第47回

規制改革会議
議事録

１．日時：平成27年６月16日（火）16:43〜17:32
２．場所：総理大臣官邸４階大会議室
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、林いづみ、松村敏弘、森下竜一

（政

府）安倍内閣総理大臣、
菅内閣官房長官、
有村内閣府特命担当大臣（規制改革）、
甘利経済再生担当大臣兼内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、
石破地方創生担当大臣兼内閣府特命担当大臣（国家戦略特別区域）、
加藤内閣官房副長官、世耕内閣官房副長官、
赤澤内閣府副大臣、西村内閣府副大臣、
越智内閣府大臣政務官、伊藤内閣府大臣補佐官、
松山内閣府事務次官、井上内閣府審議官

（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、柿原参事官
４．議題：
（開会）
答申取りまとめ
（閉会）
５．議事概要:
○岡議長

それでは、第47回規制改革会議を開会いたします。

本日は、長谷川委員が御欠席で、大崎委員が17時ごろから出席されま す。
安倍総理は17時1 0分ごろ、甘 利大臣と石破 大臣は17時５ 分ごろ到着 の見込みでご ざいま
す。
これより議事に入ります。
本日は答申の取 りまとめに向 けた審議を行 います。前回 からの修正 点を中心に事 務局か
ら説明をお願いいたします。
○柿原参事官

そ れでは、事務 局より御説明 いたします。 お手元の資 料「規制改革 に関す

る第３次答申」に沿って御説明します。
規制改革会議は 、平成25年１ 月に設置され まして、25年 ６月に１回 目の答申を、2 6年６
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月に第２次答申をいただいております。本日は、それに続く第３次答申 です。
表題の下に「〜多 様で活力ある 日本へ〜」と いう副題を記 載させてい ただいており ます。
副題につきまして は、各委員の 御意見を踏ま え、議長、議 長代理と御 相談の上、こ のよう
な記載といたしております。
１枚おめくりいただきまして、目次でございます。全体の構成を簡単 に御紹介し ます。
「Ｉ

総論」で ございます。 総論の中では １〜４という ことで、１ で規制改革の 目的。

それぞれ改革の必 要性、現下の 改革の意義、 規制改革会議 における検 討を記載させ ていた
だいております。
２で今期の審議 、今期は、昨 年７月からこ の６月までで すが、重点 項目というこ とで３
点ほど。
１つ目が、内閣の重要施策の実現の阻害要因となっている規制の改革 。
２つ目が、これ までに取り組 んだ改革の総 仕上げ（重点 的フォロー アップ）でご ざいま
す。
３つ目が、各府省における規制レビューの着実な推進です。
３が、本答申の実現に向けて。
４が、次のステップへという構成となっております。
以上が「Ｉ
「II

総論」であります。

各分野に おける規制改 革」というこ とで、５つの 分野に分け まして、具体 的な規

制改革について記載させていただいております。
個別につきまし ては、この後御説 明しますが、１つ目 の分野が「健康・医療 分野」。それ
ぞれ「（１）規制改革の目的と 検討の視点」とい うことで、健康・医療 であれば６点 ありま
すけれども、そういった各分野の総論的な事項を記載させていただいて おります。
「（２）重点フォローアップ」と いうことで、健康・医療 分野の重点 的フォローア ップに
ついての記載がございます。
「（３）具体的な規制 改革項目」とい うことで、健康・医療であれ ば、①〜⑥につ いてそ
れぞれ個別の項目です。詳細については、後ほど御説明します。
目次の次のペー ジに移りまし て「２．雇用分野」ということで（ １）
（２）という ことで
ございます。
「３．農業分野」ということで（１）〜（３）。
１枚おめくりい ただきまして「４．投資促進 等分野」とい うことで、同 じく（１）〜（ ３）。
こちらは、かな り多数に分か れております 。目次もかな りのボリュ ームになって おりま
す。
１枚おめくりい ただきまして「５．地域活 性化分野」と いうことで、同様に（１）〜（３）
ということになっております。
以上が、大きなローマ数字Ⅱの各論でございます。
次に「III

規制所管 府省の主体的 な規制改革 への取組」という ことで、規制レビ ューと
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いう取組を昨年６ 月の閣議決定 で進めていた だきまして、 その後の取 組ということ でござ
います。
「IV

今期規制改革会 議の審議経 過」ということで、１〜 ６まで「審議体制」
「機 動的な

意見の表明」
「 公開ディスカ ッションの開 催」
「規 制改革ホット ライン」
「 他の会議との 連携」
「国際先端テスト の実施」とい うことで、こ れまでの会議 の取組を簡 単に記載して おりま
す。
なお、参考資料 １として、委 員及び専門委 員の名簿と、 参考資料２ として、規制 改革会
議、各ワーキング・グループの審議経過をつけさせていただいておりま す。
それでは、１ペ ージ目以降で すけれども、 こちらにつき ましては、 前回の会議で 御意見
をいただいておりますので、この場では、主な変更点について御説明い たします。
１ページ目から 総論がござい ますが、軽微 な修正はござ いますけれ ども、大枠に おいて
前回御説明したものと同様の内容となっております。
次に、本文では ７ページ目以 降が、先ほど 目次で御紹介 いたしまし た「II

