第47回規制改革会議終了後記者会見録

１．日時：平成27年６月16日（火）17:59〜19:05
２．場所：中央合同庁舎第４号館４階408会議室

○司会

それでは 、お時間にな りましたので 、ただいまか ら、先ほど 行われました 第47回

規制改革会議の記者会見を始めます。
本日は、岡議長 のほか、大田 議長代理、翁 健康・医療ワ ーキング・ グループ座長 、鶴雇
用ワーキング・グ ループ座長、 金丸農業ワー キング・グル ープ座長、 大崎投資促進 等ワー
キング・グループ 座長、安念地 域活性化ワー キング・グル ープ座長、 佐久間ホット ライン
対策チーム座長にも御同席いただきました。
本日の進め方で すけれども、 始めに岡議長 、他の方々か らお話がご ざいまして、 質疑応
答はその後まとめて行いたいと思います。
それでは、岡議長、よろしくお願いいたします。
○岡議長

皆さん、お待たせしました。

本日の第47回規 制改革会議に おきまして、 第３次答申を 取りまとめ 、安倍総理に 手交い
たしました。まず、それを御報告いたします。
今期の答申は182 項目でござい ます。各ワーキング・グル ープにおい て精力的に審 議を進
めていただいた結 果、このよう な数の答申が できたわけで ございます 。個々の案件 につき
ましては、後ほど 各ワーキング ・グループの 座長からお話 をしていた だくことにな ってお
りますので、私からは全体的な話をさせていただきたいと思います。
先ほどの会議に おいて、この 答申を総理に お渡しする前 に、私から は次のような ことを
話させていただきました。
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182項目に 取りまとめま したの
で、ここに答申いたします。
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 「経済再生へ 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。
政府に対して、 我々のこの思 いと答申の内 容をしっかり と受け止め ていただいて 、総理
のリーダーシップの下で、迅速、確実な実現をお願いしたところでござ います。
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その上で２点付 言させていた だきました。 それは今期の 活動で強調 したい点でご ざいま
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
でございます。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たいと思います。
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 スタートした ことで
ございます。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、来期以降は大幅にこれを拡大していきたいと 考えており ます。
さらに、この場 で二つ付け加 えます。今期 、我々が注力 したもう一 つの点は「規 制改革
ホットライン」で ございます。 詳細につきま しては、後ほ ど規制改革 ホットライン 対策チ
ームの座長の佐久 間さんから御 説明いただき たいと思いま すが、182項 目のうち約60 ％が規
制改革ホットライ ンに寄せられ た案件に関連 していること を一言、私 から申し上げ ておき
たいと思います。
もう一つは「公 開ディスカッ ション」でご ざいます。今 期も２月と ３月に二度行 いまし
た。２月は「多様 な働き方の実 現」という大 きなテーマ、 ３月は「地 域の空きキャ パシテ
ィの利用」と「医 薬分業」とい う２つのテー マで、公開デ ィスカッシ ョンを行い、 規制改
革についての国民の理解が少なからず深められたのではないかと評価し ております 。
皆様に御理解い ただきたいこ とは、今申し 上げたように 、私どもの 規制改革は、 大変な
数の項目がありま して、一つ一 つは大変細か なものもござ います。し かし、この一 つ一つ
の改革を積み上げ ていくことが 国民生活の向 上、あるいは 経済の活性 化、ひいては 日本の
成長、発展につな がっていくと いう思いで我 々は取り組ん でおります 。是非、皆さ んにも
御理解いただいて、そのように受け止めていただければ幸いでございま す。
冒頭の私からの 説明は以上で ございます。 引き続き、各 座長からお 話をしていた だくこ
とにしたいと思います。
最初に、健康・医療ワーキング・グループの翁さんからお願いしたい と思います 。
○翁座長

健康・医療ワーキングの翁でございます。

本日の資料に基づきまして、どのような改革事項があるか御説明させ ていただき ます。
第３次答申の７ページでございまして、大きな項目としては６項目ご ざいます。
まず、①が７ペ ージの左にご ざいますが、 医薬分業推進 の下での規 制の見直しと いうと
ころになりますが 、中ほどぐら いからですけ れども、理念 に立ち返っ て、医師と薬 剤師の
協働の下で、ICTを有効活 用して患者が 薬剤師による 一元的・継続的な 薬学的管理を 受けら
れるシステムへの 質的な転換を 図るべきであ るということ で、調剤報 酬については 、薬局
の機能やサービス に応じた報酬 体系への抜本 的な見直しを 行って、努 力した薬局・ 薬剤師
が評価される仕組 みに改める。 患者が薬局な どをきちんと 選べるよう に、価格やサ ービス
の表示やサービス の提供の在り 方を検討する 。地域包括ケ アの中での かかりつけ薬 局につ
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いて要件を明確化 する。医薬分 業についての PDCAサイクル の構築と実 践によって政 策の検
証と改善を図る。 あわせて、患 者の安全や利 便性に十分配 慮して、薬 局の構造規制 につい
て見直しを行うということになっております。
医薬品に関する 規制の見直し は主に２つに 分かれており まして、１ つは、真ん中 辺りに
なりますが、今あ ります新医薬 品につきまし ての14日間の 処方上限が ございますが 、これ
について、新医薬 品をより患者 さんが利用し やすい環境を 整備するた めに、日数制 限につ
いて検討を行う。
数行下になりま すが、市販品 類似薬につき まして、これ を含めた医 療用医薬品の 給付及
び使用について、 保険給付の適 正化の観点か ら方策を検討 して結論を 得るというこ とで、
保険の給付の在り方について検討することになっております。
医療情報の有効 活用につきま しては、レセ プト情報や特 定健診等の 情報データベ ースの
データの法律上の 位置づけなど を検討し、民 間企業による 利用枠組み の構築等を行 って、
民間利用を推進す ることや、下 から５、６行 目になります が、厚生労 働省の中に部 局横断
的なワーキング・ グループを設 置し、医療デ ータを省全体 での利用を 可能とする方 策の検
討に加えて、医療 機関の負担軽 減につながる 各種調査の見 直しをする ということで 、医療
情報の重複や負担 軽減などを図 りながら、よ り有効に活用 していただ ける体制を厚 労省に
整備していただくということについて合意をしております。
次のページにな りますが、遠 隔モニタリン グの推進につ きましては 、現状、遠隔 診療が
できるのはどうい う局面なのか ということに ついていろい ろな誤解が あって、なか なかこ
れが推進されてい ないというこ とでございま すので、それ をより明確 にして遠隔診 療を推
進するという方向で合意をしております。
あと、⑤と⑥に 関しましてで すが、介護付 有料老人ホー ムに関しま しては、ショ ートス
テイサービスをで きるように介 護報酬算定要 件の見直しを 行うという ことについて 合意を
しております。
⑥につきまして は大きく分け て２つござい ます。ちょう ど真ん中の辺 りでございま すが、
いわゆる高齢社会 を迎えるに当 たりまして、 低たんぱく食 品とか、え ん下が困難に なる高
齢者の増加という ことで、こうい った方々に 特定用途食品 制度というも のがあるので すが、
これがなかなか使 い勝手が悪い という要望を いただきまし て、より利 用者にとって 分かり
やすい表示の見直 し、許可基準 に必要な資料 の明確化など 、新たな食 品区分を追加 する仕
組みを検討することについて合意をしております。
その下になりま すが、特保で ございます。 これに関しま しては、そ れぞれいろい ろな委
員会がございまし て、その審議 が段階的に行 われて非常に 時間がかか るということ で、ま
た、審議スケジュ ールなどが明 らかにされて いないという 問題がござ いました。こ ういっ
たところで、審査 を同時に行う ことで期間を 短縮すること や、標準的 事務処理期間 の設定
などを行って、審 査手続の予見 性を向上させ るということ で、より特 保が活用され るよう
な方向で、これは消費者庁でございますが、合意をしております。
3

