第46回

規制改革会議
議事録

１．日時：平成27年６月５日（金）10:00〜10:58
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、金丸恭文、佐久間総一郎、佐々木かをり、
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）井上内閣府審議官、田中内閣審議官

（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、大熊参事官、平野参事官、
仁林企画官
（総務省）行政評価局

讃岐審議官、明渡評価監視官

４．議題：
（開会）
１．答申案について
２．許認可等の統一的把握の結果について
３．規制改革ホットラインについて
（閉会）
５．議事概要:
○岡議長

おはよ うございます 。定刻になり ましたので、 第46回規制 改革会議を開 会いた

します。
本日は、有村大臣は国会日程の関係で御欠席でございます。
誠に申しわけございません。報道関係者はここで御退室をお願いいた します。
（報道関係者退室）
○岡議長

それでは、議事に入りたいと思います。

まず、議題１「 答申案につい て」、資料１ について事務 局より説明を お願いいたし ます。
○山澄参事官

そ れでは、お手 元の右肩に資 料１と振って おります「 規制改革会議 に関す

る第３次答申」という資料に沿って御説明させていただきます。
幾つかＰがつい ている分野が ございます。 例えば７ペー ジを御覧い ただきますと 、中ほ
どにあります「医薬分 業推進の下で の規制の見直 し」、その下の「医薬 品に関する規 制の見
直し」、少し 飛んでいただ きまして農業 でいいますと 28ページの「転用 利益の地域の 農業へ
の還元等」。ワーキング・グ ループでは、この 対策としまし て税制の問 題について御 議論が
ございましたが、 これについて の処理につい て最終調整も 若干ありま すのでＰがつ いてお
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ります。
順番が前後して 申しわけあり ません。雇用 分野につきま しても25ペー ジでございま すが、
一番下のｃと書い てあるところ にＰがついて おります。こ ういう部分 はなおこれか ら最終
答申の間までに、な るたけ早くセ ットをした 上で委員会に 諮るというこ とでございま すが、
それ以外の部分に つきましては 本日、一応の 御提示をなさ れていると ころでござい ます。
Ｐがついているところ以外はつけさせていただいてございます。
内容につきまし ては、各ワー キングでもん でいただいた ものですの であれなので すが、
それ以外の直接内 容面でないと ころについて 言いますと、 例えば13ペ ージを御覧い ただけ
ればと思います。 中ほどに（※ ）DPCデータ と書いてあっ て３行ぐらい 説明がありま すが、
一般的になかなか 分かりにくい 用語について は、積極的に 注釈をつけ るという観点 からの
修正を数か所施しております。
その上で、さら にまだ用語と して、例えば 何年というと ころがそれ ぞれの項目に ついて
おりますが、それ が措置という 用語とか、実 施という用語 などが混在 したりしてお ります
ので、その辺の用 語整理は引き 続き事務局で させていただ こうと思い ますが、その 辺はま
だ直り切っておら ない部分があ りますけれど も、そこも含 めまして仕 上げていきた いと思
います。
やや事務的な御 報告でござい ますけれども 、フォローア ップの関係 でございます 。付属
１を御覧いただけ ればと思いま す。横長の個 票が多数ある のですが、 例えばで御覧 いただ
くと３ページ「１

財務諸表の 情報開示」の 右のオレンジ の欄で評価 の欄が以前ま で「解

決済み」という 表示であった のですが、
「解決」という形で用 語を改めてお ります。このカ
テゴリは多数ございます。同じようなことをずっとしております。
事務局から御説 明させていた だくのは以上 でございます 。今後、今 日の御議論を 踏まえ
てさらに次回会議までにまた修正をやっていきたいと思います。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、ここから意見交換を行います。御発言あればお願いしたい と思います 。
林さん、お願いいたします。
○林委員

ありがとうございます。

全体量が膨大 なものであり ますので、前 回と同様、や はりこれを コンパクトに まとめ
たり、メディアや 一般の方にも 分かりやすい ようなポンチ 絵もあわせ て、今後御準 備いた
だけるといいかなと思っております。
○岡議長
○刀禰次長