各分 野にお

ける規制改革」です。
「１．健康・医 療分野」につ きましては、 ２か所大きく 記載が追加 になっており ますの
で、その点について具体的に御説明します。
前回の会議の時 点では、まだ 、内容につい てペンディン グの状態に なっていたも のでご
ざいます。
具体的な１か所 目につきまし ては、10ペー ジ目の一番下 の方になり ます。健康・ 医療分
野の項目で「①医薬分業推進の下での規制の見直し」です。
最初のアの項目 で、薬局にお ける診療報酬 とサービスの 在り方の見 直しですが、 ポイン
トとしては、10 ページ目の下 から４行目の「したが って」にな ります。
「地域包括ケ アの推
進において、薬局及 び薬剤師が薬 学的管理・指 導を適切に実 施する環境 を整える観点 から、
かかりつけ薬局の 要件を具体的 に明確化する など、薬局全 体の改革の 方向性につい て検討
する」という記載を追加させていただいております。
引き続きまして 、そのページ の一番下、調 剤報酬の在り 方、11ペー ジ目に移りま して、
在り方について、 抜本的な見直 しを行い、サ ービスの質向 上と保険財 政の健全化に 資する
仕組みに改めるということ。
門前薬局の評価 の見直しで、 ４行後ですけ れども、努力 した薬局・ 薬剤師が評価 される
ようにするといった事項を盛り込んでいただいております。
「また」以下に つきましては 、２行ほど下 ですけれども 、選択でき るよう、提供 された
サービスを利用者 が確認するこ とを含めてサ ービスの提供 の在り方も 検討というこ とです。
「さらに」で、 リフィル処方 箋と、このよ うな専門用語 につきまし ては、※印を つけさ
せていただいて、用語の解説を入れております。
このリフィル処 方箋といいま すのは、一定 期間内に繰り 返し利用で きる処方箋の ことを
指しますが、その導入や分割調剤の見直しに関する検討を加速というこ とです。
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次に、同じく医薬分業推進の関係の項目の２つ目がイです。11ページ の中ほどで す。
政策効果の検証 を踏まえたPDC Aサイクルの 実施と、それ に基づく制 度の見直しと いうこ
とです。こち らの内容に つきましては 、中ほ どから「 したがって 」とご ざいますけれ ども、
医薬分業の政策効 果について、 治療の安全性 向上と保険財 政の効率化 の観点、定性 ・定量
両面での検証を行 い、検証結果 等を踏まえて 、今後の医薬 分業推進に おける政策目 標や評
価指標を明確化ということです。
「また」以下も ありまして、 ２行目以降で すが、PDCAサ イクルでの 政策評価を実 施し、
診療報酬改定等の 際に政策評価 結果を活用し 、制度の見直 しに反映さ せるという点 を追加
させていただいております。
医薬分業の関係 の３点目のウ ですが、保険 薬局の独立性 と患者の利便 性向上の両立 です。
こちらにつきま しては、11ペ ージの一番下 の「したがっ て」のとこ ろですけれど も、医
薬分業の本旨を推 進する措置を 講じる中で、 患者の薬局選 択の自由を 確保しつつ、 患者の
利便性に配慮する 観点から、保 険薬局と保険 医療機関の間 で、患者が 公道を介して 行き来
することを求め、 また、その結 果フェンスが 設置されるよ うな現行の 構造上の規制 を改め
るということです。
その下、経営に つきましても 、経営上の独 立性を確保す るための実 効ある方策を 講じる
ということです。
医薬分業の関係 では、４点目にエと いうことで 、ICT技術 を活用した 服薬情報の一 元化と
いう項目も盛り込んでおります。
ここまでが、健康・医療分野の大きく追加された１か所目の話でござ います。
健康・医療分野 は、もう一か 所大きく追加 した点がござ いまして、 それが、12ペ ージの
「②医薬品に関す る規制の見直 し」の下 の方のイです 。市販品 と類似した医 療用医薬品（市
販品類似薬）の保険給付の在り方等の見直しでございます。
こちらにつきま しては、13ペ ージの一番上 から２行目「 したがって 」ということ で、市
販品類似薬を含め た医療用医薬 品の給付及び 使用というこ とですけれ ども、残薬削 減等に
よる保険給付の適 正化の観点か ら次期診療報 酬改定に向け て方策を検 討し、結論を 得ると
いうこと。
「その際、特に 」ということ で、市販品類 似薬について は負担の不 公平等が生じ やすい
との指摘を踏まえ、実効性ある適正給付の在り方を検討と。
「また」以下で は、これまで の診療報酬改 定で対応した ビタミン剤 とうがい薬の 医療費
適正化の検証とし て、例えば医 療機関別、地 域別等の観点 から給付額 の増減につい て調整
を行い、結果を公表するという記載を追加させていただいております。
以上が健康・医療分野の前回から追加された主な項目でございます。
次は、少しページが飛びますけれども、27ページです。
「２．雇用分野 」の記載でご ざいます。27 ページの一番 上に「イ

