第８回

投資促進等ワーキング・グループ
議事録

１．日時：平成27年３月23日（月）13:00〜16:30
２．場所：中央合同庁舎第４号館４階共用第２特別会議室
３．出席者：
（委

員）大崎貞和（座長）、松村敏弘（座長代理）、岡素之（議長）、
大田弘子（議長代理）、安念潤司、森下竜一

（専門委員）川本明、久保利英明、小林三喜雄、道垣内正人、圓尾雅 則
（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、
佐久間参事官、仁林企画官
（環境省）総合環境政策局
（厚生労働省）健康局
（法務省）大臣官房

大森環境影響評価課長

稻川生活衛生課長、吉岡生活衛生課長補佐
坂本参事官

（内閣官房）IT総合戦略室

瓜生参事官

（事業者）一般社団法人日本経済団体連合会、日本製紙連合会、
全日本美容業生活衛生同業組合連合会、全国理容生活衛生同業組合連合 会
４．議題：
（開会）
１．「小規模火力発電に係る環境保全対策ガイドライン」の見直し
２．理美容業に係る規制の見直し
３．日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する 際の法人登 記等に
関する規制の見直し（重点的フォローアップ）
４．ビッグデータ・ビジネスの普及（重点的フォローアップ）
（閉会）
５．議事概要:
○佐久間参事官

それでは、規 制改革会議第 ８回投資促進 等ワーキン グ・グループ を開催

いたします。
皆様方にはおかれましては、御多用中、御出席いただき、誠にありが とうござい ます。
本日は、当ワー キング・グル ープの委員、 専門委員のほ か、まだお 越しになって いませ
んが、岡議長、あと大田議長代理もいらっしゃっております。
それでは、議事を進めさせていただきます。
なお、本ワーキ ング・グルー プにおきまし ては、議事録 を公開する こととなって おりま
すので御了承願います。
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以後の進行は、大崎座長にお願いしたく存じます。
○大崎座長

それ では、早速で ございますが 、第８回投資 促進等ワー キング・グル ープの

議論を開始したい と思います。 本日も３時間 半という非常 に長丁場を お願いしてお ります
が、できるだけ効率的に進めてまいりたいと思いますので、よろしくお 願いいたし ます。
それでは、最初 の議題でござ いますが、「 『小規模火力 発電に係る 環境保全対策 ガイド
ライン』の見直し」の議論でございます。
事業者として、 日本経済団体 連合会、それ から、関係府 省として環 境省から、そ れぞれ
御出席をいただいております。
それでは、まず 、この件に関 する要望者で あります経団 連から資料 について御説 明をお
願いいたします。
○日本経済団体連合会

それでは、御説明申し上げたいと思います。

まず最初に、大 田議長代理、 大崎座長並び に委員の皆様 におかれま しては、本日 はこの
ような機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
資料１−１に沿いまして私どもの要望を御説明申し上げたいと思いま す。
１ページおめく りいただきま して、まずガ イドラインに ついてでご ざいます。こ れは釈
迦に説法でござい ますけれども 、環境省が昨 年の10月３日 に、国の環 境アセスメン ト制度
の対象外となって おります小規 模火力発電所 につきまして ガイドライ ンを発出した という
ことでございます。
その下に国のア セス制度を書 いてございま すけれども、基本的に11.2 5万キロワッ ト以上
が対象でございま して、それ未 満のものにつ いては自治体 の条例に基 づいて対応し ている
ということでございます。
３ページ目が、 昨年末に発表 になりました ガイドライン の問題点を 書かせていた だいて
おります。手続面 及び内容面の 両面で問題が 存在すると私 どもでは考 えているとこ ろでご
ざいます。
まず、手続面の 問題点でござ いますけれど も、そもそも タイトルが ガイドライン となっ
ておりまして、運 用指針あるい は規制の類で あって遵守す べき性格の もの、と誤解 される
可能性があると考 えております 。また、ガイ ドラインの中 の文言でも 、こういった ことが
遵守されるように 期待したいと か、考慮され るように期待 したいとか 、そういった 文言が
ございまして、そ の中身でも遵 守すべき性格 のものである と誤解され る可能性があ ると考
えております。
それから、手続 面の問題点の ②のところで ございますけ れども、行 政手続法上の 「行政
指導指針」と考え られるにもか かわらず、そ れにのっとっ た手続、具 体的にはパブ リック
コメントといった意見照会手続が踏まれていないという問題があると考 えておりま す。
３点目は内容面 の問題でござ いまして、達 成困難な数値 の記載等が あると考えて おりま
す。
４ページ目以降 、中身につい て詳しく申し 上げたいと思 いますが、 我々の要望事 項は、
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先ほど申し上げま したように、 手続、内容の 両面で問題が あることか ら、まず撤回 してい
ただきたいという ものでござい ます。仮に、 もし何らかの 理由で撤回 困難というこ とであ
れば、少なくとも 以下の３つ、 ４ページ目の 下の①②③の 対応をして いただきたい という
ことでございます。
まず、これは遵 守すべき性格 のものではな いことをしっ かりと明確 化していただ きたい
というのが１点目。
メインタイトル から「ガイド ライン」とい う文言を削除 していただ くとともに、 メイン
タイトルの中に「 事例」という 用語を入れて 、単に「事例 集」である ことを明示し ていた
だきたいというのが２点目でございます。
３点目といたし まして、これ ら上記２つに ついて、自治 体及び事業 者に周知徹底 をして
いただきたいということでございます。
５ページ目以降 に問題点の詳 細を書かせて いただいてお ります。ま ず、手続面の 問題と
いうことで、メイ ンタイトルや 本文中に「ガ イドライン」 の呼称を使 用していると いうこ
とでございまして 、こういった 呼称があるこ とに加えて、 環境省にお かれましては 、この
フォローアップを するための検 討会を公表か ら３か月もた たない12月 にされていて 、その
中でも、事務局、 あるいは委員 の先生方が、 事例集ではな くて、ガイ ドライン、ガ イドラ
インとおっしゃっ ていて、それ がどんどん既 成事実化され ていくので はないかとい うのを
大変危惧しているところでございます。
あと、誤解を招 いているとい うことのもう 一つの証左と いたしまし て、事例②を 書かせ
ていただいており ますけれども 、石炭火力の 設置を検討す るに当たっ て、自治体に 事前相
談に行ったところ 、このガイド ラインを見て いるかを確認 された事例 があるという 報告も
受けているところでございます。
６ページ目でご ざいますけれ ども、手続面 の問題②でご ざいますが 、先ほど申し 上げま
したように、行政 手続法では、 行政指導を行 うときの指針 については パブリックコ メント
を付すべきと書か れているわけ でございます が、そういっ た手続が今 回については 踏まれ
ていないということでございます。
７ページ目でご ざいますけれ ども、達成困 難な数値の記 載というこ とでございま して、
例えば、今日、ガ イドライン本 体がお配りさ れていると思 いますが、 その１ページ 目では
「脱硫99パーセン ト以上」とい う数値があり ますけれども 、これにつ いては最先端 の火力
発電所においても達成困難と思われる数値でございます。
８ページ目にま いりまして、個 別企業の独 自技術が記載 されていると ころもござい ます。
これらにつきましては、後ほど製紙連合会から詳しく御説明申し上げた いと思いま す。
９ページ目以降 が具体的な影 響でございま して、１つは 自治体への 影響でござい ます。
先ほど申し上げま したように、 環境省におか れましては、 こういった フォローアッ プ検討
会を開催して周知 を図られてい るということ でございまし て、周知の 仕方にもより ますけ
れども、そういっ た形で、どん どん、ガイド ラインとして の既成事実 化が図られて いるの
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ではないかと思っているところでございます。
また、先ほど申 し上げました ように、一番 下のところで ございます が、実際にガ イドラ
インを見ているかを確認された事業者の事例もあると伺っております。
10ページ目にま いりまして、 事業者への影 響ということ でございま して、今後、 小規模
火力、石炭火力が なかなか造れ ないというこ とであります と、そもそ も産業界は厳 しい国
際競争にさらされ ている中で、 安価な電力を 機動的に調達 することが 難しくなるの ではな
いかと考えている ところでござ います。した がって、産業 競争力上の 問題点が大き いと思
っているところでございます。
最後に、具体的 な影響３でご ざいますけれ ども、効率的 な電力シス テム構築への 影響と
書いてございます けれども、今 、御案内のと おり、東日本 大震災以降 、我が国は電 力不足
でございます。こ ういったとこ ろで、電力の 供給力を増加 させるため の取組が、非 常に予
見可能性の低いガ イドラインに よって阻害さ れるのではな いかという ことを危惧し ている
ということでございます。
あと、もう一点 は、小規模石 炭火力は、新 たに電力市場 に参入する 事業者にとっ て非常
に重要な位置付け でございます 。場合によっ てはガイドラ インが新規 参入を阻害す るケー
スもあるのではな いかと考えて おりまして、 結果として効 率的な電力 システムの構 築を阻
害することになるのではないかと考えているところでございます。
12ページは要望内容の再掲でございますので、省略させていただきま す。
製紙連合会から補足をいただければと思います。
○日本製紙連合会

連合会の中川です。

今、御説明あっ たとおりです けれども、私 どもとしては 、まず、手 続面で言えば 、ほん
の一握りの企業の ヒアリングで これを普遍的 なガイドライ ンにするこ とが問題だと 思って
います。なおかつ 、先ほど資料 にもありまし たように、個 別の企業の 技術がガイド ライン
の中に取り上げら れること自体 もおかしいと 思います。と 申しますの は、この８ペ ージに
あるトレファクシ ョンという技 術は、それこ そ日本製紙の 技術なので すけれども、 果たし
てヒアリングした 内容を、この 内容でガイド ラインにしま すけれども 、これで問題 ありま
せんかということ をそれぞれの 企業に聞いた かどうかが疑 われるので すね。と申し ますの
は、私どもの傘下 の日本製紙と いう企業は、 自分のヒアリ ングが業界 他社に悪影響 があっ
ては困るという形 で、私、実は メモをもらっ たことがあり ますので、 そういう企業 が、こ
ういった自社固有 の技術がガイ ドラインにそ のまま掲載さ れることを 認めるとは思 えない
のですね。
それから、もう一つ 、自治体の ことを申し ますと、多分、御存じだと 思いますけれ ども、
最近、担当者が２ 年か３年ぐら いでかわって いきまして、 経験のない 人が多くなっ ていま
すので、ガイドラ インという形 に示しますと 、それをその まま盲目的 に信じて、ガ イドラ
インで運用される ことがありま すので、その 辺の影響がか なり出てく ることを懸念 してお
ります。
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それから、先ほ ど11ページに ありましたよ うに、本来は 小型の火力 発電はある程 度機動
的に運用すること が必要かと思 いますけれど も、ほとんど 無理という 形になります と、競
争力よりも前に企業活動自体が立ち行かなくなる可能性があるかと思い ます。
以上です。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの件につ いて環境省か らの御説明を お願いした いのですが、 １点だ
け、今、日本製紙 連合会の中川 さんから御指 摘があった、 ガイドライ ン作成過程で 、いわ
ゆる取材先といい ますか、情報 収集された企 業がガイドラ インに掲載 されることを 認識さ
れていたかどうか という点につ いては、こち らの資料にな くても、ぜ ひ触れていた だきた
いと思いますので、その点だけお願いいたします。よろしくお願いしま す。
○環境省（大森課 長）

ありが とうございま す。環境省の 環境影響評 価課長の大森 でござ

います。
では、先ほど経 団連と製紙連 合会から御説 明があった点 について、 環境省の考え 方を、
まず、小規模火力 ガイドライン の背景と問題 の所在という ところから 御説明したい と思い
ます。
アセスメント、 環境影響評価 につきまして は、先ほども ありました けれども、大 規模な
事業について、環 境影響を調査 ・予測・評価 して、必要な 環境保全措 置を事業者み ずから
でとっていただく 制度となって おります。発 電所ですと、 参考資料２ のパンフレッ トにも
載っておりますの で、５ページ ですが、でき たら御覧いた だければと 思いますけれ ども、
規模の大きなもの 、15万キロワ ット以上のも のは必ず制度 の対象とし て手続をとっ ていた
だくことになって いまして、15万 キロワット 未満で11.25万 キロワット 以上のものに ついて
は、アセスをするか どうかは主務 大臣、発電所 の場合は経済 産業大臣に なりますけれ ども、
個別に判定するという制度になっております。
それ以下につい ては、地方の 条例がある地 域では条例対 象になる場 合もあります し、発
電所が条例の対象 になっていな い地域につい ては手続がな いと、こう いう状況にな ってお
ります。今までは 、経済性の面 で、10万キロ ワット程度の 小規模火力 発電所は余り つくら
れることがなかっ たのですけれ ども、東日本 大震災以降の 電力需給の 逼迫、それか ら、電
力自由化をめぐる 動向で、アセ ス法の対象規 模未満の火力 発電所がつ くられる、そ ういう
計画が急増してきたということでございます。
火力発電は小さ いものでも10 万キロワット となりますと 、設置数が 増えれば著し い環境
影響が生じるおそ れ、特に温暖 化、大気汚染 、そういった 環境影響が 懸念されると ころで
ございます。
次のページを見 ていただけれ ばと思います けれども、環 境省で、今 、各事業所で 公表さ
れている小規模火 力発電所の事 業計画を取り まとめたもの が３ページ 目、４ページ 目に並
べております。こ れを見ていた だきますと、 石炭火力でつ くられよう と計画されて いる例
が非常に多いという状況でございます。
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また、電力の使 い道について は、ここに書 いていないの ですけれど も、我々が調 べまし
たところによりま すと、新電力 に販売とか、 いろいろな販 売というこ とで、電力事 業とし
て売られるような 例が多いと伺 っております 。特に石炭火 力などが多い という状況で すと、
小規模の、10万キロワ ットレベルの ものでも、例えば、10 個集まると10 0万キロワッ トとい
う大きな発電所と 同じぐらいの 環境影響が懸 念されますし 、また、１ つ１つの効率 は大き
なものに比べると 悪いことにな りますので 、10個集 まった場合は 、100 万キロワット の最新
式の発電 所と比べ ると、 例えば 、CO ２の 排出量 が多い とか、そ ういう 環境影 響が懸念 され
るという状況になっています。
こういった状況 を踏まえまし て、５ページ 目を見ていた だければと 思いますけれ ども、
環境省としては、 事業者みずか らが、それぞ れ、できる限 り、より良 い環境保全対 策をと
っていただいて、 また自治体の 参考ともなり ますような優 良な先進事 例を収集して 、昨年
の10月３日に小規 模火力の発電 技術のガイド ラインとして 取りまとめ たものでござ います。
ここでは、数字の 話は後ほどま た御説明いた しますけれど も、原則と してカタログ 値であ
りまして、状況に応 じて地域的な 状況、社会的 な状況で達成 されない場 合もあります ので、
カタログ値である こと、それか ら、達成され ない場合もあ るというこ とは、あわせ てガイ
ドラインに明記をしているところでございます。
まとめますと、 これは義務と か要件ではな くて、事業者 がより良い 環境保全のた めに対
策をとっていただ くような具体 的な方法を紹 介したものに なっていま して、６ペー ジ目に
抜粋がございます けれども、こ こでも、飽く までも参考と していただ くという趣旨 を、本
体にも明記をしているところでございます。
中身については 、７ページ、 ８ページに抜 粋を載せてお りますが、 こういう技術 的なと
ころを先進事例ということで載せているところでございます。
飛ばしますが、ガ イドラインの 公表後、趣旨 や内容を周知 する必要が あるというこ とで、
環境省では、９ペ ージ目に例と して載せてお りますけれど も、事業者 、それから、 一部自
治体の方を対象に セミナーを開 いて、そこで 内容と趣旨を 周知してい るところでご ざいま
す。そのほかでも 、自治体に向 けましては、 ブロック別の 自治体の担 当者会議で、 そうい
った場面でまたガ イドの趣旨、 内容を説明し たり、最近で も、環境影 響評価研修と いうこ
とで、これも企業 やコンサルタ ント、それか ら、自治体な どを対象に したものでご ざいま
すけれども、そう いったもので も趣旨と内容 を説明すると いうことで 、先ほどあり ました
ような、飽くまで も参考として いただきたい ということを 御説明させ ていただいて いると
ころでございます。
その結果でござ いますけれど も、例えば、 セミナーでア ンケートを とったところ でも、
環境省が行ったア ンケートです ので、そうだ というところ はあります けれども、有 用であ
るという御回答を いただいたり 、それから、 11ページ目、 めくってい ただきますと 、フォ
ローアップのため に事業者にア ンケートを行 ったところで も、例えば 、有用である とか、
そういったお答え をいただいた り、あと、個 別の記述回答 でも、環境 保全技術の参 考とし
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て有用であるとか 、若手社員の 教育に使える とか、そうい ったお答え をいただいて いると
ころでございます 。自治体につ いても、ガイ ドラインの使 い道という か、使用状況 などを
お尋ねしていると ころでござい ますけれども 、グラフにあ りますよう に、どれも参 考資料
として使っている とか、若しく は今後使う予 定ということ で、自治体 の方も参考資 料であ
ることは御認識いただいているのではないかと考えております。
13ページ目から 、先ほど経団 連から御提案 いただきまし た点につき ましてなので すが、
まず、１点なので すが、最初の 経団連の御要 望で、ガイド ラインを撤 回すべきとい う御要
望なのでございま すけれども、ホ ットライン のときにいた だいていない 御要望でした ので、
すみません、この 資料にはその 回答を入れて おりませんけ れども、撤 回するという ことだ
と、このガイドラ インを出した ことが間違っ ているという ことになっ てしまいまし て、環
境省としては間違 っているとは 考えておりま せんので、こ のガイドラ インを撤回す るとい
うことは現時点では対応できないということでございます。
経団連の撤回の 御要望の理由 として、問題 点が３つ挙げ られており ますので、１ つずつ
御説明させていただければと思います。
まず最初、この ガイドライン が運用指針と か規制の類で あって、遵 守すべき性格 のもの
と誤解されるとい う点について は、環境省は 、先ほども申 しましたよ うに、これは 飽くま
でも優良事例、先 進事例をまと めたものであ って、参考と していただ くということ でこれ
までも説明してき ておりますし 、また、ガイ ドラインとい う名称につ きましては、 各省庁
それぞれ様々な使 い方をしてお られるという ことで、ガイ ドラインで あるから規制 の類で
あるということには必ずしもつながらないのではないかと考えておりま す。
問題点の２でご ざいますけれ ども、行政指 導指針という ところにつ きましては、 そもそ
もこれ自身、行政 指導に当たる ものではない 。参考資料と して、行政 指導がどうい うもの
か、環境省で行政 手続法の関係 資料で抜粋し たものをお持 ちいたしま したけれども 、行政
指導というのは一 定の行政目的 を実現するた めに、特定の ものに一定 の作為又は不 作為を
求めるようなもの でございます が、これはそ ういったもの に該当する とは考えてお りませ
んので、そういっ た意味で、パ ブリックコメ ントも行って いない、飽 くまでも先進 事例集
だということですので、そういう手続は必要ないと考えております。
今日、各省庁で 、ガイドライ ンについても 様々な使われ 方があると いうことを、 環境省
で取り急ぎ調べた 一覧表をお持 ちしたところ でございます けれども、こ ういったもの でも、
ガイドラインとい う名前がつい ているのです けれども、奨 励的なもの とか、行政指 導に当
たらないのでパブ リックコメン トを行ってお られない例は 他省庁でも あるというこ とで、
環境省としては認識しております。
最後、内容面 での問題点 で、数字の ところとい う御意見があ りました 。数字につい ては、
先進事例ですので 、例えば、「 脱硫99％」と いうような高 い値を出し ておりますが 、先ほ
ども申しましたけ れども、基本 的にはカタロ グ値であって 、世の中に はこういうも のがあ
るということで述 べているとこ ろでございま す。ただ、誤解 があるとい う御指摘があ れば、
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もうちょっと幅を 持たせて書く 。幅を持たせ てしまうと、 下の方でい いのではない かと、
そういう解釈をと られると我々 としては困る ので、なるべ くいい方を 目指していた だきた
いのは山々なので ございますけ れども、もう ちょっと幅を 持たせたよ うな書き方を すると
か、そういった工 夫を、今後こ のガイドライ ンのバージョ ンアップを する際には考 えてい
きたいと思います。
そういった意味 で、問題点に ついては、先 ほど申しまし たように、 多少、環境省 として
考え方に違いがあ るということ で、このガイ ドラインの撤 回はできな いということ でござ
いますが、資料13 ページに戻っ ていただきま して、そうで ない場合の 経団連からの 御提案
として、３つあるかと思います。
１つは、法の運 用指針や規制 の類ではなく て、遵守すべ き性格のも のではないこ との明
確化ということで 、これは今ま で御説明して きたところで ございまし て、例えば、 自治体
で、先ほどありま した、ガイド ラインを見て いるかどうか を確認され た事例がある という
ことについては、 別に従えとい うことでなく て、見ている かどうかの 確認だったら 、正に
参考にするという 運用ではない かと考えてお りますが、さ らにそれよ り踏み込んだ ことを
どこかの自治体が おっしゃった ということで あれば、それ はそれでま た我々の周知 が足り
なかったということですので、具体的に教えていただければと思います 。
それから、も う一つ、御提案の２つ 目と３つ目で ございますけ れども、「ガイドラ イン」
の文言を表題から 削除するとい うところにつ いては、繰り 返しになり ますけれども 、ガイ
ドラインという使 い方が各省庁 、環境省もそ うなのですけ れども、割 と様々な使い 方があ
りまして、ガイド ラインがある からといって 、すぐに法に 基づく指針 と、そういっ たもの
ではなく、正に小 規模火力とい うのは法の規 制の対象外の ところでご ざいますので 、各省
庁、そういったと ころについて 用いているも のもあります ので、環境 省としては、 飽くま
でも参考として使 っていただく ものというこ とで説明もし てきており ますので、名 前をこ
この段階で変える必要はないと考えております。
ただ、繰り返し になりますが 、中身の義務 付けという問 題につきま しては、今の ところ
は、アンケートな どにもよりま して、義務づ けとは受け取 られないと 考えておりま すけれ
ども、今後とも引 き続き、自治 体、それから 、事業者の方 に対して、 この文書の趣 旨の周
知徹底は行っていきたいと、このように考えております。
先ほど座長から いただきまし たものについ ては、ガイド ラインでこ ういうものを 出しま
すというのは、ヒ アリングいた だいた各企業 には事前にお 見せしてい るところでご ざいま
す。もちろん、飽 くまでも先進 事例というか 、参考事例で 、こういう 技術も載せさ せてい
ただいていますと いう御説明に なっておりま して、そこは ガイドライ ンというもの の認識
の違いがあるのではないかということでございます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、この 件についての 議論に入りた いと思うので すが、では 、圓尾専門委 員、ど
うぞ。
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○圓尾専門委員