とりあえず、御説明は以上となります。
○岡議長

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。

○鶴座長

鶴でございます。

資料につきまし ては、答申の2 4から28ペー ジまでです。 この部分が 雇用でござい ます。
それから、付属資 料を配付させ ていただいて いると思いま す。「規制 改革会議の意 見」と
いうことで、雇用 の方から３本 の意見を出さ せていただい ています。 そこを御覧い ただき
ながらお話を聞いていただきたいと思います。
雇用の分野につ きましては大 きく分けて２ つの分野。２ つ目の分野 がまた２つ、 大きな
テーマがございま すので、全体 でいきますと ３つの大きな テーマがあ ると思ってい ただけ
ればと思います。
25ページをお開 きいただきま すと「具体的 な規制改革項 目」として 「多様な働き 方の実
現」、右のページ を見ていただ きますと「円 滑な労働移動 を支えるシ ステムの整備 」の中
で「雇用仲介事業 の規制の再構 築」。ページ を１枚おめく りいただい て「労使双方 が納得
する雇用終了の在り方」の３つです。
それぞれにつき まして、一番 最初の多様な 働き方、一番 最後の雇用 終了の在り方 につき
ましては、３月に 具体的な意見 を我々は出し ております。 これは先ほ どの付属の方 を見て
いた だき ます とこ の意 見 がご ざい ます 。真 ん中 の 雇用 仲介 事業 の規 制に つ いて も１ 月に
我々は詳細な意見を出しております。
ということで、 多分、皆様の 御関心は、こ の意見を出し てから最終 的にこの答申 という
ことで今日決まっ て、御発表さ せていただく ということな のですが、 何が違うのか という
ところが一番の御 関心項目だと 思うのですけ れども、基本 的に申し上 げまして、私 が意見
を出させていただ きました、これ に基づいて 今後、厚労省を 主体として 検討を進めて いく。
これがオールジャ パンというか 、政府全体と してもそうい う方向でや っていきまし ょうと
いうことを基本的に認めていただいたとお考えいただければと思います 。
特に25ページか ら26ページに あります「多 様な働き方の 実現」につ きましては、2 6ペー
ジの真ん中辺り「 以上の観点か ら、次に取り 組む」という ａ、ｂと書 いているとこ ろ、こ
こが政府の閣議決 定、政府全体 として合意が できたところ なので、ａ につきまして は、こ
れは既に意見の中 でも述べてい ますけれども 、これまでの 労働移動支 援助成金とい うもの
は、事業規模が縮 小したときに 主に、企業が 非常に厳しい 状況、整理 解雇等をやる ような
状況において、人 を解雇しなけ ればいけない 。解雇しても 、６か月以 内また９か月 以内に
再就職できる形に なれば支援助 成金を出すよ うな仕組みが これまでな のですが、今 の仕組
みの中でも、実は スクラップ・ アンド・ビル ドをして、や や積極的な リストラクチ ャリン
グをするという中 においても使 えるような形 にはなってい るので、も っとそこをア ピール
する仕組みにしていきましょうということをここに挙げています。
ｂにつきまして は、とにかく 多様な働き、 働き方改革と 今、言われ ておりますが 、我々
は、やはり多様 な働き方の ニーズに応え ていくために 、従来の 主要関係者の みならず 、様々
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な立場の声を吸収 していく仕組 み、これは既 存の仕組み、 新たな仕組 み、両方の観 点があ
ると思うのですが 、それをしっ かりやってい くことが非常 に重要だろ うということ で、こ
れも政府全体の取組として進めていこうということになりました。
②の雇用仲介事 業、26ページ の真ん中から 始まりますけ れども、こ れは正に意見 の方を
御覧になって、ど のような項目 があるのかに ついて御覧い ただきたい のですが、か なり時
代遅れになってい る雇用仲介業 の規制の体系 を抜本的に、 今、ITの活 用ということ も含め
て変えていこうと いうことで、 これについて も既に厚労省 で検討会が 始まっており ます。
26ページの下を見 ていただきま すと、我々の 意見に沿って きちんと全 ての項目につ いてこ
の検討会で検討をしていただくということで進めていく形になっており ます。
最後、「労使双 方が納得する 雇用終了の在 り方」につき ましては、 閣議決定を今 後され
る、政府で合意さ れる部分が「 このため」以 降でございま すけれども 、27ページの 一番下
の部でございます 。ここにおい ても、我々が ３月に出した 「労使双方 が納得する雇 用終了
の在り方」につい て、この意見 に提示したよ うに今後、金 銭解決の話 も含めて選択 肢の多
様化を図っていく べきだという 形を書いてお りまして、具 体的にはそ の下のｃの部 分で、
労働紛争解決シス テムの在り方 につきまして は、ここに書 いています が、労使の代 表者や
法曹関係者、幅広 い方々を参集 していただい て、この意見 に掲げられ た課題等につ いて論
点を整理しながら 検討を進める ということで 、新たに我々 が意見を出 したものにつ いてさ
らに検討の場が設 けられて、そ こでまた議論 が始まるとい うことにつ いてこの答申 の形で
まとめさせていただいたということでございます。
私の方からは以上でございます。
○岡議長
○金丸座長