事務局、お願いします。
前回 もそういった 分かりやすい 資料について の御指摘が ございました 。昨年

も作成いたしまし たが、有村大 臣からも指示 が出されてお りますし、 そういった観 点から
昨年よりはやや前倒しで、今、準備を進めております。
まだ決着してい ない項目もあ るものですか ら、作業が進 んでおらな いのですが、 全ての
項目を載せますと かえって分厚 くなります。 重要な、国民 に訴えやす い項目につい て整理
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をし、もちろん総 論的な紙もつ きますけれど も、その上で 各論の部分 につきまして は、各
ワーキングの先生 方には時間が あれば各ワー キングの御担 当のところ について見て いただ
いて、特に大臣か らは分かりや すく、知らな い方がぱっと 見て引きつ けられるもの にして
いただきたいとい う指示もござ いましたので 、そういう観 点から多少 デフォルメし たよう
な部分もあります ので、その辺 りは各ワーキ ングの先生方 にも見てい ただきたいと 思って
おります。
○岡議長

ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。森下さん、どうぞ。
○森下委員

続き なのですけれ ども、昨年も パワポのスラ イドを作っ てもらったと 思うの

ですが、なぜかパ ワポのスライ ドが縦になっ ていて、横の 方が使いや すいので、横 も作っ
てもらうとうれし いなと思うの です。縦は余 りプレゼンの ときに使わ ないやり方な ので、
なぜ縦なのかなと 去年も大分思 ったのですが 、ぜひわざわ ざ縦にしな ければ理由が ないの
だったら、横の方がうれしいかなと思います。
もう一点は、去 年も言ったの が英語を早目 にしてほしい のです。今 年になって外 国から
規制改革の話に関 してどうなっ ているのか聞 きたいという 要望がすご い多いのです 。物す
ごく海外からの興 味がどうも高 いようでして 、なかなか英 語の資料が ないのでどこ を探し
たらいいのかとい ろいろ聞かれ るのですけれ ども、ぱっと 見ても出て こないので、 ぜひ英
語版がどこかに早 目に出るよう に、分かりや すいところに 載せてもら えるとうれし いです
し、プレス資料も パワポだけで も結構なので 、もし英語も できるのだ ったら作って もらっ
た方がいいかなと 。なかなか専 門用語が多く て直しにくい というか、 正確な訳なの かどう
か自分でも自信が ないので、で きればお願い したいと思い ます。これ は大変かもし れませ
んけれども。
○岡議長

事務局、お願いします。

○山澄参事官

縦 横の件につき ましては検討 させていただ きます。今 作りかけてい るもの

との関係でどこまでどうなるかというのはあるのですけれども。
英語につきまし ては、答申がま とまり次第、外注も含めて 作業するこ とにしており ます。
その過程でいろい ろまた英語の 表現の仕方に ついて御相談 することが あろうかと思 います。
○刀禰次長

補足 いたしますと 、実は今回作 ってみて思っ たのですけ れども、パワ ーポイ

ントでやるときと いうのは、一 枚一枚多少丁 寧に御説明す る場合もあ れば、ぱっと 見てい
ただくときはかな り字の数を少 なくしてやっ ています。今 回のものも 余り字が多い とそも
そも読んでいただ けないので、 字は極力減ら すのですが、 どうしても ある程度説明 が必要
になってくる部分 もございまし て、実際にや ってみたので すけれども 、横だとなか なかぱ
っと見たときに端 から端まで見 なければいけ ない。字数を ぐっと少な くしないとな かなか
キャッチーになら ないのです。 縦だと人間の 目って大体そ うできてい て、だから普 通の書
類がA4縦なのはそ ういう理由が あるのだと思 うので、です から実は縦 がいいか横が いいか
は結構難しくて、 パワーポイン トで普通やる と横になると いうのは、 御指摘のとお りです
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のでもう一度考え てみますが、両 方あるんだ ということを 御理解いただ ければと思い ます。
○森下委員

ぜひ 横で。パワポ を使う理由は 多分プレゼン で使うのが ほとんど皆さ んメー

ンだと思うのです 。今、聞いて いたら皆さん 作り直してい るみたいな ので、そのま ま横の
方がスムーズにい くのではない か。縦では多 分プレゼンで きないと思 うのです。恐 らく多
数決をとったら皆さん横がいいと言われると思うのです。
○岡議長