そもそもの問 題なのですけ れども、正に 環境省から 冒頭御説明が あった

ように、３・11の 後に小規模の 石炭火力の計 画が増えてい るというの は事実でして 、それ
に対して 、特にCO ２ の問 題を野 放しにす るわけ にいか ないだろ うとい うのも これまた 事実
でして、ですから 、何らかのガ イドライン、 今まで全く規 制がなかっ たところに作 らなけ
ればいけない状況 にあるはその とおりだと思 うのですね。 ですから、 いみじくもみ ずから
おっしゃったよう に、参考資料 などを作るの ではなくて、 ちゃんとガ イドラインを 検討し
て作らなければい けないという 、そこをそも そも環境省が 取り組んで いないという のが問
題なのではないか と思います。 事業者と、エ ネルギー行政 を司ってい る経産省と資 源エネ
ルギー庁と一緒に なって議論を して、どうい うガイドライ ンを作って いくかという のをき
ちっと出せば、今 回のものがガ イドラインで はなくて参考 資料なのだ という位置付 けが明
確になるのではないかと思うのですね。
中身について申 し上げると、 要は、小規模 であろうが、 大規模であ ろうが、今ま で大規
模な石炭火力にか けていた同等 の基準を小規 模のものにも かけていく というのがそ もそも
あるべきところで あって、今回 のガイドライ ンと書いてあ る参考資料 を見ると、本 当に最
先端のものを書い ていますから 、今の大規模 のものに課し ている基準 よりもはるか に厳し
い基準を課すよう な形で受け取 られかねない というのが、 そもそも中 身として２つ 目の問
題だと思うのですね。
それから、経団 連からも御指 摘のあったガ イドラインと いうことに ついて、いろ いろな
使い方があるのだ という話です けれども、10 月３日に環境 省から出さ れているプレ スの最
後のところを見る と、環境省で は、本ガイド ラインについ て、自治体 や事業者など に広く
周知を図るととも に、ガイドラ インの活用状 況を把握しつ つ、今後、 本ガイドライ ンの更
なる周知徹底や改 定等、必要な 対応を検討し ていきますと 書いてあっ て、正にちゃ んと理
解して、周知徹底 して守れとい うことが書い てあるので、 当然、受け とめる側とし ては、
ガイドラインその ものでしかな いと思います し、例が適切 かどうか分 からないので すけれ
ども、セクハラの問 題とかと一緒 で、受けとめ る側がどうだ ということ だと思います ので、
普通の事業者が読 んで、普通の 自治体の担当 官が読めば、 きちっと守 れということ だと思
いますので、それ は言葉遊びが どうであれ、 ちゃんとガイ ドラインを つくって趣旨 を徹底
する以外にないのではないかと思います。
○大崎座長

ありがとうございました。

今の点に関連し て私からも一 言申し上げた いのですけれ ども、今、 圓尾さんがお っしゃ
ったことの中で、 新たな規制を 課さなければ いけないかど うかという のは、これは やはり
環境アセス法に規 定がないこと でございます ので、国会で 検討してい ただくことだ と思う
ので、規制が要る と決めつける のはおかしい ように思うの です。ただ 、本当に基準 として
使えるものをお示 しいただくこ とが大事だと いうのはおっ しゃるとお りだと私も思 いまし
て、変な比喩です けれども、並 と上と特上ぐ らいの対策が 示されてい ると、ここに 出てい
るのは飽くまで特 上の、しかも ものすごい特 注のものなの だよという ことが一般の 事業者
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の方にもお分かりいただけるのかなと思った次第です。これはジャスト 感想です。
環境省、あるいは経団連から何かございましたら、どうぞ。
○環境省（大森課 長）

環境ア セスメントの 制度なのです けれども、 参考資料２の パンフ

レットを持ってき ております。 １ページ目を 見ていただけ ればと思う のですけれど も、事
業を行う際に環境 への影響を調 査・予測・評 価して、その 後で事業者 みずからでど ういう
対策がいいかをよ く考えて、な るべくなら、 より良い対策 をとってく ださいという のが環
境アセスメントの 制度でござい まして、そう いった意味で は、一定の基 準をクリアし ろと、
そういう基準クリ ア型のもので はなくて、ベ スト追求型と いう趣旨に なっています 。そう
いった意味で、大 規模な火力発 電についても 、例えば、こ の基準を守 らなければい けない
というのを環境ア セスメントの 制度の中で造 っているもの ではなくて 、なるべく、 より良
いものを、いろい ろな人の意見 を聞いて造っ ていく、こう いったこと が本アセスメ ントの
制度の趣旨と運用となっております。
○大崎座長

どうぞ。

○日本経済団体連 合会

規制を という話もあ ったのですけ れども、我が 国といたしま して、

CO ２排出 は確かに 対応す べき重 要な問題 だと思 ってい ます。そ れが、 今、ど ういう議 論に
なっているかとい いますと、東 日本大震災以 降、御案内の とおり、エ ネルギー構成 が大き
く変化いたしまし たので、2030 年に向けて新 しいエネルギ ーミックス を作りましょ うとい
う議論が行われて いるところで ございます。 その中で、当 然、いわゆ るゼロエミッ ション
電源とい いますか 、再生 可能エ ネルギー 何割、 原子力 何割、あ るいはC O ２が 比較的多 い石
炭何割というので 議論が行われ ていまして、 それについて は、経済性 、あるいは環 境適合
性、エネルギー安 全保障と、３ つのＥをしっ かりバランス とってやっ ていきましょ うとい
う議論が行われて います。火力 なり、石炭火 力の枠はそこ で議論が行 われるわけで すね。
それで許 容し得るC O ２の 範囲が 決定した 後、ど のよう な規制が 必要か という 議論を行 うべ
きであっ て、正に その議 論が先 だと思っ ており ます。 それがな い中で 、特にC O ２につ きま
して、こういった ガイドライン という名前の もとに、新た な規制ない し予見可能性 が低い
ものを出してくるというのはいかがなものかというのが我々の考え方で ございます 。
あと、 もう一つ 申し上 げます と、CO ２ に関し ては、 以前は電 事連が やって おりまし たけ
れども、 新電力も 含めて 、新し いCO ２排 出の枠 組みを 今、ちょ うど議 論が始 まったと ころ
でございまして、 その議論を待 ってから、さ らに政策的な 規制をどう 考えるかを議 論する
というので決して遅くはないと我々としては思っているところでござい ます。
あと、環境アセ スメントにつ いて、先ほど 課長から、こ れは何らか の要件を課す もの、
クリアすべき基準 を示すもので はないのだと いう議論があ りましたけ れども、実際 、東日
本大震災の前は、 環境大臣の意 見に基づいて 、最先端の石 炭火力が止 められた事例 がござ
います。実質的に 東日本大震災 の前は、石炭 火力は日本で 造れないと いう状態にな ってい
たわけです。それ は正に規制と なっていたわ けでございま して、今の 説明は余りよ ろしく
ないというか、理解ができない説明だったと思います。
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○大崎座長

委員の方、いかがでしょうか。大田先生、どうぞ。

○大田議長代理

「ガイドライ ン」というタ イトルと、副 題にありま す「先進事例 とりま

とめ」、これは全 然違う意味な のですね。ガ イドラインは やはり指針 ですよ。省庁 によっ
て違う云々のレベ ルではなくて 、ガイドライ ンと言えば指 針です。役 所が出した場 合、特
に指針です。です から、「ガイ ドライン」と 「先進事例と りまとめ」 というのは意 味が違
うので、どちらか にしないとい けないと思う のです。お話 を伺ってい ると、先進事 例取り
まとめですから、それだったら「先進事例とりまとめ」にすべきだと思 います。
質問は２点なの ですけれども 、なぜガイド ラインにこだ わっておら れるのかとい うこと
です。先進事例な のだ、という のならば、そ れでいいわけ で、なぜガ イドラインに こだわ
っておられるのか というのが第 １の質問です 。ガイドライ ンと言いな がらパブコメ はしな
い、そして指針で はないと言い ながら裁量性 を働かせると いう、非常 に役所の悪い 面が出
ていると思います ので、これは 行革上も問題 になることだ と思います 。ほかの役所 でパブ
コメしないでガイ ドラインを出 しているとい う例を示して おられます が、企業が海 外で活
動支援するときの 話と、今回の 小規模火力発 電の場合は違 うわけで、 企業の行動を 縛り、
何らかの形で強い 影響を及ぼす ものにはやは りパブコメが 必要です。 したがって、 パブコ
メもしないのに、 なぜガイドラ インというこ とにこだわっ ておられる のかというの が第１
の質問です。
それから、２番 目に、これは 飽くまで先進 事例だと言い ながら、な ぜフォローア ップを
なさるのか。先進 事例ならばフ ォローアップ は必要ないは ずです。こ の２点、お願 いしま
す。
○大崎座長

どうぞ。

○環境省（大森課長）

ありがとうございます。

まず、１点目の 御質問でござ いますけれど も、ガイドラ インという 言葉自身は法 律用語
でも何でもなくて 、そういった 意味では、片 仮名語だとい うのもあり ますけれども 、先ほ
ど使い方で、本当 に強制的な指 針の場合もあ りますでしょ うし、事業 者に対しては 、取組
をとるのだったら 、こういうこ とをとっても らえると、環 境の保全に は大変役立つ のでは
ないかと、そうい う道筋を出し たものという 、より良い取 組を促す際 の参考として も、環
境省はガイドラインという言葉を使っているところでございます。
そういう意味で は、今、先生 がおっしゃっ たみたいに、 ガイドライ ンと先進事例 集の間
に乖離があるとい うのは、環境 省はそこまで は考えていな いところで ございます。 逆に、
ガイドラインとい う言葉はこう いう場合でな いと使っては いけないと いう縛りとか 、使い
方の一定の枠みた いなものがあ りましたら、 それはそれで もちろん環 境省としては 従うこ
とになるのでござ いますけれど も、今のとこ ろ、そういう ものはなく て、だからこ そ、先
ほどちょっとお見 せしましたが 、各省庁、い ろいろなガイ ドラインを 出しておられ るとこ
ろではないかと思 いますので、 そういう根拠 がなくて、ガ イドライン という名前を 撤回す
るというのがなかなかできないところでございます。
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もう一つ、先進 事例につきま して、やはり 技術が日進月 歩でござい ますし、先ほ どいた
だいたような、99 ％は厳し過ぎ るとか、使い 方で分かりに くいところ があるとか、 環境省
として取りまとめ たものにつき まして、責任 を持ってPDCA サイクルを 回していくの が必要
でないかと、この ように考えた ところでござ いますので、 フォローア ップはPDCAサ イクル
の一環として、有 識者からも意 見を伺い、事 業者や自治体 の方からも 意見を伺う、 そうい
う場として検討会を行っているところでございます。
○大崎座長

よろしいですか。

○大田議長代理

言葉というの は、受け取る 側がどう受け 取るかが一 番大事であっ て、役

所がガイドライン と言えば、こ れは事例集で はありません 。それは法 律がないから いいだ
ろうという話では ないのですね 。副題に先進 事例集とお書 きになって おり、お話の 趣旨も
そういうことのよ うですから、 なぜそのタイ トルになさら ないのか、 それが１つ目 の質問
です。なぜガイドラ インという名 前にあえて こだわってお られるのかと いうのが質問 です。
○環境省（大森課長）

ありがとうございます。

ガイドラインと いう言葉、な ぜこだわるの かというか、 一度、環境 省としてガイ ドライ
ンという形で出さ せていただい ていまして、 役所が出すも ので、それ は法律や規制 の類で
はないかという考 え方が１つ、 正に先生がお っしゃったよ うにあるの かもしれませ んけれ
ども、それ以外、 より良い取組 を進めるため のもの、いわ ゆる手引き のようなもの として
ガイドラインとい う言葉を使っ ているという 例もあります し、事業者 に対して手引 きをす
るようなものとい うことで、我 々としてはガ イドラインと いう言葉を 使わせていた だいて
いまして、逆に、 ではガイドラ インは絶対に 使ってはだめ という、言 葉の使い方が 決まっ
ているわけではな いものですか ら、そういっ た状況だと、 先進事例集 でなくて、ガ イドラ
インという言葉をここには表題として付けていると、そういうことでご ざいます。
○大崎座長

森下先生、どうぞ。

○森下委員

本来 、ガイドライ ンは強かった と思うのです けれども、 一方で、確か に出て

しまったものだし 、撤回するの は役所として は難しいだろ うというの は分かるので すけれ
ども、周知徹底す るというのは 大事だと思う のです。ただ 、周知徹底 すると口で言 っても
しようがないので 、そういう旨 を文書なりで しっかり回し てもらって 、本当に間違 いがな
いと、言われてい るように先進 事例集であっ て、決して縛 るものでは ないみたいな ことを
明記した上で、そ ういう通知を してもらった 方がいいので はないか。 ほかの事例で も、厚
労省関係などは保 健所が勝手に 取り締まって いるケースが 幾つかあっ て、そういう 場合、
手としては、結局 、通知を出し てもらうしか ないわけです 。今回も、 地方自治体が これを
もとにして過剰に やるというの を多分、御心 配されている と思うので 、決してそん なこと
がないように、言 われたように 事例集だとい うことを、何 らかの文書 を出してもら って、
改めて周知徹底し てもらうとい うのが現実的 かなと。逆に 撤回して新 たに先進事例 集出す
と、２つの文書が 残ってしまう と、ネット上 とかで最近よ く見られる ので、かえっ て混乱
するような気もす るので、私は むしろ周知徹 底をはっきり 、これは口 頭だと意味が ないと
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思うので、文書ま でやってもら うのが大事で はないかとは 思うのです が、文書を出 すのは
難しいのですか。
○環境省（大森課長）

ありがとうございます。

周知のための文 書を出すとい うのは 、当省 、対応できま すので 、例えば 、自治体向 けに、
必要であれば文書 番号をとった 正式な形とし て、このガイ ドラインの 趣旨を周知す ること
は十分可能でございます。
○大崎座長

久保利先生。

○久保利専門委員

ここは国語 辞典をつくっ ているわけで はないので 、いろいろな ガイド

ラインという使い 方があるのは よく分かるの です。ただ、 規制権限を 持っている役 所が言
うガイドラインと いうものは、こ れはむしろ 規制色を持つ と思う方が当 然だと思うの です。
例えば、日弁連が 第三者委員会 ガイドライン というのをつ くっていま す。私、座長 でつく
りましたけれども 、これはベス トプラクティ スであるとい うことをガ イドラインの 中には
っきり書いている わけですね。 ここではガイ ドラインとプ ラクティス は矛盾しない という
のは分かるのです 。だけれども 、それは規制 機関とはいえ ない日弁連 がつくってい るもの
であって、第三者委 員会はガイド ラインに準 拠しなくても いいのです。自由があるの です。
でも、しかし、こ の環境省がお つくりになっ たガイドライ ンは、周知 徹底するとか 、その
後でフィードバッ クするとか、 いろいろなこ とが出てくる 。日弁連は 言いっ放しで 評価し
ませんし、フィー ドバックもし ません。だか らベストプラ クティスを ガイドライン と言う
程度のことは許さ れると私は思 うのですけれ ども、少なく とも役所が ガイドライン と言っ
たときに、それが ベストプラク ティスだよと 言うのは、そ れはどう考 えても論理矛 盾だと
私は思います。だ から、撤回さ れるのが一番 よろしかろう と思います し、周知徹底 という
言葉も、ガイドラ インではない のだというこ とを周知徹底 するのは、 それまた役所 として
も苦しいだろうと 思いますから 、いっそすっ きりと撤回さ れてしまっ たらどうなの でしょ
うか。
○大崎座長

ほかにいかがでしょうか。

○日本製紙連合会

自治体の規 制の受け取り 方の事例を申 したいと思 います。焼却 炉の温

度というのは、今、ダイオ キシンの規制 法で800度とな っています。こ れは静岡の例 なので
すけれども、焼却炉の温 度は間違いな く800度にいっ ていたので すけれども 、入り口 と出口
で800度に達してい ないというこ とで、そこの 自治体はある 事業者の焼 却炉を撤去さ せたの
ですね。もう一つの事 業者は、その規制 を受けたとき、焼 却炉はちゃん と800度いっ ている
から問題ないのだ と抵抗しまし たところ、何 やかんや言っ ているうち に、実は２年 かかり
まして、静岡の 方も、担 当者が、入 り口、出 口で焼却炉を8 00度にしな ければいけな いとい
うことが問題だと いうことなの で、結 局は事業者も ある程度の加 工を加えて 、800度 に近い
形にすればいいと いうことで、 結局、撤去は 見送られたこ とがありま す。自治体の 担当者
も、例えば、文言 とか何かを見 て、それをそ のまま真に受 ける傾向が ありますので 、今み
たいに環境省のガ イドラインで あれば、どの 自治体であろ うが、事業 者であろうが 、それ
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は規制だと受け取ると思いますので、私も撤回していただきたいと思い ます。
○大崎座長

どうぞ、安念さん。

○安念委員

ガイ ドラインの18 ページですが 、いろいろな カタログス ペックが出て います

ね。例えば、GTCC で、発電端で 熱効率が54パ ーセント、ほ かでも脱硫 とか、脱硝と か、い
ろいろあって、多 分、現在のア ベイラブルな ものの中では 一番いい数 字が出ている と思う
のですが、恐らく1 0万キロワッ トの火力を導 入するという 事業者は、 一般電気事業 者では
ないけれども、素 人ではないの ですね。セミ プロぐらいの クラスの機 器ですから、 内外い
ろいろな業者が営 業かけまくっ ていますので 、最高のカタ ログスペッ クが幾らかな どとい
うことは分かり切 っているわけ です。最高の カタログスペ ックを全部 兼ね備えた機 器はこ
の世の中に存在し ませんから、 経済性そのほ かも合わせて 、そのうち のどれを取っ て、ど
れを捨てるかを判 断するので、 失礼ながら、 この程度のこ とをわざわ ざ事業者に教 えてい
ただく必要はない。
そうなると、こ の名宛人は恐 らく自治体の 担当者という ことになる と思うのです が、さ
て、率直に言って 、発電の仕方 というのはこ ういうもので すというと ころから説明 しなけ
ればならない人に これを示せば 、これはバイ ンディングと は言わない かもしれない が、セ
ミバインディング だなと受け取 られるのは当 然だろうと思 いますね。 だとすると、 かなり
根本的に考えなければいけない。
まず、第１に、 悪いけれども 、ここから説 明するような 人が環境影 響評価を自治 体でや
っているのだとす ると、そのこ と自体がかな り心配だし、 仮にそうい う人材しかい ないの
だとすると、これ はバインディ ングではあり ませんと、事 業者はいろ いろなことを 考えな
がらやらなければ いけないので 、どれかのカ タログスペッ クにこだわ ってはいけな いとい
うことをよほど明 記していただ かないと、窓 口ではかなり ミスリーデ ィングなこと が起き
てしまうのではな いかと懸念を いたします。 ですから、撤 回していた だくのはいい のだけ
れども、視点をも う少しリアリ スティックに というのか、 プラクティ カルにという のか、
そうしていただい た方が、結局 、環境省の合 意等もよく伝 わっていく のではないか という
気がいたしました。
○大崎座長

どうぞ。

○環境省（大森課 長）

撤回と いう御意見に つきましては 、先ほども 申しましたよ うに、

このガイドライン は、環境影響 評価法の対象 になっている ものよりも 小さい、いわ ゆる対
象外のものを扱っ て、そういっ たところでい ろいろな技術 をお示しし ているところ でござ
います。今、安念 先生がおっし ゃったみたい に、もちろん 事業者でも 十分分かって いるよ
という方もいらっ しゃると思い ますが、今後 参入されてこ られる、そ こも小規模を つくら
れようとする事業 者で、セミプ ロみたいな方 もいらっしゃ いますし、 初めて入ろう という
方もいらっしゃい ますし、いろ いろな方に向 けて、とりあ えずはつく っているとい うもの
でございますので 、そこについ ては多少濃淡 というか、先 ほど大崎座 長がおっしゃ ったみ
たいに、松竹梅み たいなランキ ングも、場合 によってそう いうことを した方が親切 だとい
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うことはあるかもしれません。
ただ、環境省と しては、繰り 返し申します けれども、法 律の対象外 のところでも 、事業
者としては、環境 影響の大きさ 、火力発電で すと、一旦造 ってしまい ますと、40年 ぐらい
はかかってしまい ますし、その 影響はその間 ずっと固定さ れる。もち ろん国の目標 や計画
が定まって、その 上で対策をと いうお話もあ りましたけれ ども、国の 目標を作る前 に、先
ほど見ていただい たような各事 業者の計画が どんどん相次 いでおりま すので、そう いう計
画をされる際に、 あらかじめ検 討していただ く。かなり計 画が進んで しまって、対 策をと
ってくださいと後 から申し上げ ると、事業者 もかなり手戻 りがあって 、費用的にも 大変な
ことになるのでは ないかという こともありま すので、なる べく早目の 段階からより 良い対
策をみずからとっ ていただく。 これはアセス の趣旨にのっ とることな のですけれど も、そ
ういったものとし てこの事例集 を作っている 、ガイドライ ンとして出 しているとい うこと
でございます。
場合によっては 、最初に圓尾 先生がおっし ゃったみたい に、火力の 発電所が増え てきた
ら、もっと厳しい 、強制力のあ るような対策 が必要になる かもしれま せんし、そう いう御
意見も一部、既に いただいてい るところでは ございますの で、こうい うガイドライ ンの対
応が不十分だとか 、ガイドライ ン自身は撤回 すべきだとい うお話をい ただいてしま います
と、もうちょっと 厳しい対策、 もちろん強制 力のあるもの を検討する 場合も、パブ リック
コメントなり、所 定の手続とい うことになり ますけれども 、そういっ たプロセスに 移る必
要が出てくるのか もしれないな と、こういう ことも考えて おります。 ありがとうご ざいま
す。
○大崎座長