続きまして、農業ワーキング・グループの金丸座長からお願いします。
ありがとうございます。

農業ワーキングの金丸でございます。
昨年６月の規制 改革実施計画 に記載されま した農地中間 管理機構の 創設、農業委 員会等
の見直し、農地を 所有できる法 人の見直し、 農業協同組合 の見直しを 重点的フォロ ーアッ
プ対象事項といた しまして、法 制化に向けた 検討状況や制 度の運用状 況について検 証して
まいりました。
ほぼこの重点的 フォローアッ プを中心に１ 年を過ごした わけでござ います。今、 申し上
げました主要３法 案の議論につ きましては、 国会で審議中 になってお りますので、 私の方
からは、そのほかの農地中間管理機構を取り巻く環境について触れたい と思います 。
農地中間管理機 構の進捗状況 の把握、課題 の分析、今後 の改善につ きましては、 産業競
争力会議と合同の 会議を開催い たしまして、 両会議であわ せて議論し てまいりまし た。そ
ういう中で、答申 の29ページか ら32ページま でに私の担当 のところが 記載されてお ります
けれども、農地中 間管理機構が さらにその機 能が強化され て、進捗を 促進させるた めに何
が必要かという視点でアから、次の31ページのオまで書いてございます 。
そして、農地中 間管理機構を 下支えする農 地情報公開シ ステムがこ の春よりリリ ースさ
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れておりまして、 これは皆様も 操作可能でご ざいます。第 １次リリー スということ もあり
まして、使い勝手 、レスポンス タイム等に課 題を多く残し ております ので、これは 引き続
き、私がITの分野 の知見を持っ ていることも ありまして、 お手伝いを し、いろいろ な助言
をさせていただいております。
また、新年度に向 けまして幾つ かの課題が あるわけです けれども、農 地中間管理機 構を、
より農地が出やす くするという 環境整備のた めに「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30ペ ージのエに記 載しており ますとおりで ござい
ますが、こちらに つきましては 、検討を農水 省を中心に開 始していた だくことにな りまし
て、これを織り込んでございます。
以上でございます。
○岡議長

続きま して、投資促 進等ワーキン グ・グループ 座長の大崎 さん、お願い いたし

ます。
○大崎座長

投資 促進等ワーキ ング・グルー プを担当いた しました大 崎と申します 。よろ

しくお願いいたします。
私どものワーキ ングの答申内 容については 、33ページか ら58ページ まで、かなり 分量が
多うございます。 かつちょっと 誤解を呼ぶか もしれません が、私ども の取り上げた テーマ
は種々雑多とでも 言うべきもの でございまし て、様々な事 業分野の事 業者の方から 、これ
は外国の会社さん なども含めま して寄せられ た現場で悩ん でおられる 規制の障害と いいま
すか、これは何と かならないか という御要望 を受けて、個 別具体的な 非常に細かい ルール
についてその妥当 性を検討して いくことをや りました。例 えば今まで お話をいただ いた３
つのワーキング・ グループです と、言ってみ れば、交渉相 手といいま すか、取り上 げるも
のを管掌しておら れる府省が特 定のところに なるわけで、 医療と雇用 ですと厚生労 働省で
すし、農業ですと 農林水産省と いうことにな るわけですが 、私どもの ところでは、 昨年、
貿易・投資等ワー キング・グル ープという名 前でやったと きも含めま すと、多分、 文部科
学省と警察庁以外 は大体みんな 来ていただい ているのでは ないか。防 衛省もやって いない
ですね。いずれにせよ、様々な府省の所管するルールについて検討いた しました。
主なものとして は、33ページ の第３段落ぐ らいにまとめ ております 。今年検討し た内容
ですが、廃棄物等の処理促進に関する環境関連のもの。
エネルギーの安 定供給と書い ておりますが 、具体的には 、例えば地 熱発電をもっ と増や
せないか、あるい は小型の火力 発電について もっとうまく できないか という観点か らの検
討。
③で理美容サー ビスとなって おりますが、 理容師、美容 師の規制で す。これなど は、恐
らく時代の変化に 合わなくなっ ているにもか かわらず、長 年にわたっ て十分検討が されて
いなかったものだと思います。
これは国家戦略 プロジェクト と言ってもい いと思うので すが、次世代 自動車の普及 拡大、
水素社会とかとい うことがござ いますが、そ れから、ロボ ットの利活 用という観点 からの
6

規制。
ヒト・モノ・カ ネ・情報の移 動の円滑化な どというまと め方をして おりますが、 これも
いろいろ細かいも のがあるので すが、例えば 法務省が所管 しておられる 在留資格です とか、
農水省所管なので すけれども、 研究用の検疫 物の輸入とか 、様々なも のを検討いた しまし
た。
一つ一つの内容 は非常に細か いので、もし 御関心のある ことがあれ ばできるだけ お答え
したいと思います が、全体を通 じた感想みた いなことを２ 点ほど申し 上げたいので すが、
１つは、新しい項 目をこのよう に取り上げる とともに、前 期までのフ ォローアップ に大変
力を入れまして、 閣議決定どお りに必ずしも 進んでいない ものについ ては、改めて ヒアリ
ングを行うという ようなことを して、できる だけ進めるよ うに努力を していただい たとい
うことがございます。
もう一つは、私 どもは非常に 多岐にわたる 分野ですので 、専門委員 の先生方、い わゆる
常任の委員とは別 に専門委員に も入っていた だいたのです が、専門委 員の方々を全 部集め
ても、とてもでは ないけれども 、全部につい ての専門性を 集めること は無理でござ いまし
て、私はある意味 で、いい意味 での素人感覚 で、素人の目 で常識に照 らして見てこ の規制
は本当に必要なも のなのか、妥 当な厳しさな のかというこ とを専門家 である各所管 府省の
方に問いただして いくという形 で検討して、 かなりの程度 、御理解を 得つつ、具体 的な提
案に結びつけることができたのではないかと思っている次第です。
私の方からは以上でございます。
○岡議長
○安念座長

