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番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ日
提案事項名
（タイトル）

提案主体名
（会社名・団体名）

所管省庁 備考

1 令和4年6月27日 令和4年7月20日 指定医、指定医療機関の指定主体の拡大について 個人 厚生労働省

2 令和4年6月27日 令和4年7月20日
戸籍事務取扱準則制定標準におけるマイクロフィルムで作成された除籍副本の送付に関
する規定を削る

個人 法務省

3 令和4年6月27日 令和4年7月20日 内閣官房の幹部職員名簿と人事異動情報の公表 個人 内閣官房

4 令和4年6月27日 令和4年7月20日 e-Govの改善とe-Govを運用する職員の見直し 個人 デジタル庁

5 令和4年6月27日 令和4年7月20日 パブリックコメントの運用の改善 個人
総務省

厚生労働省

6 令和4年6月27日 令和4年7月20日 公文書管理の適正化 個人
内閣府

デジタル庁
厚生労働省

7 令和4年6月27日 令和4年7月20日 「採用昇任等基本方針」の徹底的な順守による国家公務員の人事制度のオープン化 個人 内閣官房

8 令和4年6月27日 令和4年7月20日 国の行政機関のホームページを改善する。 個人 デジタル庁

9 令和4年6月27日 令和4年7月20日 成年後見登記に関する証明書を不動産・商業登記の証明書申請窓口で取り扱うこと 個人 法務省

10 令和4年6月27日 令和4年7月20日
本籍地市町村への独身証明書や婚姻要件具備証明書の請求をオンラインでできるように
する

個人 法務省

11 令和4年6月27日 令和4年7月20日 いわゆる「取得時講習」手数料の改定もしくは廃止 個人 警察庁

12 令和4年6月27日 令和4年7月20日
自治体等からの権利に関する登記の嘱託は、すべてオンラインによってするよう義務付け
ること

商業登記ゲンロン 法務省

13 令和4年6月27日 令和4年7月20日 文書の電子管理の徹底及び紙文書の電子化を職員に浸透させること 個人 内閣府

14 令和4年6月27日 令和4年7月20日 行政文書の開示請求手数料についてキャッシュレス決済を導入する 個人
総務省

デジタル庁

15 令和4年6月27日 令和4年7月20日 婚姻届や離婚届の届書の大きさについてA４サイズでも受理できるようにする 個人 法務省

16 令和4年6月27日 令和4年7月20日 成年後見人が死亡届出をする場合の資格確認書類の有効期限の明示 個人 法務省

17 令和4年6月27日 令和4年7月20日 成年後見登記に関する証明書の申請における添付書類の原本還付手続きの簡略化 個人 法務省

18 令和4年6月27日 令和4年7月20日 成年後見登記へのマイナンバーの連携 個人
法務省

デジタル庁

19 令和4年6月27日 令和4年7月20日 司法書士試験の一次試験の運営を民間団体に委託する 個人 法務省

20 令和4年6月27日 令和4年7月20日 司法書士試験及び土地家屋調査士試験の受験申込みをインターネットでできるようにする 個人 法務省

21 令和4年6月27日 令和4年7月20日 測量士試験及び測量士補試験の受験申込みについてインターネットでできるようにする 個人 国土交通省

22 令和4年6月27日 令和4年7月20日 大学の学校名や学位の英語名称について 個人 文部科学省

23 令和4年7月22日 令和4年8月19日 公共調達における情報アクセシビリティ対応の必須化
ビジネス人権市民プラット

フォーム
デジタル庁

総務省

24 令和4年7月22日 令和4年8月19日 デジタルを前提とした情報公開制度 個人
総務省
財務省

デジタル庁

25 令和4年7月22日 令和4年8月19日 国家公務員求人情報ポータルサイトを作る。 個人
人事院

内閣官房
デジタル庁

26 令和4年7月22日 令和4年8月19日 国の行政機関に対してＡＩ導入を促進させる。 個人 内閣府

27 令和4年7月22日 令和4年8月19日 e-Govに国が管理・運用している裁判例・裁決・答申を集約した検索システムを作る。 個人
デジタル庁

法務省
総務省

28 令和4年7月22日 令和4年8月19日 国家公務員法を遵守した人事評価とこれに基づく人事異動の確立について 個人
内閣官房
人事院

29 令和4年7月22日 令和4年8月19日 労働局の広域統合 個人 厚生労働省

30 令和4年7月22日 令和4年10月12日 自治体依頼のアンケート調査　WEB調査否定について 民間企業 厚生労働省

31 令和4年7月22日 令和4年8月19日 厚生労働省の窓口について 個人 厚生労働省

32 令和4年7月22日 令和4年8月19日 防衛装備庁契約における市販品の完成検査 会社・団体 防衛省

33 令和4年7月22日 令和4年8月19日 ホームページの誤記について 個人 法務省

34 令和4年7月22日 令和5年4月14日 選挙の投票入場券を廃止してマイナンバーカードを利用する。 個人 総務省

35 令和4年7月22日 令和4年8月19日 情報公開法の「事案の移送」を廃止する。 個人 総務省

提案事項名（タイトル）・提案主体名（会社名・団体名）等一覧表
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36 令和4年7月22日 令和4年8月19日 国の行政機関のバックオフィス業務の効率化を推進する。 個人
デジタル庁
内閣官房
財務省