どうぞ、長谷川さん。

○日本経済団体連 合会

大田先 生、あるいは 久保利先生か ら、国語辞 典をつくって いるの

ではないと言われ ましたが、広 辞苑の一番新 しい版で、「 ガイドライ ン」という言 葉を引
きますと、指針、 基本方針、指 導目標と書い てございます ので、改め て申し上げた いとい
うことでございます。
もう一点は、先 ほど規制的な ものも考えな ければいけな いというお 話が課長から ござい
ましたけれども、 これは先ほど 申し上げた順 番というのが あって、エ ネルギーミッ クスで
どうなされている か、あるいは 事業者の自主 的取組はどう なされてい るかを踏まえ て考え
ていただきたいということでございます。
あと、もう一点 は、ガイドラ インで強制力 はないのです と言いつつ 、早目に対応 してい
ただいた方がいい のではないか と言い、かつ 早目に対応さ れない場合 は規制を入れ ますよ
と、正にこれは行 政指導の悪い 面の機能をそ のまま、今、 課長はおっ しゃられたの ではな
いかと私は思います。
○大崎座長

そう ですね。私も 今の御発言は ちょっと気に なって、そ もそもアセス 法上、

そのようなことを 業者に強制す る権限は環境 省にはないは ずでありま すので、国会 でそう
いう法改正をなさ るのであれば 話は別でしょ うけれども、 そういうの を検討すると いうの
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はいかがなものかなという気が私もいたしました。すみません、これは 感想です。
ほかにいかがでございましょう。とりあえずよろしいですかね。
では、時間もな くなってまい りましたので 、この件につ きましては ここまでにさ せてい
ただきたいと思い ます。ただ、 この件、非常 に重要なもの だと認識し ておりますの で、本
日の議論を踏まえ て、当ワーキン グ・グループ で引き続き検 討してまい りたいと存じ ます。
ですので、今日お いでいただい た皆様には、 引き続きいろ いろ御面倒 をおかけする かもし
れませんが、ぜひよろしくお願いいたします。
（日本経済団体連合会、日本製紙連合会、環境省
（全日本美容業生活衛生同業組合連合会、厚生労働省
○大崎座長

退室）
入室）

すみ ません、お待 たせいたしま した。それで は、本日、 ２番目の議題 でござ

います「理美容業に係る規制の見直し」の議論に移りたいと存じます。
本件につきまし ては、２月20 日のワーキン グ・グループ におきまし てキュービー ネット
から御要望を聴取 いたしました 。しかし、こ れは理美容業 の根幹にか かわる重要な お話だ
と理解しておりま すので、より 幅広い関係者 から御意見を 伺い、丁寧 な検討を進め てまい
りたいと考えてお ります。その ため、まず本 日は、理容師 、美容師、 それぞれの組 合にお
越しいただきまし た。また、規 制所管省庁で ある厚生労働 省も前回に 引き続き御同 席をい
ただいております。
それでは、早速 でございます が、全日本美 容業生活衛生 同業組合連 合会から、資 料２−
１について御説明をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたしま す。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

美 容連合会理事 長をやって おります吉井 と申し

ます。よろしくお願いいたします。
早速ですけれど も、理容師・ 美容師の混在 勤務の資格の 統一の件に ついて御説明 したい
と思います。委員 の皆様からし てみれば、理 容、美容の違 いは少ない と思われてい るかも
しれませんが、理 容と美容は仕 上げも違った スタイル、カ ットにして も、はさみの 形状も
異なり、技法も違 います。メニ ューも、シェ ービングだけ ではなく、 最近、消費が 拡大し
ている理容室にお ける女性向け のシェービン グ、美容室で はまつ毛エ クステンショ ン等、
多様で高度な専門 技術が求めら れています。 このため、消 費者は理容 と美容の違い を理解
し、自分の望むサ ービスを求め て、理容室と 美容室を使い 分けること が定着してお り、現
在の制度は消費者 の需要にこた えていると考 えています。 パーマネン トウエーブ、 ヘアカ
ラー、トリートメ ント、シャン プー剤、用剤 等、多くの医 薬部外品、 化粧品の種類 が出回
っており、理容室 、美容室、そ れぞれ消費者 の求めるサー ビスに安全 に対応するた め、知
識、技術の研さんを積んでいるところでございます。
こうした状況の 中で、理容師 ・美容師の混 在は消費者に 混乱を与え るだけではな く、理
容施術の要望に美 容師が施術す るケース又は 反対の場合等 も懸念され 、事故につな がるお
それもあると思い ます。美容業 界の拡大のた めには、従来 のヘアスタ イルだけでは なく、
エステ、ネイル、 メイクなど、 より多様な専 門的サービス の提供が求 められるが、 消費者
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ニーズの多様化に より、理容と 美容の業務内 容の違いは更 に拡大し、 こうしたこと から、
理容師・美容師の混在勤務は困難である。
キュービーネッ トの提供する サービスを求 める一定の需 要があるこ とは理解して いるが、
専門技術を学び、 資格を取得し た技術者の観 点から言えば 、定められ た短時間で定 型的な
カットだけの施術 は、単純な作業 の繰り返し による施術者 の身体的障害 のおそれはな いか。
さらに、国家資格 として認めら れた技術者で あるので、カ ットのみな らず、美容全 般に関
する技術を習得し た上で、将来 、独立開業す ることが１つ のキャリア 形成であり、 キュー
ビーネットのよう な、切るだけ でシャンプー 、パーマ、ヘ アカラーな どを行わない 形態で
は、ほかのサロン での雇用は望 めず、働く者 の向上心、意 欲を削ぐこ とになるので はない
か。それは業界全 体にとっても 、働く技術者 、ひいては消 費者にとっ て不利益にな る。公
衆衛生と消費者の 要望に沿って 、長い期間を かけて、衛生 的で様々な 種類の技術メ ニュー
を提供するために 確立されてき た現在の理容 師・美容師の 資格制度を キュービーネ ットの
要望で変えること は、キュービ ーネット１社 はよくても、 業界全体が 生み出す付加 価値を
下げ、業全体の発展を阻害する。
以上のように、 理容と美容と は異なる部分 が多く、資格 の統一は現 段階では困難 である
とともに、キュー ビーネット１ 社の利益のた めの制度の変 更には強く 反対するもの であり
ます。
続きまして、出張理容・美容に関す る規制緩和 について申し 上げます 。高齢社会を 迎え、
出張美容には、従 来のいわゆる 施設カットと 呼ばれる、髪 の毛を短く するだけの施 術では
なく、パーマから メイクなど、 様々なメニュ ーを提供する ことによっ て、高齢者の 活性化
に結びつけること が求められて おります。我 々の組織もソ ーシャルビ ジネスとして 需要に
こたえられるよう に、訪問美容 の組織化と知 識と技術を習 得させるた めの事業に着 手して
います。今後、美 容サロンには 、地域コミュ ニティの場と しての役割 も求められて おり、
施設や居宅で訪問 美容を行った お客様に専用 の送迎車両で 美容所に来 店してもらう ことに
より、引きこもり がちな方に元 気になっても らうというサ ービスも増 加しつつある 。この
ことは地域経済の 活性化にもつ ながると考え ています。こ のためにも 、地域に店舗 を有す
る美容師が施術に当たるべきだと考えている。
子育て中の家庭 や、介護を行 っている人の ニーズについ ては、家庭 に行っても、 実際は
施術の間に子育て や介護ができ るわけではな く、むしろ要 介護者以上 に子育てや介 護を行
う人の気分転換の ために外出し てもらった方 がいいのでは ないか。これ からの訪問美 容は、
薬剤を使用する施 術種目が多く なる。対象が 高齢者や身体 の不自由な 方なので、衛 生や事
故防止に特に留意 する必要があ る。また、ア フターフォロ ーやクレー ム対応も重要 で、出
張理容・出張美容 に関する衛生 管理要領を守 って、安心し て利用いた だける訪問美 容は、
地域に店舗を有し 、保健所の検 査も定期的に 受け、消毒設 備の整った 美容所からの 訪問が
最低条件と考えている。
それから、洗髪 設備の設置義 務の緩和につ いて申し上げ たいと思い ます。地域の 実情で
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条例において定め られています が、キュービ ーネットに限 れば、短髪 の方が主な顧 客であ
り、洗髪は必要な いと主張され ているかもし れませんが、 一般的には 、毛量が多く 、また
長い髪の毛の方は 、カッティン グについては ウエットカッ トで行うた め、シャンプ ー台に
おいてプレーンリ ンス等を行う 。そういった ことから、消 費者の美容 業に求めるも のは時
代とともに変化し 、その要望に 衛生的に対応 するためには 、洗髪設備 が必要だと考 えてい
ます。キュービー ネット１社の 、ある意味特 殊な施術のた めにだけ、 本来、最も重 要な衛
生面の基準を緩和すべきではない。
以上であります。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの御説明 に関して質疑 を行いたいと 思いますが 、最初に私か ら、私
がキュービーネッ トの御要望を 伺ったと申し 上げたのがや や誤解を生 んだかもしれ ないな
とちょっと懸念す るのですが、 私どもとして は特定の事業 者のやって いる特定のビ ジネス
をやりやすくする ために制度改 革を検討して いるというこ とでは全く ございません で、飽
くまでも特定の事 業者からの御 指摘を踏まえ て、既存の制 度の合理性 、妥当性につ いて議
論をすると、キュ ービーネット がどういうビ ジネスをやっ ておられる かということ はひと
まず置いて、私ど もとしてちょ っと疑問に感 じましたのが 、理容所・ 美容所という ものそ
れぞれの在り方、 規制の違いを 十分理解した 上で、たまた ま理容所と 美容所が同一 の場所
に存在し、そ の結果 、理容師と美 容師が同じ 物理的な場所 に勤務をして 、それ ぞれ理容師 ・
美容師としてのサ ービスを提供 するというや り方が制度上 認められて はならないと 考える
理由は何だろうか という、そこ からまず検討 しているとい うことでご ざいますので 、その
点は、もし誤解をさ れていたら、そこはそうで はないと御理 解をいただ きたいと思い ます。
それでは、委員の皆様、いかがでございましょう。どうぞ。
○大田議長代理

今日はありが とうございま す。２点御質 問させてい ただきます。 先ほど

のお話の中で、よ り多様なニー ズがあり、理 容も美容も専 門化してい るのだという お話が
ありましたけれど も、１人の人 が理容師の資 格と美容師の 資格を持っ ている場合に 、ニー
ズが多様化してい るからこそ、 １か所でパー マをして、そ れから、女 性であっても シェー
ビングもしてもら うと、あるい はネイルもし てもらうとい うニーズが あると思うの ですけ
れども、なぜそれ が１か所でや ってはいけな いのか。現在 は、トイレ などいろいろ 別にし
なければいけない という理由が 、今のお話で はよく分かり ませんでし たというのが １点で
す。
２番目に、大 森理事長か らお出しいた だいている「理美容に 係る規制の見 直し」と いう。
○大崎座長

これは理容の方です。美容と理容は別々にヒアリングしますので。

○大田議長代理

分かりました 。それはそれ でまた別途お 聞きします けれども、理 容師と

美容師の分け方は 国際的にはど うなっている のかを存じま せんので、 教えていただ ければ
と思います。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

国 際的に資格が 、制度があ るか、ないか という
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ことですか。そういうお尋ねでしょうか。
○大田議長代理

美容と理容が 分かれている のかどうか、 日本のよう に。１か所で はでき

ないのかということです。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

１ か所でできな いかと。そ れははっきり 分かり

ませんけれども、地 域によっては 同一のとこ ろでやられて いるところも あるだろうし 、別々
にやっているとこ ろもあると、 そういうふう に理解してい ます。です から、必ずし も日本
のスタイルが世界万国で共通しているとは思っておりません。
○大田議長代理

１つ目、つま り、ニーズが 多様化してい るわけで、 １か所でシェ ービン

グもパーマもやり たいという人 が増えている と思うのです けれども、 なぜ理容師と 美容師
の両方の資格を持っている人が１か所でできないのかと。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

要 するに、今、 言われてい るのは、理容 所にお

いて、例えば、美 容師がそこに いて、同じ仕 事ができない のかという 意味なのです か。そ
れとも、理容師が両方できないのかという意味なのですか。
○大田議長代理
○大崎座長

なぜ１か所で理容サービスと美容サービスを受けられないのかと 。

要は 、理容師が何 かやって、そ の後、美容師 が出てきて 追加で別のサ ービス

をしてくれる。
○大田議長代理
○大崎座長

１人の人が両方の資格を持っている場合です。

そこはいかがですか。

○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

我 々としまして は、要する に、今までの 規定の

中といいますか、 法律の中にお いて、理容所 ・美容所にお いて、それ ぞれ業務をし ている
と、こういうスタ ンスですから 、今の質問は 、なぜだめな のかと言わ れましても、 美容室
においては美容室 の業務をやっ ている理容室 においては理 容室の業務 をやっている わけで
すから、今、言わ れましたよう に、両方の資 格を持ってい るから、理 容室でとか、 美容室
でという話ではないと思います。
○大田議長代理

ニーズが多様 化していると いうお話でし たので、両 方の資格を持 ってい

る人が同じ場所でパーマとシェービングとをなぜできないのかという質 問。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

だ から、美容室 において、 例えば、女性 の方が

パーマをかけて、 お化粧に附随 した軽い程度 の顔剃りをし てほしいと いった場合は 、現在
やっております。
○大田議長代理

できるわけですか。

○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

そ れは飽くまで もお化粧に 附随した軽い 程度と

いう前提がありま すからね。要 は、化粧する ときに無駄毛 がありまし たら、それは 当然と
った方が化粧のの りもいいだろ うし、メイク アップもうま くいくのだ ろうというこ とです
から、それは現実にやっています。
○岡議長

今の法 律のもとでは 、美容師の資 格を持ってい る方と理容 師の資格を持 ってい

る方が、１つのお 店で、それぞ れの資格に基 づくサービス をすること ができない状 態にな
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っていますね。私 どもは、それ ぞれ資格を持 っている人が その資格で やれることを 同じ店
ですることができ ないという今 の法律を変え るべきである と思ってい るわけです。 その点
について、理事長はどう思われますか。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

分 かりました。 要するに、 理容所におい て、理

容師・美容師、美 容所において 美容師・理容 師が同じよう に仕事がで きないかとい うお尋
ねですね。それは 現実的に言っ て、お客さん 自体が、現在 において、 理容所は理容 所、美
容所は美容所とし て、そして美 容所の中にお いてもＡ店、 Ｂ店、理容 所においても Ａ店、
Ｂ店、そういった 選択を十分さ れているわけ です。ですか ら、現実的 に、お客さん 自身で
は、そういうことを好まれているのか、そういうニーズがあるのですか 、逆に。
○岡議長

今はそ ういう場所が ないから、私 と家内が一緒 に行って、 家内は美容サ ービス

を受ける、私が理容 サービスを受 けるという ことはできな いのです。ニ ーズはありま すよ。
○全日本美容業生活衛生同業組合連合会

副理事長の西井でございます。

私は現在も現役 の美容師でし て、毎日、東 京へ来る以外 は店に立っ ております。 私と一
緒に、だんだん高 齢のお客さん が多いのです けれども。美 容室の中で 理容業務を、 現在決
められている、例 えば、顔剃り 等のことをす るときには、 美容師の仕 事の内容と作 業の工
程が全然違うわけ ですね。以前 は私も理容に 行っていたこ とがあるの ですけれども 、髭剃
りをするというの は、かみそり を使って、そ れこそ寝た状 態で、周り にほとんど誰 も来な
いだろうという状 況で、緊張し ながら、きち んとした、静 かな環境で 髭剃りをする という
のが理容室の本来の姿だと私は思っているのですね。
ところが、一方 で美容師の仕 事というのは 、カットで一 部繊細な仕 事はあるので すけれ
ども、大田先生も お分かりだと 思うのですけ れども、仕上 げであると か、いろいろ な作業
になると、その繊 細さはまた違 う、感覚的な 繊細さになっ ていくもの ですから、そ の動作
や何かが相当違う のですね。で すから、例え ば、理容のお 客さんがい て、髭剃りを すると
ころで、美容の人 が隣ですると いうのは、と てもではない けれども、 私は無理が相 当ある
のではないかとい う気がするの が１つ。とい うのは、両方 できるとい うことは、当 然そこ
に美容のお客さん がいるのに、 そこで髭剃り を、たまたま やってと言 われたときに 、作業
上の状況が相当違うのではないかと私は思っています。現場の美容師と して。
もう一つが、こ れと同じよう なことなので すけれども、 お医者さん でもいろいろ な分類
が当然あるように 、歯医者さん であるとか、 あるいは内科 であるとか というところ で、同
じ医者という資格 なのだけれど も、専門職が きちっと分か れているの ではないかと いうこ
とを考えると、キ ュービーネッ トは横に置い てと言われま したけれど も、単純な作 業なら
ば案外できるもの もあるかもし れないけれど も、相当、そ の業務の突 っ込んだとこ ろの繊
細な仕事になって きたときに、 同一の場所で 、同一であろ うが、別の 人であろうが 、混在
してするということに相当無理があるのではないかと私は思っておりま す。
以上です。
○大崎座長

今の お話を私がそ しゃくした感 じでは、要は かみそりみ たいな非常に 危険な
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ものを、振り回す という言い方 は余りよくな いのですけれ ども、扱っ ている理容師 が、あ
る意味、動きの激 しい美容師の 横にいるのは 顧客の安全に も支障を来 すという御見 解とい
うことですかね。
○全日本美容業生活衛生同業組合連合会
○大崎座長

そうです。

どうぞ、大田先生。

○大田議長代理

さっき理事長 から、美容院 でシェービン グもやって いるというこ とでし

たが、女性のシェービングはできないのですね、今。
○岡議長

化粧用の無駄毛をとるのは。

○大田議長代理
○森下委員

使うかみそりが違う。

○大田議長代理
○森下委員

かみそりを使っていいわけですか。

分かりました。使うかみそりが違うのですね。了解しました。

男用のは大きいものなのですよ。

○大田議長代理

諸外国はどうなっているのかというのは厚労省からお願いします 。

○厚生労働省（稻 川）

私ども も全ての国を 把握している わけではな いのですけれ ども、

理容と美容の資格 が分かれてい る国もあれば 、一緒になっ ている国も ありますし、 我が国
みたいにいわゆる 業務独占の資 格になってい る国もあれば 、技能検定 的位置付けの 国もあ
ると承知しており まして、それ 以外に、アジ アの国とかで すと、そも そも資格がな い国も
あるという状況で ございます。 ですから、資 格が分かれて いる国もあ れば、一緒に なって
いる国もあるということです。
○大田議長代理

資格は別々だ としても、理 容所と美容所 を併設でき ない、つまり 、両方

の基準を満たすところで事業ができないようになっているのかと。
○厚生労働省（稻川課長）
○大田議長代理

調べていただけますか。

○厚生労働省（稻川課長）
○岡議長

すみません、そこまでは把握できておりません。

はい。

西井さ んの先ほどの お話に関連す るのですけれ ども、美容 と理容はどの ぐらい

の差があるかはよ く分からない けれども、例 えば、同じお 店の中で、 植木ぐらい置 いて、
こちら側が理容で こっちは美容 ですよという のは、そこで 作業してい る人が頻繁に 行った
り来たりするわけ ではないのだ から、可能な のではないか と思うので すね。デリケ ートさ
がどの程度あるか 分からないか ら、同じお店 の中で、こち らは理容で すよ、こちら は美容
ですよということ を明らかにし ておけば、お 客さんも間違 えない。そ れから、やる 方も資
格が違う方がそれ ぞれやるわけ ですね。もし も法律が変わ ったとした ら、それは可 能だと
思うのですが、いかがですかということをお聞きしているのです。
○大崎座長

一個 人の体験談で 申し訳ないの ですけれども 、私、最近 、利用した、 ある外

国の施設ですけれ ども、実はこ れは船の上な のですけれど も、理容師 と美容師がい て、理
容師はバーバーと いうのをつけ ていまして、 美容師の方は ビューティ ー何とかと表 示でき
るようして、仕事 は両方同じ場 所で、船の中 ですから狭い ですから、 一緒にやって おりま
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した。だから、そういうことは不可能ではないと思います。
どうぞ、藤原さん。
○全日本美容業生活衛生同業組合連合会

連合会の副理事長の藤原と申します。

先ほど座長から 、これはキュ ービーネット １社の問題で はないとい うことで、た だ、キ
ュービーネットか ら指摘を受け てというお話 でございまし た。という ことは、指摘 を受け
る前は、これにつ いて、それほ ど問題として 、一般国民の 一人として 感じていなか ったの
ではないかという気が私はするのです。
○安念委員

いえ 、それは全く 違います。こ の問題は十年 来扱ってお りまして、ほ とんど

何の根拠もないの に進展がござ いません。以 前から規制改 革会議の前 身組織におい て重大
な関心を持ち続けておりました。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

持 ち続けられる のは委員の 方としては当 然でし

ょうけれども、一 般の消費者の 立場に立ちま すと、今、理 事長の吉井 が申し上げま したよ
うに、大きな不利 益、不都合を 感じていたと は、私どもは 業界の人間 として感じて いない
のですが。
○大崎座長

どうぞ、道垣内先生。

○道垣内専門委員

ニーズとい うのはなかな か消費者側か らは出てこ なくて、提供 が必要

なのだろうと思います。一般論ですけれども。
伺いたいのは、 解釈上、混在 勤務は想定さ れていないと いう説明に ついてです。 条文に
よりますと、理容 師法12条で理 容所はこうで なければいけ ないと書い てあるのと、 美容師
法の13条とは全く 同じ条文にな っていて、き れいにしてあ ればいい、 あるいは明る くして
あればいいという ことが書いて あるわけです 。そうします と、美容所 を開設したい という
人は、例えば、美 容の用品を売 っているお店 と一緒にやり たい、それ は今、可能な のです
か。例えば、美容 院で美容の用 品をたくさん 売りたい、使 っているも のを、お試し して、
そのまま売りますという業務はできるのですね、今。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