それでは、地域活性化ワーキング・グループの安念座長、お願いいたし ます。
安念と申します。

私どもが扱った 個別のアイテ ムにつきまし ては答申を御 覧いただき たいと存じま す。余
り世間で注目を浴 びるようなも のではござい ませんので、 もし御関心 がおありであ れば、
後ほど別途御説明をさせていただきたいと思います。
私どもが考えて おりましたの は、今さらも う補助金とか 、企業誘致 とかで大きな 産業が
起きることがもう だんだんなく なってまいり ましたので、 地域が自生 的にというの でしょ
うか、自立的にと いうのでしょ うか、スモー ルビジネスを 立ち上げて 、２人でも３ 人でも
いいから新たな雇 用が生まれる 。こういう環 境をつくるに はどうした らよいかとい う基本
的な観点で考察し てまいりまし た。ですから 、アイテムは どれも非常 に細かいこと ばかり
でございます。
そこで、私ども は、だんだん 空いてきたキ ャパシティを 再利用しよ うというもの を一つ
の柱に据えて考え てきたのです が、これはな かなか難しい ことが分か りました。と 申しま
すのは、現在のま ちづくり系統 の法律、例え ば建築基準法 であるとか 、都市計画法 という
のは高度成長の時 代にできまし たので、人は 増える、まち は広がる、 建物は新築す る、こ
ういう基本的な発 想でできてお ります。その ときの立法者 が間違って いたわけでは ないの
です。時代がそう だったのです から仕方があ りませんが、 日本がだん だん縮んでい くと、
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ベクトルが逆にな ってまいりま すので、結局 、我々のワー キング・グ ループの仕事 も、そ
のような高度成長 にできた法律 をシュリンク していく日本 の姿にあわ せていくとい う非常
に苦しいプロセスの、非常に小さい一部分だったのではないかという気 がいたしま す。
もう一つ、この 分野を手がけ てみて非常に 痛感いたしま したのは、 それ自体はい いこと
だと思うのですが、私が考えてい る以上に地 方分権が進ん でいたという ことです。つ まり、
霞が関のオフィス でどれだけ所 管省庁と議論 しておりまし ても、それ は地方公共団 体の問
題です。となる。 そう答えざる を得ないわけ です。つまり 、国のレベ ルだけで議論 してい
ることには非常に 大きな限界が ありまして、 なかなか具体 策は見えて こないのです が、地
方公共団体と同じ 土俵の上で共 同作業をして いくための何 らかのフォ ーラムが必要 である
ということを痛感 いたしました 。そのことは 、現政権とい いますか、 現在の行政府 の中で
いえば、創生本部 が中核的な役 割になってい ただくのがよ ろしいので はないかと私 は個人
的には思っており ますが、いず れにせよ、い ろいろな工夫 が必要では ないかと感じ た次第
です。
○岡議長

それでは、規制改革ホットラインの座長の佐久間さん、お願いいたしま す。

○佐久間座長

佐久間と申します。よろしくお願いします。

まず、ホットラ インというの は、どなたか らでも規制改 革要望を受 け付けるとい う仕組
みでございます。 具体的にいい ますと、内閣 府のホームペ ージにフォ ームがありま して、
そこのフォームに 従って要望を 打ち込めば、 規制改革に関 係がないも の以外はその まま省
庁に投げる。それで、その回答を待つということでございます。
数字を申し上げ ますと 、平成25年３ 月から3,523件 を６月まで 受け付けまし て、そ のうち
1,969件を省庁に投 げ、回答を得 たのが1,838 件でございま す。この辺 りの数字はこ の資料
の78ページに書いてございます。
今、申し上げま した数字の中 には、昨年10 月に集中受付 月間としま して、地域活 性化を
テーマに受け付け 、11月には多 様な働き方の 実現というこ とで受け付 けたものが入 ってお
ります。
先ほど岡議長か ら御説明があ りましたよう に、この中か ら挙がった ものが今回の 答申の
約６割を占めたということでございます。
具体的に申しま すと、なかな か目に見える 形は決して多 くないので すけれども、 今期の
成果の一つには、 下水管の中に 熱交換器が入 ったというこ とです。従 来は、下水管 の中は
下水と光ファイバ ーしか入れて はいけないと なっていたわ けですが、 下水道法の改 正によ
りまして、その中 に熱交換器が 入る。熱交換 器が入ります と、下水と いうのは非常 に温度
が安定、15度から2 5度というこ とでございま すので、大気 との温度差 を使って熱エ ネルギ
ーができ、それで 冷暖房に利用 できるという 内容でござい ます。これ は成功した例 でござ
います。
また、他にも次 々といろいろ な要望が来て ございまして 、例えば今 、個人企業の 特に零
細、まちの店主、 お店の事業継 承は非常に問 題になってい る。これは 個人の飲食店 の店主
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からの要望で、事 業継承、これ は店主が突然 亡くなって、 相続で子供 が事業を継ぐ となる
と、これは非常に 簡単な手続で 事業が継承で きるのに、真 面目に円滑 な事業継承の 伝承を
したいということ で、生前に子 供に事業を継 がせようとな ると新規開 業と同じよう な手続
が必要になってくる。これはいかがなものか。簡単にしてくれという要 望がござい ます。
いろいろありま して、他には、例 えば今、CO 2の問題が いろいろ言わ れておりま すが、そ
の中で地熱という のは優等生。 再エネであり 、ベースロー ドであると いうことで、 非常に
好まれるのですが 、例えばとい うことで言い ますと、地熱 の開発のた めに空中物理 探査と
いうものをやりま す。これはヘ リコプターで 電磁波を使っ て、地表か らどこに有力 な熱源
があるかというの を探る。ただ 、大体そうい うところには 猛禽類がお りまして、営 巣活動
をしている。そう すると、実際 ヘリコプター が飛べるのは １年のうち の８月から10 月に規
制されるというこ とがございま す。これは正 に環境の保護 という点で 同じなのです けれど
も、完全にトレー ドオフな関係 にある。なお かつ、これは ある一つの 省で解決でき るので
すが、なかなか難 しい。こうい った要望も次 から次に来て 、種は尽き ないなという ことで
ございます。
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。