37 令和4年7月22日 令和4年8月19日
法務省ホームページのチャットボットがひどすぎるので廃止すべき。その前にホームページ
を充実させよう。

商業登記ゲンロン 法務省

38 令和4年7月22日 令和4年8月19日 身分証等の材質を紙から変更してもらいたい 個人 財務省

39 令和4年7月22日 令和4年8月19日 法案の点検作業をデジタル技術で自動化する。 個人
デジタル庁
内閣法制局

40 令和4年8月24日 令和4年9月15日 国の行政機関の有識者会議の議事録のデータベース化。 個人 デジタル庁

41 令和4年8月24日 令和4年9月15日 e-Govと政府広報オンラインや各省庁の新着情報をリンクさせる。 個人 デジタル庁

42 令和4年8月24日 令和4年9月15日 現況届の廃止 個人 内閣府

43 令和4年8月24日 令和4年9月15日
旧省庁単位の組織体が残り縦割りを排除して業務の重複をなくして行政の効率化を実現
する。

個人 総務省

44 令和4年8月24日 令和4年9月15日 全ての国の行政機関の勤務時間管理をシステム化する。 個人 内閣官房

45 令和4年8月24日 令和4年10月12日
不動産登記のオンライン申請で、登記識別情報の暗号化の委任がないものを却下事由と
しないこと

商業登記ゲンロン 法務省

46 令和4年8月24日 令和4年9月15日 勤務時間中の喫煙を禁止する。 個人
内閣官房
人事院

47 令和4年8月24日 令和4年9月15日 内閣官房のTwitterをまとめる。 個人 内閣官房

48 令和4年8月24日 令和4年9月15日 国家公務員の総合職に裁量労働制（ホワイトカラーエグゼンプション）を導入する。 個人
人事院

内閣官房

49 令和4年8月24日 令和4年9月15日 個人情報保護委員会が自前で総合職の職員を採用する。 個人 内閣府

50 令和4年8月24日 令和4年9月15日 適法なパブリックコメントの運用を実現する。 個人
総務省

文部科学省

51 令和4年8月24日 診療明細書による療養費の支給 個人 厚生労働省

52 令和4年8月24日 令和4年9月15日 内閣法制局がもってる質問主意書の答弁案の審査ノウハウを全省庁と共有する。 個人 内閣法制局

53 令和4年8月24日 令和4年9月15日 医療・福祉にかかわる行政窓口のワンストップ化 個人 厚生労働省

54 令和4年8月24日 令和4年9月15日
国家公務員試験の全ての採用区分の試験科目について「情報基礎」と「情報と社会」を必
修科目とする。

個人 人事院

55 令和4年8月24日 令和5年3月13日 航空機製造事業法と航空法の二重行政解消 個人
経済産業省
国土交通省

56 令和4年8月24日 令和4年9月15日 公益活動をするために公務員の副業の規制を緩和する。 個人
人事院

内閣官房
総務省

57 令和4年8月24日 令和4年9月15日 官庁会計システム活用による各種調査作業依頼の削減について 個人
農林水産省

財務省

58 令和4年8月24日 令和4年9月15日 公益法人等の損益計算書等の提出制度から社会福祉法人を非対象とする 個人
財務省

厚生労働省

59 令和4年8月24日 令和4年9月15日 危険物取扱者・消防設備士・防火管理者の分類名称の見直し 個人 総務省

60 令和4年8月24日 令和4年9月15日 福祉事務所が生活保護受給者、生活保護受給申請者に対して行うおかしな対応について 個人 厚生労働省

61 令和4年8月24日 令和4年9月15日 国家公務員の人事のあり方の改革について 個人
人事院

内閣官房

62 令和4年8月24日 令和4年9月15日 著作権保護期間満了データベースの作成・公開 商業登記ゲンロン 文部科学省

63 令和4年9月16日 令和4年10月12日 国の行政機関が使用するオンライン会議ソフトを統一する。 個人
デジタル庁

人事院

64 令和4年9月16日 令和4年10月12日
政府の情報セキュリティ基準の定義において、「機器等」に「USBファン等」を例示して含め
ること

商業登記ゲンロン 内閣官房

65 令和4年9月16日 令和5年4月14日
アドレス・ベース・レジストリに法務省を関与させ、日本行政区画便覧の購入をやめさせる。
年3500万円減

商業登記ゲンロン
デジタル庁

法務省

66 令和4年9月16日 令和4年11月11日 タブレットやスマートフォンのバッテリーを取り外した状態で使用できる仕様を規格化する 商業登記ゲンロン
総務省

経済産業省

67 令和4年9月16日 令和4年10月12日
親による子の国民年金支払方法を、随時、容易に変更可能にする。無理なら還付を今より
大幅に早くする。

個人 厚生労働省

68 令和4年9月16日 令和4年10月12日 景観と観光に関する縦割りについて 個人
内閣官房

国土交通省

69 令和4年9月16日 令和4年10月12日 省庁現役出向廃止について 個人 内閣官房

70 令和4年9月16日 令和5年4月14日 縦割り110番の冒頭メッセージについて 商業登記ゲンロン
内閣府

内閣官房
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71 令和4年9月16日 令和5年4月14日 登記事項証明書発行手続での法令遵守、できないのであれば制度を改正すること 商業登記ゲンロン 法務省