労使双方が納 得する

雇用終了の在り方 」についての 記載がありま すが、これに つきまして は、ａ、ｂと 、これ
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は前回の会議でも 記載がありま したけれども 、27ページの 下から２行 目、ｃという 記載が
追加になっております。
具体的には、労 働紛争解決シ ステムの在り 方について、 紛争解決の 早期化と選択 肢の多
様化等の観点に立 って、労使の 代表者や法曹 関係者、学識 経験者等を 幅広く参集し た議論
の場を速やかに立 ち上げ、「労使 双方が納得 する雇用終了 の在り方に関 する意見」、 こちら
は平成27年３月25 日のこの会議 の意見でござ いますが、そ れに掲げら れた課題等に ついて
論点を整理した上で検討を進めるという記載を追加させていただいてお ります。
最後に大きく追加された項目は「３．農業分野」でございます。
具体的には30ペ ージから31ペ ージにかけて ですけれども 、30ページ の一番下の項 目エで
す。下から５行目 ぐらいですが 、遊休農地等 に係る課税の 強化・軽減 等及び転用利 益の地
域の農業への還元ということです。
これにつきまし ては、31ペー ジの上から６ 行目に「した がって」と いうのがあり ます。
ａの記載が追加に なっておりま す。５行ぐら いありますが 、結論部分 を言いますと 、下か
ら２行目「農地の 保有にかかる 課税の強化・ 軽減等による インセンテ ィブ・ディス インセ
ンティブの仕組み について、政 府全体で検討 する」という 記載を追加 させていただ いてお
ります。
以上、残りの「 ４．投資促進 等分野」ある いは「５．地 域活性化分 野」について は、細
かい修正はござい ますけれども 、内容的なも のの大きな異 同はござい ません。規制 レビュ
ーその他について も、細かい修 正は加えてお りますけれど も、内容的 な異同はござ いませ
ん。
事務局からの説明は、以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、今期 のこれまでの 審議を振り返 りつつ、全体 の総括や次 期の取組への 抱負も
含めまして、皆様 からの御意見 をいただけれ ばと思います 。いかがで ございましょ うか。
どなたでも結構でございます。自由に御発言いただければと思います。
総理が来られて から御発言を 希望されてい る方がおられ ますが、そ こで御発言さ れない
方、今、何か御自由にお話をしていただければと思いますが、いかがで すか。
松村さん、よろしいですか。
林さん、今回は御 遠慮されたと 先ほどおっ しゃっていま したが、何か 今ございませ んか。
○林委員

ありがとうございます。

今回の答申の総 論の、１．の （１）では「 なぜ規制改革 が必要か」 を書いており ます。
特に、規制の創設 当時において は、一定の合 理性を有して いたもので も、時代の変 化に合
わせて、見直しが常に必要だという点は、非常に重要であると思ってお ります。
そして、規制改 革への国民の 期待に応えて 改革を実行し 、変化を実 感していただ くこと
で、国民が私的利 益だけでなく 、共通利益を きちんと考え る態度をつ くり出すこと ができ
るのではないか、 それによって 国民と一緒に なって、成長 に向けての 規制改革がで きるの
5
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ではないかと思っております。
以上です。
○岡議長

ありがとうございます。

ほかに、いかがでしょうか。滝さんも何かございませんか。よろしい ですか。
○滝委員

総理がいらっしゃらないと、何を話してもいいですか。

○岡議長

いや、 総理がおられ てもしゃべっ ていただいて よろしいと 思いますけれ ども、

どうぞ。
○滝委員

私は、 マイナンバー を着実に推進 して、ぜひ数 年の間に、 世界一のイン フラを

生かして、IOTを含めて、また 世界一に躍 り出たいと、今、利活用 が非常に後れ ている、非
常に残念だと思っている１人でございます。
○岡議長

ありがとうございます。

ICTの利活用を進 める上で、む しろ阻害要因 となっている 規制があれ ば積極的に取 り組む
というようなこと 、今の滝委員 のお話は、来 期への抱負と いう形で受 けとめさせて いただ
きました。ありがとうございました。
ほかいかがでしょうか。
浦野さん、何かございましたら、お願いいたします。
○浦野委員

今回 の規制改革、 改革する立場 でも、こちら を立てれば 、あちらが立 たずと

いうトレードオフ の形が結構あ ったと思うの ですけれども 、これから は、やはりア ンドで
しょうかね。規制 も、改革もト レードオフだ からと諦めず やはりアン ドの精神で二 兎も三
兎も追うというようなことが大切かなと、今回、特に感じました。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、総理 が来られてか ら御発言の予 定がない、も うお一人の 大田議長代理 から何
かありましたらお願いします。
○大田議長代理

ありがとうございます。

今回は、地味な テーマも多か ったのですけ れども、非常 に重要な規 制改革が進ん だと思
います。
具体的な規制改 革事項に至ら なかったけれ ども、大変大 切なことを１ つ申し上げま すと、
働き方改革という のが、ずっと 去年もおとと しも重要なテ ーマで、今 回、私どもは 制度・
規制の方から入る のではなくて 、実際に働い ておられる方 の声をとに かく聞こうと 、どう
いう多様性が出て きているのか を聞こうとい うことで、い ろんなヒア リングをしま した。
実際に働き方に多 様なニーズが あるというの を実際の声で 伺うことが できたのは、 非常に
貴重だったと思います。
労働市場の問題 というのは、 労使の問題で はなくて、む しろそれ以 上に、それを 超えた
国民全体の問題で あるというこ とが実感とし て受けとめる ことができ ましたので、 この多
様な声を、制度、 政策にどう生 かしていくの かというのを 、これから 考えて次の答 申に何
らかの形で結実できればいいなと思っております。
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以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