私どもからの御 説明、御報告 は以上で一旦 終えまして、 これからは 記者の皆さん からの
御質問、御意見を受けたいと思います。よろしくお願いします。
どうぞ。
○記者

岡議長に お伺いしたい のですが、今 期の答申を今 、終えた段 階で一番評価 できる

ところ、逆に一番 うまく行かな かった、課題 となったとこ ろをお伺い したいのです けれど
も、特に、昨年は 農協改革です とか、混合診 療ですとか、 いわゆる大 物があったと 思うの
ですが、今期は岡 議長がおっし ゃるように、 細かなものが 非常に多い と思います。 市民生
活に直結するもの が多いと思う のですが、大 物がなかなか ない現状に ついてはどの ように
感じられていらっしゃいますか。
○岡議長

まず、 後半のところ からお答えさ せてもらいま すと、規制 改革の項目が 大物か

小物かというのは 判断がなかな か難しいと思 います。何と なく昔から 手がつけられ なかっ
たので「岩盤規 制」だか ら、岩盤 規制イコール 大物というイ メージもあ ろうかと思い ます。
ですけれども、私 は、規制改革 は大物小物と いうことでは なく、必ず その改革を求 めてい
る個人なり、企業 なり、団体な りがあるわけ です。世の中 の環境の変 化が進む中で 、何十
年もほったらかし になっていた 規制を変えて ほしいという 御要望がた とえ少数であ っても、
あるいは小さな団 体であっても 、しっかりと 取り上げて解 決していく ことが私ども の役割
であると思ってい ます。突き詰 めれば、国民 一人一人にと って何らか のプラスにな ってい
るというようなことではないのか。
そのように見て いきますと 、今回の 答申は182項目 ありますが 、ほと んどのものが そのよ
うなものでありま すので、大き い小さいとい うことではな くて、大変 意義があるか 意義が
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ないかという視点で見ていただいたら、私は全て意義のあるものだろう と思います 。
また、一つ一つ の項目は細か いけれども、 それが８つ９ つと束にな ることによっ て大き
な改革を起こした 。具体的に言 いますと、投 資促進等ワー キング・グ ループで前期 から取
り上げております 燃料電池自動 車の水素ステ ーションの話 です。水素 ステーション をつく
るための規制は非 常に細かなも のが８つも９ つもあった。 それを一つ 一つ丁寧にク リアす
ることによって、 水素ステーシ ョンができる ようになった 。これは大 変いい例だと 私は思
います。他にもそ のようなもの がたくさんあ るわけであり まして、私 は、今期も各 ワーキ
ング・グループに 取り組んでい ただいた項目 一つ一つが大 変意義のあ るものであり 、国民
生活にも密接に関 係するし、あ るいは産業の 活性化にも貢 献するもの がほとんどで あった
のではないか。自 己評価的なこ とを言えば、 大変充実して いる182項目 だと思ってい ます。
もう一つ追加し たいのは、先 ほど農業ワー キング・グル ープの金丸 座長からお話 があり
ましたが、やはり フォローアッ プですね。こ れは前期にも 申し上げま したが、私ど もの答
申に基づいて実施 計画が閣議決 定されたら終 わりではない のです。総 理も言ってい ました
けれども、そこか らがスタート なのです。で すから、閣議 決定された 一つ一つの項 目がど
のような形で実現 していくのか を見きわめる ことが大変重 要でありま す。今期、こ のフォ
ローアップに大変 力を入れてや らせていただ くということ を１年前に 私は申し上げ ました。
この１年、そのと おりやってき た結果、約８ 割の項目が「 措置済み」 に到達したこ とは、
我々関係者のみな らず、規制を 所管している 省庁も真剣に 取り組んで くれた結果だ ろうと
考えております。私は所管省庁の皆さんの努力も評価したいと思ってお ります。
以上です。
○記者
○岡議長
○記者

ありがとうございます。
他はいかがでしょうか。
労使双方 が納得する雇 用終了の在り 方について、 鶴座長に２ 点お伺いした いので

すけれども、今回 の答申では、 金銭解決の選 択肢を労働者 に明示的に 付与し、選択 肢の多
様化を図ることを 検討すべきで あると。３月 のときの意見 書ではこの 後に、これは 労働者
からの申し出のみ を認める制度 とすべきであ るという一文 が加わって いたと思うの ですが、
今回この一文が抜 けている意味 合いが何かあ るのかどうか 。労働者か らの申し出以 外のも
のも含めての検討という意味合いなのかということが１点です。
もう一点が、シ ステムの在り 方について検 討する会議体 についても 前回の有識者 の意見
書からは少し書き ぶりが変わっ ているのです けれども、鶴 座長はどの ような会議体 が望ま
しいとお考えなのかお考えをお聞かせください。
○岡議長

お願いします。

○鶴座長

ありがとうございます。

今、おっしゃっ た３月に出し た意見の内容 については、 規制改革会 議全体として の意見
というように出さ せていただい たので、この 時点で考え方 は変わって いません。そ れはも
う一度明確にしたいと思います。
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今回は、意見に 書かせていた だいたことを 全部ずらずら と書くので はなくて、こ れは非
常に大部なものな ので、我々は この意見を別 途付属資料と してつけさ せていただい ていま
すので、一番のポ イントは一番 最後のｃの我 々の意見に掲 げた課題等 について、論 点を整
理した上で検討を 進める。これ に尽きるわけ です。つまり 、この意見 というものを 、それ
以外に政府でベー スのあるもの 、ここまで積 み上げてきた ものはござ いませんので 、正に
これは示された課 題について検 討を進めてい くということ でございま すので、ここ に書い
ている内容が全てということで御理解いただきたいと思います。
雇用終了の話に ついては、我 々は意見では 余り具体的に どのような 形で今後検討 の体制
をつくれというこ とは３月の時 点では申し上 げていません でした。こ れは、今後こ の問題
をさらに進めるた めには、多分 、厚労省に置 いて、会議体 というか検 討のものを立 ち上げ
ることになると私 は理解してい るのですが、 その際に、こ こでは様々 な関係者、特 に厚労
省の研究会という と、学識経験 者というか、 学者の方だけ 集まって研 究会をやって 、それ
から労政審という 場合もあるの ですが、ここ ではかなり多 様な方々を 集めてこの問 題を、
いろいろ難しい問 題がございま すので、しっ かり議論して いく。これ は我々も、多 様な働
き方を実現すると いうところで も、いろいろ な方々の立場 の声を吸い 上げて政策決 定に生
かしていかなけれ ばいけないと いうことも申 し上げており ますので、 ある意味で、 そうい
うことも踏まえた 上での今後の 一つの方針と いうことで御 理解してい ただいていい のかな
と思います。
以上です。
○岡議長

