
規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

1

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

1 令和2年10月19日 令和2年11月9日
税務署における
事前予約制

予約がない納税者に対し、受
け付けず、改めての来署を指
導しています。自分としては、
やりすぎだと感じています。知
らずに来署する納税者もいま
す。次回の予約を促すべき
で、一律に出直しさせるのは、
納税者の協力があっての税
務署であり、この対応は根本
的に間違っていると思いま
す。

その場で処理できる内容であっても、事前予約規制を徹底するために出
直しをさせるのは、納税者にとって交通費・時間の無駄を強いる

個人 財務省

　国税に関するご相談について、具体的に書類や事実関係を確認する必要があるもの
については、納税者の皆様に分かりやすく説明するために十分な時間を設ける必要が
あることから、事前に電話等で相談日時等のご予約をお願いしています。
　事前予約がなく来署された方に対しては、税務署でのご相談は、事前の予約が必要
である旨をご説明し、予約受付を行っているほか、申告・提出等の期限が間近な場合
などには、可能な限り来署当日に対応しています。
　なお、制度や法令等の解釈・適用についての一般的な相談については、電話相談セ
ンターでお答えしています。

－ その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

2 令和2年10月19日 令和2年11月9日
高速道路周回割
引

高速道路周回割引は各社ご
とのエリア限定となっており、
鉄道の周遊券のように会社を
またがってできない。
神奈川県ですと中日本、東日
本高速道路が混在しており、
割引ICまでの移動は別料金
になります。
シームレスにサービスが行え
るように指導してください。

エリア別に分割したのは政府と旧道路公団です。
顧客目線になっていない。

個人 国土交通省

　高速道路の周遊割引は、高速道路会社において、地域活性化や観光振興を目的とし
て、期間や区間を限定して実施しているものです。その対象エリアについては、企画の
目的やお客様のご利用動向などを踏まえて設定していると聞いております。
　また、現在実施されている高速道路の周遊割引は、必ずしも高速道路会社ごとのエリ
ア限定とはなっておらず、複数の会社の管理する道路に対象エリアが跨がっているも
のもございます。
　なお、周遊割引以外でも、高速道路会社ごとのエリアを超えて適用される割引もござ
います。

－ 事実誤認
高速道路会社の実施する周遊割引の対象エリアについては高速道路会社が設定して
いるものです。いただいたご提案については高速道路会社にお伝えさせていただきま
す。

3 令和2年10月19日 令和2年11月9日
所得制限につい
て

中学生で病気を発症し難病に
なった子を抱えております。行
政の申請案内にある福祉関
係は所得制限を超えているた
め、ほとんどが対象外、高校
無償化も対象外。税金をそれ
なりに払っているのに、いざと
いう時に使えない事に肩を落
としました。
所得制限の壁、福祉でもある
とは…
また、1人にできない子を連れ
て何度も役所に申請に行き、
完結するまで2ヶ月もかかるう
え毎年更新。診断を受けた時
点で福祉の対象とならないも
のか？簡素化できないでしょ
うか？聞かないと、教えてもら
えない、知らないと損をする。
これを、訴えれるこの場に感
謝します。どうか、この声が届
き、余計なものは排除され住
みやすい、生きやすい日本に
なりますように…

・病気になり診断を受けたら、病院でも福祉の案内、申請ができるように
する。
・病気で福祉の申請を受けたいのに所得制限は不要である。
・行政の申請に時間がかかりすぎる
マイナンバー、ネット申請で完結。
さらに申請、更新ごとに医師の診断書をもらいに行かなければならな
い、さらに診断書料の軽減を求めます。
負担だらけです。

個人 厚生労働省

・指定難病の患者への医療費助成については、患者の負担軽減を図ると共に、治療研
究を推進するため、治療に要した医療費の一部を助成しており、申請や更新の際に
は、申請書とともに、医師の診断書等の添付書類を提出いただいています。

・障害福祉関係の給付制度は、その費用が税で賄われていることから、一定額の所得
がある場合には支給されないものもあります。

難病の患者に対す
る医療等に関する
法律等

対応不可

・難病の医療費助成については、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年
法律第50号）に基づき、各都道府県・指定都市において支給認定事務が行われている
ため、申請手続についても病院ではなく各都道府県・指定都市にて行っていただきま
す。ご提案の医療費助成の申請の簡素化にあたっては、マイナンバー制度における情
報連携を活用した添付書類の省略に取り組んでおり、厚生労働省から各都道府県等
に対して、システム改修にかかる経費の補助を行っているところであり、引き続き支援
を行っていきます。
・医療費助成の更新については、難病の医療費助成が、難病患者の経済的な負担を
軽減することに加えて、患者数の少ない疾病について症例を収集し難病に関する調査
研究を推進することも目的として、助成を行うこととしていることから、収集した症例を難
病の研究等に活用していく上で、病状に変化がないことを含めた、毎年の患者データを
継続的に収集することが必要であるため、毎年提出いただくようお願いしています。
・診断書料については、申請者が医療費助成を受けるための手続において必要となる
ものであり、他の類似の公費負担医療と同様に、申請者ご本人の負担としていることに
ご理解いただきたいと考えています。
・また、所得制限に関し、障害福祉関係の給付制度については、限られた財源のなか
で支給しているため、所得制限は必要なものもありますが、ご提案にあります福祉の申
請が何を意味しているか不明なため、具体的に回答することは困難です。