店 販商品といい まして、美 容室において 、頭髪

化粧品だとか、そういうものについては現在でも売っております。
○道垣内専門委員

そうすると 、お店と美容 院は一緒でも いいという ことですね。 私が聞

きたいのは、美容 院を開設でき ない唯一の場 所は理容院で あるという ことですが、 それは
変ではないかとい う点です。そ ういう例外で すので、その 理由が相当 必要なのでは ないか
と思います。今お っしゃった、 がちゃがちゃ して困るとい うのですと 、物を売って いたり
すると、いろいろ な人が来るの で、ごちゃご ちゃすると思 うのですが 、それはきち っと分
けていればよろし いという御指 導をされてい るのだろうと 思いますか ら、同じこと がどう
して理容と美容ではできないのか、ここをもう少し伺いたいのです。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

店 販は、理容店 においては 理容店で、例 えば、

カウンターの前に トニックか何 か置いてある と。それから 、コーナー にそういう商 品を置
いている。同じよ うに美容室に おいてもそう いったことを やっている わけです。そ れと、
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今、御質問があり ました、要す るに、人がそ こで働くこと ができない のか、それが できて
と、こういうふうに 理解したので すけれども、理解度が違っ たのかどう なのか分から ない。
○道垣内専門委員

今やってい る程度のもの ではなくて、 美容の用品 をたくさん売 るお店

の一角で美容院を 開設すると、 お試しできる ので、より売 れますね。 そういうこと は禁止
されているのかどうかを伺いたい。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

禁 止されている かどうかは 別にして、そ ういっ

たタイプのお店は 、物販をする ショップと、 それから、美 容室・理容 室の作業をす るお店
とは区分されているというのが我々の感覚ですし、現実にそうだと思い ます。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

今 の件なのです けれども、 今回のところ で余り

出てこなかったお 話なのですけ れども、例え ば、美容業務 ・理容業務 をすることと 、化粧
品類を、頭髪化粧 品を中心にし て販売をする という目的の 行為とは分 けられており ます。
例えば、デパート の化粧品屋さ んであるとか 、あるいは一 般の化粧品 屋さんで頭髪 化粧品
等を含めて売ると いうことの中 で、その物を 販売するため にちょっと お試しをして あげた
りとかいうことは 、理容であろ うが、美容で あろうが、美 容行為、理 容行為になっ ていな
いのです。最後は 、そこで料金 をいただくと いうことでも ありません 。ですから、 ちょっ
と試供してもらっ て、そのもの を買ってもら う。ですから 、デパート などの女性た ちは、
美容師の資格はほ とんど持って おりますけれ ども、美容業 務ではない のですね。そ ういう
意味では、美容室 ・理容室と、 販売を目的と しているとこ ろの商行為 とはちょっと 違うと
いうことを申し上 げておきます 。現実にスペ ースが、美容 室の中で販 売する場所が どれだ
けである、それは 規制はされて おりません。 ただし、作業 場と待合室 であるとかの 工夫を
きちっとしなさい 、これだけの 規模だったら 、こうです、 ああですと いうことは決 められ
ていますけれども 、店販品とい うか、化粧品 を売る面積が どれだけい いとか、悪い とかい
うことは、理容師法・美容師法では決められていないと思います。
以上です。
○大崎座長

ほかによろしいですか。まだ理容のヒアリングもありますので。

どうぞ。
○岡議長

せっか くの機会だか らお伺いした いのですけれ ども、美容 師の資格と理 容師の

資格を一本化する ことは可能な のですか。歴 史的な背景が あったのは 存じ上げてい ますけ
れども、お互いに 衛生環境を整 えてやらなけ ればいけない とか、安全 性を守らなけ ればい
けないとか、両方 とも衛生をき ちんと維持し ながら安全に 対応してい くというとこ ろは共
通していると思う のですね。髪を 扱うという ことについて も基本的には 共通していま すね。
そうすると、今後 のことを考え ると、先ほど 来、混在など という言い 方をしたけれ ども、
そうではなくて、 資格を一本に してしまった ら非常にすっ きりするの ではないかと いう気
がいたしますが、美容の専門のお立場からいかがですか。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

今 の理容師と美 容師、最初に 言いましたよ うに、

むしろ選択肢が多 い方が消費者 のニーズに合 っているのだ ろうと。現 実に理容所に 行かれ
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ている方、理容所でも、例え ばの話、1,000円か ら、何万円もする ところがある。同 じよう
に美容所もあるわ けですね。そ れもいろいろ なパターンと いうか、い ろいろな種類 の美容
所がいっぱいある わけです。そ れから、提供 する施術もい っぱいある わけですね。 そうい
うものを１つに絞 るよりは、選 択肢がたくさ んある方が、 お客さんに とっては、そ ういっ
た中で現実にサロ ンを皆さん方 が選んで行か れているわけ ですね。で すから、私は 、一本
にするということ が必要なのか 。むしろ一本 にすること自 体が選択肢 を狭めるので はない
か、そういうふうに考えています。
○岡議長

ありがとうございました。

現に今の理容の 世界でも、先 ほど理事長が サービスはど んどん多様 化しています とおっ
しゃいましたね。 資格は１本で も、うちの店 はこういうサ ービスがで きますという ことを
それぞれのお店が 提供すれば、 消費者の立場 からすれば選 べるわけで すから、資格 が２本
なければ多様化ができないとは思えないのですけれども、いかがでしょ うか。
○全日本美容業生 活衛生同業組 合連合会

２ 本なければ多 様化できな いということ よりも、

１本で多様化する 方が難しくて 、選択肢も２ つ３つあった 中で、より 専門的なこと 、より
いろいろな種類の 技術、それか ら、サロンに おいても、理 容室と美容 室は、皆さん 方も御
存じですけれども 、外から見た ら一緒かも分 からないです けれども、 実際にやって いただ
くと違うと思うの ですね。そう いった中で、 １本にすると いうことは 、全く新しい ものを
１つ作るという感 覚に近いと思 うのですね。それよりは今 のものをむし ろ広げていく 方が、
結局は消費者にと っては選択す る機会が多く なるわけです し、私はそ の方が理にか なって
いるように思います。
○大崎座長

ありがとうございました。

この辺、議論の 尽きないとこ ろではござい ますが、時間 も押してお りますので、 本日は
どうもありがとう ございました 。また引き続 き、いろいろ 御協力をお 願いすること もあろ
うかと思いますが、よろしくお願いをいたします。
○岡議長

ありがとうございました。
（全日本美容業生活衛生同業組合連合会
（全国理容生活衛生同業組合連合会

○大崎座長

退室）
入室）

それ では、引き続 きまして、全 国理容生活衛 生同業組合 連合会から、 資料２

−２についての御 説明をお願い したいと存じ ます。どうも 本日はお忙 しいところ、 ありが
とうございます。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

それで は、皆さん、 こんにちは 。規制改革推 進会議

におかれましては 、特に私ども の理容業につ きましても協 議くださり 、また、それ ぞれ心
配もしていただき ながら会議が 進められてお ること、仄聞 いたしてお りますけれど も、心
から御礼を申し上げます。
ヒアリングの中 では、連合会 よりまず説明 を10分ほどと いうことで お話がありま したの
で、まず、私ども 全国理容連合 会の事務局長 、本田より、 事前送付に なりますけれ ども、
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「『理美容に係る 規制の見直し 』について」 を朗読させま すので、よ ろしくお願い いたし
ます。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

全国理 容連合会の本 田と申しま す。座ったま ま失礼

します。
それでは、資料を朗読させていただきます。
「理美容に係る規制の見直し」について。
まず最初に、この 度の新聞、テ レビ等の報道 で「首相の美 容室でのカッ ト」が違法 かの
ように前面に出され、またそれを理容業界が何か文句を言っているかの ように、誤 解され
がちで大変迷惑に感じています。
私ども、全国理容 生活衛生同業 組合連合会は 、法や局長並 びに課長通知 を守り、例 えば
美容店のカットの 順守の件につ いても、時代 の流れを考慮 しているつ もりでありま す。特
にグローバル社会 における理容 業の在り方や 、世界をリー ドする日本 の理容の果た す役割
と、衛生的で高度な 理容サービス が世界に広 げられるよう 努めていると ころでもあり ます。
そんな中、この度 の規制改革会 議における審 議の件につき ましても、国 民に安心安 全な
国際社会における理容、美容を考慮した提言を期待しているのでありま す。
①出張理容、美容 に係る見直し ②理容師・美 容師の同一施 設内での混在 勤務③自治 体例
における洗髪設備 設置規制の撤 廃に関する件 についての考 えは別紙の とおりでござ います。
特に、②理容師、 美容師の同一 施設内での混 在勤務は、一 企業の売り上 げアップを 目的
とする要望のみを踏まえたものと思える内容で、強く反対いたします。
また、「理容師及 び美容師の資 格制度を統一 すべき」につ きまして、法 ができて68 年が
経過していて（途 中何度か改正 はあり）、現 在では衛生的 かつ高度な 、世界をリー ドする
理容師、美容師の 在り方を考え る時期に来て いると思いま す。しかし 、①混在とか ②統一
という、それありきの制度改定には同意できません。
むしろ21世紀の理 容や美容が果 たす、より衛 生的な安心安 全な在り方に ついて、国 民の
目線を基に理容師 、美容師の意 見も参考とし て、グローバ ル化にふさ わしい姿とし て確立
することが急務かと存じます。
どうか、この考え 方にもご理解 下さいまして 、今後とも良 きご指導ご意 見を下され ば幸
甚に存じます。
平成27年３月23日、全国理容生活衛生同業組合連合会、理事長大森利夫 。
それでは、２枚目に移っていただきまして、別紙でございます。
１．出張理容の見直し について。（１）出張理容（訪問 福祉理容）につい ての大原則 は、
衛生消毒や施術者 の責任の明確 性からも、高 齢者の安心、 安全を重視 する上におい て、全
国の各保健所で管 理の可能な理 容開設店から の訪問福祉理 容であるべ きである。（ ２）理
容店開設者は、年 に一度、衛生 消毒講習会等 を受講してい る。理容師 免許を持って いるか
らのみでは、時代 の変化（例え ば、ウィルス 対応消毒など ）に伴った 消毒方法は分 からな
いはずである。（ ３）理容店開 設者は、万一 の事故があっ た時の賠償 保険に加入し て万全
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を尽くしている。 （４）（２） の衛生消毒講 習会と共に、 内閣府のす すめているゲ ートキ
ーパー（自殺防止 ）養成研修会 や、理容ボラ ンティアの日 を定めて、 長年続けてき た理容
の奉仕活動を行う ほか、町の見 守り隊的役割 も果たしても いて、訪問 福祉理容は地 域の支
え合いにもつながるものである。
２．理容師、美容 師の同一施設 内での混在勤 務の容認につ いて。同一店 での理容師 、美
容師の混在勤務は 、無資格者に よる違法行為 を高める。ま た理容、美 容の業務範囲 が混雑
化し、国民の安全 、安心、衛生 面での心配が 生じ，利用者 利益を損な いかねない。 また、
今回の規制見直し の案は、その 業者のみに利 益を与えるも のである。 これまで公衆 衛生の
向上に努め、地域住 民の生活衛生 を支え、その 衛生的な高度 な技術をア ジアや世界へ 広げ、
貢献しようとする日本の誇る衛生的な理容文化にも目をむけてほしい。
３．自治体条例に おける洗髪設 備設置規制の 撤廃について 。近年、「ア タマジラミ 」に
感染する子供の被 害もあり、感 染した子供へ の差別が社会 問題化して いて、理容店 に対し
てアタマジラミ感 染に対する水 際対策が求め られている。 頭髪のカッ ト、シェービ ング、
洗髪は理容の一連 の流れの作業 における重要 な役目を果た すものであ る。洗髪設備 を設置
しないことは、何 より不潔感極 まりなく、理 容師法第12条 第４号に基 づく施行条例 で、理
容所に洗髪設備を 設けることを 規定しても特 別奇異なこと ではなく、 同条の規定の 趣旨に
照らしても施設に対する衛生上必要な措置として、至極当然な規定と考 えている。
以上でございます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、ただい まの御説明に 関しまして 質疑を行いた いと思うので すが、最初に １点、
私から、座長とし てちょっと釈 明をさせてい ただきますと 、いわゆる 理容師・美容 師の同
一施設内での混在 勤務の検討に 関して、特定 の企業の利益 のみのため に議論をして いるの
ではないかという 御指摘があっ たのでござい ますが、ある 特定の企業 からの要望が あった
ことをきっかけに 検討を始めた ことは事実で ございますけ れども、私 ども、何らか の規制
改革を検討すると きには、必ず 、誰かが言っ ているから検 討するとい うのではなく 、問題
となっている規制 が十分合理的 なものである かということ について、 私ども自身が 問題意
識を持って内々検 討した上で、 やはり何らか 変える必要が あると認識 した場合に検 討する
ことになっておりますので、その点はぜひ誤解のないようにお願いした いと存じま す。
それでは、委員、専門委員、では、道垣内先生、どうぞ。
○道垣内専門委員

１点、実態 について伺い たいのですが 、規制の内 容、免許の内 容等で

はなくて、ビジネ スを見ていま すと、私の知 る限り、美容 の方は結構 大手があって 、チェ
ーン展開していて 、大きな会社 があるような 気がします。 理容の方は どうもそうで ないイ
メージです。ビジ ネスのやり方 が理容と美容 で違うのです か。おのず からそうなる ような
仕事の仕方がある のでしょうか 。そもそも実 態として大手 があるかな いか、正しい 認識な
のかということと 、あるとすれ ば、どういう 原因でそうい うことにな っているのか を伺い
たいのです。
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○大崎座長

どうぞ。

○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

いわゆ る大手といい ますか、大 型化といいま すか、

その部分について は、美容の方 が大型化して いるような傾 向はありま す。理容も全 くない
わけではありませ んけれども、 東京を見ても 、８店とか、 チェーン店 をつくってい る私ど
もの仲間もおりま すから、全部 が全部とは言 いませんけれ ども、今、 御指摘のとお り、そ
のような傾向には あると思って おります。そ の理由につい ては、やは り利益性でし ょうか
ね、そういう部分 が強いかも分 かりませんけ れども、時代 の流れの中 で、華やかさ とか、
地味な仕事とか、あえて取り上げれば、そういうことが言えるかも分か りません。
○大崎座長

ありがとうございます。

今のに関連して 私からお伺い したいのです けれども、こ れまでも理 容師・美容師 の混在
勤務にはいろいろ 問題があると いう御指摘を いただいてい て、とりわけ 指摘があった のが、
理容師は非常に鋭 利なかみそり を使う仕事を されて、美容 師はそうい うことをしな いとい
うことで、万一混 在勤務をやっ ていると、美 容師が本来、 無資格であ るにもかかわ らず、
そういった鋭利な かみそりを使 って、利用者 に害を与える おそれもあ るだろうとい う御指
摘もあったのですね。
ただ、他方で、 今、正にお話 があったよう に、理容・美 容、それぞ れに対するイ メージ
が時代とともに変 化してきたと いうことかも しれないので すけれども 、例えば、理 容所を
ずっとやってこら れた方の息子 さんなり娘さ んが美容師に なってしまわ れて、そうす ると、
親子一緒に仕事が できないとい うのはどうな のだろうかと いう御指摘 もいただくわ けです。
例えば、次の代に なれば美容所 に衣替えされ るかもしれな いという前 提で申し上げ ておる
のですが、そうい った場合に、 かみそりの件 については、 厳重に注意 する、場合に よった
ら、かみそりを使 うサービスは 、理容所では あるのだけれ ども、提供 しないという 、そこ
までやっても、や はり理容師と 美容師が一緒 に仕事をする のは大変問 題があるとお 考えで
しょうか。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

今、御 指摘のかみそ りについて は、それは十 分違い

はお分かりになる と思いますけ れども、それ 以外について ですが、混 在ということ につい
ては、例えば、今 回の資料を見 たときに、大 型店が挙がっ ております が、これまで の経過
を見ても、免許を持たない人を勤務をさせたり、そういう部分もありま した。
○大崎座長

それはまずいでしょう。

○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

資料提 供はいたしま すが、私は ないことを言 ってい

るわけではないの で、今から５ 年前にも、あ る県で、大型 の理美容チ ェーン店で、 免許を
持たない方が勤務 をしておった ということで 、書類送検ま で、つまり 、これは一度 ではな
かった。半年ぐら い前に一度あ ったのだと。 そのときに改 善を指導し ていたにもか かわら
ず、また違う店へ 行ってそれを していたとい う事実もあっ たりして、 混在について はそう
いう部分も事実あ りますので、 顔剃りだけと いうのではな しに、ここ らは明確に、 在り方
について考えていかなければいけないと思っておりますね。
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○大崎座長

では、松村先生。

○松村座長代理

免許がないの に仕事をする のは問題だと いうのはと てもよく分か ります

が、それは混在が 許されていな い現行の法体 系下でもあっ たというこ とですね。そ れがな
ぜ混在の問題と関連しているのかを教えていただけないでしょうか。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

混在が 許されないか ら、そうい う部分があっ たとい

うことには通じないと思うのですよ。
○松村座長代理

混在がないか らあったと、 決して言って いません。 混在があって もなく

ても、あったので しょう。混在 があるとそれ が頻発し、混 在がないと 頻発しない理 由を教
えてくださいと、そういうことです。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

例えば 、保健所の立 入調査のとき にも、理容師 免許、

美容師免許を持た れた方が、そ ういう部分に ついて明確に 表示される のが一番正し いので
すけれども、例え ば、免許がな い者でも、違 う人の名札を つけて、理 容師の免許を 持って
いるとかいうこと がありますか ら、私はそこ らは明確にし ておく必要 があるのでは ないか
と思うのですよ。
○大崎座長

それ はどう考えて も違法ですね 。免許を持っ ていない人 が免許を持っ ている

かのように行動するのは。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

免許を 持たれていな いというの は、理容店で 登録し

た場合、美容の免 許で入ってお ってもこれは 無免許なので すね。です から、私は申 し上げ
ているので、それ は全く別のも のであるとい う捉え方でも ないと思う のですね。そ れぐら
い、混在というのは困惑するのではないかという部分で私は申し上げて いるだけで 。
○岡議長

混在す るとそういう ことをやると いうのは、美 容師なり、 あるいは理容 師側が

そういう気になっ てしまうとい うことですか 。そういう過 ちを犯しや すくなると、 混在す
ると。
○全国理容生活衛生同業組合連合会
○岡議長

混在すると、理容・美容が分かりにくいですね。

誰が分かりにくいのですか。

○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

それは 、保健所側も 分かりにく いし、困惑し てしま

いますから、無免 許まで働かせ るようなチェ ーン店がある 限りにおい ては、混在ま で持っ
ていくのには、一足飛びに難しいのではないかと私どもは思っています 。
○大崎座長

森下さん。

○森下委員

全然 視点を変えて 聞きたいので すけれども、 私も総理と 一緒で美容室 に行っ

ていて、理容室に 行っていない ので、申し訳 ないのですけ れども、１ つ思うのは、 理容室
と美容室が分かれ ている中で、 理容室の方が 分が悪いと言 うと怒られ ますけれども 、男性
でも美容室に行く 人はいますが 、逆に女性の 方は行くこと がないので 、業種的には 厳しく
なっているのでは ないかという 気がするので すね。後継者 のお話とか も、息子さん は美容
師になるというお 話はよく出て きますし、そ うすると、今 後、理容師 業界として発 展する
ためにどういうこ とを考えられ ているのか。 要するに、い かなる工夫 をして、今後 、理容
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師の業界は生き延 びようとして いるのか、そ の辺のところ をお聞かせ 願えないかと 思って
いまして、最終的 に理容師がゼ ロになってし まえば、美容 師・理容師 の資格は関係 なくな
ってしまうのです けれども、理 容師は減って いて、美容師 は増えてい る印象がある ので、
その辺、業界とし てどう危機感 をお持ちなの か、あるいは 対策として どういうこと を考え
られているのか。 全然別の視点 なのですけれ ども、少しお 聞かせ願え ればと思って いまし
て。
○大崎座長

今の 、本当に別の 視点というか 、正にそうい う観点から も、例えば、 混在を

認めるということはあり得るのかなというのも。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

なるほ ど、分かりま した。まず １点、総理と 同じだ

と言われましたが 、総理は美容 店のみ行って いるのではな いですね。 総理のことも えらい
新聞が取り沙汰し ますから、気 をつけないと いけないのは 、２回に１ 回は理容店も 行った
り、奥さんがた またま美容 院に行くので 、こうす るだけのこと であって 、それを違法 とか、
そういう問題で捉 えるべきでは ないと思って 、森下委員さ ん、それは 行かれていい と思い
ます。
そこで、お 尋ねの件に 入りますが 、これか らの将来像で すね。業界、どうあるべき かと。
実は、幾つか考え られますが、 まず１点、理 容の良さとい うのもすご くあるのです 。私は
あると思っていま す。というの は、アメリカ の貨物輸送の 会社の代表 が経済新聞の コラム
に載せておりまし て、日本の理 容のおもてな しの良さと、 それから、 革新について という
ので、文章が出ま して、私も感 動いたしまし て、１回お会 いしたこと があるのです が、日
本の理容のすばら しさという、 例えば、顔剃 りであっても 、カットで あっても、非 常にお
もてなしの、外国 と違った、シ ンプルな理容 の良さという のを承った のですが、そ れと、
革新につながる。つまり、つん で、そって、洗って、セッ トの時代から 、今後は、例 えば、
エステとかネイル とか、シャン プーも一歩進 んだものに、 どんどん、 どんどん進化 してい
く。そして、お客 さんに選ばれ る店づくりを やっていかな ければいけ ないと思って おりま
すし、これは今後も続けていきます。
それと後継者の 問題が出まし たが、後継者 についても、 理容業の良 さをよく分か っても
らわなければ、お じさんが行く ところとかい うイメージが ですね、た またまよく言 われる
言葉、出てくるの です。そこで 、今、望んで おるのは体験 学習という ことで、高校 を中心
に出向いて、体験 学習を課外授 業でやらせて もらおうとい うことで、 私ども連合会 で予算
を組みまして、各 県組合で行く ときは20万円 の補助をしな がら、理容 の良さとか、 そうい
うものをしっかり 訴えていくの だということ で、例えば、今 の生徒数を ２〜３倍にす れば、
日本の人口構造か ら見たら幾分 減ってきます けれども、そ れは別とし まして、２〜 ３倍に
してくれれば、健 全な、世界に 誇れる立派な 日本の理容業 は次の世代 へつなげてい けると
いうことで、後継 者づくり、そ れから、業づ くりについて は、アメリ カにもコスメ トロジ
ーというのがあり ましてね、そ ういう部分で これから広げ ていこうと いうことで、 今、努
めている。現にエ ステは、特に 東北は女性理 容師の店主が 70％いたの です。西へ行 くと少
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ないのですけれど も、この方々 に一つ、震災 もあって頑張 ってもらお うということ で、特
に力を入れて、首相 官邸の官房長 官にも会っ ていただいて、40人ほどが バスで行きま して、
こういう新しい部 門も開拓して いますよとい うことで、し かも、現在 拡大中で、今 、２年
を迎えまして、次 の３年度も予 算を組んで、 女性の働ける 場として進 化していこう という
ことで、今、頑張っております。２点お答えしました。
○大田議長代理