よろしいですか。

どうぞ。
○記者

金丸座長 に伺いたいの ですけれども 、遊休農地へ の課税強化 の話なのです が、こ

れまでも議論の俎 上にいろいろ な形でのぼっ てきたところ で、昨年の 与党の税制大 綱でも
課税の強化・軽減 等の方策につ いて総合的に 検討するとい うようにほ ぼ同じような 文言で
盛り込まれていて 、平成27年度 中に検討する ということで すが、どの 程度具体的に 今年度
中に形を出してい くのか。農水 省を中心にか なり増税幅と か、軽減幅 、具体的なス キーム
みたいなものまで 出していくの か。どの程度 のものをイメ ージされて いるのかとい うのが
１点。
農地への課税に ついては、も ともとかなり 税率が抑えら れていて、 転用期待の強 さとか
と考えると、インセ ンティブとし ては弱いの ではないかと いう意見もあ るようなので すが、
どの程度、どのよ うなやり方で 実効性を担保 していくのか という点に ついてもお聞 かせく
ださい。
○金丸座長

ありがとうございます。

規制改革会議の 立場といたし ましては、と りあえず、検 討の場をつ くっていただ くとい
うことで、その後 、今の御質問 のような具体 的なことにつ いては、農 水省と関係省 庁が複
数あると思います けれども、そ ういう方々で 主体的に検討 を進めてい ただきたいと 思って
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います。
実現については 、私どもとし ては期待をし てこの成果を 待ちたいと 思っておりま す。た
だ、その検討のや り方とか中身 については私 どもがフライ ングする立 場にはないな という
ことで、今のところここでとどめさせていただきたいと思います。
○岡議長

よろしいですか。

他はいかがでしょうか。
○記者

薬局の立 地規制に関し て岡議長に伺 いたいのです けれども、 これは表現と して、

病院と薬局との間 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 うな構造上の 規制を改める とあり、その 一方で両者 の経営上の独 立性を
確保するための実 効ある方策を 講じると求め ているのです が、これは 具体的に病院 の建物
内を想定している のか、あるい は病院の敷地 内、また、公 道を介さな い場合の隣接 型。ど
のレベルを求めていらっしゃるのかをクリアにしていただければと思う のですが。
○岡議長

私に対 する御質問だ ったのですけ れども、一番 よく分かっ ている翁座長 に答え

ていただきます。
○翁座長

それでは、御質問にお答えいたします。

今、11ページか ら12ページに かけてのとこ ろをお読みい ただいてい ると思うので すが、
ここで書いてござ いますことは 、フェンスの 設置につなが るような、 薬局に行く際 に公道
を介して行き来するルールというのはこれから継続しないことになりま す。
これで門内での 薬局、医療機 関の敷地内が 認められるか ということ ですが、現在 、敷地
内に土地を借りる などして薬局 を開設するこ と自体は今で も禁止され てはいないの ですが、
今の規制では薬局 に行く際に公 道等を介すこ とが求められ ていて、そ の結果フェン ス等が
必要になっていま して、今回の 改革によって こういったも のは継続し なくなるとい うこと
になります。
厚生労働省とし ては、こうい った構造上の 規制を改める に当たって 、ここにも書 いてご
ざいますが、患者 の薬局の選択 の自由や薬局 の経営上の独 立性も確保 することにつ いて実
効ある措置を考え て検討してい くことになり ますので、経 営上の独立 性の確保の実 効ある
方策というのは、今後、厚生労働省の方で検討されていくことになりま す。
規制改革会議の 中では、例え ば情報開示に よって透明性 を確保する という案があ るので
はないかとか、い ろいろ議論が 出ておりまし たが、今後、 具体的には 厚生労働省の 中で検
討されていくとい うことで、私ど もはそれを フォローアッ プしていきた と考えており ます。
○記者

ありがとうございました。

敷地内はこれま でもグレーな ケースがあっ たと思うので すけれども 、建物内につ いては
今回は見送るということなのでしょうか。
○翁座長

建物内 につきまして は、厚生労働 省からは、た だちに検討 の対象になる もので

はないと聞いてお りますが、規 制改革会議と しては、現行 の構造上の 規制を改める 中でこ
の点についても検討自体が排除されるものではないと考えております。
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厚生労働省は、 建物内という ことになりま すと、構造や 機能上、院 内の調剤所と 余り変
わりがなくなって しまうので、 やはり医薬分 業の考え方と か、今後の 薬局全体の在 り方と
いうことに沿うか とか、又は患 者の薬局選択 の自由を確保 できるかと いうことなど 、まだ
問題があると考え ているという ことで、認め ることは現時 点では難し いと考えてい るとい
うことですが、私どもの考えは先ほど述べたとおりでございます。
○記者

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。

どうぞ。
○記者

今の関連 で、医療機関 と薬局なので すが、公道を 介さないし 、フェンスも ないと

すると、私は、こ れは同じ敷地 内に設置する ことを認めた のかなと読 んだのですが 、理解
の仕方が違うのですか。
○翁座長

ですか ら、敷地内と いうことです と、土地を借 りるなどし て薬局を開設 するこ

と自体は今でも禁 止はされてい ないのですが 、そういう場 合であって も、今の規制 は薬局
に行く際に、フェ ンスをつけて 、一旦出てか ら入るという ことが現在 必要となって いるの
です。そういった フェンスの設 置につながる ような、薬局 に行くため に公道を介し て行き
来する。又は医療 機関を一旦出 て、フェンス をつけること によってて 公道を介して 行き来
するようなルール というのは今 回の合意で今 後は継続しな い方向で改 めていくこと になる
ということです。
○記者

簡単に言 ってしまうと 、公道を介さ ないで行ける ようにルー ルを変えると いうこ

とですか。
○翁座長

そうですね。

○岡議長

どうぞ。

○記者

同じく翁座長にお伺いします。

医薬分業のとこ ろで、アの11 ページで「門 前薬局の評価 を見直すと ともに」とあ ります
けれども、ここの 部分は文意か らいくと、引 き下げる方向 で見直すと いうように読 めるの
ですが、そのような理解でよろしいのでしょうか。
○翁座長