4 令和2年10月19日 令和2年11月9日
日銀本店の機構
改革

日銀本店に勤務する人員（職
員、警備員）の削減。オフィス
スペースの有効活用が必要と
思われます

先日、破損した紙幣の交換のため、生まれて初めて日銀本店（日本橋本
石町）の中に入りました。先ず驚いたのは警備員の数の多さです。北門
から入りましたが、通用門に４～５名、中の受付にも４～５名、受付から
私が行く窓口まで２～３名が要所要所に立って、私に道案内をしてくれま
した。あんなに人数が必要なのか大いに疑問です。襲撃などのリスク管
理の名目なのでしょうが、見直すべきと考えます。
また、窓口は旧来の銀行の窓口の姿を留めており、窓口の多さと、その
後ろで事務処理をしている職員の多さに驚きました。現在民間の銀行は
大幅に窓口数と人員数を削減しているのはご存じかと思います。小生の
メインバンクは、空いている窓口は１つだけで、そこで全ての窓口業務を
こなしています（窓口でしか出来ない業務に限っている）。
人員整理だけでなく、オフィススペースも見直しが必要です。無駄に広い
通路や天井の高さなども見直して適正な規模に収めるべきでしょう。民
間の努力を見習ってください。

個人 財務省

日本銀行の独立性を尊重する観点から、組織規程等については、財務省は届出を受
けるのみとなっております（日本銀行法第59条）。
なお、経費予算の認可において、財務省は日本銀行の役職員の給与の積算内容等を
聴取しており、人件費が適切な水準となっていることを確認しておりますが、機構定員
については、日本銀行において自主的に判断されるものと承知しております。

日本銀行法第59条 その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

5 令和2年10月19日 令和2年11月9日
スマホによる転記
を求める

手書きで転記可能な書類のス
マホ撮影を可能にして欲しい

仕事柄、閲覧可能な公文書のなかから、必要な情報を取得して持ち帰る
ことが多いです（建築計画概要書や入札情報などです）。
情報を持ち帰るには、スマホの撮影機能を使うのが一番素早く、また間
違いがありません。
しかしどうも"公文書の撮影"は、インスタントカメラの時代に公文書の複
製と見做された判例があるらしく、係によって許可されないことがありま
す。ではどうするかというと、手書きで全部書き写します。
スマホ撮影なら5分で済むものを、何時間もかけて手書きするのは非合
理です。政治家の方も手書きで公文書を写しているところをテレビで見ま
した。
時代に即した対応になるよう、政治側から働きかけて欲しい。

個人 内閣府

○国立公文書館利用等細則（特定歴史公文書等の撮影）
　　国立公文書館の利用者が、特定歴史公文書等の閲覧に際して自らカメラ等での撮
影を行うことを認めています（職員の指示に従う必要）。

〇総務省通達　開示の実施の方法（閲覧時のデジタルカメラ等の誌用について）
　　平成17年4月28日付け総管管第13号「行政機関の保有する情報の公開に関する法
律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨の徹底等につい
て」においては、以下の事項について、総務省行政管理局長から行政機関及び独立行
政法人等に対し、趣旨の徹底と適正な運用を依頼している。

６　開示の実施の方法（閲覧時のデジタルカメラ等の利用について）
　閲覧による開示の実施に際して、開示の実施を受けようとする者が持参したカメラで
の撮影等を行うことについては、庁舎管理上の問題や他の窓口利用者への支障等を
別にすれば、情報公開法上の問題があるとは言えないと考えられるところであるので、
この趣旨を踏まえ、各行政機関及び独立行政法人等において、開示の実施を受けよう
とする者から申出があった場合等には、適切に対応すること。その際、庁舎管理上の
制約等がある場合には、開示の実施を受けようとする者に対して必要に応じ適切な説
明がなされることが望ましい。

左記のとおり その他

一般的に公文書の閲覧に係る制約のあり方については、制度を所管している主体や、
実際に文書を保有し、閲覧に付している主体において、必要性の程度を踏まえ検討さ
れるべきものと考えられます。
なお、国立公文書館に移管され、所蔵している歴史公文書等については、その利用者
が閲覧に際して自らカメラ等での撮影を行うことを認めています（職員の指示に従う必
要）。
また、国の行政機関・独立行政法人等において、情報公開法に基づき開示された文書
の閲覧に関し、持参したカメラでの撮影等を行うことについては、庁舎管理上の問題等
を別にすれば、情報公開法上の問題があるとは言えないと整理されています。

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

6 令和2年10月19日 令和2年11月9日
障害者手帳の
サービスについて

障害者手帳を所持していま
す。役所の中であれはこっち、
これはこっちとされている状況
です。
1本化して欲しいです。役所内
の報連相はないのでしょうか。
お願いします。仕事もなかな
か、ありません。ハローワーク
の専門援助の支援員さんを置
いてもらえることでいろいろ、
回らずに済むと思います。

サービスに各区市町村のサービスが異なりますが自立支援や、障害者
手帳の申請、駐輪場の割引、心身障害者医療制度、タクシーの補助や
車のガソリン補助があります。それぞれ、各区市町村のやり方によって
異なり、あれはこっちそれはあっちと移動だけで体力無くしてへとへとに
なってしまいます。体力が温存できて楽に生活ができるようにして欲しい
です

個人 厚生労働省

各自治体ごとに条例及び地方自治法の規定に基づき、首長が統括する機関に関する
組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、行政事務の適
正かつ能率的な運営を図ることを目的とした組織規則が定められております。
また、ハローワークについては、例えば週に１回といった出張相談の形式で、各自治体
からの求めがある等個別にニーズや体制を踏まえて出張相談を行うほか、希望する自
治体において、国が行う無料職業紹介と自治体が行う各種支援を一体的に実施する
「一体的実施施設」を設置し、各自治体が行う生活相談に加えて、障害者を含む求職
者への職業相談を行っているところもございます。