ありがとうございます。

理容所と美容所 を同じ場所で できないとい うのがどうし ても納得で きませんので 、２つ
の点でお伺いしま す。理容と美 容は技術が全 然違うのだと いうお話が ありましたが 、１人
で理容師の資格と 美容師の資格 を両方持って いる人から、 同じ場所で なぜサービス を受け
られないのだろう と。髭剃りと いうのは心を 静めて静かな 場所でない とできないの だとい
うお話があったの ですが、それ なら場所を分 けて、間に植 え込みでも 置いて分けれ ばいい
ではないか、これが１つ目の質問です。
２つ目は、ニー ズがいろいろ 多様化してい る、多様化し たニーズに こたえるのだ と。コ
スメトロジーです とかね。そう しますと、例 えば、森下先 生が美容院 で髭剃りがで きるよ
うになるとか、そ れから、女性 が理容院に行 ってまつ毛エ ステを受け るとか、そう いうこ
とがなぜできない のだろうか。 できるように した方が利用 者ニーズに はかなうし、 業界に
とってもいいと思うのですが、なぜそれがいけないのでしょうかという ２つですね 。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

これま での経緯の中 で、先ほど も説明しまし たけれ

ども、できてから6 8年という年 月の中で、そ ういう分けら れ方をして きたものだろ うと思
っておりますけれ ども、今後、 在り方につい ては、しっか りと消費者 ニーズ、そし てまた
社会のニーズに合 うものにして いくべき、問 題も残ってお りますけれ ども、とりあ えず現
行の中では、今は できないとな っております から。でも、 そのことに ついて追求し たり、
どうだこうだといったようなあれはありませんよね、今は。
ですから、消費 者ニーズの求 める中で、た だ、行き過ぎ ますといろ いろと抗議も 出るで
しょうけれども、 今回の新聞の ような問題も 出てまいりま すけれども 、カットはで きない
のだとか、パーマ はできないの だとか、出て まいりますけ れども、先 ほど読み上げ ました
とおり、理容・美 容、双方があ るのでしょう から、今後し っかりと、 そんなに長い 間はか
かりませんけれど も、在り方に ついては検討 しなければい けない時代 は来ているな と。特
に今回の新聞、テ レビを見ても 、お笑いの番 組のように、 私どもはそ のことについ て文句
を言ったことは一 回もないし、 誰も言ってい ないですけれ ども、それ を取り沙汰さ れて、
お笑いで出されて おりますけれ どもね、その 部分で。でも 、それによ ってトラブル がある
わけではありませんけれども、これからの在り方については検討すべき ことでしょ うね。
○大崎座長
○岡議長

どうぞ。
今、大 森理事長から 、今後の在り 方として、正 におもてな し、革新、さ らにサ

ービスを進化させ ていく方向を 目指していき たいというお 話がありま した。実は、 直前に
全美連の理事長か らもお話を伺 ったのですが 、やはり、こ れからもっ といいサービ スをし
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ていこう、お客様 にもっと喜ん でもらうサー ビスをしてい こう、髪を 切るだけでは ない、
洗うだけではないと、同じようなことをおっしゃっているのですね。
過去68年間は、 生い立ちから 、ずっと違う 道を来たのだ けれども、 これから先、 目指す
方向は、理容・美 容ともに、も っと成長して いこうという ことではな いかという印 象を私
は持ちました。で あれば、とも に成長するた めに、そろそ ろ理美容の 資格について の見直
しが必要なのかな という思いが したのですが 、今の理事長 のお話はそ のように受け とめて
よろしいですか。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

実は、 今度の２点で 内閣府から 提示をいただ いた中

で、大きなのが２ 点、混在と統 一と書かれた 項目がありま して、今の は統一の部分 でしょ
うけれども、しか し、これから 在り方につい て、急ぐとい う考え方を 持っています が、特
に在り方について は、こういう 部分と２つあ る部分の中で 、それがお かしくない調 整がで
きるのか、それと もコスメトロ ジーのような 方法でそれが 伸びていく のか、その２ つを考
えて、当然真ん中 もあるでしょ うけれども、 いずれにして も、一般の 方々が、誰が 見ても
分かるように、そ して成長産業 として変わっ ていくように は、在り方 をしっかりと 、雨降
って地固まるでは ありませんけ れども、業界 として、お互 いの業のこ とは仲良く、 お互い
が手をつないでや るのに、近く の美容師と理 容師が喧嘩す るようなこ とは、今まで 議論も
なかなかなかった ですが、今後 、業界として 、ひとつ在り 方について 慎重に検討し て、ど
ういう形になって いくかを、こ れから早く出 していかない といけない なとは思いま す。そ
れは２本もありま すね。ですか ら、私は、統 一とか、そう いうことに ついては、限 って断
言しているのはだ めですよとい うことで、そ れはだめです ということを 言ったつもり です。
○大田議長代理

厚労省に伺い たいのですけ れども、国内 の需要はど うしても縮小 してい

くわけですね。68 年という話が ありましたけ れども、理容 と美容の併 設、それから 、資格
の統一、統一がい いかどうかは これから御検 討いただくと して、資格 制度の在り方 を腰を
据えて検討に入るというお考えはありませんでしょうか。
○厚生労働省（稻 川課長）

こ の場で今すぐ というのは大 変荷が重い 話だとは思っ ていま

すものの、確かに 理容・美容と 、技術は違う という状況で はあります けれども、で きて70
年近くたった法律 ということも あり、ただ、 一方で、資格 の統合みた いな話になっ てくる
と、それは大変大 きな話でもあ りますので、 そういうもの をいきなり 検討の俎上に 乗せる
というのは、私個 人の印象とし ては、まだ時 期尚早かなと 思ってはい るのですけれ ども、
今日、理容の組合 、美容の組合 からも話があ りました中で 、今の時代 に合った養成 の仕方
でありますとか、 そういうこと についてはこ の場からもい ろいろ御指 摘いただいて います
ので、その辺りを 含めて、私ど もとしても問 題意識を持っ て取り組ん でいきたいと は思っ
ております。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

ちょっ といいですか 。今、言わ れた点で、も ちろん

十分分かりますか ら、あとは、 日本の理美容 で、特に理容 の良さを失 わないように 、とい
うのが、日本の 理容技術と いうのは、衛生的な理 容技術で、世界に誇る ものがあるの です。
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競技大会に行って も、ほとんど 優勝してくる 。この理容の 日本の良さ というのは、 衛生的
というのが前につ いているので す、衛生的で 非常に高度な 技術という のが。その部 分が磨
かれておりますの で、何も全て 否定している わけではあり ません。伸 びるために私 は言っ
ているので、今、 アジアは我が 業界が引っ張 っているので す。アジア の講習に来て くれと
言えば、どんどん 出向いて行き ます。世界で も出向いて行 きます。先 般もアジアの 大会を
沖縄で、沖縄返還4 0周年記念事 業に、前の知 事さんに入れ てもらって 、そしてあそ こで大
きなイベントを行 ったのですが 、そういった 誇りを持って 、そして、 その先の、そ の点を
否定しておるので は全くありま せんよ。それ を踏まえて、 今後、それ にプラス、今 までに
プラスして、世界 の役割として 引っ張ってい かれるような 、衛生的な 、私は、です から、
国家試験制度も 、アジア にはあまりあ りませんから 、ぜひ やれというこ とで、今、台 湾は、
学校を卒業しなけ ればいけない とかいう形に どんどん変わ って、私は アジア全体を 引っ張
り上げたいという のが夢でして 、そんな思い がありますか ら、そこも 含んで考えさ せてく
ださい。
そして、男性、 女性という問 題がよく出て きますね。古 いのではな いかと。あの 当時と
しては、先人がよ く頑張られて 、その当時は それで超えら れたのだと 思うのです。 ところ
が、世界でもメン ズヘア、レデ ィースといっ て呼びかけて 、競技大会 もありますし 、そう
いうものもありま すから、男女 とかいう問題 でもなくして 、私はいい 機会として、 これを
次のステップに使えたらとは思っております。要らぬことを言いました 、すみませ ん。
○大崎座長

久保利委員。

○久保利専門委員

世界でどう こうはどうで もいいのです けれども、 私が心配とい うか、

気になるのは、両 者、美容師と 理容師が違う 技術だという ことは、１ か所でやれる ように
する理由にはなっ ても、同じ場 所でやれない 理由とは全然 ならないと 。先ほど道垣 内さん
がおっしゃったと おり、片方の1 2条、片方の 13条、いずれ も同じ、最 もすばらしい 環境と
いうのをなぜ共有 して使っては いけないのか 、共用しては いけないの か。違う能力 を持っ
ている人が、しか も、施術をす る人は男であ れ女であれ人 間です。そ の人間に対し て、そ
ういうことをして はいけないと 法律に書いて あるとおっし ゃるのだけ れども、どう 考えて
みてもストレート にこれを否定 しているとは 私は思えない のですね。 むしろ理容師 、美容
師の皆さん方の方 から、声を大 きくして、一 緒にやらせろ 、同じ場所 でやらせろと いうの
は、国民的ニーズから言うと、すごく真っ当ではないか。
前回も申し上げ ましたけれど も、外国法事 務弁護士とい う海外の資格 を持った弁護 士と、
国内の弁護士資格 を持った日本 弁護士と、こ れを一緒にや らせろとい う声が出て、 一緒に
やるようになった らば、世界中 の仕事ができ るようになっ てきたので すね。こうい う前例
を見ても、なぜ美 容師と理容師 が一緒にやり ましょう、同 じ場所で最 も適切な施設 を、両
方が共有してやり ましょうとい うことを皆さ ん方がなぜ要 求されない のかが大変不 思議な
のですけれども、この点、いかがですか。
○大崎座長

この点はさっき理事長がおっしゃったかと。
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○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

弁護士 のお話が出て まいりまし た。もちろん 、今後

の理美容の在り方 についてはよ く分かります 。先ほどから お答えして いるとおりで ありま
す。ただ、その部 分で考えられ るとしたら、 弁護士は、も ちろん職業 に上下はあり ません
が、体に直接触れ る、そしてま た鋭利なかみ そりで、全て を、男性の 方、顔剃り、 分かり
ますが。
○久保利専門委員

それはいい です。要する に、それは理 容師がおや りになったら いいと

私は言っているわけです。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

ちょっ と待ってくだ さい。話が 途中になって しまっ

ていますので。
○久保利専門委員

話が途中っ て、あなたが 言っているの は関係のな い話じゃない 。私の

質問を前提にしてやってくださいよ。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

関係あ るのですよ。今、弁護士の 例を出された から、

私は弁護士と理美 容の違いを申 し上げている のであって、 そこのとこ ろは、別に否 定して
いるのではないで すよ。弁護士 の場合との違 いは、そうい う部分があ ってこうなっ たので
はないですかということを申し上げているので、鋭利なかみそりで顔を 剃る
とかいうことは。
○久保利専門委員

それは理容 師がやったら よろしいのよ 。それは誰 も否定しませ んよ。

弁護士との違いで はないですよ 。２つの資格 がセットで一 緒にできな いかと聞いて いるの
です。
○安念委員

いい ですか。弁護 士と床屋が違 うことを知ら ない人はい ないのですよ 。そう

ではなくて、比較 的に近い二つ のサービスを ワンストップ で受けられ た方が、消費 者のニ
ーズにかなうだろ うし、さらに は、共通部分 の費用も削減 できて、価 格においても 競争的
になるから、みん なハッピーに なるではない ですかという ことを、多 分、おっしゃ りたい
のでしょう。
○久保利専門委員

そういうことです。

○安念委員

誰だって考えることですよ。理美容師業界以外の方は全てそう考えま す。

○大崎座長

理事 長も、決して 一切検討しな いとおっしゃ ったわけで はないので、 今日の

議論は、時間もあ りますので、 このくらいに したいと思う のですけれ ども、私ども も、今
の時点で絶対混在 を認めろとか 、資格を統一 しろとかいう 結論を決め 打ちしている わけで
は全くございませ んので、飽く までそういう ことも視野に 入れて議論 、検討しよう という
ことで、理事長か らは、それに はむしろ前向 きに御協力い ただけると いうお言葉を いただ
いたと私は理解し ておりますの で、では、こ ういうふうに やったらど うだという御 提案も
含めて、逆に私ど もにぶつけて いただけると 、お互い、非 常に建設的 な対話ができ るので
はないかと思って おりますので 、ぜひ、よろ しくお願いい たします。 今日はどうも ありが
とうございました。
○全国理容生活衛 生同業組合連 合会

ちょっ といいですか 、最後に。 特に協議をい ただい
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て、私は業界内だ けの手前みそ みたいなこと を言ったので は業界が伸 びませんから 、決し
てそのようなこと は思っており ません。理容 は簡単な仕事 のようです けれども、人 間の理
容設計学から始ま りまして、非 常に高度なも のを学んでき たつもりで もありますし 、特に
衛生面などは、特 にグローバル 社会の中で、 私はもっと厳 しくするの が、例えば、 血液に
関することについ ては、エイズ や肝炎とか、 そういうもの を全て含ん で、私はこれ からは
もっとそこの部分 をしっかりと こたえていか なければ、な かなか水際 で止められな い部分
もありますので、 これも含めて 、新しい技術 の形を目指し ていきたい と考えていま す。そ
れから、地域の貢 献というもの も、我々理容 業は、大震災 のときの復 興から全て含 んで、
特に内閣府が進め られているゲ ートキーパー 等、地域の見 守り的なこ とも含んでい ただい
て、今日の皆さん 方の御意見は 十分ありがた く受け取って 、今後の業 界が発展する ことで
すから、皆さん方 に対して御無 礼もあったか と思いますけ れども、今 後とも参考に して頑
張りますので、どうぞ、そこのところをよろしくお願い申し上げます。
以上、ありがとうございました。
○大崎座長

本日はありがとうございました。
（全国理容生活衛生同業組合連合会

○大崎座長

退室）

では 、時間も押し ておりますし 、先ほどまで のヒアリン グの中でも若 干厚労

省にもお考えを既 にお話しいた だいている面 もありますの ですが、前 回お話のあっ た混在
勤務についての法 解釈といいま すか、法改正 をしないと混 在勤務は認 められないと いう御
見解について、前 回、議長から 御質問いただ いたところで すが、改め て厚労省から 御説明
をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○厚生労働省（稻川課長）

厚生労働省の稻川でございます。ありがとうございます。

それでは、資料 ２−３という ことで、前回 、議長からい ただきまし た宿題につい て資料
を用意いたしましたので、これに沿って御説明をさせていただきたいと 思います。
１枚おめくりい ただきまして、先ほどから 議論になって おりましたけ れども、理容 師法、
美容師法において は、それぞれ 、理容師は理 容所、美容師 は美容所以 外において業 をして
はならないとなっ ておりまして 、それぞれに ついて衛生上 の基準、施 設基準が定め られて
おります。先ほど 、理容師法12 条と美容師法 13条は字面が 全く同じで はないかとい う御指
摘もございました けれども、都 道府県におい ては、１、２ 、３は確か に共通の部分 で同じ
なのですが、４の 条例の中身に つきましては 、理容所、美 容所の１人 当たりの面積 であり
ますとか、そうい うところにつ いては違う定 めもあったり しておりま して、基本的 には両
者は異なる施設基 準に基づく別 個の施設とい う前提であり まして、理 容師法、美容 師法双
方において、両資 格者が同一の 施設において 混在勤務する ことは想定 されていない と考え
ております。
具体的には、理 容師法、美容 師法におきま しては、それ ぞれ施設を 衛生的に管理 させる
ために、従業員が 常時２名以上 である理容所 の開設者は管 理理容師、 それから、従 業員が
常時２名以上であ る美容所の開 設者は管理美 容師を置かな ければなら ないことが法 律上規
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定されております けれども、仮 に混在という ことで行われ ますと、１ つの施設内で 両方の
業務が行われるわ けでございま すが、施設の 衛生管理は１ 人の人間が 責任を持って 行う必
要があると考えて おりまして、 そういう中で 、同一施設に おける混在 勤務、同一場 所の開
設は法律上想定さ れていないた め、仮に同一 施設において 混在勤務を 認める場合に ついて
は、そのような施 設において、 管理責任者を １名選任する ためのルー ルを新たに明 記する
必要があるのでは ないかと考え ております。 今の規定です と、例えば 、理容師２名 、美容
師２名が混在した 場合について は、管理理容 師、管理美容 師という形 で、それぞれ １名ず
つとなるのですけ れども、どち らが責任を持 ってその施設 を管理する かというとこ ろが明
確でないというこ とは、施設の 衛生管理につ いても支障が あると思い ますので、そ ういう
意味で、そういう規定を明記する必要があると考えております。
簡単ではございますが、私からは以上でございます。
○大崎座長

それでは、今の件について、御質問、御意見、大丈夫ですか。

○安念委員

いや いや、座長が 、それでは、 こういう法改 正をしてく ださるのです ねとい

うことだと御確認をいただいた方がいいのではないですか。
○大崎座長

確か に、後半の部 分についてで すが、管理責 任者が現在 ですと特定の 人にな

るような規定が明 確でないとい う御指摘だっ たので、混在 する場合に は管理責任者 を１名
置くという規定を 整備していた だければ、ど ちらの法律に 作られても いいと思うの ですけ
れども、というのは、混在を禁止する法律は逆にないわけですね。
○厚生労働省（稻 川課長）

今 おっしゃった 条文という意 味で明確に 禁止するとい うこと

を書いた規定はご ざいませんけ れども、管理 理容師の規定 などを見ま すと、当然、 法律に
おいて両者が混在 しないという 前提で条文が できていると 理解してお りますので、 そうい
う意味で申し上げました。
○大崎座長

分か ります。とい うことは、混 在を円滑に可 能にするに は、混在した 場合の

管理者を明確にするべきという規定を設ければいいというお考えなわけ ですね。
○厚生労働省（稻 川課長）

仮 に混在を認め るということ であれば、 こういう法的 な手当

ては要るのだろうなということで申し上げた次第でございます。
○大崎座長

我々 は基本的に、 法改正が要る ということは 規制改革し ない理由には ならな

いと理解しており ますので、そ れはありがた い御指摘をい ただいたと 思っています 。そこ
を改正すればいいということです。
では、久保利先生、どうぞ。
○久保利専門委員

もちろん、 そういうふう にするならそ れでいいと 思います。だ けれど

も、逆に言ったら 、理容所とし て使っている 部分を管理理 容師、美容 所として使っ ている
部分は管理美容師 というふうに 複数いて、ど うしていけな いのでしょ うか。なぜな らば、
ある意味で言うと 、一体管理す るかどうかは 法律の問題で はなくて、 美容師と理容 師のお
話し合いで決めれ ばいいだけな ので、１人に しなければい けないとい う組織原理に しなけ
ればいけないとも 思わないので 、もしそれを しなくていい のなら、今 の法律のまま でそれ
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を決めればいいだ けではないか 。もしどうし ても１人にと いうのなら 、そういう法 律を改
正されたらよろしいと思うのです。
○大崎座長

まぜ 返すようなの ですけれども 、私が気にな ったのは、 理容師１名と 美容師

１名の混在チーム の場所の場合 、管理理容師 も管理美容師 も置く必要 がないので問 題だと
いうことはあるかもしれませんね。
すみません、課長、どうぞ。
○厚生労働省（稻 川課長）

そ れはおっしゃ るとおりで、 先ほどトイ レも分けろと おっし

ゃいましたけれど も、トイレま では分けろと 言っていなく て、作業場 は分けてくだ さいと
言っているのです けれども、作 業場が分かれ ているという 前提であれ ば、それぞれ １名ず
ついれば、それで いいのだと思 いますけれど も、恐らく、 混在という ことでイメー ジされ
ているのは、同じ 場所で、ある ときは理容師 が来たり、あ るときは美 容師が来たり という
想定でおっしゃっ ているのかな と思いました ので、そうい う御説明を させていただ いた次
第でございます。
○大崎座長

道垣内先生。

○道垣内専門委員

私はこの程 度だったら法 改正要らない のではない かと思います 。この

ように今後解釈し ます、だから 、混在した場 合にはこのよ うに扱って くださいとい う、官
庁としての解釈を示せばいいので、そんな大変なことではないような気 がします。
○大崎座長

厚労省得意の課長通知で十分いけるのではないかという気もしますが 。

○厚生労働省（稻 川課長）

今 の理容所、美 容所で、管理 理・美容師 のことについ てはか

なり具体的に書か れていると思 っていますの で、課長通知 でというこ とは、法律の 条文を
真っ向から否定することになってしまうので、ちょっと難しいかなと思 っておりま す。
○大崎座長

管理 理容師と管理 美容師の責務 とか、職責と か、権限に 何か差異があ るとい

うことなのですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

美 容所の中で複 数美容師がい るというこ とは、それな りに大

きな施設だと思い ますし、ある いはほかの美 容師を含めて 管理の方針 を徹底しなけ ればい
けないということ で設けられた ということで す。もちろん 、理容所と 美容所では使 う化学
物質なども違って くるところは あると思うの で、それに応 じた管理を していただき たいと
いうことなのです。
○大崎座長