診療報 酬に関する事 項なので、厚 生労働省の方 でこれから 具体的に検討 されて

いくと思いますが 、門前薬局が 非常に乱立し ていることに 対しての問 題認識は規制 改革会
議も厚生労働省も 同じでござい まして、ここ については評 価を見直す という引き下 げの方
向で考えていくということでございます。
ただ一方で、そ の次のところ に「患者にと ってメリット が実感でき る薬局の機能 は評価
し」ということで ございますの で、どういう 機能を評価す るか、どう いう機能を提 供する
かも含めて診療報酬全体を抜本的に見直していくことになるということ でございま す。
○記者

ありがとうございます。

そうすると、先 ほどお話があ った門内薬局 についても門 前薬局と基 本的には機能 等、特
質等が同じだと思 われるのです けれども、そ れも引き下げ の対象にな っていくとい う理解
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でいいのでしょうか。
○翁座長

これか らの議論でご ざいますが、 門前薬局の評 価を見直す という、そこ に該当

することになると そういうこと になります。 ただ、メリッ トが実感で きるような機 能をき
ちんと評価されれ ば、全体とし てどうなるか ということは 今後の報酬 体系の議論に よって
くるということで すが、門前であ ることに関 しては引き下 げの方向とい うことになり ます。
○記者

ありがとうございました。

○岡議長
○記者

どうぞ。
金丸座長 に確認みたい な質問なので すけれども、 遊休農地に 係る課税の強 化・軽

減の検討なのです が、これは具 体的には固定 資産税を増税 する、そし て、この軽減 という
のは、中間管理機 構に貸し出し た場合は税金 を軽くすると いう認識で よろしいので しょう
か。
○金丸座長

ありがとうございます。

これについては 、これからの 議論としか言 いようがない のですが、 ただ、そのと きに既
存の税を例えば改 正する方法あ るいは新しい 税で考えると いう方法も あります。耕 作放棄
地をそのままにし ていったとき の逆のディス インセンティ ブという表 現でこの中に は書い
てございますが、 何らかの形で 、リーズナブ ルで、かつ効 果的な制度 の新しい在り 方を検
討していくことになると理解しています。
○岡議長

他はいかがですか。

どうぞ。
○記者

翁座長に伺います。

14日制限の見直 しとあるので すけれども、 これは14日制 限を全然な くしてしまう という
ことなのか、それ とも14日では なくて例えば 20日とか、そ ういうこと にするとか、 そうい
うことなのか、具体的に教えていただければと思います。
○翁座長

御質問ありがとうございます。

いろいろ議論は ございました けれども、完 全になくして しまうとか 、少しそれを 長くす
るとか、そこまで は具体的には まだ決まって おりません。 これから14 日を限度とす る、そ
ういった規制につ いては見直し の方向で、よ り長くすると か、なくす とか、そこま での結
論は今後、厚生労 働省の方で議 論して、決定 していくこと になります 。ただ、方向 として
はそれを緩和していくということまでは合意をしているということでご ざいます。
○岡議長

他はいかがでございましょうか。

どうぞ。
○記者

翁座長に お聞きしたい のですけれど も、こちらの 報告書でい いますと12ペ ージの

市販品類似薬のと ころなのです が、ワーキン グ・グループ の議論の中 では具体的に 例えば
第一世代の湿布薬 の話が俎上に のぼっていた かと思うので すが、報告 書の書きぶり を拝見
しますと、具体的 にどういうも のを落とすか とか、どうい うものを対 象にするかは 表現と
しては落ちている ようなのです が、ここのと ころはどうい う御配意が あったという か、議
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論があったのかをお知らせください。
○翁座長

ありがとうございます

ワーキングでは 、湿布薬のこ となどを中心 に議論をいた しました。 ただ、市販品 類似薬
とここに書いてお りますのは、 湿布薬も含め て市販品類似 薬全体につ いて議論をし ていく
ということでこのような書きぶりとなっております。
○岡議長

他はいかがでございましょうか。

よろしゅうございますか。
どうぞ。
○記者

理美容の 件でお伺いし たいのですけ れども、答申 では、国家 試験及び養成 施設の

教育内容について 触れられてお ります。その 上で両資格の 取得の容易 化についても 触れら
れているのですが 、養成施設に ついては期間 を短縮すると いう意味合 いで書かれて いらっ
しゃるのか、それ とも両方の資 格を一緒にと れるのか、若 しくは新し い資格をつく られる
のか、今後の議論も あると思うの ですが、どの ような思いを 込められて 書かれている のか、
お考えをお願いします。
○大崎座長

ありがとうございます。

基本的な考え方 は、理容師の 方が例えば美 容師を追加的 に取得する 、あるいは美 容師の
方が理容師の資格 も追加的に取 得することに 要する期間を 、現在です と２年、いわ ばやり
直しということに 原則はなるわ けですが、そ れよりも短く していくと いうことです 。具体
的なやり方につい ては今後検討 ということに なろうかと思 います。我 々としては、 それを
フォローアップしていく。
新しい資格とい うこともおっ しゃったので すが、そうい うことは現 時点では具体 的に何
も述べておりませ んので、少な くとも、直ち にそのような ことを検討 する方向では ないと
いう理解でよろしいかと思います。
○岡議長

ありがとうございました。

どうぞ。
○記者

鶴座長にお伺いいたします。

発表されている ものは１月、 ２月、３月と 明解に出され ているもの なので、端的 に２点
だけお伺いさせてください。
まず、解雇の金 銭解決ではな くて、解雇紛 争の金銭解決 でよろしい か。まず１点 そこを
明解にお願いします。
○鶴座長

今の解 雇紛争、解雇 で、紛争が起 こったときの 金銭解決と いうことで、 これは

ここにも、我々も 意見のときも そうなのです けれども、訴 訟で裁判に 行って、判決 として
不当というものが できたときの 選択肢の在り 方ということ で、我々、 議論は限定し ていま
すので、多分そう いう御質問、 趣旨と伺った のですが、紛 争があって 、それで訴訟 に行っ
て、最後、判決が 出て、その後 の対応という ことで、ここ の最後のｃ の部分という ことで
ございますが、我 々はそういう 理解をしてい ます。それ以 上いろいろ 広げるとか、 そうい
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うことはこの中では書いていません。
○記者

