こ の２点につき まして取り上 げて、
さらに本年３月９ 日の第７回会 合で改めて環 境省から対応 の方向性を 聞くなど、議 論を掘
り下げたところです。
また、本年に入 りまして１月 の第５回会合 、２月の第６ 回会合、３ 月の第８回会 合にお
きまして、出張理 美容や理容師 ・美容師の混 在勤務等、理 美容業に関 する規制の見 直しを
取り上げてございます。
第５回、第６回 会合では、水 素社会実現に 向けたさらな る規制改革 を進めるべし との総
理指示を踏まえまして、次世代自動車に係る規制の見直しも取り上げて おります。
これらのほか、 重点フォロー アップ事項に ついては、ビ ックデータ ビジネスの普 及を10
月９日の第１回会 合と３月23日 の第８回会合 において、流 通・取引慣 行ガイドライ ンの見
直しを本年２月20 日の第６回会 合において、 外国人が外国 企業の子会 社等を設立す る際の
規制の見直しを12 月１日の第４ 回会合及び３ 月23日の第８ 回会合にお いて、取り上 げまし
て、関係省庁の取組状況を確認しております。
私からは以上でございます。
○大崎委員

今、御 報告いたしま したとおり 非常に幅広い 事項について やっておりま すが、

今後６月の答申取 りまとめに向 けましては、 主に２つのこ とに注力し ていきたいと 考えて
おります。
まず１つは、次 世代自動車の 問題です。こ れは重点的フ ォローアッ プとして過去 の閣議
決定の実施状況の 確認をすると ともに、引き 続き新規要望 の検討も進 めてまいりた いと思
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います。
もう一つが、理 美容業に係る 規制というこ とで、これは 長年の懸案 事項でもある のでご
ざいますが、幅広 い関係者から できるだけ生 の声を伺い、 日本の理容 業、美容業が どうす
れば現場の理美容 師や消費者か ら見てよりよ い形になるか という大き な視点で、丁 寧な審
議を進めていきたいと思っております。
投資促進等ワーキング・グループについては以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、地域活性化ワーキング・グループの安念座長からお願い いたします 。
○安念委員

では 、当ワーキン グの検討状況 については、 事務局から 御報告をお願 いいた

します。
○柿原参事官

地 域活性化ワー キング・グル ープの検討状 況につきま して、資料２ −５に

沿って御報告いたします。
昨年９月30日の 第１回会合に おきまして、 重点的フォロ ーアップ事 項の１つであ ります
ダンスに係る風営法規制の見直し等を議題として、今期の検討を開始し ております 。
その後、昨年12 月16日の第９ 回会合におき まして、それ までの有識 者会議からの ヒアリ
ング結果を踏まえ て、地域活性 化ワーキング ・グループの 検討項目を お決めいただ いたと
ころでございます。
本年に入りまし て、１月22日 の第10回会合 におきまして 、もう一つ の重点的フォ ローア
ップ事項でありま す改正タクシ ー特措法にお ける特定地域 の指定基準 に係る検討を 議題に。
１月30日の第11 回会合におき まして、３月 の公開ディス カッション のテーマでご ざいま
す建築物の用途変更等における規制の見直しを議題に。
２月に入りまし て、２月18日 の第13回会合 におきまして 、小規模・ 臨時飲食店営 業の許
可要件の緩和等を議題に。
３月12日の公開 ディスカッシ ョンにおきま して、地域の 空きキャパ シティの利用 に係る
規制等を議題に検討を進めてまいりました。
事務局からの報告は以上です。
○安念委員

ありがとうございます。

当ワーキング・ グループにお いては、今後 ６月の答申の 取りまとめ に向けて、既 存公共
施設の利活用促進 のための規制 緩和や、移動 ・輸送手段の 多様化など について検討 を進め
ていく予定でございます。
このうち、食品 衛生法等、地 方自治体の規 制に対する対 応が課題と なっており、 関係者
との調整を含め、引き続き精力的に検討を進めてまいる所存でございま す。
○岡議長

ありがとうございました。

ただ今５つのワ ーキング・グ ループから御 報告をいただ きました。 それぞれにつ いて何
か御意見あるいは御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがで しょうか。
○安念委員

実は このタスクを いただいてか ら、実際に感 じましたの は、意外に地 方分権
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は進んでいるんだなということでした。
これは規制改革 の立場から痛 しかゆしのと ころがござい まして、地 方分権そのも のは結
構なのですが、我 々は直接相手 にしているの は今日もそう ですけれど も、中央官庁 です。
ところが、地方分 権が進んでい る事項につき ましては、中 央官庁が音 頭をそもそも とれな
いとか、とってみ ても余り効果 が上がらない ということが ありまして 、特に私ども のワー
キングではそうい う問題が多く なっておりま す。こういう 場合、どう したら良いの かとい
う解は別に今のと ころございま せんで、もち ろん１つの考 え方として は、それは地 方に任
せれば良いんだと いうことも言 えるかと思い ますが、しか し、ビジネ スというのは 全国単
位で展開されてい るわけですか ら、地方の取 組を全国的に 拡大してい ただかなけれ ばいけ
ない。こういうことでございます。
このやり方がま だ何とも、こ れをどう進め ていくか、こ れについて のやり方は何 もかた
まったところがご ざいませんし 、中長期的な 課題ですので 、当会議だ けでやり切れ ること
ではもちろんない と思うのです けれども、会 議全体として の御支援を 賜ることがで きれば
幸いだと思っております。
○岡議長