72 令和4年9月16日 令和5年4月14日 都道府県・市区町村の開票速報システムの統一 個人 総務省

73 令和4年9月16日 令和5年4月14日
商業登記法の「登記の順序」規定を、ファストトラック等の実態に即した処理順序を明示す
る改正をする

商業登記ゲンロン 法務省

74 令和4年9月16日 令和4年10月12日 自転車に安全な道路の設置を 個人
国土交通省

警察庁

75 令和4年9月16日 令和4年10月12日 精神障害者の公共交通機関等（JR）の割引について 個人 国土交通省

76 令和4年9月16日 令和5年4月14日
不動産登記申請における「特別受益証明書」(相続分不存在証明書)の記載事項を規定す
ること

商業登記ゲンロン 法務省

77 令和4年9月16日 令和5年4月14日 不動産登記法23条2項の前住所通知を廃止する 商業登記ゲンロン 法務省

78 令和4年9月16日 令和5年5月17日 住民基本台帳法の届出における本人確認書類の提出を網羅的に規定する 商業登記ゲンロン 総務省

79 令和4年9月16日 令和5年4月14日
登記事務の効率化とサービス向上のための5案　1.登記所と登記官の定義を管轄から独立
させる

商業登記ゲンロン 法務省

80 令和4年9月16日 令和5年4月14日
登記事務の効率化とサービス向上のための5案　2.登記完了予定日の表示形式を統一し、
比較可能にする。

商業登記ゲンロン 法務省

81 令和4年9月16日 令和5年4月14日
登記事務の効率化とサービス向上のための5案　3.完全オンラインの会社設立登記は登記
官制限を撤廃する。

商業登記ゲンロン 法務省

82 令和4年9月16日 令和5年4月14日
登記事務の効率化とサービス向上のための5案　4.管轄外本店移転登記申請の管轄を移
転前後で可能にする。

商業登記ゲンロン 法務省

83 令和4年9月16日 令和5年4月14日
登記事務の効率化とサービス向上のための5案　5.同一原因複数管轄の不動産登記申請
を1回の申請にする。

商業登記ゲンロン 法務省

84 令和4年9月16日 令和4年10月12日 旅行会社手数料は本人負担という旅費法 個人
内閣府
財務省

85 令和4年9月16日 令和4年10月12日 「国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト」の運用やデザインについて 商業登記ゲンロン 農林水産省

86 令和4年10月18日 令和4年11月11日 e-Govのパブリックコメントの意見の文字数を6000文字（最大文字数）で統一する。 個人
総務省

デジタル庁

87 令和4年10月18日 令和4年11月11日
成年後見人による横領を防止するため、成年後見人の資産をＡＩによる監視可能な口座に
移すこと

商業登記ゲンロン
法務省
金融庁

88 令和4年10月18日 令和4年11月11日 国の災害備蓄食品の位置づけを明確にし、長期被災者用のサプリメントを備蓄すること 商業登記ゲンロン

内閣府
内閣法制局

人事院
内閣官房
宮内庁
警察庁

公正取引委員会
個人情報保護委員会

金融庁
消費者庁
復興庁

デジタル庁
総務省
法務省
外務省
財務省

文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

環境省
防衛省

89 令和4年10月18日 令和4年11月11日
障害者差別解消法対応要領に則り登記手続案内について聴覚障害者や高齢者に対する
メール対応を明記すること

商業登記ゲンロン
法務省
内閣府

90 令和4年10月18日 令和4年11月11日
監査役に関する登記事項を一箇所にまとめることによって証明書の記載事項を減らし、誰
でも分かりやすくする

商業登記ゲンロン 法務省

91 令和4年10月18日 令和4年11月11日 衛生行政報告例の早期公表 個人 厚生労働省

92 令和4年10月18日 令和4年11月11日 国家公務員のボランティア休暇について 個人 人事院

93 令和4年10月18日 令和4年12月14日 申請書等の裏面使用（紙の両面印刷）について 個人
法務省

国土交通省

94 令和4年10月18日 令和4年11月11日 国民の生命を守るためにすべき政策 個人 内閣官房

95 令和4年10月18日 令和4年11月11日 年金事務所における障害年金申請書類の訂正方法の改善をお願いしたい 個人 厚生労働省

96 令和4年10月18日 令和4年11月11日 インターンシップ制度の導入 個人
内閣官房
人事院

97 令和4年10月18日 令和4年11月11日
厚労省本省内部の縦割りで分散している行政窓口(医療・福祉(介護)・年金・雇用）のワン
ストップ化

個人 厚生労働省

98 令和4年10月18日 令和5年5月17日
印鑑登録法を制定し、国の事務として、個人／法人の印鑑を登録して証明書を発行するこ
と

商業登記ゲンロン
総務省
法務省
外務省

99 令和4年10月18日 令和4年11月11日
行政手続法に行政庁が誤った補正を求めて申請人がそれに従って補正をした場合に原申
請通りに処理すること

商業登記ゲンロン 総務省

100 令和4年10月18日 令和4年11月11日
所有者不明土地等の表示登記に関する申請権限及び義務の明確化、関係機関からの情
報提供に基づく職権発動

商業登記ゲンロン 法務省
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101 令和4年10月18日 令和4年11月11日
不動産登記事務取扱手続準則に、不動産登記法の却下規定を具体化した規定を新設す
ること