誤解をしているところがよくあるものですから、明解にしたかっただけで す。

最後にもう一点 、26ページの ａとｂのｂは 非常に大事だ と思ったの ですが、これ は受け
止め方として、現 在この主要な 関係者という のは例えば労 働政策審議 会で言うと、 使用者
側は経団連とか、 日商、東証。 労働側は連合 とかという感 じになりま すが、それ以 外のサ
ービスとか、今、 いろいろな働 き方の方々が 増えています 。そういっ た方々の声を という
認識でよろしいでしょうか。
○鶴座長

全くそ のような御理 解でいいと思 います。通常 、三者構成 と、我々は三 者構成

を否定しているわ けではなくて 、それはそれ で担保すべき だと思って いますけれど も、そ
れだけではなくて 、やはり働き 方がこれだけ 多様化してい るので、い ろいろな立場 の方が
いらっしゃる。そ れがそういう いろいろな非 常に大きな団 体だけで声 をきちんと拾 い上げ
てこられるのかと いうことを、 我々は規制改 革会議の本会 議の中でも いろいろヒア リング
しながら、そうい う思いも非常 に強めてきた 部分がござい ますので、 なるべくいろ いろな
立場の方々から、 隅々まで声を 拾っていく。 これは非常に 大変なこと ではございま すが、
そういうことを努 力することを やらなければ ならない。正 にその思い がここに込め られて
いるということでございます。
○記者

明解に分かりました。ありがとうございます。

○岡議長

いかがでしょうか。

どうぞ。
○記者

翁座長に伺います。

調剤薬局の調剤 報酬の点数の ところなので すが、具体的 な議論は厚 労省で検討す ること
になるとは思うの ですけれども 、院内薬局と 院外薬局の調 剤報酬の点 数の違いとい うもの
が一つ議論の俎上 に上がってい たかと思うの ですが、この 点について は門内という 形にな
ってしまうと、ど ういった方向 での規制改革 というか、会 議としては どういう方向 で考え
ているかということについて伺えればと思います。
○翁座長

私ども の考えは、10 ページの下に ございますけ れども、薬 局の機能やサ ービス

に応じた診療報酬 となるように 、調剤報酬の 在り方につい て抜本的な 見直しを行う という
ことでございます 。ですから、 私どもが一番 重視して議論 いたしまし たのは、機能 やサー
ビスということに 対して、今ま では院内から 院外へという 形で、かな りインセンテ ィブを
つけて院外処方を 促してきた。 そういうやり 方をもう一回 、ここで立 ちどまって考 え直す
必要があるのでは ないかという 視点でやって おります。そ の上で、や はり今後もっ と薬局
が患者にとってメ リットを感じ られる機能を 果たすべきで はないか。 そういった機 能に応
じた報酬にするべきだというのが私どもの最大のポイントでございます 。
先ほども申し上 げましたけれ ども、具体的 に門前のこと とかも書い てございます が、む
しろ今申し上げた ようなポイン トが私どもが 一番お願いし たいと考え ているところ であり
ます。あと、今ま では院内から 院外へという ことで、イン センティブ をつけていた のです
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が、薬局がその機 能を実際に果 たしているか ということが 必ずしも確 認できていな かった
ということがございます。
11ページの上か ら３行目、４ 行目になりま すが、「実際 に提供した サービスの内 容に応
じて」と書いてあ りますけれど も、やりっ放 しではなくて 、きちんと サービスをや ったと
いうことを確認し て報酬を支払 うという形で 、努力した薬 局・薬剤師 が評価される ように
するという考え方でございます。
ですから、今ま で長年にわた って７割まで 院外処方が進 みましたが 、それでちょ っとず
ついろいろな加算 をしてきまし たけれども、 今回は抜本的 に考えて見 直してほしい という
中で、今、御質問のような趣旨も検討されていくことと思います。
○記者

サービス のところなの ですが、今ま では調剤の業 務というか 、そこが技術 料とし

て評価されてきた と思うのです けれども、今 、厚労省はか かりつけ薬 局などという ことも
やられていますが 、サービスの 内容としては 具体的にはど ういったこ とを想定され ていら
っしゃるのでしょうか。
○翁座長

かかり つけ薬局とい う定義自体も まだ明確では ないのです 。私どものワ ーキン

グの方でもいろい ろ一元的に服 薬を継続的に 把握するとい うことで、 処方内容をチ ェック
するということか ら、在宅 療養する患者 への指導とか 、また 、かかりつ け医との連携 とか、
特に地域包括ケア の中で今後の あるべきかか りつけ薬局の 具体的なイ メージという のは厚
生労働省から御説明を受けております。
ただ、何をもっ てこれからか かりつけ薬局 の要件とする のかという ことについて は、私
どもともかなりい ろいろな議論 がございまし たし、また要 件自体もこ れから明確化 すると
いうことで、10ペ ージの下から ３行目ですが 、地域包括ケ アにおける かかりつけ薬 局の要
件を具体的に明確 化するという ことをして、 それで薬局全 体の方向性 を考えていっ てほし
いということにな っていますの で、議論は今 後いろいろ行 われていく と思いますが 、そう
いう視点で私どもはフォローアップしていきたいと考えております。
○司会

よろしいでしょうか。

７時を過ぎまして、所定の時間が過ぎております。
○岡議長

時間ですので、この辺りで終わらせたいと思いますが、よろしいですか 。

最後に私の方か ら改めて一言 。今日、私ど もの答申を総 理に手交し た後、総理か ら、引
き続き「規制改革 に終わりはな い」という精 神でしっかり 取り組んで いただきたい という
お言葉があったこ とをお伝えす ることに加え て、先ほど申 し上げまし たが、我々が 答申し
て、閣議決定され た規制改革の 実施計画が実 現できて初め て一件落着 でございます 。そう
いう意味では、私 ども規制改革 会議に対して は、新たな答 申をしてい くことと同時 に、閣
議決定された実行 計画が一つ残 らず実行され るまで、粘り 強い活動が 求められてい ること
を今日改めて感じたということをお伝えして、この記者会見を終わりた いと思いま す。
どうもありがとうございました。
○司会

どうもありがとうございました。
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終わりにしたいと思います。
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