－

対応不可
（一部、現
行制度下で
対応可能）

各自治体の事務分掌は条例及び地方自治法の規定に基づき組織規則が定められて
おります。組織（部課等）を設置し、権限分配・事務分配は各自治体の判断に委ねられ
ているため、国が対応を行うことは困難です。
また、自治体の組織体制により窓口等の状況は様々でありますことから、各自治体の
行政内部の連携方法についても自治体ごとに異なることとなりますが、行政内部での
横の連携は可能であると考えます。
ハローワークの専門援助の相談員については、各自治体からの求めがある等個別に
ニーズや体制を踏まえた対応もありますので、各自治体にご相談いただければと思い
ます。

7 令和2年10月19日 令和2年11月9日
交番に「AI相談
員」を置いてほし
い

↓下記のニュースを読んで
思ったことがあります。
▼警察官不在交番でわいせ
つ被害

私の地元の交番もお巡りさん
が不在なことが多いです。
そこで提案なのですが、
交番に「AI相談員」を配備する
というのはどうでしょうか？

交番に「AI相談員」を配備することに以下のメリットがあると思います。
(1) 相談した内容が記録され、警察庁や警視庁、各県警に送られること
で、犯罪の抑止力になり得る。
(2) 相談の内容は警察のデータになるので、捜査の際に過去の同様な
ケースを検索できるようになる。また、警視庁・各県警間での情報共有が
容易になる。
(3) 交番での事務処理がデジタル化される。拾得物の届け出や、道案内
などが容易かつ正確になる。
デジタル化を推進する新内閣にてご検討をいただければ幸いです。

個人 警察庁

　交番等勤務員は、地域住民の意見・要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把
握し、その実態に即した活動を行っているほか、昼夜を分かたず常に警戒態勢を保
ち、様々な警察事象に即応する活動を行っています。
　また、交番の所管区の実態を踏まえ、地域住民の意見・要望等の聴取、拾得物・遺失
届の受理、被害届の代書及び預かり等に従事するため、令和２年４月１日現在、全国
で約6,300人の交番相談員が配置されております。

地域警察運営規
則

検討を予定
　地域警察の在り方については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や犯罪の状況
等を踏まえ、運用を適切に見直していくことが重要であることから、様々な技術の活用
を含め、検討を進めてまいります。

8 令和2年10月19日 令和2年11月9日 各省庁の再編??

各省庁には同じ様な事をして
いる部署が多数あります。例
えば農林に関しても農林水産
省以外の省庁にもありますよ
ね。経済産業省の中には他の
省庁がしている事と重複して
いる部署が多数あります。各
省庁にある同じ様な事をして
いる部署を洗い直して一つに
まとめてスマートな省庁に変
えて欲しいです。後、厚生労
働省の仕事の量が多すぎるし
マンモス厚生労働省になり過
ぎてると素人目でも分かりま
す。厚生労働省をスマートに
仕事の出来る省庁にして欲し
いです。厚生労働省は大きな
省庁になって職員も大変だと
感じてます。各省庁の重複す
る事と厚生労働省を再編する
とスマートな誰にでも分かる省
庁の仕事に変えれると思って
います。ご再考を願います。

各省庁の同じ様な仕事をしている部署をまとめる提案が実現されれば、
国民から見てもスマートで分かり易い各省庁になります。又、経済的なコ
ストは大幅に削減される筈です。特に経済産業省の中に他の省庁と重
複する仕事と部署が多数あります。経済産業省には必要ない部署もあり
ます。この様な省庁間の部署を一つにまとめてスマートな各省庁に確変
改変して欲しいと願います。社会的な効果は絶大で縦割りの簡単な良い
仕組みに変わると感じています。国民からは称賛されること間違い無い
事だと感じます。国家公務員職員と政府職員に掛かる大変な仕事量を
少しでも減らせる仕組みになると感じています。ご再考を宜しくお願い致
します。
後、厚生労働省の仕事量と省庁がマンモス化している事を改編するべき
たと考えます。厚生労働省の中にも他の省庁とだぶる部署もあります。
その部署を他の省庁と統合させるのが良いと考えます。厚生労働省の
解体では無くて厚生労働省の再編が狙いです。スマートな厚生労働省に
帰れば職位の仕事量も軽減されること間違いありません。社会的な効果
は大きいと感じます。ご再考を宜しくお願い致します。
経済的な効果は絶大でコストのダウンは間違い無い筈です。各省庁に
渡る同じ様な仕事を一つにまとめれば許認可等取得期間の短縮などに
もなります。消費や投資は海外や国内でも誰から見ても促進させる対応
になると考えます。完全な縦割りの規制改革の再考と各省庁の再編と改
編になると思います。菅政権と河野大臣の考えている事が出来ると考え
ています。誰が見ても分かり易い各省庁に変えて日本は変わったと感じ
る様な思える様な確実に変わった各省庁と政府にして下さい。

個人
内閣官房

厚生労働省
経済産業省

【内閣官房】
 中央省庁組織については、内閣機能の強化、国の果たすべき役割の見直し等といっ
た観点から平成13年に再編がなされ、その後も必要性に応じて、例えば平成21年に消
費者庁、平成27年にスポーツ庁が設置されています。

【厚生労働省】
平成13年に厚生省と労働省とが統合し、厚生労働省が設置され現在に至ります。

【経済産業省】
経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする
経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の
確保を図ることを任務としており、平成13年に当該任務遂行の観点から適当な事務を
通商産業省から引き継ぎ、現在に至ります。

国家行政組織法、
内閣府設置法他

その他

【内閣官房】
時代の変化に対応した政策を実現していくため、行政組織の在り方について見直しをし
ていくことは必要であり、行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行するための突
破口として、デジタル庁を創設してまいります。