どうですか。どちらでもまだいけるのですか。

○山澄参事官
○岡議長

検討させていただきます。

ほかいかがでしょうか。佐久間さん、お願いします。

○佐久間委員

細 かいことで恐 縮なのですけ れども、答申 案の４ペー ジと７ページ で、一

般的に言うと分か りにくくなっ ているのでは ないか。直接 対面という ものが何なの か。要
するに買いに来た 人と対面すれ ばいいのかと いうことでは なくて、患 者本人と直接 対面す
るということに意 味があるので はないかと思 いました。特 に７ページ のコンテキス トは、
それがないとここ に入っている 意味がよく分 からないので はないか。 要するに患者 本人が
行かなければいけ ない。だから 家族がかわり で行くことが 法律で禁止 されるように なった
ということが分か らないと、ち ょっとここの コンテキスト で特に７ペ ージは、その 言葉が
ないとつながらな いような気が するので、や はりはっきり としていた だければいい のでは
ないかと思います。
○岡議長

お願いします。

○大熊参事官

医 療用のお医者 さんに処方さ れた薬につき ましては、 患者本人に限 定され

ているわけではな くて、処方箋 を交付された 者が取りに行 かなければ ならないとい うこと
になっていまして 、それは患者 本人及び保護 者もいいとい うことにな っていますの で、そ
ういう意味では患 者本人と書く と間違いにな ってしまうと いうことで 、こういう書 き方に
なっております。
○佐久間委員

そ れであれば、 ほかのところ には正確に患 者本人と保 護者というく だりが

ありますので、逆にそういうふうに書いていただいた方がいいかと思い ます。
○大熊参事官
○岡議長

表現は工夫したいと思います。

ほかいかがでしょうか。

○山澄参事官

先 ほどの英語の 件で補足説明 させていただ いてよろし ゅうございま すでし

ょうか。
○岡議長

お願いします。

○仁林企画官

先ほどお話があった英文の資料について若干補足させていただきま す。

なるべく答申と 同じぐらいの タイミングで 出せるように 、内々で作 業をしており ます。
できるだけ早期に発表したいと思っております。
英文の資料を作 るに当たって は、日本語で 作成している ポンチ絵資 料を英訳する ことを
基本的に考えてい るのですが、 一方でポンチ 絵資料にない 情報、例え ば会議の委員 名簿な
どがないと分かり づらいので、 そういう意味 では日本語の 概略版と答 申の間ぐらい のもの
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を作ろうかなと思 っています。 案ができた段 階で一度、委 員にお送り しますので、 特に英
語での発表等に御 関心のある方 は見ていただ いて、フォー マット等も 含めて御意見 をいた
だければありがたいと思っております。
以上です。
○岡議長

ありがとうございます。

森下さん、よろしいですか。
○森下委員

はい。

○岡議長

ほかいかがでしょうか。佐々木さん、どうぞ。

○佐々木委員

答申と違う先ほどの付属のことで質問してもよろしいでしょうか。

財務諸表のとこ ろなのですけ れども、解決 と書いてあっ て、閣議決 定どおり対応 が行わ
れているというの は、公表しな ければならな いとしたとい う時点まで なのか、それ が公表
されたことが確認できたということなのか、どちらなのでしょうか。
○岡議長

事務局、お答えいただけますか。

佐々木さん、何ページですか。
○佐々木委員

３ ページで、先 ほど事例で言 っていただい た介護とか 保育事業所の 財務諸

表の情報開示について、書き方として解決、閣議決定どおりという部分 です。
○山澄参事官

各 論は後で担当 の方から補足 いたしますが 、一般的な ルールという か、そ

れだけ申しますと 、昨年の左か ら２つ目の欄 に、これで言 いますと何 とかかんとか を行う
よう指導するとご ざいますが、 それが履行さ れているかど うかという ことですので 、その
内容が例えば公表 までもし求め ているなら公 表までやって 解決になり ますし、指導 と書い
てあれば指導に該 当することが なされている かどうか。そ ういう判断 でございます 。左か
ら２つ目の関係でございます。
○佐々木委員

そ うですよね。 ということは これは指導は したという ことで、実際 に本当

に開示されているかどうかは分からないということですね。この意味は 。
○刀禰次長

形と してはおっし ゃるとおりで すが、実際に 各省がやっ たことは真ん 中の実

施状況の欄に書い てありますの で、こういう 形で改正して 行ったとい うことが書か れてい
るわけです。です から、あわせ て見ていただ くと、何をや ったという ことと、閣議 決定に
対しては解決した かどうかとい うことが、両 方見ていただ くような形 になろうかと 思いま
す。
○岡議長