商業登記ゲンロン 法務省

102 令和4年10月18日 令和4年12月14日 不法滞在者の健康保険加入について 個人 厚生労働省

103 令和4年10月18日 令和4年11月11日 却下事由のない登記申請の取下げに、申請意思の撤回の委任状を不要とすること 商業登記ゲンロン 法務省

104 令和4年10月18日 令和4年11月11日 妊婦健診の国の公費化へ 個人 厚生労働省

105 令和4年10月18日 令和4年11月11日 政府サイトが移転やアドレス変更をする場合はリダイレクトを徹底すること 個人 デジタル庁

106 令和4年10月18日 令和4年11月11日 総務省「電波利用 電子申請・届出システムLite」の免許状受取方法について
一般社団法人ふるさと研究

所
総務省

107 令和4年10月18日 令和4年11月11日 分譲マンションの登記簿謄本をいつでも取得できるようにすること。 個人 法務省

108 令和4年10月18日 令和4年11月11日 行政手続法が適用される国が作成した審査基準をすべてe-Govに公表する。 個人
総務省

デジタル庁

109 令和4年10月18日 令和4年11月11日 航空情報へのアクセスの簡素化について 個人 国土交通省

110 令和4年10月18日 令和4年11月11日 繰越手続きの大幅改善 個人 財務省

111 令和4年10月18日 令和4年11月11日 各種法令に基づく照会書の扱いについて 個人
警察庁
財務省
法務省

112 令和4年11月18日 令和4年12月14日 農地情報と土地登記情報および資産税情報をリアルタイムで連携 個人
農林水産省

法務省
総務省

113 令和4年11月18日 令和4年12月14日 省令改正時における意見公募手続（パブリックコメント）の命令等の案の公示について 個人

内閣府
厚生労働省
国土交通省

環境省
総務省

114 令和4年11月18日 令和4年12月14日 情報システムに関する概算要求調べについて 個人
財務省

デジタル庁

115 令和4年11月18日 令和4年12月14日 戸籍謄抄本の郵送請求のデジタル化 個人
法務省
総務省

116 令和4年11月18日 令和4年12月14日 政府広報室と内閣広報室を統合する。 個人
内閣府

内閣官房

117 令和4年11月18日 令和4年12月14日
行政機関情報公開手続を民事裁判の判決公開に合わせて自動処理を行い、原則として
ウェブ公開すること

商業登記ゲンロン 総務省

118 令和4年11月18日 令和4年12月14日 外務技官の人数について 個人 外務省

119 令和4年11月18日 令和4年12月14日 公用マイレージの活用に関する手続の合理化 個人
内閣官房
財務省

120 令和4年11月18日 令和4年12月14日 航空従事者技能証明申請書の配布 個人 国土交通省

121 令和4年11月18日 令和5年1月20日
デジタル改革に伴う法改正について（申請方法を法令上限定せず、CD-ROM等を選択肢と
して残すこと）

個人 デジタル庁

122 令和4年11月18日 令和4年12月14日 総務省研究開発委託契約における研究員の従事時間管理の廃止 個人 総務省

123 令和4年11月18日 令和4年12月14日
特別な事情による保険料滞納者を除外する内容を明確にし、限度額認定証の交付等を適
切に行う

個人 厚生労働省

124 令和4年11月18日 令和4年12月14日
法人の合併登記申請時に不動産の合併登記を同時に申請する「未来につなぐ合併登記」
キャンペーンを展開する

商業登記ゲンロン 法務省

125 令和4年11月18日 令和4年12月14日
行政評価局での相談事例を内容別に分類し、行政評価局として対応しない・できないもの
を予めHPで説明する

商業登記ゲンロン 総務省

126 令和4年11月18日 令和4年12月14日 行政機関が人や物に管理番号を付与する場合は数字4桁ごとにハイフンを加えること 商業登記ゲンロン
警察庁
法務省
財務省