安念先生、どうぞ。

○安念委員

それ はそのとおり で、誰も否定 していないの ではないで すか。つまり 、理容

所、バーバーとし ての面は管理 理容師が責任 を持つ、それ から、ビュ ーティーサロ ンとし
ての面においては 管理美容師が 責任を持つ。 ただ、それが たまたま同 一の場所、あ るいは
かなりシェアした 場所になるだ けの話であっ て、責任の所 在について 何か違うこと をやれ
とは、座長は全然 そんなことは おっしゃって いないし、ほ かの方も言 っていないの だと思
うのです。
○大崎座長

では、議長。
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○岡議長

関連で すけれども、こ の管理理容 師なり、管理美 容師を置け ばいいわけで すね。

これは資格ではないですね。
○厚生労働省（稻川課長）
○岡議長

資格は条文にあります。

どこにあるのですか。

○厚生労働省（稻 川課長）

２ ページ目の条 文のところで 言いますと 、理容師の免 許を受

けた後３年以上理 容の業務に従 事し、指定し た講習会を受 けなければ いけないとい う規定
はございます。
○岡議長

講習を 受ければいい ということで あれば、混在 を否定する ものではなく て、混

在する場合には両 管理者を置き なさいと、こ の規定に沿っ た対応をすれ ばいいわけで すね。
○大崎座長

さら に言えば、現 行法、理容師 と美容師を兼 ねることは 禁じられてい ないわ

けですから、２つ の講習に出れ ば、管理理容 師兼管理美容 師の資格を ある特定の個 人が得
ることは十分可能 ですね。そう いう方が１人 で全部管理さ れたら、十 分回る話のよ うに思
うのです。
○厚生労働省（稻 川課長）

お っしゃるとお り、今、理容 師と美容師 の資格を１人 の人間

が持ってはいけな いということ はありません し、実際、持 っている方 もいらっしゃ ると思
います。そういう 場合であれば 、そういう管 理の仕方もあ ろうかと思 います。ただ 、そう
いうことを認めた ときに、やろ うとしている 店舗が、常に 理容師と美 容師、両方の 資格を
持った人がいるわけではないと思いますので。
○大崎座長

そう すればいいの ではないです か、経営的に 。両方持っ た人でないと 両方の

管理は１人ででき ない、それは 当たり前です ね。違法行為 を認めろな どと、我々は 全然考
えていないので。
○厚生労働省（稻川課長）

だから、全ての事業所にそういう人がいるわけではない。

○大崎座長

いなければ混在はだめだということなのではないですか、論理的に言 えば。

○森下委員

そうしてしまうと、資格を両方持っている人がいればいいという話で すよ。

○大崎座長

それなら、それで良いのではないですかね。

○川本専門委員
○岡議長

そこに限定してしまえば、今でもできる。

そうそう、今でもできるのです。

○大崎座長

ところが、今、混在はできないとおっしゃっているのですよ。

○森下委員

混在 はしたことに なるのだけれ ども、施設と しては混在 していないの でしょ

う。要するに、資 格は両方持っ ているから、 理容師、美容 師が両方働 いているとい う状態
では混在だけれど も、そこ は美容室か 、もしく理 容室か、ど っちかしか 標榜できない から、
施設としては混在はしないということでしょう。
○大崎座長

現行法はね。だから、それはおかしい。

○森下委員

でも 、違う法律だ し、これは議 員立法ですね 。それは法 律改正しない とでき

ない話だと思いま す。要するに 、医者と歯科 医が一緒に働 いていて、 それを病院に するの
か、歯科医院にす るのかという 話でしょう。 多分、法律上 は書いてい ないけれども 、違う
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法律で成り立って いるから、同 じ施設として は成り立たな いのではな いですかね。 附帯施
設はどうでしたか 。要するに、 こういう施設 要件を満たさ ないとだめ というのがあ りまし
たね。あれは同じでしたか。理容師と美容師。
○大崎座長

ほぼ同じ。

○森下委員

でも、全く同じではない。

○大崎座長

条例で付加している部分がちょっと違う。条例の差だけですね。

○厚生労働省（稻 川課長）

も ちろん条例で かなり細かい ことをいろ いろ定めてい ますの

で、条例では差があるのは事実です。
○森下委員

法律 なり、課長通 知とかで、そ こは決めてい ないのでし たか。全部条 例任せ

でしたか、その部分は。
○厚生労働省（稻 川課長）

基 本は条例、そ の部分は条例 に任せてい るのですけれ ども、

条例において、それぞれの施設の特性に応じて定めがあるという状況で す。
○岡議長

そうす ると、施設基準 については 条例でいろい ろと細かなこ とが決まって いる。

１、２、３は共通 しているけれ ども、４番目 の条例のとこ ろに差があ るということ は、そ
れぞれの条例の施 設基準をカバ ーすれば、理 容所としても 使えるし、 美容所として も使え
ると、この理解はよろしいですか。
○厚生労働省（稻 川課長）

今 、そこまで認 められていな いので、理 容所と美容所 は別々

の場所でやってくださいということになっています。
○大崎座長

やってくださいというのはどこに書いてあるのですか。

○厚生労働省（稻 川課長）

だ から、差があ るという意味 については 差があります けれど

も。
○岡議長

私の質 問は、差はあ るけれども、 両方カバーす るようなお 店を持ったら 、それ

はどっちもできま すよねという ことを聞いて いるのです。 混在と言っ ているのでは ないで
すよ。どっちでもできるでしょう。
○大崎座長
○岡議長

どっちが厳しいかは置いておいて。
理容もできるし、美容もできるわけでしょう。

○厚生労働省（稻 川課長）

今 であれば、仮 にどっちも満 たす施設が あったとすれ ば、ど

ちらかはできるのですけれども。
○岡議長

できま すよね。そう なってくると 、その次の質 問なのだけ れども、どち らでも

できるのだったら、両方できてもいいではないのと。
○安念委員
○岡議長
○安念委員

だめだと。
それはなぜだめなのだと聞いている。
それが振り出し。

○厚生労働省（稻 川課長）

そ こは、前回か ら御説明して いますけれ ども、同一の 施設で

理容師と美容師が 働くと、どう しても違法行 為を助長する 問題が避け られないとい うこと
が一点と、法律も 、さっきの弁 護士事務所の 方は、私もど れぐらいの 施設基準なの かよく
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存じ上げませんけ れども、理容 、美容という のはそれぞれ 施設基準を 持った上の施 設とし
て位置付けられて いますので、 事故が起こる 可能性は否定 できないと いうところと 、今の
法律は別立てを想 定していると いうことで、 今の整理です と、それは 理容所か美容 所か、
どちらになっていただきたいということです。
○岡議長

一緒に した場合とそ うでない場合 の危険性を比 較して、コ ンマ何パーセ ント増

えるか分かりませ んけれども、 いずれにせよ 、心配されて いることは 、本来やって はいけ
ないことをやって しまう、そう いうことを助 長するおそれ があるとい うことでしょ う。違
いますか。
○厚生労働省（稻 川課長）

違 法行為が起こ る可能性が高 まるという 意味で申し上 げてい

るつもりです。
○岡議長

違法行 為を起こした ら、それに対 してしっかり とペナルテ ィーを科せば よろし

いわけで、ちゃん とやっている 人が圧倒的に 多いのだった ら、ほんの わずかな人の ために
やりたいことを制 限するという のは正に規制 ですね。そこ はやはり考 えていかなけ ればい
けないのではない かと思います 。もっと根本 的な理由があ るならとも かく、使って はいけ
ないかみそりを使 ってしまう可 能性を増長す るおそれがあ るという程 度であれば、 混在し
ていなくたってあり得るではないですか。
○大崎座長

久保利さん。

○久保利専門委員

先ほどの理 容組合の理事 長がおっしゃ った事件は 、多分、2010 年に鳥

取で起きたプラー ジュ事件だと 思うのですけ れども、この プラージュ 事件の後、幾 ら探し
てみても摘発事例 がないのです ね。というこ とは、５年間 、まるでな いと。しかも 、これ
は名札を別の人に 貸してしまっ たというケー スなので、そ れはよくな いと思うし、 とんで
もないと思うけれ ども、そうい う心配をする ことと、美容 院と理容院 を同じ場所で やれる
というメリットを 考えたならば 、ほとんど問 題にならない ような事件 ではないかと 思うの
です。この後、どんどんあって、実は厚生労働省は把握していらっしゃ るのですか 。
○厚生労働省（稻 川課長）

逆 に言うと、今 、混在勤務が 認められて いないがゆえ にそう

いうことが起きていないと我々は理解しています。
○久保利専門委員

でも、2010 年に１件はあ ったわけです ね。無資格 者を採用した という

件は、混在していないのにあったわけですから。
○大崎座長

です から、私が正 直よく分から ないのは、稻 川さんがお っしゃるのは 、混在

勤務は認められて いないから、 違法行為は今 、あまり起き ていないと 。だけれども 、混在
が認められると違 法行為がいっ ぱい起きると いう、そこの 論理がみん なよく分から ないの
だと思うのですよ。
○安念委員

そうです。そのとおりです。

○厚生労働省（稻 川課長）

結 局、混在で、 そのお店が理 容と美容、 両方のサービ スを提

供できるとなった ときに、通常は お客さんが 来た順に美容 師とか理容師 が回していく 中で、
美容師に対して、 ついでに髭を 剃ってくれみ たいな話があ ったときに 、中にはその ままや
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ってしまうような 例が出てくる ケースが増え てくるのでは ないかと思 っているとい うこと
なのです。
○大崎座長

正直 よく分からな いのは、理容 所兼美容所が 認められた ら、髭を剃っ てくれ

と言われたら、で は理容師に変 わりますと言 えば済む話に なるので、 むしろ違法行 為は減
るような気がするのです。
○厚生労働省（稻 川課長）

そ こが担保でき るのであれば 、それはそ うだと思いま すけれ

ども、実際、そう いうことが認 められて、現 場でそういう ところまで 担保できるの かどう
かというところが非常に厳しいと思っているということです。
○大崎座長

ありがとうございました。

この件は引き続 き検討してま いりたいと思 っておりまし て、次回ワ ーキング・グ ループ
におきましても、 さらに別の事 業者の方から のヒアリング も行いたい と思っており ますの
で、稻川さんには 御足労いただ いて恐縮でご ざいますが、 引き続き、 よろしくお願 いいた
します。
○岡議長
○大崎座長

よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
（厚生労働省
（法務省

○大崎座長

退室）
入室）

長丁 場で恐縮でご ざいますが、 引き続き、よ ろしくお願 いいたします 。どう

もお待たせして申 し訳ございま せんでした。 ここからの議 題は、いず れも重点的フ ォロー
アップの対象項目ということでございます。
まず最初に、「 日本に住所を 有しない外国 人が外国企業 の子会社等 を設立する際 の法人
登記等に関する規 制の見直し」 について検討 したいと存じ ます。本件 は、昨年６月 閣議決
定されました３つ の項目で構成 をされており ます。今回は 、そのうち 平成26年度内 に結論
を得ることとなっ ておりました 外国会社の登 記に関する規 制の見直し について、検 討結果
を伺うという趣旨でございます。それでは、よろしくお願いいたします 。
○法務省（坂本参事官）

法務省の坂本でございます。よろしくお願いいたします。

今、大崎座長か らお話がござ いましたとお り、日本にお ける代表者 の中に日本に 住所を
有する者がいない 時点でも外国 会社の支店登 記を可能とす ることにつ いて、諸外国 の制度
に関する調査の結 果を踏まえな がら検討する ようにという 御指示をい ただいていた ところ
でございます。
お手元の資料３ に従いまして 御説明させて いただきたい と思います 。外国の制度 に関す
る調査の結果も踏 まえ、という ことでしたの で、まず、外 国の調査の 結果について 御紹介
させていただければと思います。
最初に、アメリ カのデラウェ ア州法という ことで、これ がアメリカ で最も使われ ている
会社法ということ になろうかと 思いますけれ ども、資料３ にも書いて ございますと おり、
州外会社、すなわ ち、デラウェ ア州法でない 法律によって 設立された 会社がデラウ ェア州
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内で営業する場合 、登録事務所 及び登録代理 人というもの を置かなけ ればいけない ことに
なっております 。そして 、登録代 理人は 、送達の受理 や、そ のほかの機 能を果たすた めに、
州内に事務所を持 っているか、 あるいは州内 に住んでいる 、そういう 者でなければ ならな
いとされておりま す。また、50 以上の法人の 登録代理人と なる者につ いては、一定 の資格
要件の加重がござ いまして、商 業登録代理人 として、資料 ３の第１の １の（４）に 挙げて
いる４つの要件を 満たす必要が あります。さ らに、登録代 理人は、外 国会社から提 供を受
けたその名称や、 登録代理人と の連絡の窓口 である役職員 の電話番号 などを保持し なけれ
ばならないとされております。
以上がデラウェ ア州法で、次 は、もう一つ 、アメリカの 代表的な州 法としてニュ ーヨー
ク州法を挙げさせ ていただいて おります。ニ ューヨーク州 法でござい ますが、まず 、州外
会社がニューヨー ク州内で営業 する場合には 、州務長官、こ れがどうい う位置付けな のか、
必ずしも明確には 把握できなか ったのですけ れども、州務 長官を代理 人として指名 して、
州外会社の事務所 が所在する州 内の郡を届け 出る必要があ るとされて います。また 、州外
会社は、それに加 えて登録代理 人を登録する ことができる ことになっ ております。 登録代
理人は、州内に住 所を持ってい る人であるこ とや、州法に 基づいて設 立された州内 会社で
あることなどが、 要件とされて います。次に 、令状の送達 、書類の送 達だと思いま すが、
これは登録代理人に対して行うこととされています。
次がイギリス法 ですが、イギ リス法は、ま ず前提といた しまして、 外国会社がイ ギリス
国内で営業する場 合、必ずしも 事業所を設け る必要はない ことになっ ております。 英国内
に事業所を設けた 場合は登記し なければなら ず、かつ、送 達受領者が いれば、その 氏名及
び住所、いないの であればいな いということ を登記するこ とになって おります。し かし、
他方で、イギリス 国内で営業す る外国会社が 事業上の取引 先から要求 があった場合 には、
その要求のときか ら５営業日以 内にイギリス 国内に居住す る送達受領 者の住所を明 らかに
しなければならないということになっております。これがイギリス法で す。
これまでは英米 法系の国です が、次に、大 陸法系の国と して、まず 、ドイツを御 説明し
ます。ドイツにつ きましては、 外国会社がド イツ国内で営 業する場合 には、支店を 設けな
ければいけないこ とになってい ます。ドイツ 国内に支店を 設けた外国 会社は、営業 を開始
するまでに、登記 又は登録をす る必要があり 、その登記、 登録をする 場合には、こ れは州
によって異なって いるようでは ございますけ れども、州に 存在する意 思表示又は送 達の受
領権者を含める必要があるとされています。
次にフランスで すが、フラン スでも、国内 において営業 する場合に は、フランス 国内に
支店を設けなけれ ばいけないこ とになってお り、また、支 店を設けた 外国会社は営 業を開
始するまでに登記 しなければい けないことに なっています 。これらの 点はドイツと 同じと
いうことかと思い ます。そして 、フランスに おいては、外 国会社は支 店に代表者を 置く必
要があり、その代 表者がフラン スに居住する 場合には、EU メンバー国 の市民である 場合を
除き、滞在許可を取得する必要があるとされています。
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以上が主要な諸 外国の制度に ついての概要 ですが、この ワーキング ・グループに おいて
も話題になりまし た登録代理人 制度について されている批 判を目にい たしましたの で、御
紹介させていただきます。
まず、何ら事業 活動を行わず 、実体も伴っ ていないよう なダミー会 社、英語でシ ェルカ
ンパニーなどと言 われておりま すけれども、 そういうダミ ー会社を置 くことも容易 になっ
てしまっていると いう批判があ ります。そし て、その結果 ということ ですけれども 、実体
が伴わない、ある いは実体が不 明な会社であ っても、登録 代理人制度 を使って存立 するこ
とができるという ことから、要 は悪用されて しまう、具体 的には、違 法資金、犯罪 収益な
どのマネーロンダ リングの手段 に使われたり 、更には、密 輸とか、詐 欺、横領、あ るいは
武器売買や租税回 避の手段とし て使われる、 そういう温床 になってい るのではない かとい
う批判がされているところでございます。
では、このよう な諸外国の制 度を踏まえて の検討という ことでござ いますが、資 料３の
第２で、会社法を 改正せずに登 記のみで対応 することはで きないとい うことを記載 してい
ます。これは、前 回のフォロー アップにおい て、会社法の 改正という 形ではなく、 解釈等
で何とか対応でき ないのかとい う御示唆をい ただいて、そ の際はちょ っと思いつか ないと
申し上げましたが、改めて検討させていただいたところです。
結論から申し上 げますと、現 行の会社法の 規定を前提と する限り、 登記のみで対 応する
ことはできないと いうのがお答 えとなります 。その理由を 御説明申し 上げますと、 まず、
会社法上、外国会 社が日本で継 続して取引を する場合には 、日本にお ける代表者を 定めな
ければならないと されています 。それを受け て、日本にお ける代表者 を定める場合 には、
その時点で、その うちの１人以 上は日本に住 所を有する者 でなければ ならないと規 定上な
っています。そし て、外国会社 の登記につき ましても、日 本における 代表者を定め たとき
から３週間以内に しなければな らないとされ ており、日本 に住所を有 する日本にお ける代
表者の氏名および 住所が登記事 項になってい ます。したが って、この ような条文か らいた
しますと、外国会 社の登記をす る前に、日本 に住所を有す る日本にお ける代表者を 定めて
おく必要があると いうことでご ざいますので 、日本に住所 を有する者 がいない時点 でも外
国会社の登記を可 能としようと するのであれ ば、日本にお ける代表者 を定める時点 でその
うちの１人以上は 日本に住所を 有しなければ ならないとし ている会社 法の規定を改 正する
必要があるということでございます。
次に、外国会社 の日本におけ る代表者の住 所要件に関す る会社法の 改正の是非は どうな
のかということを御説明します。
まず第１点目、 なぜ日本にお ける代表者の うち１人以上 は日本に住 所を有しない といけ
ないとされている のかというこ との趣旨でご ざいます。こ れについて は、これまで のワー
キング・グループ でも何度か御 説明して、御 議論させてい ただいたと ころではござ います
が、改めて御説明させていただきたいと思います。
１点目が、日本 国内の取引の 安全、外国会 社と取引をす る日本の債 権者の保護と いう観
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点でございます。こ の点について は、外国会社 との取引に関 してトラブ ルが生じた場 合に、
日本における代表 者が交渉窓口 となるという ことや、訴状 送達に際し て国内に送達 先がな
いと困るというこ とを、これま でこのワーキ ング・グルー プで御説明 してまいりま した。
訴状送達につきま しては、仮に 外国送達とな ってしまうと 、国によっ ては１年以上 の期間
がかかってしまう ということで ございます。 また、苦情を 言おうと思 っても、日本 に何も
連絡先がないとい うことになれ ば、わざわざ 外国まで連絡 しなければ ならないとい うこと
になってしまうと いうことも、 これまで御説 明したとおり でございま す。それがＢt oＢ、
事業者であれば、 そのような負 担と申しまし ょうか、外国 まで連絡し なければなら ないと
いうことになった としても対応 のしようはあ るということ かもしれま せんが、その 外国会
社と取引するのは 事業者だけで はなく、当然 、自然人、消 費者という こともあり得 ますの
で、この点を軽視することはできない、それについての配慮が必要だろ うと思いま す。
もう一点が、監 督の実効性と いうことでご ざいます。そ の外国会社 の事業が不当 な目的
で行われたような 場合には、取 引継続禁止命 令や営業所閉 鎖命令を出 すことができ ること
とされております が、その場合 、日本におけ る代表者の住 所地が管轄 の基準となっ ており
ますし、当然、そ こに書類等を 送達すること になっており ます。した がって、日本 におけ
る代表者の住所地 が日本国内に ないことにな ってしまうと 、どうやっ てその実効性 を確保
していくのかとい う問題が生じ てくることに なります。ま た、送達に ついての民事 訴訟法
の規定は、金融商 品取引法や独 占禁止法で準 用されていま して、日本 における代表 者の１
人以上は日本にお ける住所を有 しなければな らないという ことが、課 徴金納付命令 などの
行政処分の実効性確保にも資する面も有しているところでございます。
以上が現行の規 定の趣旨とい うことで、で は、日本にお ける代表者 の１人以上は 日本に
おける住所を有し なければなら ないとするこ とによって、 どのような 不都合がある のかと
いうところが、資料３の第３の２という部分でございます。
１点目は、それ がこのワーキ ング・グルー プで取り上げ ることとな った発端だと 理解し
ておりますが、ビ ザと登記の鶏 ・卵の問題と いう言い方を させていた だいておりま すとお
り、ビザの交付申 請をしようと すれば、登記 事項証明書が 必要となる し、他方で登 記する
前に日本に住所を 有していない と登記ができ ないというこ とがあった ということで ござい
ます。しかし、そ れについては 、出入国管理 及び難民認定 法施行規則 の改正により 、解消
することになって ございます。 すなわち、参 考資料４に記 載されてい るとおり、ビ ザの申
請に当たって、こ れまでは登記 事項証明書の 写しの提出が 必要だった のですが、今 回の改
正により、必ずし も登記事項証 明書の写しを 提出する必要 はないこと にしています 。これ
によって、登記し ていないとビ ザがとれない 、ビザがない と登記がな かなか難しい 、そう
いう状況は解消されているということでございます。以上が１点目でご ざいます。
２点目でござい ますけれども 、外国会社が 日本で事業を 行う場合、 どういう方法 をとる
のかということを 、私どもの方 でもJETROな どに聞いてみ ましたところ 、大きく分け ると、
外国会社が日本の 内国会社を子 会社として設 立するという 方法と、支 店を置くとい う方法
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が考えられるとい うことですけ れども、一般 的には、支店 を置くとい うことになる と、外
国会社が取引の当 事者となり、 外国会社が直 接に責任を負 うことにな ってしまうと いうこ
ともあって、子会社を設立する方法がとられることが多いと聞いており ます。
子会社を日本で 設立するとい うことにつき ましては、も ともとそち らの方でも代 表者の
１人は日本に住所 を有していな ければいけな いという課長 通知があっ たわけでござ います
が、その課長通知 については、 お手元の参考 資料３でお配 りさせてい ただいており ますと
おり、廃止して おります 。したがって 、子会社 として内国会 社を設立す る場合につい ては、
代表者が日本に住所を持っていなくても登記できることになります。
では、外国会社 の支店という 方法を選択す る場合、どう いう困った ことがあるの かとい
うことですが、ま ず、鶏・卵の 問題について は、先ほど申 しましたと おり解消して いると
いうことでござい ます。その上 で、日本にお ける代表者と いうのは、 何も外国会社 の社長
とか取締役である 必要はなく、 日本の弁護士 などを選任す る方法もと ることができ ること
は、前のこのワー キング・グル ープでも御説 明させていた だいたとお りでございま す。し
たがって、外国会 社から役員、 あるいは職員 を派遣して常 駐させてお く必要はない という
ことでございまし て、他方で、 常駐させるの であれば、外 部の人間を お金を出して 雇う必
要もない、どちらでもいいことになります。
その上で、諸外 国の制度も踏 まえた考慮要 素でございま すけれども 、先ほど冒頭 に諸外
国の制度を英米独 仏と御説明さ せていただき ましたとおり 、諸外国の 制度でも、何 らかの
形でその国におけ る通知、ある いは連絡先を 置いておけと いう規律に なっていて、 その点
は日本法と同じで あると理解し ております。 ただ、そのや り方につい ては、正に各 国、い
ろいろなやり方を とっている。 大きくいうと 英米法と大陸 法で少し違 っているのか なとい
う感じはございますけれども、国によって様々ということでございます 。
その１つの方法 である、ここ でも議論にな りました登録 代理人とい う制度につい ては、
先ほど申し上げま したとおり、 マネーロンダ リング等に悪 用されてし まう危険があ るとい
うことでございま す。実は、法人 形態を利用し たマネーロン ダリングへ の対応という のは、
国際的にも強く指 摘されている ところでござ いまして、例 えば、2013 年、イギリス のロッ
ク・アーンＧ８サ ミットの首脳 コミュニケな どでも取り上 げられてい るということ でござ
います。そのよう な国際的な動 向を踏まえま しても、マネ ーロンダリ ングへの悪用 の危険
については決して軽視することはできないのではないかと思っておりま す。
そのような諸外 国の状況など も踏まえます と、外国会社 の日本にお ける代表者に ついて
の住所要件を撤廃 し、日本にお ける代表者が １人も日本に 住所を有し ないというこ とにな
った場合には、実 体を伴わない 、あるいは実 体がよく分か らないよう な外国会社が 日本国
内で活動すること を容易にする おそれが出て きて、登録代 理人制度と 同じような批 判を招
きかねないというリスクがあると考えております。
以上を踏まえて 、最後に改正 の是非という ことでござい ますけれど も、外国会社 の日本
における代表者に ついての住所 要件があるこ とにより、実 際に指摘さ れていた鶏・ 卵とい
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う問題についての 不都合性は現 時点では解消 させていただ いているこ とと、他方、 この要
件を撤廃すること によるリスク 、もともとこ の規定を置い ている趣旨 である債権者 、特に
消費者保護の観点 、あるいはマ ネーロンダリ ングに悪用さ れる可能性 があること等 を踏ま
えて、相当慎重に検討を行う必要があるということでございます。
私からの説明は以上とさせていただければと思います。
○大崎座長