【厚生労働省】
厚生労働省としては、これまでも業務の効率化など必要な改革に取り組んできていま
す。
また、現役世代（担い手）の減少が最大の課題である2040年を展望すれば、社会保障
施策と雇用労働施策を一体的・横断的に実施する必要性が高まっており、こうした行政
課題にしっかりと対応できる体制を確保していくことが重要と考えています。　

【経済産業省】
経済産業省としては、これまでも業務効率化など必要な改革に取り組んできましたが、
引き続き当省に課せられた任務を効率的かつ効果的に遂行するため、関係省庁と緊
密に連携しながら、様々な課題に対応していきます。

9 令和2年10月19日 令和2年11月9日
地方行政の合理
化の進め方につ
いて

地方公務員リストラの手法
・優秀な職員だけ残す人事戦
略として民間企業出向査定方
式を導入して合格者のみ職員
として残す。
・職員には介護資格を取らせ
て不足している特養や不正請
求の多い介護施設に10人に1
人採用する制度を設けて実施
すれば良いです。
・就職斡旋方法
リストラ対象の職員は国鉄民
営化時と同様にあらゆる民間
企業に斡旋する部署を設けて
ハローワークと連携してサ
ポートしていくことです。体験
入社制度と資格取得制度をフ
ルに必要して、今から公務員
には雇用保険の加入をさせて
国民と共に生活していく意識
を高めないといつまでも親方
日の丸意識では国民負担に
なるだけです。

地方行政で市町村から県までほとんど同じ業務をたくさんの職員を抱え
て公務しているわけですがこうした同じ要素の業務は統合して合理化さ
せて無駄な人件費を大幅削減して地方財政を立て直す必要があります
相当の仕事内容が行われているわけでなく電子化事務の導入や民活で
さらなる合理化の余裕が有りながら着手されずに放置されたのも事実で
あります。これを民間のそろばんで実施して倹約財政に導けば人件費は
少なくとも4割相当は削減できます。
そこから得られた資産は今後の地方産業の発展の為の先行投資として
新産業分野の創造の研究開発費に充当していくことで仕事不足を解消
策としては少なくとも１０年は要するのでただちに行政リストラと新産業の
創造の両方を同時に展開していなければ地方財政破綻と失業問題は回
避できなくなります。
年々増加する高齢者介護の問題も現行の職員を充てて奉仕させること
です。奉仕意識の無い職員はここから外れていくこともできます。介護問
題は大型施設で合理的経営をしないと個別に乱立させて不当請求して
成立する商売と化しておりこれは福祉本来の姿では有りません。
将来に危機感を抱いて地域から若者が離れないような産業基盤をつくる
為には何を犠牲に、何を優先にしなければならないかということは既に
実施出来ていないと大変な事態に陥ります。財政赤字は民間人が原因
で作ったものではなく公務員はじめ無駄な投資が累積したものなのでこ
れからは公務員が自らリストラで黒字をつくるような経営者意識をもって
公務していく時代にと変化対応して頂きます。
この改革は急務であります。

個人 総務省

　地方公共団体の職員は、地方公務員法で定める事由による場合でなければ、その意
に反して免職されないこととされています。（地方公務員法第27条第２項）
　地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を確保するため、地方公務員につ
いて成績主義による任用と分限懲戒制度の明定による身分保障等がなされています。
　具体的には、職員が人事評価や勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよく
ない場合やその職に必要な適格性を欠く場合は、下位の職に降任されるといった仕組
みとなっています。このため、法律又は条例で定める事由に該当する場合には免職さ
れることもあります。

地方公務員法
第27条第２項

対応不可

　成績主義や身分保障等の人事行政に関する根本基準は、地方公共団体の行政の民
主的・能率的な運営のためにも、引き続き維持すべき原則であると考えます。
　各地方公共団体には、職員の能力・実績に基づく人事管理の徹底と人事評価結果の
活用が求められ、行政の合理化・能率化を図り、地域の実情を踏まえた適正な定員管
理の推進に取り組むことが重要です。
　質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供できるよう、人事評価結果の本格的
活用を促すなど、総務省としても必要な助言を行ってまいります。

10 令和2年10月19日 令和2年11月9日
全国的な消防団
の横領について

全国の自治体の消防団の町
内会からの活動助成金につ
いて国会で取り上げてもらえ
ないでしょうか。

全国的に各都道府県各市町村の消防団は、各消防分団が管轄する町
内会から、住民が支払う班費の中から活動費を徴収しています。私の世
帯も年間1500円支払っており、私の自治体市では市消防団全体で3700
万円町内会から活動支援を受けております。この金額は県単位で10億
円規模、全国で年間1000億円ほどの規模になっていると思います。です
がほとんどの消防分団はこの活動費について町内会に会計報告を行っ
ておりません。町内会と消防分団の信頼関係は地域の人と人との関係
の基盤であると感じております。会計についての報告を行うべきだと思
います。

個人 総務省

　消防団は、消防組織法に基づき市町村に設置される消防機関の１つであり、その会
計処理も市町村が適切に行う必要があります。
　御指摘の内容だけでは詳細は明らかではありませんが、提案理由に記載されている
町内会からの活動支援が、市町村の一機関である消防団に対するものである場合に
は、市町村が適切に会計処理を行う必要があります。

消防組織法
第９条 その他 　制度の現状欄に記載の通りです。

11 令和2年10月19日 令和2年11月9日 閣僚会見

午後11時からの会見開始時
間を次回からは国民サイドか
らも早めた時間帯に変更願い
たい！
スケジュール管理は誰がされ
ているのかな？

我々国民も閣僚の20名を拝見したいので！
慣例でしょうが前回は時間が早かったのでは？

個人 内閣官房

内閣の組閣及び改造時においては、首相官邸において、閣僚による記者会見を行って
います。
記者会見の時間については、組閣・改造に係る全体の日程の中で決められているもの
ですが、特に組閣の際には、実施時間が深夜に及ぶこともあります。