ありがとうございます。

大崎さん、どうぞ。
○大崎委員

今の 安念先生の御 発言に関連し て、私も問題 提起をして おきたいと思 うので

すが、今、安念委 員がおっしゃ ったのは、ど ちらかという と多分、地 方が先行的に いろい
ろなことをやって おられる場合 を念頭に置か れているのか なと思った のですが、一 方で地
方が条例によって 私どもから見 ると必ずしも 合理的とは言 えないよう な過重な規制 を課し
ている場合がございます。
○安念委員

そちらの方です。

○大崎委員

そち らですか。で は同じことで すね。これは 私どものワ ーキング・グ ループ

でも疑問に感じて いるところで 、これは会議 全体あるいは もっと他の 会議体との連 携など
も考えて、対処法を考えていかなければいけないですね。
○岡議長
○森下委員

森下さん、どうぞ。
その 問題は非常に 多くて、例え ば大阪府市の 統合本部に も規制改革会 議があ

って、私は参与を やっていたの でそういうも のをつくった らどうかと いうのでやっ て、実
際にあけてもらう と半分ぐらい は実は大阪府 市にブーメラ ンのように 返ってきてい るので
す。
そういうことを 考えると地方 の規制改革は 大事なので、 先日、関西 財界セミナー では道
州制の中での地域 規制改革会議 とか、あるい は府市連合体 での規制改 革会議みたい なもの
の提案をして、今 、一部洗い出 しを大阪府市 でやってもら っているの ですけれども 、何ら
かの形でそうしたものをつくっていかないと、多分進まないのは事実だ と思うので す。
ですから、どこ の会議がやる かは別にして 、道州制なり 都道府県単 位なりでも規 制改革
会議をやるような 促しをするの か分かりませ んが、そうい うのも話を していかない と、こ
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の会議だけでやる のは限界が非 常にあるよう な気がしてい まして、府 市の例が正し いかど
うか分かりません けれども、半 分ぐらいは自 分たちが分か っていない ものが結構ブ ーメラ
ンのようになって いるものが多 いので、その 辺もこの会議 が浮き出し にしていると いう意
味ではメリットで あると思いま すが、反面、 手が届かない でかゆいと ころがあるの で、確
かにそこは何か考えた方が良いのではないかと思います。
○岡議長

ありがとうございます。

他いかがでしょ うか。今、３ 人の委員の皆 さんから提起 いただいた 問題について は、私
も同じ認識をして おります。安念さ んの地域活性 化ワーキング・グ ループの中で は、
「地域
版規制改革会議」と いったものを 設けること も議論してい ただいている わけでありま して、
地方で解決し切れ るものはそこ で解決しても らう。しかし 、地域だけ では解決でき ないと
いうものはこの会議に上げてもらう、その両方あるのかなという気がし ております 。
そのためにも、地 域地域でそう いった議論を していただく 場が必要で はないかとい うこと
については、方向 性としては正 しいと思いま すので、事務 局とも相談 しながら、あ とはど
うやったら本当に 効果的、現実 的なやり方が あるのかとい うことにつ いて検討して いきた
いと思います。
各ワーキング・ グループの皆 さんには大変 精力的に会議 をやってい ただいており ます。
是非、議論を続け ていただきま して、６月の 答申の取りま とめに御尽 力いただきた いとお
願い申し上げます 。私も時間の 許す限り、ワ ーキングの会 合にも出る ように心がけ ており
まして、温かく受 け入れていた だいておりま す。引き続き そのつもり でやりますの で宜し
くお願いいたしたいと思います。
次に、議題３と しまして、多 様な働き方を 実現する規制 改革及び労 使双方が納得 する雇
用終了の在り方で ございますが 、資料３−１ 及び資料３− ２について 事務局から説 明をお
願いいたします。
○三浦参事官

それでは、御説明申し上げます。

まず資 料３− １か ら御覧 くださ い。「 多様な 働き方 を実現 する 規制改 革」に 関する 意見
（案）とタイトルしたものでございます。
こちらにつきま しては、前回 の本会議にお きまして論点 整理という 形でこれまで 御議論
いただいた視点に つきまして、 御議論いただ いたところで す。その内 容につきまし て、こ
れまでの議論の反 映が相応にさ れているので はないかとい う御議論を いただいたと ころで
したので、内部で 検討しまして 、せっかくで すので会議の 考え方とし て取りまとめ てはど
うかということで、お手元のように取りまとめをさせていただいており ます。
意見という形で 取りまとめた ということで 、いわゆる表 現面だとか 、全体の構成 面で変
わっているところ がございます が、基本的に 内容について は前回の論 点整理と変わ ってお
りませんので、詳細な説明は省略させていただきます。
１点、めくって いただきまし て２ページ目 の「３．今後 の課題」以 降に、今後に 向けた
検討課題を書いて いるところで ございますが、こ の中の「（１）転職や スキル形成に 対して
22
第 43 回規制改革会議議事録