ありがとうございました。

今の御説明につ いて質疑を行 いたいのです が、最初に確 認したいの ですけれども 、参考
資料４の例の鶏・ 卵とおっしゃ った問題なの ですけれども 、これはま だ決まってい ないと
いうことなのかも しれませんが 、「外国企業 の子会社等を 設立する」 の「等」には 支店も
含まれるということなのでございますか。
○法務省（坂本参事官）
○大崎座長

はい、支店も含まれます。

しか し、支店の場 合、そうする と、どういう 実務になる のですかね。 まず、

支店の設立準備を 行う意思があ ること、支店 の設立がほぼ 確実に見込 まれること等 を証明
して入国して、支店をつくって、その後、登記はどうするのですか。
○法務省（坂本参事官）
○大崎座長

すみません、御質問の御趣旨が。

登記 の時点で、日 本における代 表者、日本に 住所を有す る者に限ると いうこ

とが出てきますね。
○法務省（坂本参 事官）

登記 する前の段階 で既にビザが 出されてい ますので、入 国して

日本に住所を持つ ことができる ようになって います。今ま では、そも そもビザが出 なかっ
たので、日本で住 所を持てない ことが問題だ ったわけです が、事前に 住所を持てる ことに
なりますので、それをもって登記することができることになるというこ とです。
○大崎座長

なるほどね。いかがでしょうか。

もう一回確認な のですけれど も、実際の流 れは同じとい うことではあ るのですけれ ども、
内国会社の方は、 代表者の１人 が日本に住所 を持っていな ければいけ ないというこ とはな
いと明確に言って しまうわけで すね。外国会 社の場合は、 日本に住所 を持っている 代表者
はいなければいけ ないのだけれ ども、実務上 は住所を持つ 前に入国ビ ザが出るから いいで
はないのと、そん な感じの理解 になるわけで すね。そうす ると、支店 の方が規制が 厳しい
ようにも見えるのですが。
○法務省（坂本参 事官）

確か に内国会社で あれば、代表 者が日本に 住所を有して いない

ということが可能 になりますが 、他方で内国 会社は必ず国 内に本店を 置かなければ いけな
いということがあ ります。他方 、外国会社に つきましては 、平成14年 の商法改正で 、それ
まで営業所を置い ていなければ いけなかった のが、営業所 を置かなく ても代表者だ け置け
ばいいことにしております。その辺りがかなり大きな違いではないかと 思います。
○大崎座長

いかがでしょう。どうぞ。

○川本専門委員

外国会社が支 店を持つ場合 、日本が今、 どのレベル にあるかをも う一度

確認したいのです けれども、日 本は代表者が 日本に住所を 有しなけれ ばいけないと いう規
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定だった。主要先 進国を見てい くと、そこま で要求してい るのはフラ ンスだけとい うこと
ですか。そのほか の国はそれよ りも弱いと。 また、マネー ロンダリン グ等の懸念は あると
いうのは確かだと 思うのですけ れども、こう いうのは国際 的に抜け穴 がないように 規制し
ていくのが趣旨だ と思いますの で、その意味 で、そういう ことを国際 的に議論して いく場
はあるのでしょう か。また、そ こで最も規制 の弱いアメリ カがやはり 問題なのだと 、各国
ともそういう認識 になっている のでしょうか 。法務省は、 会社法改正 が必要になる ので、
その部分はあまり 前向きではな いような感じ でお聞きしま した。他方 で法改正にな るから
とそこで止まってしまっていいのかという感想を持ったのですけれども 。
○法務省（坂本参 事官）

まず 、御質問の前 半、各国と比 較してどう なのかという ところ

ですけれども、最 初の御説明で も申し上げま したように、 何をメリッ ト、何をデメ リット
ととるのか、正直 難しいところ があると思っ ております。 登録代理人 と日本におけ る代表
者との比較で申し 上げますと、 登録代理人を 用いる場合、 何も日本に 住所を持って いる人
間がいなくていい ということに はなるわけで すが、他方、 必ず登録代 理人という人 を雇わ
なければいけない 。もちろんた だではありま せん。アメリ カでは職業 的にやってい る人た
ちがかなりいるよ うです。そう いうフィーが 当然必要にな ります。日 本法であれば 、職員
を派遣するのであ れば、その人 を日本におけ る代表者にし ておけばよ いということ になり
ます。アメリカ法 との比較とし て、どちらが メリット、デ メリットと 見るかという ことか
と思います。
他方、ドイツ、 フランスとな ってくると、 明確に支店設 置義務とい うことが書い てござ
います。要するに 、事務所を置 けということ でございます 。日本法は 、先ほど少し 申し上
げましたとおり、 事務所を置く 必要はありま せん。日本に おける代表 者を定めて、 そのう
ち１人が日本に住 所を有してい れば、事務所 を置く必要は ないことと してございま す。し
たがって、どちら がいいのかと 見ると、どち らがどうとい うわけでも ないと思いま す。あ
る意味、日本は便 宜的にどちら でも選べると いうか、外部 の人間を雇 っておく形に しても
いいし、直接職員 を派遣しても いい、そうい う形になって いるという 理解も可能で はない
かと思っております。
また、アメリカ 法に対する批 判というとこ ろで、私ども が目にした のはアメリカ 国内に
おける批判でござ いまして、登 録代理人制度 が国際的に批 判されてい るかどうかと いうこ
とは、調査できた 範囲では分か りませんでし たが、一般に 登録代理人 制度について は、ア
メリカ国内で言わ れているよう な批判は、あ る程度、共通 認識のよう な形になって いると
申し上げてもよろしいのではないかと理解しております。
○大崎座長

ありがとうございます。

余計なことかも しれませんけ れども、先般 、対日直接投 資推進会議 がございまし て、閣
僚レベルの会議で 、私、アドバ イザーを拝命 しております ので出席し たのですけれ ども、
その場で５つの約 束が決定され まして、その 中には、会社 のいろいろ な手続をよく してい
きますみたいな話 があって、そ こには登記制 度の見直しな どもやりま すと大々的に 書いて
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ございます。会社 設立だけでな く、支店の方 も、法文上は 日本におけ る住所を持っ ている
代表者が絶対必要 と書いてある ので、それだ け読んで、と にかく、ま ずそこに住ん でいな
いと、住むにはビ ザが要るのだ みたいな誤解 を生まないよ うに、支店 の場合も内国 会社を
設立する場合と基 本的には同じ 流れでできる のですよとい うのを法務 省としてもア ピール
していただけると 非常にありが たいと思うの です。つまり 、せっかく ああいう約束 という
ことで見直しとう たっておられ るのに、会社 を作るときは いいのだけ れども、支店 を作る
ときはだめよとい うふうに誤解 されてしまう と、せっかく の改正が意 味がないよう な気が
するものですから。
○法務省（坂本参 事官）

対日 直接投資推進 会議では、内 国会社の代 表者の住所要 件につ

いての課長通知を 廃止したこと を、廃止の直 後に開催され た会議の場 で御紹介させ ていた
だいたのではないかと理解しております。
○大崎座長

そのとおりです。

○法務省（坂本参 事官）

その 上で、今の大 崎座長のお話 でございま すけれども、 これは

繰り返しになって しまって恐縮 ですけれども 、外国会社の 日本における 代表者につい ては、
会社法の改正をし ないと、解釈 、運用のレベ ルで対応する ことはなか なか難しいと 考えて
いるところでございます。
○大崎座長

いえ いえ、私が申 し上げている のはそういう ことではな くて、要する に、日

本は会社を設立し やすくしまし たよとアピー ルされている ときに、支 店の設立につ いては
依然しにくいのだ という誤解は 生まないよう にしていただ きたいと、 そういうこと です。
ですから、正に参 事官おっしゃ ったとおり、 ほぼ同じ流れ で支店もで きるわけです ね。支
店設立の見込みあ りということ でビザをとっ ていただけれ ば。ですか ら、そのこと をぜひ
PRしていただきたいということです。
○法務省（坂本参 事官）

出入 国管理及び難 民認定法施行 規則の改正 によって今ま での苦

労がなくなったということを周知しろという御趣旨でございますね。失 礼いたしま した。
○大崎座長

ほかによろしいですかね、この件は。

では、この件に ついてはこの くらいにした いと存じます 。本日はど うもありがと うござ
いました。
事務局から、この件に関連して報告があるということです。
○佐久間参事官

本件は閣議決 定が３つある ということで 議論されて いたと思いま すけれ

ども、本日取り上 げていない残 りの２点につ いて、これか ら報告いた します。１つ は、内
国会社の代表者住所要件、もう一つが、在留資格取得要件でございます 。
先ほどの御説明 と重なる点が あるのですけ れども、本件 については 、昨年12月に １回フ
ォローアップをし ておりまして 、その 際、JET ROからも法務 省の取組を 評価する発言 がある
など、前向きな検 討状況を確認 しておりまし た。その後、 内国会社の 代表者住所要 件につ
きましては、先ほ ど来、触れら れている３月 16日の民事局 商事課長通 知、参考資料 として
配られていますけ れども、その 通知が発出さ れまして、我 々事務局と しても、規制 改革実
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施計画の趣旨に沿った措置がなされたものと理解しております。
また、在留資格 取得要件に関 しましては、 お手元の参考 資料４でご ざいますけれ ども、
従前の投資経営の 在留資格は経 営管理に改め られるととも に、在留期 間に４か月が 追加さ
れ、さらに法人の 登記が完了し ていないとき は、登記事項 証明書でな く、定款、そ のほか
法人において当該 事業を開始し ようとしてい ることを明ら かにする書 類でよいこと にされ
まして、本改正省 令は既に昨年1 2月26日に公 布され、４月 １日に施行 予定となって おりま
す。こちらも計画の趣旨に沿った措置がなされたものと理解しておりま す。
参考資料４につ きまして、先 ほどもお話が ありましたけ れど、一応 、補足します けれど
も、ロの当該事業 を法人におい て行う場合に は、登記事項 証明書の写 し、登記が完 了しな
いときは、定款そ のほか法人に おいて当該事 業を開始しよ うとしてい ることを明ら かにす
る書類ということ なのですけれ ども、これは 本邦において 法人を設立 する場合もそ うです
し、外国法人の支 店を本邦にお いて設立する 場合との別を 問わず、そ の事業を開始 しよう
としていることを 明らかにする 書類があれば よいことにな っておりま すので、改め て私か
らも確認的に述べておきたいと思います。
私からは以上です。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、どうも本日はありがとうございました。
（法務省

退室）

（内閣官房、日本経済団体連合会
○大崎座長

入室）

それ では、続きま して「ビッグ データ・ビジ ネスの普及 」の検討でご ざいま

す。これは、経団 連等の御要望 を踏まえまし て、2013年６ 月に閣議決 定された項目 です。
昨年、ワーキング ・グループに おきましても 、IT室から、 個人情報保 護法の見直し の方向
性について御報告をいただいたというものでございます。
では、早速でございますが、内閣官房IT室からの御説明をお願いいた します。
○内閣官房（瓜生参事官）

内閣府IT総合戦略室参事官の瓜生でございます。

私から、資料４ を御用意させ ていただいて おりますので 、御説明を させていただ ければ
と思います。
今回法律でござ いますけれど も、表紙を御 覧になってい ただきます と、個人情報 の保護
に関する法律と、 及びで行政手 続における特 定の個人を識 別するため の番号の利用 等に関
する法律、いわゆ るマイナンバ ー法の、それ ぞれの一部改 正法案とい う形で出させ ていた
だいておりますが 、メーンは個 人情報保護法 だと思います ので、そち らをメーンに 説明を
させていただきたいと思います。
今回の件とあま り関係ないか もしれません けれども、法 律が２つく っついている 理由な
のですが、めくって １ページ目の 上にありま すけれども、個 人情報保護 法と書いた右 側に、
個人情報の保護と 有用性の確保 に関する制度 改正と書いて あります。 その下の行で 、個人
情報の取り扱いの 監視監督権限 を有する第三 者機関（個人 情報保護委 員会）を新し く設置
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するというのがメ ーンだと思っ ておりまして 、その母体と なりますの が、現行マイ ナンバ
ー法にある特定個 人情報保護委 員会になりま す。それを廃 止して、新 たに個人情報 保護法
に個人情報の取り 扱いを監視監 督する、いわ ゆる三条委員 会の第三者 機関を作ると いうこ
とで、両法案が同 時に改正され るという形を とっています 。それに合 わせまして、 各法律
について必要な改 正を行ってい るわけでござ いますが、こ のページの 真ん中から個 人情報
保護法改正の中身が書いてあります。
背景ですけれど も、今回、こ の規制改革会 議でも御議論 になってい らっしゃる理 屈かと
思いますけれども 、いわゆるIT の進展で、ビ ッグデータ時 代が到来し ておりまして 、そう
いう中で特に重要 なのがパーソ ナルデータの 収集・分析、 利活用でご ざいまして、 そうな
りますと、これま で10年間、個 人情報保護法 ができてから の問題点と しまして、個 人情報
として取り扱うべ き範囲のあい まいさ、グレ ーゾーンが発 生していて 、企業は利活 用に躊
躇している。カッ コで例と書い たのは、大手 交通系企業の 情報がなか なか出せなか ったと
いうことが発端かなと、１つ思っております。
一方で、昨年６ 月の大綱をつ くった直後に 、大手出版系 会社から大 量の情報流出 がござ
いまして、そこで 問題になった のが、いわゆ る名簿屋が暗 躍している といいますか 、こう
いう事業者が存在 するのが一般 国民の非常な 懸念とか心配 を助長して いるというこ とでご
ざいますので、こ れに対する対 応も必要だと 。この話でい きますと、 やや規制強化 になる
のかもしれませんけれども、その話を盛り込む必要がでてきたという状 態でござい ます。
そういうことで 、対応として は、繰り返し になりますの で簡単に言 いますけれど も、１
つは、個人情報の 定義を明確化 すること。一 方で、個人情 報ではない 形に、誰の情 報か分
からないような形 に加工された ものについて は、匿名加工 情報という ことで、個人 情報に
係るいろいろな縛 りを外して、 企業が自由に 活用できるよ うな形をと るというのが １つ目
の話でございます。
２つ目は、名簿 屋対策問題と して、大手教 育出版系企業 の事案のと きに問題にな りまし
たものが主に２点 あり、いわゆ る個人情報が 不正に流通し た場合、ど ういう経路を たどっ
たか分からないと いうのに対し まして、ある 程度流通経路 をたどるよ うにしたいと いうの
が１点目でござい ます。２点目 が、今回の件 では容疑者は 不正競争防 止法違反とい うこと
でつかまったわけ ですけれども 、今、不正に 持ち出された 個人情報等 が営業秘密と いうこ
とに争いがあるよ うでございま す。そうでは なくて、大量 の、お金に なるような個 人情報
を不正に盗むなり して売った場 合にも罰則が 必要なのでは ないかとい うことで、そ ういう
ものをつくっている形になっております。
詳細です。次の ２ページ目、 ３ページ目に ありますとお り、まず、 定義でござい ます。
個人情報の定義の 条文はそんな に大きく変え ないのですが 、１つは、I Tの進展に伴 って、
ややグレーゾーン が増している と言われてい ますものとい たしまして 、特定の個人 の身体
的特徴を電子的と か、電磁的に 変換したもの ということで 、いわゆる 顔認識データ みたい
なものが個人情報 であると明確 にする予定で ございまして 、デジタル データ単独で 特定の
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個人を識別できて いるようなも のにつきまし て、個人情報 として、正 確には政令で 定める
ことになりますけれども、そういうものを明確にしていくのが１つ目で ございます 。
２つ目が、一方 で、要配慮個 人情報、いわ ゆる機微情報 として、不 当な差別とか 偏見を
生じるものという ことで、これ も最終的には 政令で定める 予定ですけ れども、法律 上は、
人種、信条、社会 的身分、病歴 等々について は、原則本人 の同意を得 て取得をする なり、
あと、第三者提供 が行われる。 逆の言い方を すると、オプ トアウトの ようなやり方 につい
ては禁止をいたしますという取り扱いを規定する予定でございます。
続きまして、本 論の匿名加工 情報につきま してですけれ ども、詳細 は後ほど条文 ととも
に御説明させてい ただきますの で飛ばさせて いただいて、 ２の個人情 報保護指針と いうも
のも後で説明させていただきます。
３番目の名簿屋 対策につきま しては、さっ き申した２点 ありまして 、トレーサビ リティ
の確保ということ で、データを 受ける側と出 す側について 、受ける側 については、 誰から
受けたという話で すとか、重要 なのはデータ の取得経緯、 不正なもの でないかちゃ んと確
認をしてください というものを 義務付けまし て、それを一 定期間保存 していただく 。出す
側も、誰にいつ出 したかを保存 していただく 話と、あと、 提供罪とい たしまして、 これは
条文ほぼそのまま ですけれども 、個人情報デ ータベース等 を取り扱う 事務に従事す る者と
か従事していた者 が、不正な利 益を図る目的 で提供とか盗 用する行為 について、直 接罰を
設けるということ がございまし て、基本的に 個人情報保護 法は事業者 規制なのです けれど
も、今回、個人に ついても罰則 を科すことが できるという 規定を設け ているところ でござ
います。
続きまして、３ ページ目でご ざいますけれ ども、冒頭申 し上げまし た、委員会が 今回の
法改正の最大の目 玉でございま す。内閣府の 外局として設 けるという ことで、２行 目です
けれども、現行13 の府省にまた がっている主 務大臣の権限 は集約いた しますという ことで
ございまして、さ らに、現行、 特定個人情報 保護委員会に は入ってい ますが、立入 検査と
いう権限もあわせ て追加する。 一方で、体制 の問題もござ いますので 、報告徴収と か立入
検査という人手が かかるところ については、 現行の事業所 管大臣に権 限を委任して やるこ
とができるという制度も設けるところでございます。
続きまして、情 報の取扱いの グローバル化 ということな のですけれ ども、これは ２点ご
ざいます。１点目 は、外国で日 本国内の個人 の情報を扱っ ている業者 に対する法の 適用で
ございまして、や や条文的です けれども、日 本国内の個人 情報を取得 した外国の個 人情報
取扱事業者につい ても個人情報 保護法を原則 適用するとい うことでご ざいまして、 そのよ
うな外国の会社が 日本国内の個 人の情報を扱 うのであれば 、ちゃんと 法に従ってく ださい
ということでござ います。一方 で、執行に関 しては、なか なか直接執 行は難しゅう ござい
ますので、外国の 執行当局と協 力をするため の情報提供な どを可能と するという形 にして
います。
続きまして、外 国事業者への 第三者提供で ございますが 、日本の企 業におきまし ても、
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いろいろITが発展 したことによ りまして、中 国のデータベ ースとかに 日本人のデー タを置
いて事業をするこ とがあります が、外国に簡 単に持ってい っていいの かという話が ござい
ます。そうすると 、大原則とし まして、個人 情報保護委員 会の規則に のっとった方 法、ち
ゃんとした安全管 理の措置をと るとか、その データが守れ るような措 置をとらない とだめ
だという形をしよ うとしており ます。あわせ まして、委員 会が認めた 国、これはEU がやっ
ている十分性が認 定された国と いいますか、 ああいうもの についても できるように しよう
としておりまして 、以上の２つ ができなかっ た場合につい ては、必ず 本人の同意を とって
くださいという書き方をしております。
あと、オプトア ウト規定の厳 格化につきま しては、今回 の大手教育 出版系企業の 事案が
出る前に我々が考 えていたもの でございます が、いわゆる オプトアウ トによって第 三者提
供する際に、名簿 屋のようなも のにつきまし ては、本人が 容易に知り 得る状態に置 くとい
っても、なかなか 実効性があり ませんので、 本人が容易に 知り得る状 態にするため に、本
人にもともと通知 するべきデー タの項目など を委員会に届 け出ていた だきまして、 委員会
が一覧性をもって 公表するとい うことで、い ろいろな名簿 屋の透明化 を図るという 話が１
つ目でございます。
２つ目の目的の 制限の緩和で ございますが 、皆さんも御 存じかもし れませんが、 法案の
骨子を昨年出した 状態から、か なり大きく、 いろいろ議論 があって変 更されたもの なので
すけれども、いず れにいたしま しても、当初 取得した目的 と違う目的 で使う場合、 非常に
現行法で規制が強 いということ なので、一部 、現行法の規 定を緩めま して、ある一 定程度
合理的な範囲の目的の変更はできるようにしようという形の改正をして おります。
最後が小規模取 扱事業者でご ざいますが 、5,000件 以下につい ても、ネットが発展 した社
会でございますと 、流通した情 報があっとい う間に転載な り、転記さ れて拡散して いきま
すので、事業者が5, 000件以下の 情報しか保有 していない場 合であって もこれをちゃ んと守
るために、全ての事業者を法の適用にするということでございます。
続きまして、匿 名加工情報の 話でございま すが、４ペー ジ目に絵を 書いておりま して、
その絵のもとにな った条文は５ ページ目以降 になりますの で、適宜条 文の方も御参 照いた
だければと思って おりますが、 とりあえず絵 で説明をさせ ていただけ ればと思って おりま
す。
個人情報といい ますか、情報 ですが、左上 から始まって おりまして 、本人がいま して、
それを事業者Ａが 取得をすると いうことでご ざいまして、 左の個人情 報を、②と書 いてい
ますが、委員会規 則に基づいて 、特定の個人 を識別するこ とができる 記述等を削除 しても
らう。そうすると 、真ん中にあ る匿名加工情 報、新たなカ テゴリーの 情報が生成さ れると
いうことでござい まして、加工 方法なのです が、下にあり ますけれど も、提供側、 受領側
があって、いろい ろなものを消 すような書き 方をしており ますが、こ れ自体は、い ろいろ
な情報に応じて変 えていく必要 があるという か、移動情報 とか、購買 情報とか、情 報によ
っていろいろ変わ りますので、 具体的な加工 方法について は、下にあ りますけれど も、認
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定個人情報保護団 体という民間 団体の指針と いう形で決め ていただい て、それを活 用して
いこうという話を考えております。
指針なのですが 、保護指針と 下の方に書い て、真ん中に （１）と書 いています。 黄色い
ところですが、消 費者意見を代 表する者等の 意見を聴いて 作成する。 いわゆるマル チ・ス
テークホルダー・ プロセスとい う表現を我々 としてはして いますけれ ども、事業者 だけで
はなくて、影響を 受ける消費者 の方たちの意 見もちゃんと 聞いた上で 、こういう加 工方法
を決めていただく というのが１ つあります。 それを委員会 に届け出て いただいて、 委員会
はそれを公表する ということで 、委員会に関 与した、ちゃ んとした加 工方法である という
形にしようとしております。
続きまして、戻 っていただき まして上の方 ですけれども 、匿名加工 情報が存在す るわけ
ですけれども、Ａ の中で、個人 情報と匿名加 工情報は２つ 存在が可能 であると考え ており
まして、今までの 状況で、１回 個人情報でと ってしまうと 、どれだけ 削っていって も容易
照合性が残ってい る個人情報に なってしまう という考え方 がありまし たが、今回、 匿名加
工情報は特定の個 人を識別する ことができる ような記述を 削除するな どした上で、 更にそ
れを照合するのを 禁止しますの で、照合禁止 の規定がかか ることによ って容易照合 性がな
くなっているとい う判断ができ ると思ってい まして、そう すると、照 合をしなけれ ば、匿
名加工の状態のま まで、企業の 中で、当初特 定した目的を 気にせずに 使っていただ けるよ
うなことをまず１つ、確保しようとしています。
それに当たりま して、義務と しては、こう いう匿名加工 情報を作り まして使って います
というのを公表し ていただくこ とが必要なの ですが、そう いう形で、 本人から見る と、ど
ういう事業者が使 っているのか を分かるよう にするという のが１つ目 でございまし て、続
いて、いわゆる第 三者提供と言 いますけれど も、右側の方 の事業者に 渡すときなの ですけ
れども、この際は 、渡すに当た りまして、い ろいろな匿名 加工情報を 持っていると 思いま
すが、その一部で あれ、全部で あれ、何を渡 したかという 、渡したも のの項目を公 表して
いただくとともに 、渡した先に 、これは匿名 加工情報です から、識別 は禁止ですよ という
のをちゃんと伝え ていただく。 そうすると、 渡った事業者 Ｂというと ころですが、 これは
本人の再識別をし なければ、こ れまた自由に 使っていただ くことにな りまして、事 業者Ｃ
に渡したいときに は、Ｂにも同 じように渡す に当たりまし て、第三者 提供する情報 の項目
を公表するという 話と、事業者 Ｃに対して、 匿名加工情報 ですから、 再識別は禁止 ですよ
と伝えて渡してい ただくことに よって、個人 情報に戻らな い状態であ れば、事業者 内でど
んどん伝わってい って、いろい ろなものに利 活用が実現で きるのでは ないかと思っ ている
ところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、今の 件について質 疑を行いたい と思うのです が、せっか く来ていただ いてお
りますので、日本経 済団体連合会 から、今の御 説明に対する 評価という と何ですけれ ども、
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感想といいますか、どう受けとめられたか、ぜひお話をいただければと 思います。
○日本経済団体連 合会