－
検討に着
手

組閣及び改造時の官邸での閣僚記者会見の今後の在り方については、実施時間が深
夜に及んでいることや、働き方改革の観点も踏まえ、見直しを検討しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

12 令和2年10月19日 令和2年11月9日 国民年金に関して

国民年金機構と年金事務所
の縦割り改善を求めます。
問い合わせ、手続き等におい
て年金機構と年金事務所で一
元化されておらず分かりづら
いので納付意欲が低下してし
まいします。
また払い込み用紙（使用期
限・納付期限などの言葉など）
もわかりづらく使用しにくいで
す。
年号管理されているのもわか
りにくいです。

・年金制度の廃止
・年金機構と年金事務所の統合
・年号使用の廃止
・払い込み用紙の改善もしくはWEBにてわかりやすい解説

個人 厚生労働省

・日本年金機構本部と全国の年金事務所は、本部と支店の関係であり、同じ日本年金
機構の組織です。原則として年金事務所が事務処理を行っていますが、３１２か所の年
金事務所毎に実施することが非効率な大量発送やねんきん加入者ダイヤルの運営に
ついては、本部で実施しています。
・国民年金保険料の納付書に、保険料の納付方法、保険料の納付期限、納付書の使
用期限についてのご説明を記載しているほか、日本年金機構のホームページにも注意
事項を掲載しています。
・納付書は元号（和暦）を使用して、保険料の対象年を表記しています。

日本年金機構法
第４条
国民年金法第92
条
国民年金法施行
令第6条の13
国民年金法施行
規則第70条の２
歳入徴収官事務
規程第21条の6第
2項4号

検討を予定

業務の性格により、日本年金機構本部や年金事務所毎に業務を行っておりますが、本
部と年金事務所の情報共有をさらに強化するなど連携し、お客様にとって分かりやす
いご案内ができるよう引き続き努めてまいります。
国民年金保険料の納付書で使用している、使用期限・納付期限などの用語が分かりづ
らい、とのご指摘については、納付書を送付する際に同封するリーフレットや年金機構
のホームページにおいて、国民年金保険料の納付書についてお客様にとって分かりや
すい説明を追加すること等、工夫するように検討してまいります。なお、納付書など日
本年金機構が発行する書面の年表記については、年金制度が国が運営する公的制度
であることから、元号（和暦）表記を使用することが基本となるものと考えています。

13 令和2年10月19日 令和2年11月9日
障害児の公的支
援の諸手続き

煩雑な公的支援を分かりやす
くしてほしい。
手続きも役所の多部署に渡っ
ており、すべて個別に行う必
要があり、手間。内容も重複し
ている。
マイナンバーなどて一本化し
てほしい。

障害児について、様々な公的支援がありますが、その手続きについては
役所での担当部署が異なり、一つ一つの手続きについて別々に毎年申
請をする必要がある。時期も異なり、また支援内容も誰も教えてはくれな
い。高齢者のようなケアマネジャーも使えない為、どのような支援が受け
られるかも自力で調べるしかなく、非常に不便。

個人 厚生労働省
各自治体ごとに条例及び地方自治法の規定に基づき、首長が統括する機関に関する
組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、行政事務の適
正かつ能率的な運営を図ることを目的とした組織規則が定められております。

－ 対応不可
各自治体の事務分掌は条例及び地方自治法の規定に基づき組織規則が定められて
おります。組織（部課等）を設置することや、権限分配・事務分配は各自治体の判断に
委ねられているため、国が対応を行うことは困難です。

14 令和2年10月19日 令和2年11月9日

NHKを独立法人
化にして税収をと
り緊急放送は国
営に。

NHKを国鉄、郵政の様に民営
化、独立法人化にして税を取
り国民の生命財産にかかる緊
急時や報告必要な物だけを
NHKの施設を借りて報道す
る。

最近のNHKの報道は偏向報道が多い上受信料を国民が払うのがおかし
いNHKが国民に対して必要な部分だけを国営に残しそれ以外は民営
化、独立法人化にしていいのではないだろうか。

個人 総務省
NHKは、放送法の規定に基づき、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信
できるように豊かで良い放送番組による国内放送を行うことなどを目的とした特殊法人
として設立されています。

放送法第15条及
び第16条

対応不可
公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組
による国内放送などを行うという公共放送の基本的役割は、引き続き重要であると考
えます。

15 令和2年10月19日 令和2年12月16日
子供の感染対策
の在り方について

提案：分科会と厚生労働省と
文部科学省の統合もしくは連
絡会議設立を要望する。
分科会の見解だけでなく世界
的規模で研究が進んでいる事
も考慮した上で子供の感染状
況研究を開始。検査体制もこ
れに合せて拡大し。子供専用
検査を実施。各学校単位での
唾液検査を行う。実態を把
握、隔離した後、分科会でもこ
れを協議し厚生労働省と文科
省三位一体となって感染対策
マニュアル作成。現在の感染
対策マニュアル作成は破棄。
このやり方を元に子供の対策
が決まった後は大人の対策を
する。各業種分野でマニュア
ル作成する為の連絡会議の
設立をしていく。観光業（運
行、宿泊施設、旅行業界など）
事務系、IT系、接客業など…。