政府が支援する制 度を整備すべ き」とタイト ルしましたと ころだけ、 記述をかなり 詳細な
ものを書き加えてございます。
先般の論点整理 では、ここの 冒頭の３行程 度のことを問 題意識、方 向性として書 いてご
ざいましたが、そ の後に次の３ ページに至る ところまで、 具体的な記 述を書き加え てござ
います。これにつ きましては前 回の本会議で 、雇用ワーキ ング・グル ープの鶴座長 からも
御案内がありまし たが、まさし くこのテーマ につきまして 雇用ワーキ ング・グルー プの中
で具体的な議論、 検討の御審議 を進めていた だいていたと ころでござ います。その 議論の
成果をここに取り 込んで反映さ せていただい たというのが 、つけ加え られた背景で ござい
ます。少しこの点だけ具体的に御説明申し上げます。
２ページ目の下 段の方、現行 の労働移動支 援助成金とい うものがご ざいます。こ れは現
政権におきます「 失業なき労働 移動」を進め るということ で、こうい った制度の拡 充がさ
れてきているとこ ろなのですが 、この制度に つきましては 実際は事業 規模の縮小が あった
とき、それによっ て雇用終了が 余儀なくされ るようなケー スが出た場 合ということ で、そ
ういったものを対 象にしており ますので、当 然ながら失業 者の方が出 てしまうこと を前提
に、その後に新し い転職先がな るべく見つか るように支援 するという コンセプトの 制度で
ございます。それはそ ういった制度 の支援は重要 だと思います が、
「失業なき労 働移動」と
いうことであるの であれば、在 職中から転職 の取組を行う 。それに支 援をしていく ような
形に制度の整備が できないのだ ろうかという 問題提起をし ていただい ているもので ござい
ます。
めくっていただ いて頭の方に 書いてあるの は、まず現行 の労働移動 支援助成金が 活用で
きる範囲というの は、先ほどの 事業規模の縮 小以外のとこ ろに拡大で きないのかと いう意
味も含めて、その 範囲を明確化 できないのか 。それだけで はなくて、 実際に失業期 間がな
るべく最小限にな るような形で 、早期に再就 職支援ができ るようなイ ンセンティブ が働く
ような支援の仕方 というものを 工夫できない のかというこ とをまとめ ていただいて ござい
ます。
さらに、最後に 書いてござい ますのは、実 際に失業され た方は失業 給付を受けら れるわ
けですけれども、 頑張って失業 なき転職をさ れた方につい ては、そう はならないと いった
点がございます。 この点につい て解雇された 場合の失業し てしまった 方と余り大き な公平
感が損なわれない ようなことを 工夫するよう な支援の仕方 を検討でき ないかという ことを
まとめてございます。
以上が資料３−１でございます。
続けてで申し訳 ございません が、資 料３−２の「労使双 方が納得する 雇用終了の在 り方」
に関する意見（案 ）につきまし て御説明させ ていただきま す。サブタ イトルは「紛 争解決
の早期化と選択肢 の多様化を目 指して」とい うタイトルを つけさせてい ただいており ます。
こちらにつきましては、大きく３つの構成でまとめていただいており ます。
「１．改革の視 点」でござい ます。この問 題について、 どういった ところに問題 の着眼
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点を置いているの かということ の事実関係も 含めて、ここ に簡潔に整 理をしていた だいて
おります。
まず冒頭に、そ もそも雇用終 了の問題をめ ぐっては、紛 争がきちん と未然に防止 される
ことが何より大事 かと思います が、そのため にはそもそも 雇用開始の ときに終了事 由を含
めた就業規則とか 労働条件とい うものがきち んと明示され て、それが 納得した形で 契約が
締結されていると いうことが、 後の紛争を未 然に防止する ことに重要 であることは 言わず
もがなでございます。
そうした中で、 現状でも多く の場合は労働 者、当事者の 合意の下に 雇用契約が終 了に至
っているというの が大半なので ございますが 、それでも紛 争が生じて しまった場合 には早
期に、かつ、納得 のいく解決が 図られること が、働く人に とっての極 めて重要な、 一人一
人の当事者にとっ ては実は重要 な問題である という基本的 な認識を最 初にまとめて いただ
いてございます。
そうした中で、 現在は都道府 県の労働局と か労働委員会 によるあっ せんという紛 争解決
手段や、裁判所にお いては労働審 判という制 度であったり とか、いわゆ る訴訟といっ た様々
な紛争解決手段が 用意されてい て、それぞれ の目的とか事 情に応じて 選択できるよ うには
なっている。それ ぞれの制度に ついては一定 の整備が進ん できている ということで ござい
ます。
さはさりながら 、その選択が きちんとでき る実態になっ ているかと いうと、ここ に書い
てございますよう に、その当事 者の方が時間 的、金銭的な コストをど こまで負担で きるか
という事情によってしまうような面があるということを問題として書い てございま す。
具体的にという ことで、労働 局のあっせん というのは非 常に簡便に 、費用も少な く利用
しやすいのですが 、解決率が低 いという問題 があって、場 合によって はその解決金 も得ら
れないことが多い 。一方で裁判 の長期係争が 可能な場合に は有利な和 解金が期待で きるの