今期の大きなテ ーマの１つと して、多様な 働き方という のを掲げて 審議を深めて きたわ
けでありますが、 今、大田議長 代理からの御 意見にありま したように 、このテーマ は引き
続き来期もやって いくことにな るのだろうと 思います。こ れまでの大き な環境変化の 中で、
今日的には、数十 年前の労と使 の関係と明ら かに変わり、 働き手の多 様な働き方を 認めて
いかなければ、働き 手も幸せにな れないだけ でなく、企業側 も成長でき ないというよ うな、
そういう変化が起 きつつあるの かなという思 いもいたしま す。是非、 このテーマに ついて
は、来期も議論を深めていきたいと思います。ありがとうございました 。
ほかの委員の皆さん、よろしゅうございますか。
それでは、総理 が来られるま での間に、閣 僚の皆さんか ら何かコメ ントをいただ ければ
と思います。官房長官、いかがでしょうか。
○菅官房長官

皆 さんから、今 回、答申をい ただいたとい うのは、極 めて重要なも のばっ

かりですね。これ は、具体的に どういう形で 、いつまでに やるかとい うこと、私た ちが一
番やらなければな らないわけで すけれども、 例えば、この 政権になっ てから成功し たとい
うのか、それは、 ビザ緩和とか 、これによっ て、てきめん だったので す。これは、 治安当
局は今まで絶対に だめだったの です。今回、 関係閣僚で、 これをやる という方針を 決めて
実行に移したら、翌月から８割とか６割伸び始めたのです。
それで、当然、 外国人観光客 がふえれば、 犯罪もふえる 可能性があ りますね。そ れは治
安当局を呼んで、 そこはしっか り対応するよ うにと、当然 準備をして 進めたのです けれど
も、そうしたら 、この２ 年間で830万か ら、最初 の年が1,000万 を超えて200 万ふえて 、翌年
が1,030万から1,30 0万、２年間で500 万人ふえて 犯罪は減って いるのです。です から、そう
いう意味で、皆さ んから頂戴し た規制を緩和 するという、 規制改革に よって、これ だけ一
挙にふえるわけで すね。今年は、多分1,300万 から1,800万 から1,900万 ぐらい来そう なので
す。
それと、免税品 も思い切って 緩和したので す。今までは 電気製品と か、そういう もので
したけれども、消費するもの 、薬とか 化粧品だとか 、いろんな ことを、これでも1兆 円ぐら
いふえますから、 そういう意味 で、皆さんか ら頂戴した中 に、そうし た成長につな がると
いうのは物すごくあると思いますね。
それで、すごく 感じたのは、 民間の人とい うのは、競争 する環境さ えつくればや ってく
れるということで すね。免税店とい うのは4,500 件だったので すけれども、今、２万 件近く
あるのです。一挙 に１年ちょっ とで、そのぐ らいふえるの ですから、 いかに規制改 革とい
うのが大事かとい うことであり ますので、こ こは、皆さん から頂戴し たものについ ては、
私たちはしっかり実現できるようにしていきたいと思います。
○岡議長

ありがとうございました。

今、事務方から 、総理の到着 が少し遅れる ということで ございます ので、総理が 来られ
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てからと予定していた議事を進めたいと思います。
それでは、委員 からの発言と いうことで、 各ワーキング ・グループ 、規制改革ホ ットラ
インの座長、そ れから、希望された委 員の方とい うことで、私の方から 御指名します ので、
よろしくお願いします。
最初に健康・医療ワーキング・グループの座長の翁さん、お願いいた します。
○翁委員

委員、 専門委員、事 務局の方の御 尽力のおかげ で、健康・ 医療分野につ いても

様々な規制改革について合意をすることができました。
今回、公開ディ スカッション などを通じて 、一般の方の 、例えば、 医薬分業など につい
ては多様な声を伺 って、それを 反映するとい うような取組 をいたしま したので、国 民の方
にも規制改革が身 近なものとし て受けとめら れて、かつ、 それを推進 することによ って、
そのメリットを実感していただけるようにしたいというように思ってお ります。
そのほかにも、 遠隔診療の推 進や、特保の 審査手続の見 直しや、医 薬品の規制の 見直し
など、幅広く、様 々な方の声を 受けとめて進 めてこられた と思います が、しっかり これの
フォローアップをしてまいりたいと思っております。
それで、健康・ 医療分野は、 まだ様々な課 題が山積して おりますの で、また、フ ォロー
アップと同時に新 しい分野につ いてもチャレ ンジしていき たいと思い ますので、引 き続き
御支援をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○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・グループの座長の鶴委員、お願いしま す。
○鶴委員