127 令和4年11月18日 令和4年12月14日 出勤簿の紙媒体による管理の廃止（国土交通省）について 個人 国土交通省

128 令和4年11月18日 令和4年12月14日 マイナポータルにおける確定申告書データの閲覧 個人 財務省

129 令和4年11月18日 令和4年12月14日 駐留軍要員（国家公務員待遇）の人事異動時における健康保険証の切り替えについて 個人 防衛省

130 令和4年11月18日 令和4年12月14日
登記所ごとの登記相談を全国を一にして行うことによりローカルルールを廃止し、サービス
を向上させる

商業登記ゲンロン 法務省

131 令和4年11月18日 令和4年12月14日 宗教法人法の書類閲覧場所について 個人 文部科学省

132 令和4年11月18日 令和4年12月14日 独立行政法人における法人文書開示決定事務の扱い 個人 総務省

133 令和4年11月18日 令和4年12月14日
個人型確定拠出年金加入者の加入についての厚生年金適用事業所事業主の協力要請
の廃止

個人 厚生労働省

134 令和4年11月18日 令和4年12月14日 残業を前提とした会議をやめる。 個人 内閣官房

135 令和4年11月18日 令和4年12月14日 在留カード・特別永住者証明書の性別欄について 個人 法務省
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136 令和4年11月18日 令和4年12月14日 省エネ法報告書様式の固定
一般社団法人日本フラン