ですが、その和解 金を期待して あえて労働契 約の継続を争 うという実 態も指摘され てござ
います。なおかつ 、それぞれの 解決手段によ って解決金の 水準も差が 大きいんだと いうこ
とも指摘されてございます。
このような問題 があるという ところで「２ ．改革のポイ ント」で、 １つの改革の 方向性
の視点として現在 の解決手段と いうのがより 有効に活用さ れて、利用 者の視点から より使
いやすくて納得で きる早期解決 が実現できる 。そういう見 直しが必要 ではないかと いうこ
と。さらに、裁判 において「解 雇無効」とい うことになっ た場合とい うのは、実際 には雇
用契約の継続は確 認されるので すが、元の職 場に復帰でき るかどうか というのは、 企業側
の判断に任されて いるという実 態があったり します。そう いう中で様 々な事情で復 帰がで
きないという場合 に、こういう 不当解雇に対 して権利行使 方法として 労働者の側に 金銭解
決の選択肢を付与 することで、 本当にニーズ に沿った早期 解決が期待 できるのでは ないか
ということを大きな視点として指摘していただいています。
「そのため」と いうことで、 めくっていた だいて具体的 な改革の提 言といたしま して、
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３つのことをまとめていただいております。
１つ目が、労働 局のあっせん への参加を促 す方策でござ います。こ れは先ほども 触れら
れておりましたけ れども、労働 局のあっせん というのは扱 い件数も多 くて非常に利 用しや
すいのですが、実 は当事者の、 特に使用者側 の方の参加率 が低いこと によって、解 決率が
余り高くないと言 っています。逆 に言えば、参 加さえしてい ただくとか なり解決率が 高い。
しかも早い、安い 、簡便である という非常に メリットがあ る制度でご ざいます。そ ういっ
たため、使用者の 自発的な参加 ではあるので すけれども、 それを促す ような工夫を 検討し
ていただきたいということでございます。
２つ目が労働委 員会の機能の 活用・強化と 司法的な解決 手段との連 携ということ でござ
います。
労働委員会につ きましては先 ほども話題が 出ていました が、地方自 治に多少絡む ところ
がありますので、 制度的に直接 的に規制改革 というものの アプローチ が難しい面は ござい
ますけれども、そ ういう中でも あっせん機能 を活用しやす くするよう な機能強化が 何かで
きないのかということの検討を促しております。
さらに、これも 司法と行政と の関係がござ いますので、 ストレート な制度の問題 ではご
ざいませんが、運 用面でいわゆ る労働審判と か裁判に一度 かかった紛 争を、あとは 当事者
の話合いの方が良 いというケー スは、むしろ 納得感が高い と言われて いる労働委員 会の話
し合いの場を使っ た方が良いの ではないか。 いろいろな連 携の仕方が あり得るとい うこと
で、関係省庁の行政 当局の方々も 前向きに検 討していただ けそうなとこ ろがあります ので、
この提言をすることで後押しできるのではないかと思っているところで ございます 。
最後に３つ目が 、裁判におけ る解決の選択 肢の多様化に 向けた解決 金制度の検討 でござ
います。先ほどの 着眼点のとこ ろにあります ように、裁判 の長期化と か有利な和解 金の取
得を目的とする訴 訟をできるだ け回避して、当事者の予測 可能性を高め て早期解決を 図る。
そのために解雇の 無効というこ とがあった場 合に、現在の 雇用関係の 継続以外の権 利行使
方法として、金銭 解決の選択肢 を労働者に明 示的に付与す る。選択肢 の多様化を図 るとい
うことを検討すべ きである。ま た、この制度 は労働者側か らの申し立 てのみを認め ること
を前提とすべきであることを強調して、最後に一文つけくわえてござい ます。
一方、今回の提 言ではかなり ポイントを絞 った制度の検 討に当たっ ての大きなポ イント
を提示しているも のです。今後 、細かい制度 の検討は下の 方に参考と して規制改革 、昨年
の実施計画を書い てございます が、既に厚生 労働省におい て来年度よ り検討をして いくこ
とが決定されてお りますので、 そういった場 も含めて今後 、詳細な制 度設計の議論 はされ
ていく前提でござ いますが、こ こに「一方」 と書いてござ いますよう に、制度設計 の仕方
によっては紛争の 当事者の方々 がどういう行 動をとるか、 影響を与え るかというこ とは、
実はいろいろな問 題をはらみな がら検討して いくような点 があります ので、それに ついて
留意して検討していくべきであるということをつけ加えている次第です 。
最後に、繰り返 しになります が、こういっ た視点でもっ て関係者、 密接に連携し て検討
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を始めて、この問 題についての 結論を得るべ きであるとい うふうにま とめていただ きまし
た。
長くなりましたが、以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、今の ２点について 意見交換をし たいのですけ れども、分 けてやった方 が良い
と思いますので、 最初に「多様 な働き方を実 現する規制改 革」に関す る意見の方か ら意見
交換をしたいと思います。いかがでしょうか。翁さん、お願いします。
○翁委員