雇用ワ ーキングの座 長を務めさせ ていただいて おります、 鶴でございま す。私

の方から２点、お話しさせていただきたいと思います。
雇用分野は、非 常に難しい分 野がございま す。その中で 、非常に関 係者の皆様、 事務局
の皆様、大変な御 尽力をいただ きまして、今 回も答申とい う形でまと めさせていた だきま
した。まずは、お礼を申し上げたいと思います。
まず、１点目、 この１年、特 に円滑な労働 移動を支える システム整 備ということ でござ
いまして、雇用仲 介事業の規制 の再構築、そ れから、労使 双方が納得 する雇用終了 の在り
方について、議 論、検討 を重ねてまい りました 。節目で意見 も公表させ ていただきま した。
特に、雇用終了 の問題につき ましては、皆 様御承知のよ うに、非常 にセンシティ ブなテ
ーマでございます 。ただ、雇用 ワーキングに おいては、関 係者の方々 の御理解もい ただき
ながら、政府部内 では唯一と言 っていいと思 うのですけれ ども、逃げ ず、ひるまず 、オー
プンに議論を重ねてまいりました。
労使双方が、こ のテーマにつ いて、今後、 やはり同じ土 俵に立って 、生産的かつ 納得で
きる議論ができる よう、さらな る、我々は意 見の公表など も含めて、 引き続き努め てまい
りたいと思っております。
２つ目は、先ほ ど、大田議長 代理、それか ら、岡議長か らもありま した、働き方 改革で
ございます。
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昨今、働き方改 革というのは 、かなり国民 的な関心を呼 んで、私は 、大きなキー ワード
になってきている と思っており ます。た だ、真の 働き方改革を 実現させるた めには、私は、
非常に重要なのは 、この答申の 中にもござい ますけれども 、多様な働 き手の方々の 雇用を
吸収し、そのニー ズを政策に的 確に反映させ ていくための 仕組みを、 ぜひとも考え 、強化
していく、これがぜひとも必要だと思っています。
今後とも、閣僚 の皆様、総理 も含めまして 、皆様方の政 治的なリー ダーシップ、 お力添
えをいただければと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
○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・グループの座長の金丸委員、お願いい たします。
○金丸委員

ありがとうございます。

昨年の答申から １年しかまだ たっていない のだなと思う ぐらい、様 々なシーンが ござい
ました。その間、 政府全体とな ってフォロー していただき まして、よ うやく現在、 国会の
法案が提出されて、最終章に入っている段階でございます。
この１年は、主 要３法案のフ ォローアップ に注力をした １年でござ いまして、本 当に早
く法案が可決してほしいという思いでいっぱいでございます。
加えて、農地中 間管理機構と いう法案がす ごく重要な法 案で、しか も、これは実 行が先
行しているわけで ございますが、この進捗の 成果を見つつ、産業競争力 会議の協力も 得て、
規制改革会議と合同で会議を推進することができました。
それで、農地が 、本来ならも っと出てくる はずという予 測が、今の ところ進捗が 遅うご
ざいますので、そ ういう中で、 環境整備の一 環として、今 回の答申の 中には、30ペ ージの
エの中に書かせて いただきまし たけれども、 遊休農地等に 係る課税の 強化あるいは 軽減等
及び転用利益の地 域の農業への 還元について 検討を開始し ていただく ということに もなり
ました。
こちらの方も今 後、いろんな 議論があろう かと思います が、私ども も魅力ある農 業ある
いは若い人たちが 引き続き参画 しやすい環境 づくりについ て注力した いと思ってご ざいま
す。
あわせて、農地 中間管理機構 を支えるはず の農地情報の システムが ございますが 、今、
クラウド型で、第 一次のリリー スが始まった ばかりでござ いまして、 こちらの方も 利用者
の視点で、私も自 分で操作をし てみて、改善 項目を列挙い たしまして 、農水省を通 じて、
農業会議所と連携 をとって、で きる限り使い やすいシステ ムにして、 農地の流動化 あるい
は農地を貸し出ししていただける環境をさらに進化させるべく注力をし てまいりま した。
今後につきまし ても、今、申 し上げたよう なテーマを、 またフォロ ーアップさせ ていた
だきますとともに 、また、新し いテーマにつ きましても、 農業者の現 場の方々の声 を聞か
せていただきながら、また、新たなテーマに挑戦をしていきたいと思っ てございま す。
１年間、本当にありがとうございました。
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○岡議長