佐々木 さんのご趣旨 は、さらにそ の先まで含ま れているか どうかという 確認だ

と思いますけれど も。今の刀禰 さんの回答で は、厚労省と しては財務 諸表を公表し なけれ
ばならないことと したというと ころまで実施 したというこ とで、実際 にそれぞれの 関係団
体が公表したかど うかまではま だ分からない ということで すねという ことを佐々木 さんは
おっしゃっているのですが、そこまでは分からないのですね。
○刀禰次長

そう です。資料は 公表しなけれ ばならないと いう形で指 導はしている という

ことです。
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○岡議長

佐々木さん、よろしいですか。

○佐々木委員

い いです。これ はそういう意 味だというこ とは分かり ましたけれど も、そ

れを私たちがフォ ローアップと いうところで 、どういうふ うにしてい くのかが課題 なのか
なと思いました。
○岡議長

おっし ゃるとおりで 、その次の課 題として、フ ォローアッ プの対象にな ると思

います。
ほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
それでは、本件 につきまして は、先ほど事 務局から４件 だったでし ょうか。まだ Ｐの状
態のものがあると いう説明をい ただきました 。このところ につきまし ては、ワーキ ンググ
ループが中心にな るかもしれま せんけれども 、これから関 係者の皆さ んにさらに検 討を深
めていただいて、 取りまとめて いただく。そ れを含めて最 終的にまと めていくわけ であり
ますが、内容が大 部で、今日は 限られた時間 でもあり、ま だ御意見を 持っておられ る方も
おられるかと思い ます。時間の 関係から、来 週の火曜日、 ６月９日ま でに、御意見 があれ
ば事務局に御提出 いただきたい と思います。 皆様からの御 意見、それ から、先ほど のＰの
部分のさらなる審 議を深めてい ただいた結果 も含めまして 、最終的な 取りまとめに つきま
しては、私と大田 議長代理に御 一任いただい て、その結果 を16日のこ の会議にと、 このよ
うな段取りで進めたいと思います。
佐々木さん、どうぞ。
○佐々木委員

追 加で、答申の3 1ページにビ ッグデータビ ジネスの普 及というもの があり

ます。内容につい ては私は全く 問題ないと思 うのですが、 今いろいろ な情報が流出 した後
で、国民がセ ンシティブ になっている ときに 、もしかした らここの表現 、第１ 次答申に「ビ
ジネスの普及」と 書いてあるか らなのかなと は思うのです けれども、 もしかすると ここは
少し「ビッグデー タの活用の普 及」みたいな 、ビジネスと いう言葉で ない方がもし かする
といいのかなとい う、今、明確 な回答はあり ませんが、考 えた方がい いかもしれな いと思
いました。
○岡議長

ありがとうございます。

事務局、今の御意見は。
○佐久間参事官
○岡議長

御指摘を踏まえて表現ぶり等考えてみたいと思います。

それで は、先ほど私 が申し上げた ような進め方 でやるとい うことでよろ しゅう

ございますでしょうか。
（「異議なし」と声あり）
○岡議長

ありがとうございます。

それでは、次に議題２に移ります。総務省の方は来ておられますか。 お呼びくだ さい。
（総務省入室）
○岡議長

それで は、議題２「 許認可等の統 一的把握の結 果について 」でございま すが、

本日は総務省に御出席をいただいております。
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今日はお忙しいところおいでいただきましてどうもありがとうございま す。
早速ですが、資料２−１及び資料２−２に基づきまして、ご説明をお 願いいたし ます。
○総務省（讃岐審 議官）