御説明ありがとうございました。

３（１）の転職 やスキル形成 に対し政府が 支援する制度 を整備すべ きというとこ ろで御
説明いただいた内 容は、現行の 労働指導支援 助成金制度を どういうふ うに改革して いくか
ということだと理 解いたしまし たけれども、 例えば不良債 権の非常に 深刻だったこ ろに、
産業再生機構のと きに経験した ことなのです が、人を受け 入れる側に 、つまり事業 再生で
行き詰まった企業 に対し、そう いったところ の営業譲渡を 受ける企業 の方が人をそ のまま
受け入れられるよ うに、そこに 助成をすると いう制度がか なり実際に 寄与したとい う経験
がございまして、こ ういった人を どうやって 移動させてい くかというと ころは、他に も様々
な支援のやり方があるのではないかと感じました。
○岡議長

ありがとうございます。

他いかがでしょうか。林さん、お願いします。
○林委員

今のと ころの表現に ついての質問 なのですが、 ２ページの 下から５行目 に「対

象としているが」 と書かれてい るのですが、 これは「して おり」とい う趣旨なので しょう
か。
○三浦参事官
○岡議長

御指摘のとおりです。

他いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、２つ 目の「労使双 方が納得する 雇用終了の在 り方」に関 する意見につ いて、
御意見がありましたらお願いいたします。
○林委員

これも 表現だけの御 質問なのです が、紛争解決 の選択肢と してあっせん 、裁判

所における労働審 判、裁判所にお ける訴訟、今 この３つが挙 げられてい るわけなので すが、
文章の中で裁判所 という言葉と 裁判という言 葉が混在して おりまして 、ところどこ ろ裁判
の後に「所」を補 っていただか ないと、労働 審判の手続が 含まれない ようになって しまう
のではないかと思 われる箇所が 数カ所ありま すので、後で 表現を御確 認いただけれ ばと思
います。
○岡議長

事務局、どうぞ。

○三浦参事官

よ ろしければ林 委員に具体的 に今、御指摘 いただける と大変有り難 いので

すが、よろしいでしょうか。
○林委員

まず１ ページ１ポツ の２段落目の １行目のとこ ろで「裁判 所における『 労働審

判手続（調停）』な どの制度が整 備され」ここ はよろしく て、次の「訴 訟」も「裁判 所にお
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ける訴訟」。「裁判の訴訟」というのは変なので、そういう形になると思 います。
次の第３段落の 「例えば」と いうところの 段落の２行目 で「一方、 裁判での長期 にわた
る係争」。こ こで想定され ているのは 、裁判所 における訴訟 とともに労 働審判も含ん でいる
のだとすれば「裁 判所における 」になります し、訴訟のこ とを念頭に 置かれている のであ
れば「訴訟」と書いていただいた方が良いのかと思います。
２ページ目の３ ポツの（３ ）のタイ トル「裁判 における解決 」。これ も裁判所での 労働審
判と訴訟の両方を 念頭に置いて いらっしゃる のであれば「 裁判所にお ける」になる かと思
います。
（３）の２番目 の➢の１行目 「現状の裁判 を通じた和解 」というの も、これも労 働審判
を念頭に置いてお られるのであ れば、裁判所 における労働 審判及び訴 訟を通じた和 解とい
った形で、含めて考えていただけるとよいのではないかと思います。
ちなみに私は専 門分野ではな いのですけれ ども、労働審 判の経験も 何回もござい ます。
労働審判制度がで きた後、非常 に活用されて おり、運用も うまくいっ ているのでは ないか
と思いますので、かなり改善されてはきているという認識でおります。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

事務局、どうぞ。
○三浦参事官

あ りがとうござ います。的確 な御指摘をい ただいたと反 省してござい ます。

事務局として言 葉の使い分け をしていたつ もりなのです が、端的に 申しますと、 裁判と
したところを全て 訴訟に直して しまった方が 明確だ。趣旨 としまして は、ここで使 ってい
る裁判と労働審判 は、むしろ違 うものと位置 づけるような ことを意図 してこういう 表現を
してございました 。ですので、 具体的にいき ますと「１． 改革の視点 」の２つ目の パラグ
ラフにつきまして は、わざわざ 「裁判所にお ける」と言っ たのは、労 働審判が裁判 所の中
で行われているものだということを言いたくて、裁判所というふうに表 現しました 。
その次の後の２ 行目の「裁判 の」というの は、いきなり 訴訟という 言葉が少し専 門用語
ぽかったかなとい うのであえて 「裁判の」と いう言い方を したのです が、ここは取 ってし
まって、いきな り「訴訟 とともに 」とした方が 御指摘のとお りになるの だろうと思い ます。
ここは「裁判の」の３文字を取らせていただくのでいかがかと思います 。
それ以降の「裁 判」と使った ところは全て 「訴訟」に直 させていた だきますと、 恐らく
林委員御指摘のことに沿った修正が可能かなと思いますが、いかがでご ざいましょ うか。
○林委員

それで結構だと思います。ありがとうございます。

○岡議長

ありがとうございます。

大崎さん、どうぞ。
○大崎委員

全く の修文なので 別に内容を言 っているので はないです けれども、そ れをや

った場合に引っか かるのが２ペ ージ目（３） の１行目「訴 訟の長期化 や有利な和解 金の取
得を目的とする訴 訟を回避し」 になってしま うので、それ は文章とし ては格好悪い ので、
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そこは考えてください。
○三浦参事官