現在の子供のコロナ感染対策は軽症、重症化しないことを前提に進んで
いるが、無症状が多いからこそ感染拡大を助長しているとの欧米での研
究もある。この考え方こそ分科会。厚生労働省が見習うべきで、文科省
においても共有すべきだ。
消毒を基本しないだとか、子供に消毒作業をさせても良いなどもっての
ほか。コロナ禍を機にデジタル庁を創設するならば国としてのコロナ感
染対策マニュアル作成をすべきで、世界の様々な研究結果を共有する
ためのデーターベース化を図るべき。このベースを各省庁で共有し一定
の見解の元にコロナ感染対策を打って出るべき。それにはまず縦割り行
政の打破が必要。分科会と厚生労働省と文科省の中から専門分野に長
けた人選を行い。日本小児科学会の協力も得てまずは感染拡大の要因
となりうる無症状の子供達の研究を行う会議体を作るべきだ。
省の統合などは政府の意志に任せる。

民間団体
厚生労働省
文部科学省

【厚生労働省】
政府としては、新型コロナウイルス感染症の対応に当たり、政府対策本部の下に専門
家の会議を設置し、これまで累次にわたり、最新のデータや国内外の研究等を踏まえ
た科学的な知見に基づく現状分析や見解をお示しつつ、国内の感染状況の推移を見
極めながら、医学的・科学的な評価に基づき、感染症対策を講じてきたところです。

【文部科学省】
国の新型コロナウイルス感染症対策については、内閣官房において一元的に推進して
おり、定められた方針等に基づき、各省それぞれの役割において感染症対策に関する
施策を行っております。

新型インフルエン
ザ等対策特別措
置法第15条

現行制度
下で対応可
能

・新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは２割
以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考えられています。
　このため、感染防護なしに３密（密閉・密集・密接）の環境で多くの人と接するなどに
よって１人の感染者が何人もの人に感染させてしまうことがなければ、新型コロナウイ
ルス感染症の流行を抑えることができます。
　体調が悪いときは不要・不急の外出を控えることや、人と接するときにはマスクを着
用することなど、新型コロナウイルスに感染していた場合に多くの人に感染させること
のないように行動することが大切です。
　こういった旨をしっかりと周知してまいります。
・新型コロウイルス感染症対策本部において決定された、新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針に基づき、文部科学省では、厚生労働省や新型コロナウイル
ス感染症対策分科会構成員である専門家等の協力を得て、学校の衛生管理に関する
マニュアルを作成し、学校の行動基準や感染症対策を具体的に示しております。
　このように、関係機関等と十分連携して学校の感染症対策に取り組んでおりますの
で、連絡会議の設立等の対応は必要ないと考えております。

16 令和2年10月19日 令和2年11月9日
新型コロナ発生状
況の発表につい
て

新型コロナの発表は現在市町
村ごとに行われていますが例
えば「さいたま市」の場合にも
発生は「さいたま市」となって
います。さいたま市は大宮市・
浦和市・与野市・岩槻市が合
併して出来た市ですがあまり
にも大きいので住民にはどこ
の地域に発生したの分からず
対応にも具体的に動作も起こ
せず苦慮しています。そこで
発表には「さいたま市大宮区・
さいたま市浦和区」等々もう少
し地域を限定してほしいと思
います。法的な規制があるの
でしょうが緊急事態が発生し
ていますので弾力的な取り扱
いをお願い致します。東京都
は各区の発生状況を明らか
にしています。

緊急事態に対する弾力的取り扱い。
提案が採択されたら住民の「新型コロナ」に対する身近な注意喚起が醸
成されます。

個人 厚生労働省
厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症に関する情報について、個人情報の保護
に留意しながら、積極的に公表しなければならないとされています。

感染症の予防及
び感染症の患者に
対する医療に関す
る法律第16条

現行制度
下で対応可
能

・　新型コロナウイルス感染症に関わる情報公開については、厚生労働省において、
「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」をとりまと
め、２月27日に自治体に対し周知するとともに、３月１日にも事務連絡を発出し、基本
方針に従った適切な情報公開を行っていただくよう、改めて自治体に対しお願いしてい
ます。
・　当該通知では、原則として、
① 　感染者に関する基本的な情報
② 　感染源との接触歴にかかわる情報
③ 　感染者の行動歴等の情報
について公表することとし、それぞれについて、公表すべき具体的な項目を示すととも
に、当該情報との公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じな
いように、個人情報の保護に留意しなければならない旨を明示しています。
・　各自治体におかれては、通知でお示ししている考え方を基本とし、公衆衛生上の必
要性と個人情報保護に係るリスクとを比較衡量しつつ、個別の実情を踏まえて、適切
に情報公開いただいているものと承知しています。

17 令和2年10月19日 令和2年11月9日
内閣人事院局の
廃止

人事権を政府が持つことで、
これまで弊害しかなかった。
廃止すべき。

政府が検察や省庁の人事を握り、都合の良い人物を配置して、都合よく
コントロールすることは弊害しかない。隠蔽、忖度、書類の改ざんと破
棄、都合悪いものは書類が無いで済ませる。こんなこと続けたら、政府
や国に対して不信感しか無い。すぐにでも廃止してください。

個人 内閣官房

中央省庁の幹部職員の任免は、任命権者（各省大臣等）が行っています。
幹部職員の任免にあたっては、任命権者による人事評価に基づく「適格性審査」と「任
免協議」の２つのプロセスを通じて複数の視点によるチェックを行うこととしており、この
幹部職員人事の一元管理制度を内閣人事局が担当しています。
（なお、検察庁の職員の任免は、内閣又は法務大臣が行っており、幹部職員人事の一
元管理制度の対象とはされておりません。）

国家公務員法第３
章第２節第６款

対応不可

中央省庁の幹部職員の任免に当たっては、内閣の重要政策に応じた戦略的な人事配
置を実現するため、複数の視点によるチェックを行う幹部職員人事の一元管理制度を
導入しており、当該制度の下、適材適所の人事配置を行っています。今後とも、公務の
中立性、公正性が損なわれることのないよう、幹部職員人事の一元管理制度の適切な
運営に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