ありが とうございま す。経団連で 本件を担当 しております 梶浦と

申します。
参考資料５をか いつまんで御 説明をしたい と思っており ます。本法 の改正法案に つきま
しては、めくって いただきまし て１ページに ございますよ うに、企業 としては、人 ・物・
金・情報とい う４要素を 経営資源とし て活動してい るわけでござ いますけれど も、人・物 ・
金に比べまして、 情報の増え方 が半端ではな い。本当に５ 年で10倍ぐ らいに増えて いると
いう中にありまし て、情報という ものを経営 に生かす巧拙 というのが、恐らく産業競 争力、
国際的な意味でも、大変大きな意 味を持つで あろうという のが基本スタ ンスでござい ます。
一方で、今、瓜 生参事官から 御説明ござい ましたように 、十数年た って、現在の 個人情
報保護法の課題が いろいろ顕在 化をいたして おります。も ちろん、我 々が使おうと 思って
いるビッグデータ は個人情報だ けではないの ですが、個人 情報とのグ レーのような ものも
存在しております し、それも今 後どんどん増 えていくと思 われます。 このため、改 正法案
の早期成立は必要だというスタンスでございます。
法の条文につき まして少しコ メントさせて いただきます と、２ペー ジ目でござい ますけ
れども、法の目的 に関しまして は、権利権益 を保護しなが ら、その利 活用を促進、 要は利
用と保護のバラン スというスタ ンスをとって いただいたの は大変評価 できることだ と思っ
てございます。
めくっていただ きまして、一 方で個人情報 の定義が際限 なく広がっ てしまいます と、そ
れは産業として事 務負担が大変 増えてくると いうことで、 せっかく情 報を活用した プラス
面を相殺してしま う可能性があ ると思いまし て、これのと めどもない 拡大というの は何と
か歯止めをかけたいと思ってございます。
それから、外国 への第三者提 供の件、４ペ ージ目にござ いますけれ ども、実は、 クラウ
ドというのはワー ルドワイドで ございまして 、実際にデー タがどの国 にあるのか分 からな
いケース、そうい うクラウド事 業者も存在を しているのも 事実でござ いまして、そ のよう
なものを有効活用 していくため にはというも のもあります し、下の方 に書いてござ います
日米インターネッ ト経済対話に おける越境デ ータ問題とい うものの経 済効果、国境 を超え
るデータがいかに 世界経済にベ ネフィットを もたらすかを 経団連と米 国商工会の企 業から、
10ぐらいですけれ ども、例を出 して、実際に 経団連として は公表いた しております 。こう
いう観点からも、 当然、個人情 報保護委員会 規則で定める 基準はある とは思うので すが、
外国とのクロスボ ーダー・デー タ・フローに 関しては、ぜ ひ促進をし ていただきた いと思
ってございます。
あと３点でござ いますが、５ ページ目に第 三者提供等に 関する記録 作成に関して でござ
いますが、これは 必要であると は思いながら も、過度な事 務負担にな ることをいか に避け
ていただけるかと いう観点で、 今後、個人情 報保護委員会 規則等の内 容に注目して いきた
いと思ってございます。
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あと２点でござ いますが、６ ページの事業 所管大臣への 委任という 意味では、実 務上は
やむを得ない面が あるのは認め ながらも、企 業に対する行 政の窓口は 一元化できる ような
方向をお願いでき ないかと。今 までも漏えい 事件等を起こ した企業が 幅広い業種を 持って
いた場合には、複 数の監督官庁 に個別に報告 をしないとい けないと。 こういうもの も事務
負担と申しますか 、企業の負担 でございます ので、そこは 一元化の方 向に持ってい ってい
ただきたいと思ってございます。
最後に、似たよ うな話でござ いますけれど も、行政機関 に関しまし ても、行政組 織・体
制が重畳的な執行 体制にならな いこと、これ は前のページ と同じよう な意味でござ います
けれども、そうい うものを御配 慮いただくよ うに、今後の 政令等の定 め方について 、危惧
というほどではご ざいませんが 、懸念を持っ ている点を御 紹介させて いただきまし た。基
本的には改正の方 向について、 利用と保護の バランスとい う点では、 産業界として ありが
たいと思っております。
以上でございます。
○大崎座長

ありがとうございました。

それでは、私か ら１点よろし いですか。こ れは瓜生さん にお伺いす べきことでは ないの
かもしれないです けれども 、今、経団 連から御懸 念、御懸念 まで言って はいけないの かな、
今後注目していき たいとおっし ゃっていた個 人情報保護委 員会の規則 に関してなの ですけ
れども、これを作 っていくプロ セスにおいて 、今の御意見 みたいなも のを吸い上げ るやり
方というのですか ね、その辺は どうなってい るのか。ある いは、今の 内閣官房のIT 室と、
今度できる個人情 報保護委員会 と、どういう 関係になって いるのか。 今までの検討 をうま
く引き継いでいた だければ、非 常に物事はス ムーズにいく のではない かと思うので すが、
その辺、どうでしょうか。
○内閣官房（瓜生 参事官）

お っしゃるよう な問題意識は 重々認識し ておりまして 、体制

ですけれども、IT 室の中でパー ソナルデータ 関連制度担当 室というこ とで、今、立 ち上げ
ていますが、首尾 よく法案が通 りましたら、 委員会の立ち 上げの準備 室のように形 を変え
まして、予定です と来年の１月 に委員会を立 ち上げる予定 にしていま して、その後 、１年
後ぐらいに本施行 かなと思って いますので、 我々としまし ては、準備 室になった時 点で、
当然、政令も決め なければいけ ませんし、規 則は委員会立 ち上げ後に しかできませ んけれ
ども、一方で準備 はできますの で、現時点で も、御関心の 高い海外の 移転の契約の 仕方は
どうしているかと か、あと、さ っきおっしゃ った、いわゆ るデータの 記録について どうや
っていらっしゃる かというのは 、適宜、経団 連も含めまし て、企業の 方からいろい ろお知
恵とか、現状をお 伺いしながら 、過度の負担 にならない形 で準備を進 めていければ と思っ
ているところでございます。
○大崎座長

道垣内先生。

○道垣内専門委員

今おっしゃ ったグローバ ルな関係です けれども、 経団連の方も 御関心

があることですね 。ここに書い てあるのは日 本法の域外適 用のことで すが、グロー バル社
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会ですので、外国 の、例えば、 建設機械の情 報も日本で集 めてきて、 加工してみた いなこ
とも、できるし、 するのだろう と思います。 そうしますと 、結局は一 番厳しいとこ ろのル
ールを守らないと 、どこかの法 律に引っかか るおそれがあ ると思いま す。これは国 際的に
話し合いという、 ハーモナイゼ ーションとい うのが、窓口 、あるいは フォーラム、 何か適
当な場があり、かつそれが行われているのでしょうか。
○内閣官房（瓜生 参事官）

現 在でも、プラ イバシーコミ ッショナー 会議とか、各 国の監

視機関などが集ま っていろいろ な話し合いを する場もあり ますし、い ろいろなガイ ドライ
ンだと、OECDな どで集まっ てガイドライ ンを作るとか 、いろい ろな場はある のですが 、OECD
では日本政府とし て参加できて いるので、ま だいいのです けれども、 プライバシー コミッ
ショナー会議は、 そういう機関 がないと参加 ができず、今 、日本はそ ういう機関が ないの
で、ちゃんとした 形で参加でき ていないとい う問題があり まして、今 回、それも解 決する
ために、委員会を ちゃんとつく って、その場 に参加してい って、国際 的なハーモナ イゼー
ションをどうする とか、どうい う規制をする か、やっと議 論できるよ うな立場にな るのか
なという考え方でおります。
○道垣内専門委員

およそのこ とでいいので すけれども、 日本の基準 は相当厳しい のでし

ょうか。そうであ れば、一番厳 しい日本法に 合わせていれ ば大丈夫な のですが、も っと厳
しいルールも世界にはあるのでしょうか。それは認識されているのでし ょうか。
○内閣官房（瓜生 参事官）

厳 しい規則をつ くっても、ち ゃんと執行 できているか どうか

という議論があり まして、規則 の形だけ見る と、確かにEU が非常に厳 しいという言 い方を
されているのです か、EUが厳格 に規制を全部 やっているか というのも また一部あっ たりし
まして、逆の言い 方をしますと 、規則はある 程度しかない のだけれど も、それは厳 格にで
きている、日本は それに当たる と思うのです が、余り厳し い規則をつ くり過ぎると 、日本
の場合は全部やろ うとして、が ちがちになっ てしまうので 、執行の実 態を見ながら 、どう
いう規制にすると 適切かどうか という議論が 発生するのか なと思って いまして、一 方で、
アメリカは公の決 まった規制は ないと言いな がらも、FTCが 企業にそれ ぞれちゃんと 宣言を
させて、違反した ら厳しい執行 とかやってい ますので、条 文の形が厳 しい、厳しく ないと
いう話だけではな くて、執行の 体制を全部見 た上で、どう あるべきか というのを国 の実情
も含めながら考え ていく必要が あるのかなと 思っていまし て、そうす ると、日本は そんな
に低いわけでもな く、どちらか というとやや 厳しい方にも なるのかな と思っている ところ
でございます。
○道垣内専門委員

言わずもが なですが、コ ンプライアン スがちゃん とした会社で すと、

守ろうとする努力 をするので、 エンフォース されないから 大丈夫とは 余り大きな声 では言
えません。その辺りのことを踏まえて、ハーモナイゼーション、よろし くお願いし ます。
○大崎座長

川本さん。

○川本専門委員

前にも同じよ うなことを聞 いたかもしれ ないのです けれども、行 政窓口

の一元化と経団連 がおっしゃっ ているところ は大事だと思 うのですが 、これは事業 所管大
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臣から新しい委員会に委任をするという方向で話は進んでいるのかとい うのが１点 。
それから、２点 目は、個人情 報の保護指針 を作るに当た って、消費 者意見を代表 するも
の等から意見を聞 いてというこ となのですが 、この場合、 消費者意見 をどういう方 が代表
されるのか。いわ ゆる消費者団 体が１億人以 上いる消費者 の代表かど うか、難しい 問題な
のですけれども、 そこら辺は運 用上、いろい ろと配慮され た方がいい のではないか という
感想でございます。
○内閣官房（瓜生 参事官）

ま ず、１点目で ございますけ れども、権 限の集約状態 なので

すが、さっき申し 上げましたよ うに、原則と いうか、今、 条文では、 現行、主務大 臣の権
限は全て委員会に 一元化される ところなので すけれども、 一方で、重 複的な話と絡 むので
すか、例えば、か なり頻繁に事 業者に立ち入 って検査をさ れていると ころもあり、 そうい
うものに加えて、 委員会が入っ ていくと、そ れが二重行政 になる可能 性もあるので 、その
ようなところは委 任という形も あり得るとい うのが１つ目 の話でござ います。そう いうも
のは状況を見ながら対応していくことになるのかなと思っております。
２点目なのです けれども、消 費者団体の方 もいろいろ心 配されたり もしていまし て、お
っしゃるとおり、日 本は消費者意 見を代表す るような団体 がそんなに多 くありません ので、
こういう場で消費 者団体の意見 を言えるよう な人を育成す る必要があ るという話は 、消費
者団体側で今、考 えていただい ているので、 そういう方が 出てくれば 、協力させて いただ
ければと思ってお りますが 、それまでの 間は、や や試行錯誤と いいますか 、企業側で ない、
いわゆる被害を受 けるかもしれ ない個人の御 心配に配慮し ながら指針 を作るという 体制が
できているかをチェックしていくことになるのかなと思っているところ でございま す。
○大崎座長

ありがとうございました。

どうぞ。
○安念委員

お配 りいただいた 全体概要の４ ページの匿名 加工情報に ついて、一、 二、伺

いたいと思います 。まず、もと もと個人情報 であったもの に匿名加工 を施して匿名 加工情
報に一旦なると 、我々の業 界用語で言え ば、いわ ば物権的に匿 名加工情報に なる。つ まり、
相対的な関係で匿 名加工情報で あったり、な かったりする のではなく て、ずっとこ の先、
転々流通して、い つまでも匿名 加工情報であ り続けるとい う考え方な のかというの が伺い
たいことの第１点です。
第２点は、第一 の業者、ここ では事業者Ａ が最初に匿名 加工を施し たとして、転 々流通
していく間に、受 領した業者が それぞれ匿名 度を高める、 低める、あ るいはそれと は関係
なしに、いろいろ 手を加えてい って、さらに ほかの事業者 に提供して いくというこ とがあ
り得ると思うので すが、その場 合、手が加わ っていって、 ある段階に 来たときには 匿名加
工情報であること をやめること があると想定 されているの ですか。そ れとも、そう ではな
いものなのでしょ うか。現段階 でもし教えて いただけるこ とがあれば 教えていただ けると
ありがたいなと思いました。
○内閣官房（瓜生 参事官）

１ 点目ですけれ ども、御認識 はそのとお りでございま して、
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いわゆる定義とし て個人情報で はない匿名加 工情報という カテゴリー を作ることに なりま
すので、それが正 に個人を再度 識別して個人 情報に戻って しまわない 限りにおいて は匿名
加工情報というこ とで、自由な 利活用とか流 通が許されて いるという のは確保して いる形
になっていまして 、次の２番目 に絡みます匿 名加工情報で はなくなる 状態とはどう いうこ
とかというと、多 分、２つある と思いまして 、個人情報に 戻ってしま う場合と、あ と、非
個人情報といいま すか、統計化さ れたものは 非個人情報と なるとかでご ざいますけれ ども、
個人情報でもなく て、匿名加工 情報でもなく て、正に法の 対象の外に なるような情 報まで
行ってしまえばい いのではない かという話は 存在すると思 っていまし て、一方で、 では誰
がそれを判定する かとなってき ますと、結局 、企業みずか らそういう ことを宣言す る必要
があるのですけれ ども、世の中 がそれを認め るかどうかと いう議論も あって、完全 な統計
情報であっても、 非個人情報と 言い切れない ので、オプト アウトを認 めますとか、 何か制
限のついたような 変な使い方を された例もあ りまして、逆 に非個人情 報ですと言い 切れな
いのであれば、匿名 加工情報にさ えして個人 を識別さえし なければ、い ろいろなこと が堂々
とできるようにな っているので はないかとい うことでござ いまして、 一方で個人情 報に戻
ってしまうと、こ れは法律違反 になりますと いう話ですの で、匿名加 工情報でも、 その先
の非個人情報と、 これはどちら が企業が使い やすいかを御 判断いただ いて、どっち の宣言
をしていただいてもいいのかなと整理しております。
○安念委員

なるほど。ありがとうございます。

○大崎座長

よろしいですかね、この件については。

最後に、ほかの 件との関係で 、ちょっと余 計なことです けれども、 個人情報保護 指針と
いうのは片仮名で言うとガイドラインということになるのですかね。
○内閣官房（瓜生参事官）
○大崎座長

そうですね。

全く 余計なことな のですけれど も。この個人 情報保護指 針は結構拘束 力が強

いですね。これに のっとった加 工をしないと 、個人情報の まま残って しまうという ことに
なって、個人情報 を不正利用し たというよう な罰則もつい たりするわ けですね。そ れが確
認できれば結構でございます。ありがとうございました。
それでは、大変 長時間、皆様 、ありがとう ございました 。本日の議 論はここまで とさせ
ていただきたいと 存じます。こ の個人情報保 護の件につい ては、今後 の動向につい てワー
キングで引き続き 注視してまい りたいと思い ますが、本日 の議題につ いては全て検 討は終
わったということでございます。
事務局から何かございましたら。
○佐久間参事官

次回の投資促 進等ワーキン グ・グループ の日程はま た追って御連 絡差し

上げますので、よろしくお願いいたします。
○大崎座長

ありがとうございました。

では、これで会議を終了いたします。
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