で きましたら、 ここで具体的 な文案修正を させていた だけると有り 難いで

すけれども、よろしいですか。それで例えば。
○岡議長

お二人 の御指摘は全 て基本的に正 しいと思いま す。あとは 文章の表現で ござい

ますから、今 いただいた 御意見は全部 採用する形で 修文させてい ただくという ことで、
「て
にをは」を含めたところはお任せいただくということでよろしいでしょ うか。
それ以外にございますか。ありがとうございます。
それでは 、「労 使双方 が納 得する 雇用終 了の在 り方 」につ きまし ては、 今いた だい た御
意見を反映した形 で修文いたし ます。それを もって当会議 の意見とし 、これを公表 するこ
とにしたいと思います。
また、「 多様な 働き方 を実 現する 規制改 革」に つい ては、 本日の 意見を 踏まえ まし て、
答申に向けて引き続き検討を進めていただきたいと思います。
それでは、次の 議題４に移り たいと思いま す。規制改革 ホットライ ンでございま すが、
資料４−１、資料４−２について事務局より説明をお願いいたします。
○佐久間参事官

それでは、説明いたします。

まずお手元の資 料４−１を御 覧ください。 規制改革ホッ トラインの 処理状況でご ざいま
す。受付件数は２月末現在、累計で3,410件でございます。
次に、所管省庁 への検討要請 の状況ですけ れども、前回 の規制改革 会議、本年２ 月24日
報告以降、所管省 庁に要請した 件数は４件で 、いずれも投 資促進等ワ ーキング・グ ループ
関連でございます。
また、累計 で1,892件こ れまで関係省 庁に検討要請 をしており ます。このうち注３ に記載
してありますけれ ども、1,892件 のうち所管 省庁から回答 がございまし たのは1,588 件でご
ざいます。内訳は括弧内にあるとおりでございます。
今回新たに検討 要請しました ４件につきま しては、ワー キング・グ ループごとに 提案事
項名を記載した資 料を添付させ ていただきま したので、後 ほど御覧い ただければと 思いま
す。
引き続きまして 、資料４−２ でございます 。こちらは提 案事項につ きまして所管 省庁か
ら回答を得た事項 について、ホ ットライン対 策チームで御 審議いただ きまして、さ らに検
討・精査を要する 事項（案）と して取りまと めたものでご ざいます。 これは平成27 年、本
年１月１日から２ 月28日までに 所管省庁から 回答を得た提 案事項95件 について精査 したも
のでございまして、さらに精査・検討を要するものは19項目でございま す。
今回19項目中、 多くのテーマ には○がつい ておりますけ れども、○ についてはま だワー
キング・グループ で取り上げる か否か明らか でないため、 事務局で内 容の精査を進 めるこ
とが適当というも のでございま す。◎は既に 取り上げてい るか、ない しは取り上げ る予定
をしている事項と いうことでご ざいます。健 康・医療ワー キング・グ ループでは３ 件、農
業ワーキング・グ ループでは１ 件○がついて おります。投 資促進等で は、土壌汚染 対策法
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の関連の話と小規 模火力発電に 係るガイドラ インについて 、先般 、投資促進 等ワーキング・
グループで検討を 行ったところ であり、◎が ついておりま す。残りの ９項目に○が ついて
おります。また、 地域活性化ワ ーキング・グ ループにつき ましては２ 件が○、１つ が◎が
ついております。 ◎、○がつい た以外のもの につきまして も、引き続 きホットライ ン対策
チームの精査・検 討対象とし、 必要に応じて ワーキング・ グループで 対応すること として
おります。
提案内容と各省 庁からの検討 内容の詳細に ついては、次 ページ以降 を御覧いただ ければ
と思います。
私からは以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

佐久間委員、何かあればお願いいたします。
○佐久間委員

ありがとうございます。

今回、提案に関 する諸官庁の 回答というこ とで、先ほど の資料４− ２の後ろの方 にずら
っとついています が、実際、こ れは横の短冊 になってホー ムページに 常に出ていま す。受
付が何月何日、回 答取りまとめ が何月何日、 こういうこと で、そのま まこれが載っ ている
ということでございます。
御参考までに、 こうやって受 け付けたもの については、 大体おおむ ね３カ月で回 答が出
ているという状況でございます。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

ただいまの説明に対して御意見、御質問はございますか。よろしゅう ございます か。
それでは、次に 、議題５の規 制レビューに ついてですが 、資料５に ついて事務局 から説
明をお願いいたします。
○柿原参事官