18 令和2年10月19日 令和2年11月9日
国勢調査を止め
て欲しい

国勢調査の調査内容があまり
意味がありません
すべて住民 登録又は税務署
に届けている事項ばかり 問
われてそんなものを提出する
ことは意味が分かりません 。
縦割り行政の弊害の最たるも
のです。
市町村でしらべればすぐわか
る ことを税金を使ってさらに
調べるのはお金の無駄です
また職業も一つしか書けませ
ん
職業はたくさんあることもあり
ます。掛け持ちの人はひとつ
しか書けないような調査は意
味がありません。
意味のない無駄な調査は今
後やめてほしい。

提案が実現した場合
コスト削減税金の無駄遣いがなくなります
国民の負担もなくなります
行政がしっかり調査すればわかることをなぜ国民の負担で国民の税金
でやるのでしょうか？
見直すべきことだと思います。

個人 総務省

　国勢調査は、５年ごとに実施することが統計法第５条で定められております。その調
査事項は統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、総務大臣からの承認を受
け定められております。
　国勢調査は住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握することと
しており、また、国勢調査で把握する教育、就業状態、従業上の地位などは、住民基本
台帳などから得ることはできず、国勢調査を代替することは困難です。
　国勢調査の結果は、衆議院議員小選挙区の改定のほか、地方交付税の算定や過疎
地域の認定など、多くの法令でその使用が定められ、また、少子・高齢化関連施策、防
災計画など各種施策の基礎資料として幅広く活用されており、国勢調査を廃止すること
はできません。
　また、職業については、回答者の負担を考慮し、主な内容を回答いただくこととしてお
ります。

統計法 対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

19 令和2年10月19日 令和2年11月9日
交通違反と事故
の関係

モナコの様に町中に沢山のカ
メラを設置してほしい

交通事故は交通違反や判断能力の低下が起因となり発生します
事故を起こした人は初めて違反をしたのでしょうか？
予兆は無かったのでしょうか？
私はそうは思いません
池袋の事故も加害者は以前から駐車が出来ない等の運転能力の低下
があったと近隣住民の証言であります
例えばそういった運転をしても違反をしても警察に発見されなければ変
らず運転を出来ます
そして事故を起こして若しくは運よく警察に発見されそこで初めて審議さ
れます
果たしてそれで良いのでしょうか
国には国民を犯罪から守る義務があります
一日にどれ程の交通違反が見過ごされているのでしょうか
どれ程の守れたはずの被害者が生まれているのでしょうか？
カメラという大変便利な機械があるのに一体いつまで事故多発場所には
警察官を派遣し隠れて取り締まるとか覆面パトカーを走らせたりとか費
用がかかりかつ確実性の無い取締をしてるのでしょうか？
警察官の裁量でいくらでも捏造の出来るヒューマンエラーもありうる現場
検証をするのでしょうか？
コスト面、確実性からモナコの様に町中にカメラを設置することはたいへ
ん良い事だと考えます

個人 警察庁

　警察では、地域の交通実態や交通事故の発生状況、住民からの取締り要望等を分
析し、取締り場所や時間帯等を選定して交通指導取締りを実施しています。
　取締り方法については、警察官の姿を見せる取締りと姿を見せない取締りを併用し
て、効果的に交通事故抑止を図っているところです。
　また、事故多発路線における白バイやパトカーによる警戒活動等、取締り以外の街
頭活動も推進しています。

－ その他

　制度の現状欄に記載のとおり、警察においては、悲惨な交通事故を抑止していくた
め、各種取組を実施しているところ、引き続きこれらの取組を着実に実施してまいりま
す。
　なお、街頭にカメラを設置することは、例えば、地域の交通実態や交通事故の発生状
況を踏まえ、必要性・相当性が認められるかという観点や、取締り上実効性があるかと
いう点も考慮する必要があると考えます。

20 令和2年10月19日 令和2年11月9日
省庁トップの罷免
制度

各省庁の仕事ぶりが国民に
直接評価されるべく、各省庁
トップの罷免の是非を衆議院
議員選挙時に投票にて行う。

国民に忖度することが、本来省庁の在り方です。現在の制度では国民
は間接的な関与しかできないため、官僚達はその時の政権の顔しか見
ておらず、自身のキャリアや保身に標準を合わせて仕事をしているよう
に思えます。省庁の仕事ぶりに国民が直接評価を与えることで、自然に
各省庁に緊張感が生まれ、内部で切磋琢磨がな行われ、日本行政の在
り方は常に改善されて行くだろうと思います。

個人 内閣官房

中央省庁の幹部職員の任免は、任命権者（各省大臣等）が行っています。
幹部職員の任免にあたっては、任命権者による人事評価に基づく「適格性審査」と「任
免協議」の２つのプロセスを通じて複数の視点によるチェックを行うこととしており、この
幹部職員人事の一元管理制度を内閣人事局が担当しています。

国家公務員法第３
章第２節第６款

対応不可

中央省庁の幹部職員の任免に当たっては、内閣の重要政策に応じた戦略的な人事配
置を実現するため、複数の視点によるチェックを行う幹部職員人事の一元管理制度を
導入しており、当該制度の下、適材適所の人事配置を行っています。今後とも、公務の
中立性、公正性が損なわれることのないよう、幹部職員人事の一元管理制度の適切な
運営に努めてまいります。