チャイズチェーン協会
経済産業省

137 令和4年11月18日 令和4年12月14日 補助金の応募・交付申請書類のメール等での送付
一般社団法人日本フラン

チャイズチェーン協会
環境省

138 令和4年11月18日 令和4年12月14日 補助金交付決定後の事業者説明の開催方法
一般社団法人日本フラン

チャイズチェーン協会
環境省

139 令和4年11月18日 令和4年12月14日 振込による料金収受の際の領収証発行についてのご提言 民間企業 防衛省

140 令和4年12月15日 令和5年1月20日 環境問題に関する省庁 個人
外務省
環境省

141 令和4年12月15日 令和5年1月20日
gBizINFOに電子委任状を登録させ、行政手続において個別的な電子委任状の添付を省略
する

商業登記ゲンロン
デジタル庁
経済産業省

財務省

142 令和4年12月15日 令和5年1月20日 サンダル履きでの運転 個人 警察庁

143 令和4年12月15日 令和5年1月20日 会社設立登記時の就任承諾書の日付について
行政書士林幹国際法務事務

所
法務省

144 令和4年12月15日 令和5年2月16日 開示請求と２３条照会について 個人
個人情報保護委員会

法務省

145 令和4年12月15日 令和5年1月20日 基礎年金番号通知について 個人 厚生労働省

146 令和4年12月15日 令和5年1月20日 運転免許更新窓口業務と、免許センターのスキャナや免許の印刷クオリティについて。 個人 警察庁

147 令和4年12月15日 令和5年1月20日 日本学生支援機構のスカラネットに奨学生番号でログインできるように改善する 個人 文部科学省

148 令和4年12月15日 令和5年2月16日 不動産取引のアンケート調査について 個人 国土交通省

149 令和4年12月15日 令和5年3月13日
オンライン登記申請では住民票コードや会社法人等番号を入力する場合は住所氏名を省
略できるとすること

商業登記ゲンロン 法務省

150 令和4年12月15日 令和5年2月16日
確定拠出年金 企業型確定拠出年金制度における管轄厚生局の指導の統一化と標準的な
企業型年金規約の提供

一般社団法人日本損害保険
協会

厚生労働省

151 令和4年12月15日 令和5年1月20日 障害者雇用に関する認定企業の障害者優先調達について 障害者団体 厚生労働省

152 令和4年12月15日 令和5年3月13日 印鑑承認書の更新期間延長
公益社団法人リース事業協

会
国土交通省

153 令和4年12月15日 令和5年1月20日 社債発行の実績報告書の電子化
公益社団法人リース事業協

会
金融庁

154 令和4年12月15日 令和5年3月13日
収入印紙で登録免許税を納付する場合は申請書にその旨を記載することで確実に消印処
理をすること

商業登記ゲンロン 法務省

155 令和5年1月24日 令和5年2月16日 e-Govのトップページに「委託調査報告書」のデータベースを掲載する。 個人
内閣官房

デジタル庁

156 令和5年1月24日 令和5年2月16日 インフラや公共施設の撤去解体費用 個人