ありがとうございました。

引き続きまして 、投資促進等 のワーキング ・グループの 座長の大崎 委員、お願い いたし
ます。
○大崎委員

まず 、遅れて来ま したことを、 お詫びいたし ます。大学 の講義をやっ ており

ました関係で、若干遅れてしまいました。大変失礼いたしました。
投資促進等ワー キング・グル ープをやらせ ていただきま して、私が 担当しました 、この
ワーキング・グル ープは、種種 雑多と言うと 、ちょっと言 葉はよくな いですが、非 常に幅
広い、様々な分野 の問題を取り 上げまして、 外国の企業さ んを含む、 いろんな事業 者の方
から現場で直面し ておられる規 制に対する不 満、悩み、そ ういったも のを受けとめ て改革
を進めるということをやってまいりました。
具体的な内容は 、答申に記載 してあるとお りでございま すが、例え ば、理美容の 規制の
ように、時代の変 化にもかかわ らず、何十年 もなかなか見 直しの機会 がなかったも のであ
りますとか、ある いは、地熱発 電の問題のよ うに、現在の エネルギー の問題に直結 する重
要な課題、あるい は次世代自動 車ですとか、 ロボットのよ うに、国家 戦略的に大変 意義の
あるような分野に関する規制の改革などに取り組んだところでございま す。
もう一つは、私 どもフォロー アップに大変 力を入れまし て、去年ま でも、いろい ろな検
討をして、閣議決 定もいただい ておるわけで ございますが 、中には、 当初の予定ど おりに
進んでいないとい うようなもの もありまして 、これについ て、何とか 進めるように 、様々
な働きかけや議論を改めて行うということにも注力をいたしました。
また、私、１つ 感想として申 し上げたいの は、何しろ投 資促進等分 野というのは 非常に
広いものですから 、専門委員の 先生方にも何 人も入ってい ただいたの ではあります が、全
てについて精通している人というのは誰もいない状態で議論をいたしま した。
その意味では、 ある意味、私 はいい意味で と申し上げた いのですが 、素人の集団 で取り
組みまして、どうし ても非常に技 術的な問題 が多うござい ますので、担 当の専門の方 から、
それはできないと いうお答えも 多々いただい たのですが、 それに対し て、常識に立 って疑
問をぶつけていく ということで 、何とか安全 ・安心あるい は環境の保 護というよう な大目
的は確保しつつ、 どこまでだっ たら譲れるの かというのを ぜひ教えて いただきたい という
ふうにやっていく ことで、少し でも具体的な 成果を上げる ことができ たのではない かと思
っております。今後も、そういった姿勢で取り組んでいきたいと思って おります。
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、地域活性化ワーキング・グループの座長の安念委員、お願 いいたしま す。
○安念委員

私ど ものワーキン グ・グループ で取り組んだ ことの柱の １つは、空き キャパ

シティーの利活用 ということで ございました 。これは、ど ういうこと かと申します と、学
校、公園、さらに は民間の住宅 でもそうです が、少子高齢 化に伴って 、だんだんと 空いた
スペース、余った スペースやキ ャパシティー ができてまい りますが、 これを利用い たしま
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して、ローカルな ビジネスや雇 用を生み出し ていくには、 どうしたら よいかという ことで
ございます。
取り組んでいく うちに分かり ましたことは 、この種のビ ジネスは、 例えば、廃校 を企業
の研修施設に転用 するといった ように、既に 数多く存在し ているとい うことでござ いまし
た。しかし、規制 が、これらの ビジネスの成 長を妨げるネ ックになっ ていることも 間々あ
るということも分かりました。
さらに、これら のビジネスは 、一つ一つを 見れば、非常 に小さくて 地味なもので すが、
しかしながら、シェ アリング･エ コノミーとい う非常にポテ ンシャルの 大きい最先端 の概念
に直結しているということも知りました。
考えてみますと 、ローカルな 試みの中にこ そ、グローバ ル展開の種 があるという のは、
ある意味では分かりきったことでございまして、そのことを痛感させら れました。
地域活性化は、 大変息の長い 仕事になると 思いますので 、当会議な き後も、政権 として
御支援をいただければ幸いでございます。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、規制改革ホットライン対策チームの座長の佐久間委員、お 願いいたし ます。
○佐久間委員

ありがとうございます。

第１期以来、ホ ットラインチ ームの座長を 務めさせてい ただきまし た。アフリカ の格言
に、象はどうやっ て食べるの、 エレファント 、象ですね。 答えは、一 口ずつという のがあ
るそうなのですが、同 じような気持 ちで事務局と ともにという か、事務局の努力 で、3,500
件を超える非常に細かな規制改革要望に取り組んでまいりました。
目に見える成果 というのは決 して多くあり ませんけれど も、今期は 、下水管の中 に熱交
換器を設置するこ とができるよ うになりまし た。従来、下 水管の中は 、下水と光フ ァイバ
ーだけとなってい たのですが、 下水管の中に 熱交換器が入 れば、下水 というのは、 年間通
じて15〜25度とい うことで安定 していますの で、大気の温 度との差を 利用しまして 、熱エ
ネルギーをつくり 、冷暖房に利 用できると、 これは成功例 ですが、ま だまだこうい う規制
改革の細かい要望というのは寄せられております。
最近の要望で１ つ御紹介しま すと、個人飲 食店の事業継 承に絡んで、亭主が亡くな って、
その子供が相続で 店を継ぐ場合 は簡単な手続 、にもかかわ らず、その 円滑な事業承 継やノ
ウハウ伝承を考え て、生前に子 供に事業を譲 ると、新規開 業と同じ手 続が必要にな るとい
うことで、何とか簡単にしてくれと、こういう要望が出ています。
このような要望 というのは、 まだまだ種が 尽きないとい うことで、 今、総理が着 かれま
したので、岩盤も さることなが ら、今、ちょ っと私が申し 上げました ような、非常 に細か
い国民の声の実現 に向けまして 、関係者がス ピード感を持 って取り組 めるよう、こ こにお
られる政治家の皆様方のより一層の御指導をお願いしたいと思っており ます。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。
11
第 47 回規制改革会議議事録