御紹 介いただきま した総務省の 行政評価局 の審議官をし ており

ます讃岐と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料２ −１と資料２ −２でござい ます。許認可 等の統一的 把握の結果に ついて
御説明をさせていただきたいと思います。
資料２−１で主 に説明させて いただきたい と思います 。１枚お めくりくださ い。
「 許認可
等の統一的把握に ついて」とい うことで、昨 年も一度御説 明をさせて いただいたと 伺って
おりますけれども 、ここに書い てございます とおり昭和60 年の閣議決 定に基づいて 、許認
可等の統一的把握 を行っている ということで ございます。 以後、基本 的には毎年の 状況を
定期的に示すとい うことですが 、事務負担等 の関係から２ 年に一度、 東日本大震災 のとき
は３年に１回とい うふうになり ましたけれど も、把握をし て、その結 果を公表して いると
いうことでございます。
下に書いてござ いますが、許 認可等の範囲 ということで すけれども 、国民の申請 、出願
等に基づいて行政 庁が行う処分 及びこれに類 似するもの、 いわば国民 の側に一定の アクシ
ョンがあって、行 政庁の側で処 分あるいは単 に受け取ると いうことも 含めてという ことで
ございますけれど も、法律、政 令、省令及び 告示というレ ベルまでと っておりまし て、用
語は多種多様でご ざいますが、 主に下のよう な許可、認可 等々の用語 を含むものを とって
いるということでございます。
右側、許認可等 の数え方でご ざいますけれ ども、法令等 の中で許可 等の左の用語 が出て
くる場合、その条あるいは項ごとにカウントしているということでござ います。
したがいまして 、次のページ を御覧いただ ければと思い ますが、２ ページでござ います
けれども、許認可 等の統一把握 の結果でござ いますが、件 数として数 えているのは 許認可
等の根拠条項等の 数ということ でございまし て、平成26年 ４月１日現 在、今回公表 したも
ので１万4,818件。 ２年前の状況 は右に書い てございます とおり１万4, 579件という ことで
ございます。
各省ごとの件数 につきまして は、下に書い てあるとおり でございま すけれども、 ２年前
との比較につきま して、あるい はその内訳等 につきまして は報告書本 体、資料２− ２の６
ページ以下に詳細に記載してございますので、御参照いただければと思 います。
３ページ、根拠 条項数、件数 の内訳ですが 、左側が何に 基づいてい るのかという ことで
すけれども、全体１万4 ,800のうち 法律が70.6％、政 令が3.0％、省令 が23.0％、告示3. 4％、
このようになってございます。
次に、許認可等 が規定されて いるもととな っている法令 の数で見ま すと、ここに 書いて
ございます法律、政令、省令、告示等々の分類となっているということ です。
過去からの件数 の推移でござ いますけれど も、このよう なグラフの ように増加傾 向を示
してございます。 これは基本的 に新しい法律 ができると、 そこで何ら か許認可とい うもの
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が根拠条項として どうしても増 えていく。こ ういうことで ございます けれども、一 旦、減
ったところはござ います。ここ は下の注に書 いてございま すとおり、 数え方を整理 したと
いうことで、例え ば主務大臣と なっていたと きに、主務大 臣を主務大 臣の数ごとに 数えて
いたものを、主務 大臣と書いて いればそれを １本と数えよ う。このよ うな整理を行 った結
果、若干数が減ったところがございますけれども、今回１万4,818とな ってございま す。
４ページ、２年前の把 握結果と今回 の把握結果と の差を見ると 、300 件ほど増えて いると
いうことでござい ますが、その 主な増加の例 でございます 。上位から ３つをとると こうい
うふうになるとい うことでござ いますが、１ つ目は薬事法 の一部を改 正する法律。 薬事法
は下に小さく書い てございます けれども、法 律の名前のと ころから改 めまして、規 制の体
系を大きく変えた ということで ございますが 、主な内容の ところに書 いてございま すけれ
ども、もともと薬 事法は規制対 象は医療機器 、再生医療等 製品、医薬 品等とござい ました
が、それぞれを区 分せずに１本 で規制をして いたものを、 それぞれの 特性に応じて 規制を
する必要があるだ ろうというこ とで、医薬品 から医療機器 と再生医療 等製品それぞ れを、
その特質を踏まえ て別の章立て にして許認可 等の体系を整 理したとい うことで、こ のよう
な数の増加になっているということでございます。
２つ目ですけれ ども、金融商 品取引法の一 部を改正する 法律による 許認可等の増 減とい
うことでございま すが、主な内 容、この法律 の趣旨として はリーマン ショック、市 場型金
融危機の対応のた めに、いかな る金融機関の 規律を求める かというこ とについて、 国際的
にもG20等の場にお いても議論さ れてきた 、その結果 を踏まえて 金融システム 上、重 要な金
融機関についての 資産と負債の 一定の規律を 求めることを 法律として 整理をいたし まして、
このような法律の 改正法を制定 した。金融機 関に対して資 本の増強等 必要な措置を 行い、
それに基づく必要 な届出等を整 理したという ことで、この ような件数の 増加になって いる。
３つ目は、原子 力規制委員会 設置法。原子 力規制委員会 というのを ３条委員会と して新
たに設けるという こと、あわせ て原子炉等規 制法の改正に より、原子 炉の設置許可 等の規
制を改正したとい うことでござ いまして、主 な内容として 下に書いて ございますが 、許認
可等の観点から見 るとという意 味ですけれど も、主な内容 としては、 これまで試験 研究用
原子炉と発電用原 子炉と区分せ ずに規律され ていたものを 区別して、 発電用原子炉 につい
ては一層の安全対 策を求めるた めの規制を設 けたというこ とで、この ような件数の 増加に
なってございます。
主なものは以上 ですけれども 、個々一つ一 つについては 、先ほどの 報告書本体に 内訳と
今回の改正の根拠法令について記載されております。
５ページ、この会 議でいろいろ な御議論の 中で規制シー トというもの をこれから作 って、
一定の見直しを進 めていこう。こ のような議 論になってい ると私どもは 承知しており ます。
この規制シートで 把握された許 認可等の結果 というものを うまく連携 を図って、合 理的な
仕事に結びつけよ う。こういう 問題意識でご ざいますけれ ども、一番 最後のページ を御覧
いただければと思 いますが、許 認可等現況表 、これは件数 だけではな くて、一件一 件どの
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ような根拠に基づ いて、どのよ うな許認可等 が置かれてい るのかとい うのを、いわ ばデー
タベースのような 形で整理され ておりまして 、これがいわ ば台帳のよ うなものにな ってい
るわけですけれど も、これもホ ームページ上 で公開してお ります。千 数百ページぐ らい打
ち出すとなるもの でございます が、左側の用 語区分等まで がこれまで の様式であり ました
が、今回新たに右 側に規制シー トとの連携が しっかり図れ るように、 これから作っ ていく
規制シート、法律 等々の単位に 基づいて作っ ていくという ことかと思 いますけれど も、規
制シートの番号と 規制シートの 公表年月日を しっかり明示 して、そこ とリンクでき るよう
な形にしていこうと考えて、このような様式を改めようということとし ております 。
私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。