そ れでは、資料 ５を御覧くだ さい。規制シ ートの提出 状況について 御説明

します。
規制レビューに おける規制シ ートの当面の 作成対象です けれども、 昨年10月10日 のこの
会議の決定におき まして、３種 類定めていた だいておりま す。①が見 直し時期が到 来する
規制。ただし、通 知・通達等の 発信者が本省 庁課長クラス 以下という こと。②が規 制改革
ホットラインに寄 せられた提案 事項のうち、 所管府省の回 答の中で会 議において再 検討が
必要と判断したも の。③が規制 改革会議にお ける審議事項 に関連する ということで すが、
３点目につきまし ては先ほど御 説明した①、 ②の作成状況 等を踏まえ 、作成対象等 につい
て別途検討ということになっております。
以上の方針にの っとって、こ れまで所管府 省から提出さ れた規制シ ートの提出状 況をま
とめたものがその 下の表でござ います。１月 28日の規制改 革本会議に おいて御報告 いたし
ました、すなわち その前日まで に各省から提 出された規制 シートの数 は、②が13件 、①と
③はございません。
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本日御報告する ３月25日報告 分につきまし ては、本年１ 月28日から 昨日までの提 出分で
すが、①の見直 し時期が到 来する規制 、平成27年 度に見直し予 定で課長クラ ス以下の通知・
通達等というもの が全部で４件 ございます。 ②のホットラ インの関係 が18件。合わ せまし
て全部で22件。一 番右の合計に あるとおり、 トータルで今 まで本日の 報告分を含め まして
35件の規制シートを提出いただいてございます。
１枚おめくりい ただきまして 、２ページ目 は今、御説明 したものの 基になってい る10月
の実施方針ですけ れども、３ペ ージ目に本日 御報告する本 年１月28日 から昨日まで に規制
所管府省から提出 いただいた規 制シート一覧 です。まず１ 番目は、来 年度に見直し 時期が
到来する規制のうち、課長クラス以下の通達がいずれも経済産業省から ４件ござい ます。
２番目が、ホッ トラインの提 案事項のうち 再検討が必要 なものとい うことで、各 ワーキ
ング・グループご とにそこにあ るとおりのも のになってお ります。個 別の規制シー トにつ
きましては４ページ目以降に実物がございますので、適宜御確認くださ い。
なお、先ほど御 報告しました とおり、平成 27年度に見直 し時期が到 来する規制の うち、
課長クラス以下の 通知・通達等 というのは全 省庁で４件と いうことで ございます。 前回２
月24日の本会議に おいて議長か ら御指示がご ざいまして、 それを受け まして現在、 事務局
から各規制の所管 府省に対しま して、平成28 年度に見直し 時期が到来 する法律及び 課長以
下の通知・通達等につきまして、状況の報告を求めているところでござ います。
規制レビューの 取組につきま しては、平成2 8年度の状況 の報告内容な どに基づきま して、
次回以降の規制改革本会議におきまして御議論いただくことを予定して おります。
事務局からの報告は以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

この規制レビュ ーについて、 自民党から要 請されて、事 務局から説 明に上がった ことが
ございましたね。ポ イントだけで 良いですか、ら委員の皆さ んに報告し ていただけま すか。
○刀禰次長

それでは、私から御報告させていただきます。

自民党におきま しては、昨年 、党の中に規 制改革推進委 員会という 委員会が立ち 上がっ
ております。委員長は前に副大臣をされておりました後藤田先生がされ ておられま す。
昨年は何回か、 主に農協改革 について御議 論いただいて 、与党の中 での農協改革 で一定
の御議論をいただいたということと承知をしております。
最近でございま すけれども、 今後の進め方 について議論 がございま して、規制改 革委員
会としては、これ から規制改革 を与党として も議論をして いきたいと いうことでご ざいま
した。
その際に、いろ いろな各項目 について議論 することも大 事であるけ れども、政府 の規制
改革会議で規制シ ート、規制レ ビューという 仕組みをやっ ていること に対しまして 、先生
方から多くの御意 見がございま した。その御 意見のベース となります のが、我々の 仕組み
自身ももともと行 革の中での行 政事業レビュ ーとか、行政 事業のレビ ューシートと いうも
のも参考につくっ ているわけで ございます。 こちらの方は かなり行政 改革の関係で いろい
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ろな形での整備、そして活用が進んできているわけでございます。
規制レビュー、 規制シートに つきましては 、これまでの 御議論を踏 まえまして具 体化し
たのがまさに今回 からというこ とでございま す。そういう 意味では与 党の先生方か らは、
こういった仕組み をより充実さ せていくこと が大変重要な ことではな いかという問 題意識
をいただいております。
今週金曜日から は個別の議論 もしていく予 定でございま して、幾つ か地域活性化 の関係
からまず議論をし ていこうとい うことでござ いますけれど も、その際 に自民党から は、基
礎資料としてこの 規制シートの 形式で資料を 提出するよう にという形 でいただいて おりま
す。
先生方には、行 政事業レビュ ーシートのよ うに、できる 限りこうい った規制シー トの拡
充を進めて整備し ていくことが 重要だという 基本的な御認 識がござい ます。他方、 これま
での当会議の議論 でもございま したように、 規制の数自体 がまだきち んと数えられ ない。
切り方にもよるわ けでございま すが、多いと いうことと、 また府省の 事務作業の労 力も考
えなければいけな いということ で、順次我々 の方で拡大す ることでや ってきている ことに
ついては御報告させていただいております。
そういった点に ついても、恐 らく今後、与 党でも、政府 の作業につ きまして、さ らに活
用すべきという御 意見が今後出 てくることも あろうかと思 っておりま すので、我々 といた
しましても、規制 改革会議とし て今後この規 制レビュー、 規制シート の在り方につ いて、
さらなる御議論が 必要ではない かと事務局と しては考えて おりまして 、本日の御説 明を踏
まえまして、また 来月の会議以 降、そういっ た御議論をお 願いできれ ばと考えてい るとこ
ろでございます。
以上でございます。
○岡議長