国土交通省

財務省

157 令和5年1月24日 令和5年2月16日 マイナンバーカードの受付時間帯 個人
デジタル庁

総務省

158 令和5年1月24日 令和5年2月16日 資格取得支援制度の検討 個人
国土交通省

外務省
法務省

159 令和5年1月24日 令和5年2月16日 情報公開手数料の合理化、とくに電子請求とオンライン送信手数料の抜本的な値下げ 商業登記ゲンロン
総務省

デジタル庁

160 令和5年1月24日 令和5年3月13日
各登記所の共同担保目録番号を不動産ごとの受付番号等に変更し、それらを統合して
サーバー上で管理する

商業登記ゲンロン 法務省

161 令和5年1月24日 令和5年2月16日 空港での入国時の手荷物検査のワンストップ化 個人
財務省

農林水産省

162 令和5年1月24日 令和5年2月16日 公務職場に勤務する障害者職員への職場定着・就業支援の充実 個人

厚生労働省
内閣官房
人事院
総務省

163 令和5年1月24日 令和5年2月16日 告示、通達、通知等のインターネット閲覧容易化 個人
デジタル庁

法務省

164 令和5年1月24日 令和5年3月13日
公証人公募手続は13条を優先的に一括して行い、13条の希望者がない場合にのみ13条
の2の選考を行う

商業登記ゲンロン 法務省

165 令和5年1月24日 令和5年3月13日 公的統計の調査票情報の活用促進
一般社団法人 日本IT団体

連盟
総務省

166 令和5年1月24日 令和5年2月16日
縦割り110番の検討結果のうち「今後検討に値すると考えられるもの」を「検討の予感」とし
て分類すること

商業登記ゲンロン
内閣官房
内閣府

167 令和5年1月24日 令和5年5月17日 住民票記載事項証明書をコンビニ交付可能な対象に加える 個人
総務省

デジタル庁

168 令和5年1月24日 令和5年3月13日
登記識別通知書と完了証に記載された不動産番号等をQRコード化して、オンライン申請の
自動入力に使用する

商業登記ゲンロン 法務省

169 令和5年1月24日 令和5年2月16日 『国際会議統計調査』の重複発注について 個人 文部科学省

170 令和5年1月24日 令和5年2月16日 大学入学共通テストにおける受験上の合理的配慮を求める際の書類（診断書等）削減 個人 文部科学省



6

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ日
提案事項名
（タイトル）

提案主体名
（会社名・団体名）

所管省庁 備考

提案事項名（タイトル）・提案主体名（会社名・団体名）等一覧表

171 令和5年2月16日 令和5年3月13日 成人以降に障害者認定された国民に対する適切な医療・福祉の行政サービスの案内徹底 個人 厚生労働省

172 令和5年2月16日 令和5年3月13日 気象庁統計データの精緻化 個人 国土交通省

173 令和5年2月16日 令和5年3月13日
国家公務員および地方公務員における短時間勤務の正規職員制度の導入(採用時より行
使できるよう制度整備)