ただいまの総務 省の説明に対 して、御質問、御意見がござ いましたら お願いいたし ます。
佐久間さん、お願いいたします。
○佐久間委員

大変興味深いデータの整理等、ありがとうございます。

１点質問です 。この１ 万4,818という のは許認可等 の根拠とい うか、それについて 触れら
れている条項の数 だということ からすると、 法律でその根 拠が与えら れていて、細 則が他
の下位のルールで 規定されてい る場合は、そ れはダブルカ ウントとい うか２つ、３ つにカ
ウントされるという理解でよろしいのでしょうか。
○総務省（讃岐審 議官）

正に 法律も許可が 書いてあるわ けではなく て、例えば法 律の中

に、その法律に基 づいて許可を 受けた者は定 期的に報告し なければい けないと書い てあり
ましたら、法律ベ ースでその報 告も拾ってお りますし、例 えば報告な どについて省 令など
で決まっていれば、その省令でまた拾うという整理になっております。
○佐久間委員

ありがとうございます。

ということは 、実際の 許認可の数と なると 、この１万4,8 18より少な いと考えてお けばい
いということでございましょうか。
○総務省（讃岐審 議官）

規制 というものを どのような体 系で捉える かということ である

と思いますけれど も、これは飽 くまでも例え ば国民と行政 との間の接 点として何ら か処分
をしたり、あるい は報告を求め たりする根拠 が幾つあるか 。簡単に言 うとそういう ことか
と思いますが、そ れがどういう 規制の体系の 中にあるかと いう体系を さかのぼって 数える
と、それは少なくともこの範囲では少なくなるだろうということであり ます。
○岡議長