ありがとうございます。

そのような形で 党と意見交換 をしているこ とを、御参考 までに、皆 さんに御報告 させて
いただきました。今の事務局の説明について何か御意見なり御質問ござ いますか。
大崎さん、お願いします。
○大崎委員

時間 もあれなので １点だけ申し 上げたいので すが、今後 具体的に検討 すると

いうことではある のですが、私 はこの規制シ ートの話が出 てきたとき 、最初は手を 広げ過
ぎると無駄な事務 作業が発生す るだけではな いかという懸 念を結構強 く表明した１ 人なの
ですが、実際に出 てきてみると 規制見直し時 期が到来する 本省庁、課 長クラス以下 が発出
している通知・通達等とい うのは、結 局４件しか なかったとい うことですね 。そうす ると、
もしかすると見直 し時期の定め がないのが莫 大にあるので はないかと いう気がして きまし
て、私が担当す るワーキン グ・グループでも、まさにそうい う見直し時 期の定めがな くて、
課長通知で数十年 前から出てい たという案件 が１つ大きな 問題になっ て、これは解 決した
のですけれども、 こういうもの は掘り起こし ていかなけれ ばいけない のかなと思っ た次第
です。
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○岡議長

ありがとうございます。

是非、参考意見として。
森下さん、どうぞ。
○森下委員

今、 出た４件の話 なのですけれ ども、これは 規制シート をつくって、 今年度

これに関して各省 庁と折衝する という理解で よろしいので すか。つく った意味とい うのが
どこにあるのかということで。
○岡議長

回答の 中身次第だと 思います。各 省庁から「現 状のままで よろしい」と いう回

答が来て、我々と しても、そう かな、やむな しだなと思っ たらそれは それでという ことで
すが、見直さない で良いという 回答が納得で きないという ことであれ ば、我々の会 議とし
て取り上げていく べきではない かという意味 では、案件案 件、テーマ テーマで対応 してい
くべきではないかと思います。
○森下委員

であ れば、16ペー ジ、17ページ のところのヒ ト幹細胞の 臨床研究の指 針は、

まさに私の専門範 囲なのですけ れども、ちょ うど今年度は 見直しの時 期になってい て、現
在は非常にいびつ な形に指針が なっているの で、是非、こ こは見直し てほしいと思 ってい
ますので、取り上げていただければと思っております。
もう一点、厚労 省関係は現状 維持が多いの ですが、21ペ ージのレセ プトデータな んかも
単純に困難と入っ ているだけで 、これは時期 が今ではない のですけれ ども、こうい う方向
に見直すという話 は大分前から 言っているに もかかわらず 、いまだに こんな回答を してく
るというのはいか がなものかと いうことで、 これも既にワ ーキングで 似たような話 をして
いるにもかかわら ず、全くその 方向性が出な いということ で、これは 時期がないの でその
まますまないとい うのでは規制 氏―十意味が ないのではな いか思いま す。こういう ものは
そのまま放ってお くとそのまま いつまでもい ってしまうと 思いますので 、中を見て、是非、
取り上げるものがあれば、各ワーキングで取り上げていただければと思 います。
○岡議長

ありがとうございます。

そのとおりであ りまして、テ ーマごとに見 て、このまま ではまずい というものに ついて
は、各ワーキング ・グループで 取り上げてい ただくなり、 テーマによ っては本会議 で取り
上げて、関係省庁 に来ていただ いてヒアリン グするとか、 そういうア クションは必 要では
ないかと思います。
事務局、そのような形でお願いいたします。よろしいですか。
それでは、今日 最後の議題６ の患者申出療 養につきまし て、資料６ について事務 局から
説明をお願いいたします。
○大熊参事官

資 料６を御覧く ださい。
「新たな保険 外併用の仕 組みの創設 」に関す る改正

法案についてです。
規制改革実施計 画でおまとめ いただきまし た患者申出療 養について ですが、関連 法案が
今月３日に閣議決定されまして、今通常国会に提出されております。
規制改革会議の フォローアッ プ、昨年10月 及び11月に実 施していた だいておりま すが、
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そこで議論いただきました条文案に関する各論点は、いずれも充足され ております 。
まず、制度の名称についてですが、患者申出療養として条文に記載さ れておりま す。
それから、法律 上の位置づけ につきまして は、現行の評 価療養とは 別に新たな号 が新設
されております。
上記以外の点に つきましても 、条文案の内 容は規制改革 実施計画及 び大臣合意の 文章に
沿った内容となっております。
なお、法律に規 定されない制 度の具体的な 運用につきま しては、引 き続き厚生労 働省等
で検討が行われる予定になっております。引き続きフォローアップをし てまいりま す。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

ただいまの報告に対して御意見、御質問はございますか。よろしゅうご ざいますか 。
それでは、以上をもちまして、本日の全ての議題が終了いたしました 。
事務局、何かございますか。
○柿原参事官

次 回の会議につ きましては、 ４月17日に開 催を予定し ております。 詳細に

ついて改めて御連絡いたします。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、これで終了いたします。
本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうござ いました。
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