総理が来られましたけれども、議事を続けさせていただいてよろしい ですか。
○安倍内閣総理大臣
○岡議長

どうぞ。

それでは、佐々木委員、お願いいたします。

○佐々木委員

雇 用ワーキング を担当させて いただきまし たが、雇用 というのは、 いろい

ろな視点がありま す。この多様 な働き方とい うテーマは、 なかなか難 しい問題で、 なかな
か動くところが少 なく見えまし たけれども、 しかしながら 、国民的な キーワードに なって
きたと思います。 なので、脇道 整備にならな いように、し っかりと太 い王道をつく るとい
うことを今後もや っていくため に、政治のリ ーダーシップ をお願いし たいと思って おりま
す。
OECDで成人力、 世界第１位と いう人材が、 このような状 態でいる日 本は、もった いない
と思いますので、 健康・安全な ものだけでは なくて、これ から、上に 伸ばす改革と いうの
をやっていきたい と、私は考え ております。 たくさんの情 報公開を企 業に促すこと によっ
て、国民が多様な 働き方をしっ かりと自分で 考え、選ぶと いうような ことも道を開 けたら
いいなと思ってお りまして、な かなか難しい テーマでした けれども、 今後、政府の いろい
ろな方々のリーダーシップと、後押しをいただきたいと思います。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、委員の最後に、森下委員、お願いします。
○森下委員

どうもありがとうございます。

本日規制改革で 生み出された 機能性表示食 品の商品が店 頭に並んで おります。第 １号商
品は、実は12日に 通販で出てお りまして、ま だ店頭では手 にとれなか ったんですが 、本日
より店頭でも買え る商品が出て います。この 商品、脂肪の 吸収を抑え る、糖の吸収 を穏や
かにする、おなか の調子を整え るということ で、３つの機 能性表示を しているとい うこと
で、従来、特保で あれば、今か ら４年間ぐら い後に出るも のが、４月 の届出受理後 、２か
月で出るというこ とで大変スピ ーディです。ここから37商 品、既に受理 されています から、
どんどん店頭に並 んでくるとい うことになろ うかと思いま すし、消費者 庁には200以 上の商
品が既に届出があ るということ で、恐らく年 内には、数百 の商品が実 際に出てくる のでは
ないかと思います。
今回、政治のリ ーダーシップ のおかげで、 生鮮食品にも 機能性表示 を認めるとい うこと
になりました。残 念ながら、ま だ届出は出て いないという ことですが 、聞きますと 、ミカ
ンがまだとれない のでできない という話なの で、恐らく秋 になれば、 届出が出てく るのだ
と思います。各地 の農協などの 地方の方の期 待は大きいと いうことで 、地域活性化 の中で
も非常に大きな起爆剤になるのではないかと思います。
また、こういう ものが海外に も出ていくと いうことにな りますと、 日本の健康・ 医療戦
略が目に見えると いうことだと 思いますので 、今回、消費 者の方にと って、身近な ところ
で、この規制改革 の成果という のが見えると いうのは、私 は非常にい いのではない かと思
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っています。
この後も、どん どん商品が出 てまいります 。今日も見て いますと、 老眼鏡をかけ ている
方が多いのですが 、パッケージ に、従来、老 眼鏡の絵が描 けなかった のですが、今 度は、
老眼鏡の絵が描い たパッケージ が出てまいり ますので、そ の意味で、 本当に消費者 の方に
とって分かりやすいものが出てくるのではないかと思います。
今後、今回の医 薬分業、理美 容を始めとし て、まだまだ 大きなテー マがあるかと 思いま
すので、ぜひ、規 制改革の議論 を、私どもも 頑張りますけ れども、政 治の方でも、 総理を
始め、閣僚の皆様方に御支援をいただければということでお願いしたい と思います 。
どうもありがとうございました。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、お時 間が限られて いますけれど も、甘利大臣 と石破大臣 からコメント があれ
ばいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○甘利大臣

岡議 長をはじめ、 規制改革会議 の皆様には答 申をおまと めいただき、 御苦労

さまでした。
○岡議長

ありがとうございます。

石破大臣、いかがでしょうか。
○石破大臣

ありがとうございます。

先ほど、安念委 員のお話にも ありましたが 、世の中、物 すごく変わ ってきていて 、廃校
というのが、年に約500 校も出ますが、こ れを一体どう 使うのかと なると、やれ消防 の規制
がどうこうといっ たことがあっ て、使いにく いねと、もち ろん安全は 確保しなけれ ばなり
ませんが、その上 で利活用を図 るにはどうす ればいいのか とか、農山 漁村体験民宿 と言い
ますけれども、農 山漁家自体が そもそもなく なっていて、 そのような ところを見つ けるの
は大変な話であっ て、それであ れば、農山漁 村にある農山 漁家以外で も、特例を設 けても
いい、規制を緩和 してもいいの ではないか等 々、大変、地 方創生に有 意義な御提案 をいた
だいてありがたいことだと思っています。
時代が物すごく 変わっていま すので、特に 廃校の利用と いうのは、下 手に手を入れ ると、
こんな学校ではな かったね、と いった話にな ってしまいま すので、そ の辺もよく留 意をし
ながら、これを生 かさせていた だきたいと思 っています。 今後も努力 をいたします ので、
よろしくお願いいたします。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、有村大臣、お願いいたします。
○有村大臣