ありがとうございました。

ほかいかがでしょうか。安念さん、どうぞ。
○安念委員

規制 の数え方につ いて教えてい ただきたいの ですが、よ くあるものと して、

例えばある行為や 営業をするの に、まず法律 の何条第１項 で、それを したい場合に は許可
を得なければなら ないと書いて ある。第２項 本文で、その 許可を得た 後、変更が生 じた場
合にも許可を受け なければなら ないと書いて ある。ただし 書きで、た だし、軽微な 変更に
ついては届出でい いと書いてあ るといったよ うな例はよく あると思い ますが、その 場合は
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３つと数えるのですか、１本と数えるのですか。
○総務省（讃岐審 議官）

そこ は基本的にか なり技術的な 話でありま すけれども、 ここは

根拠条項の数え方 のところに条 項あるいは項 で数えるとあ りまして、 法律の１項に 許可と
書いてあって、３つですね。項が分かれていれば３つとなりまし。
○安念委員

１項 の中で、本文 は変化の許可 を受けろ。た だし書きで 軽微な変更は 届出で

いいはどうですか。
○総務省（讃岐審 議官）

それ も基本的に、 同じ項の中で も言葉が違 えば別と数え るのが

原則となっております。
技術的な観点から補足をしたいと思います。
○総務省（明渡評 価監視官）

今、先生おっ しゃったよう な形だと、 正に３つとい うよう

な形でカウントしております。
○安念委員

改正 前の原子炉等 規制法の原子 炉の設置許可 というのは 、改正前炉規 法23条

１項というので５ つに分かれて いたのです 。実用発電 用原子炉 、実用舶用原 子炉、研 開炉、
だからその５つは 非常に違う種 別なのだけれ ども、１項の 中だったか ら１項の中の １〜５
号だったので、１ つと数えられ ていたのでは ないかと思い ます。どう でもいいのだ けれど
も、趣味の世界です。
○岡議長

ありがとうございます。

ほかいかがですか。大変興味深い話だと思います。林さん、お願いし ます。
○林委員

ありが とうございま す。本当にじ っくり研究し たいデータ だなと思って おりま

す。
こういう調査の 中には、例え ば過去２年間 に古い規制を なくしたも のが幾つある かとい
うような調査もな されているの でしょうか。 もしあれば、 そういった 数字も知りた いと思
うのですが。
○岡議長

お願いいたします。

○総務省（讃岐審 議官）

本体 の資料２−２ の縦長の方の 10ページ以 下に、前回か ら今回

までの比較、この２年間 の推移という ものが数は300 ぐらいなの ですけれども 、10ペ ージ以
下に法律ごとに何件増えたか減ったかというのはございます。
今、御指摘のな くしたものと いうことにつ いても、一番 右の欄に廃 止が何件ある かとい
うものを整理して ございます。 ３番目は農水 、経産、国交 の共管法律 ですが、６件 廃止し
ておりますし、原子 力規制の関係 で言います と新設は53＋ １ですが、廃 止も４件ある とか、
そのようなことを 全部足し合わ せて12ページ までいくと、5 33件の新設 と52件の廃止 があっ
たと整理されております。
○林委員

ありがとうございます。

そうすると 、法律だけ でも12ページ を見ると新設 が533で廃止 が52、そうすると新 しく作
ったものと廃止さ れたものは10 対１ぐらいな のです。だん だんこうや って増えてい くので
すね。ありがとうございます。
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○岡議長

先ほどの折れ線グラフから見ると、増えていることが一目瞭然ですね。

○総務省（讃岐審 議官）

正に 規制の体系を きめ細かくす ると、先ほ ど１つの条文 の中で

１号、２号、３号 、４号、５号 となって、そ れらの細目を １本として 規定されてい れば、
これは１件になり ますけれども 、それぞれ条 とか項を分け てしまうと 、それが５件 という
ふうに数えられる という必然性 を持っている ということで 、件数だけ に意味がある という
よりも、どの法律 のどの根拠で どのようない わば国民負担 あるいは行 政庁の側での さまざ
まな判断を求めて いるかという ことを明らか にする。そう いう基礎デ ータであると いうと
ころに１つ大きな意義があるのかなと感じております。
○岡議長

ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。
実は私、総務 省の政策評 価審議会でこ れにかかわっ ています 。今、御 説明に関しま して、
法律、政令、省令 、告示までの 「上位規範」 における許認 可等の根拠 条項等の数は 、１万
4,818であって、局長通 達とか課長通 達とかいう「下位 規範」ではいく つあるのかに ついて
は分からないという理解を私はしているのですけれども、よろしいです か。
○総務省（讃岐審 議官）