個人
人事院

内閣官房
総務省

174 令和5年2月16日 令和5年3月13日 手当不払い 個人
人事院
財務省

175 令和5年2月16日 令和5年3月13日 地方自治体の行政職場におけるテレワークでのリモート勤務推進 個人 総務省

176 令和5年2月16日 令和5年4月14日 原子力施設上空の飛行について 個人 環境省

177 令和5年2月16日 令和5年3月13日
職員研修施設の利用状況調査を各教室の使用時間を基準として実施し、稼働率が低い施
設は廃止・統合する

商業登記ゲンロン 総務省

178 令和5年2月16日 令和5年4月14日 公務員の扶養手当支給要件の但し書きの変更 個人
人事院

厚生労働省

179 令和5年3月14日 住民票記載事項証明書をコンビニ交付可能な対象に加える 個人
総務省

デジタル庁

180 令和5年3月14日 令和5年4月14日
障害者差別解消法に行政機関の合理的配慮告知義務を明記し、障害者が合理的配慮を
求めやすくする

商業登記ゲンロン
内閣府
法務省

181 令和5年3月14日 令和5年4月14日
内閣人事局の悉皆eラーニングについて、受講プラットフォームを統一し、アカウントを一元
化すること

個人 内閣官房

182 令和5年3月14日 令和5年4月14日 防衛装備庁における休日出張（移動日）の取り扱いについて 個人 防衛省

183 令和5年3月14日 令和5年4月14日 トラックなどの路肩灯について 個人
国土交通省

警察庁

184 令和5年3月14日 令和5年4月14日 廃棄物を利用した化石燃料削減の評価方法見直しについて 団体 環境省

185 令和5年3月14日 令和5年4月14日 登記・供託オンライン申請システムの休日稼働 個人 法務省

186 令和5年3月14日 令和5年4月14日 永年未登記建物の登記の簡略化、経済的支援 個人 法務省

187 令和5年3月14日 令和5年4月14日
各法務局における登記相談案内の説明文で矛盾した部分を整理し、誰が相談できるのか
を明確にすること

商業登記ゲンロン 法務省

188 令和5年3月14日 厚労省検疫所検疫部門を、法務省出入国在留管理局への移管 個人
厚生労働省

法務省
デジタル庁

189 令和5年3月14日 医療用医薬品薬価制度における不当な価格拘束に対しての罰則の新設 個人 厚生労働省

190 令和5年3月14日 令和5年4月14日 不動産売買の決済同時登記システムの開発 個人 法務省

191 令和5年3月14日 令和5年4月14日 フレックスタイム制度におけるコアタイムの弾力化 個人 人事院

192 令和5年3月14日 令和5年4月14日 早出遅出勤務について 個人 人事院

193 令和5年3月14日 令和5年4月14日 昇降機定期検査報告書について 個人 国土交通省

194 令和5年3月14日 令和5年4月14日
遺失届出書の届出者をデータ化して不正を防止し、遺失物候補があった場合は届出者に
自動通知をする

商業登記ゲンロン 警察庁

195 令和5年4月17日 令和5年5月17日 行政官長期在外研究員制度における帰国制限の緩和 個人 人事院

196 令和5年4月17日 オンライン事業所年金情報サービスの申請と運用の見直し 会社
厚生労働省
デジタル庁

197 令和5年4月17日 令和5年5月17日 GSS（政府のPC・インターネットシステム）におけるZOOMの利用を可能に 個人 デジタル庁

198 令和5年4月17日 洋上入札公募について 個人
経済産業省
国土交通省

199 令和5年4月17日 令和5年5月17日 旅券発給申請書の所持人署名欄に代筆者にも署名記入を求めない 個人 外務省

200 令和5年4月17日 令和5年5月17日 印鑑証明書の性別欄をなくす。 個人 総務省

201 令和5年4月17日 令和5年5月17日 自衛官の医療費と運用に関する要望(マイナポータル) 個人
防衛省

デジタル庁

202 令和5年4月17日 令和5年5月17日 高齢者施設における、障害福祉サービスの不正な申請について 団体 厚生労働省

203 令和5年4月17日 令和5年5月17日 JICA事業の執行について 個人 外務省

204 令和5年4月17日 令和5年5月17日 情報公開手数料の減免制度の見直し 個人 総務省
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