岡議 長、大田議長 代理を始め、 15名の委員の 先生方には 、去年の夏以 降、70

回以上にわたる御審議を重ねていただきました。
私自身、その20 回を拝聴させ ていただきま したが、御質 問や御提案 の着眼点その ものが
ノウハウの集積だ と痛感してお ります。担当 大臣として、 先生方に心 からの敬意と 感謝を
申し上げます。
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個々の規制の内 容については 、時間の制約 上割愛させて いただきま すが、政府と して、
この答申を最大限 尊重し、安倍 総理の御指示 のもとに、規 制改革実施 計画を今月末 を目指
して閣議決定いたします。
改革が成功する には何が要諦 か、というこ とをみずから に問うてき ました。改革 を完遂
して、後世、その 果実を国民が 実感するため には、緻密な 英知と大き な政治的エネ ルギー
と、そして、国民的共感 が必須の条件 だと痛感して おります。そういう意 味では、18 0を超
える項目の御提案 をいただきま したが、規制 改革のメリッ トを国民一 人一人が実感 してい
ただけるようにす るために、伝え る力の伸び 代を上げなけ ればいけない と思っており ます。
規制改革を進め ることによっ て、国民一人 一人の暮らし にどのよう な実利、実益 がもた
らされるのか、日 本の持続可能 な経済成長に 向けていかに 変革に応じ た貢献ができ るのか
を問い続け、国民 の御支持、御 理解をいただ けるよう努め てまいりま す。誠にあり がとう
ございました。
○岡議長

大臣、ありがとうございました。

それでは、ここで報道関係者が入室いたします。
（報道関係者入室）
○岡議長

規制改 革会議では、 昨年６月に第 ２次答申を取 りまとめた 後、この１年 、第３

次答申に向けて調 査・審議を重ねて まいりました。本 日、その結果を18 2項目に取り まとめ
ましたので、ここに答申したいと思います。
私どもの答申は 、今回で３回 目となります が、都度、我 々の思いを 副題に込めて まいり
ました。一昨年 の第１次答申 では「経 済再生の突破 口」、昨年 の第２次答申 では「加 速する
規制改革」としま したが、今回 の第３次答申 では「多様で 活力ある日 本へ」を副題 とし、
様々な分野におい て、国民や企 業がそれぞれ のニーズに応 じて多様な 選択ができる ような
社会にしていくこ とが、正に活 力ある日本の 実現につなが るのではな いかと考えて おりま
す。
政府におかれま しては、その ような我々の 思いとともに 、本答申の 内容を受けと めてい
ただき、総理のリ ーダーシップ のもとで、そ の迅速・確実 な実現をお 願いしたいと 思いま
す。
最後に、今期の活動で強調したいことを２点付言させていただきます 。
１点目は、前期ま でに閣議決定 された実施 計画396項目の フォローア ップに注力し たこと
であります。その 結果、約８割 に当たる307 項目が措置済 みであること が確認できま した。
引き続き100％を目指し、粘り強く取り組んでまいります。
２点目は、規制 を所管する各 府省が、主体 的積極的に規 制改革に取 り組むことを 促進す
るシステム「規 制レビュー 」を前期の 答申、実 施計画に従っ て今期スタ ートいたしま した。
１年目の今期は 、各府省の負 担も考慮し、 規制シートの 作成を極め て限定的なも のにと
どめましたが、来期以降は大幅に拡大していく予定でございます。
以上でございます。
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それでは、私より、総理に答申を手交させていただきます。
（岡議長から安倍内閣総理大臣へ答申を手交）
○岡議長

どうもありがとうございました。

それでは、安部総理よりお言葉をいただきます。よろしくお願いいた します。
○安倍内閣総理大臣

皆様、本日も大変お忙しい中、ありがとうございました。

本日は、規制改革 会議の第３次 の答申を取 りまとめてい ただきました 。言うまでも なく、
規制改革は成長戦 略の中核であ ります。国際 情勢や国内の 社会情勢が 大きく変化す る中に
あって、日本の大 切な伝統や文 化を守りつつ 、かつ世界の 中で日本が 輝く国となっ ていく
上においては、勇 気を持って改 革を断行して いかなければ ならないと 思います。大 胆な規
制改革を通じて、多様性あふれる新たなビジョンを生み出していきたい と思います 。
今回の答申では 、観光業・旅 館業等の見直 しなど、地方 創生ととも に、次世代自 動車、
ロボット、再生エ ネルギーなど 、先端技術の 開発・普及に 向けた改革 に取り組んで いただ
きました。いただ いた提言をし っかりと実行 していきたい 。実行して いくことが私 たちに
託された使命である。このように思います。
規制改革につい ては、岡議長 からも御紹介 をいただいた ように、随 分やってきて はいる
わけでありますが 、そろそろほ っとしたいと いう気持ちを 振り捨てて 、しっかりと さらに
前を見て、規制改革に終わりはないという精神で取り組んでいきたいと 思います。
産業競争力会議 などとの連携 のもと 、シェアリン グ･エコノミ ーの推進や 、一層の 地方創
生の実現などに向 けて、規制改 革をさらにス ピード感を持 って前に進 めていく決意 でござ
います。どうぞまた御協力をよろしくお願いいたします。
○岡議長

総理、ありがとうございました。

それでは、報道関係の方は、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

以上を もちまして、 本日の会議を 終了させてい ただきます が、事務局か ら、何

か御連絡はございますか。
○柿原参事官

次 回の会議の日 程につきまし ては、調整い たしました 上で、改めて 事務局

から御連絡いたします。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。
総理、ありがとうございました。
大臣、ありがとうございました。
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