正に 通達レベルま で拾うと、こ れは法律、 政省令、告示 までで

すと基本的に官報 に告示された り、明らかに なるとベース が分かるわ けですけれど も、通
達になると課長通 達あるいはそ れ以下のもの 等々を網羅的 に把握して 、統一的に把 握をす
るというと、なか なか困難さと いうものもあ るということ かと思いま して、恐らく 昭和60
年当時も議論にな ったのかもし れませんけれ ども、このよ うなルール でやっている という
ことでございます が、通達など を議論する際 も、どこに法 令上の根拠 があるのかと いうの
もベースはこちら ということに 、本当に戻っ てこられるか どうかとい う検証も含め てでき
るような形になっていると考えているところであります。
○岡議長

ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。
先ほど総務省の 御説明にもあ りましたよう に、私どもの 規制レビュ ーと総務省の 許認可
等台帳を、資料２ −１の最終ペ ージのような 形でドッキン グしていた だけるという のは大
変結構なことだと評価させていただいております。
総務省の方、どうもありがとうございました。
（総務省退室）
○岡議長

続きま して、議題３「規制改 革ホットライ ンについて」、資 料３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

それではお手 元の資料３を 御覧ください 。規制改革 ホットライン の処理

状況について御説明いたします。
受付件数ですけ れども 、平成27年６ 月１日までの 累計で3,523 件になってお ります 。所管
省庁への検討要請 ですが、前回 の報告以降、 ５月18日以降 ですけれど も、新たに37 件とな
っております。内 訳は健康・医 療ワーキング ・グループ関 係が７件、 農業ワーキン グ・グ
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ループの関連が５ 件、投資促進 等ワーキング ・グループの 関連が13件 、地域活性化 ワーキ
ング・グループの関連が12件となっております。
続いて、所管省 庁からの回答 状況ですけれ ども、総数の みに触れま すが、全体と して累
計で1,848件 、所管省庁か ら回答を受け 取っておりま す。そ の内訳は表 にありますと おりで
すけれども、対応56件、検討の着手196件等々となってございます。
今回、新たに検 討要請いたし ました37件に つきましては 、２ページ 以降に提案事 項名を
記した資料を添付 しております ので、御覧く ださい。今回 の提案の多 くは日本商工 会議所
によるものでございます。
私からは以上です。
○岡議長

ありがとうございます。

佐久間さん、何かコメントをいただければと思います。
○佐久間委員

ありがとうございます。

今、御紹介があ ったように今 回、日本商工 会議所という ことからで すので、中小 企業の
方、町の本当に小 さいお店の方 からの問題意 識が反映され ている。例 えば４ページ の一番
最後の９番で、飲 食店を営む者 が生前に、つ まりそこでお 父様がやら れていて、変 な話で
すけれども、お父様 が突然亡くな る場合は非 常に簡単に息 子さんが店を 継げる。とこ ろが、
そういうことでは なくて息子さ んが一旦店主 になり、そこ の責任者に なる。両方お られる
中でスムーズに技 術伝承を含め てやろうとす ると、これは なかなか新 たな許可が必 要にな
ったり、非常に難しくなるということの問題意識から来ています。
聞いたところに よりますと、 その理由とい うのは、突然 亡くなった 場合は大体そ の店の
仕様そのもので引 き継がざるを 得ない。とこ ろが、そうで はない場合 は２代目さん はみず
からの発想で変え ていく可能性 があるので、 そこで再度手 続をとらな ければいけな い。こ
ういう理屈がある ようでして、 本当にそれで いいのかとい う、これは 正に今、日本 のいろ
いろなビジネスの抱えている問題を浮き彫りにしている提案ではないか と思います 。
以上です。
○岡議長

ありがとうございます。

結構、地域活性化絡みが多いのですね。
何か御意見ある いは御質問は ございますで しょうか。よ ろしいです か。ありがと うござ
いました。
それでは、今日 の予定の議題 は全て終了い たしました。 事務局、何 か補足があり ました
らお願いいたします。
○柿原参事官
○岡議長

次回の会議の日程につきましては、改めて事務局から御連絡いたし ます。

それでは、これで会議を終了いたします。ありがとうございました。
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