21

NEDO（経産省）・JST（文科
省）・AMED（内閣府）などの政
府系国立研究開発法人の統
合について

各国立研究開発法人においては、それぞれの設置目的に応じて業務を行っておりま
す。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
（機構の目的）
第四条　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」とい
う。）は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネル
ギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行
う研究開発（研究及び開発をいう。以下同じ。）、民間において行われる研究開発の促
進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことによ
り、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に
応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に
資することを目的とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法
（機構の目的）
第四条　国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、新技術の創
出に資することとなる科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、
基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報
に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の
振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を
図ることを目的とする。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
（機構の目的）
第三条　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」という。）は、医療分
野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫し
た研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑
かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野
研究開発推進計画（健康・医療戦略推進法（平成二十六年法律第四十八号）第十八条
第一項に規定する医療分野研究開発推進計画をいう。）に基づき、大学、研究開発法
人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三
号）第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。）その他の研究機関（以下この条
において単に「研究機関」という。）の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びそ
の環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成
等の業務を行うことを目的とする。

内閣府
文部科学省
厚生労働省
経済産業省

各国立研究開発法人においては、それぞれの法人において異なる設置目的に応じて
業務を行っており、具体的には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構は、エネルギー・環境分野や産業技術分野について、民間の能力を活用しつつ、
出口を見据えて、各種の技術開発や実証事業を実施しています。また、国立研究開発
法人科学技術振興機構は、主に大学及び研究機関に資金配分することにより、新技
術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発等を総合
的に実施しています。さらに、国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、医療分野
における基礎から実用化までの一貫した研究開発と成果の実用化及びそのための環
境の整備に取り組んでいます。このように、各法人の所管する委託金・助成金について
もその目的の範囲内のものとなります。また、各法人において設置目的に応じて支援
を行っているところですが、優れた研究シーズが社会実装へ向けて切れ目なく支援が
行われるよう、資金配分機関における各研究費制度の運用方法や機関間の連携の改
善について取り組んでおり、研究現場の声を伺いながら、必要な見直しを図ってまいり
ます。

対応不可

国立研究開発法
人新エネルギー・
産業技術総合開
発機構法、国立研
究開発法人科学
技術振興機構法、
国立研究開発法
人日本医療研究
開発機構法

個人

NEDOやJST、AMEDといった国立研究開発法人による委託金・助成金
は、大学及び産業界において研究開発を加速させるために大きな役割
を持っております。
私自身、これによって非常に助けられてきました。
しかしながら、これらの事業は重なる部分が大きいように感じており、そ
の傾向は年々、大きくなっているように感じます。
実は私自身、この3月までNEDOにて働いておりましたが、JSTとかなり
被っていると感じるものが多々ありました。
その割には、NEDOは経産省だから、JSTは文科省だからと、やや無理
やりにそちら方面に"寄せている"提案書を採択する傾向があり、なんだ
か本末転倒と感じておりました。
この際、NEDOもJSTもAMEDも一色単にしてしまった方が、効率的です
し、かつ日本の科学の発展にも良いのではないでしょうか。

政府系国立研究
開発法人の委託・
助成制度に関して

令和2年11月9日令和2年10月19日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

22 令和2年10月19日 令和2年11月9日
国家公務員の縦
割りを無くす

現状では難しいかも知れませ
んが、縦割行政をなくす為に
は、省庁の職員を定期的に他
の省庁へ勤務替えをしてはど
うでしょう？

縦割行政になるのは自分の省庁の守りから来るのではないかと考えて
います。
定期的に職員を他の省庁勤務にして省庁を守るのではなく、日本を守る
事を優先してもらえば一般国民との壁も少しは無くなるのではないでしょ
うか。

個人 内閣官房

職員の他省庁への勤務替えについては、「省庁間人事交流の推進について（平成6年
12月22日閣議決定）」に基づき、各省庁間の緊密な連携の強化と広い視野に立った人
材の養成の観点から、特に、将来の行政の中核的要員と見込まれる職員や幹部職員
についての省庁間の人事交流を行っております。
また、複雑・高度化する行政課題に対応するためには、行政が総合的かつ一体的に遂
行されることが必要であることから、「採用昇任等基本方針（平成26年6月24日閣議決
定）」に基づき、各省庁において様々な省庁等の出身者の登用など政府全体での適材
適所の人事を推進するとともに、省庁間の連携の強化と広い視野に立った人材の育成
の観点から省庁間の人事交流を推進しています。

・「省庁間人事交
流の推進について
（平成6年12月22
日閣議決定）

・「採用昇任等基
本方針（平成26年
6月24日閣議決
定）」

現行制度
下で対応可
能

令和元年度に本府省課長級に任用された職員のうち84.9%は、他省庁等への出向を経
験しています。今後も、政府全体を通じた統一的な人事管理を推進するために内閣総
理大臣が決定する人事管理運営方針において、省庁間の人事交流を推進するよう明
示し、各省庁に働きかけてまいります。

23 令和2年10月19日 令和2年11月24日
PCR検査の横断
化

現在、厚労省所管の保健所
経由のみで行っているPCR検
査を検査装置を持っている各
部門でも出来るようにしてほし
い。

現在、厚労省所管の保健所経由のみで行っているPCR検査を
検査装置を持っている以下の各部門でも出来るようにしてほしい。
・大学
・装置メーカー
・上下水道検査部門
・自衛隊？
・その他検査機器を保有する部署
また、検査技師にも大学の研究生や装置メーカーの担当者も加える。
また、検査登録や結果をFAXしてると聞いてるが、このサイトのように、
WEBサーバーにて受付、登録、報告を行えば良い。
なお、現在の「国立国際医療研究センター」は研究のみ行うのではなく、
米国のCDCと同様の機能も付与する。

個人 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症に係る検査については、検査が必要な方がより迅速・ス
ムーズに検査を受けられるようにするとともに、感染拡大を防止する必要がある場合
には広く検査が受けられるよう、地方衛生研究所、保健所、民間検査機関、医療機関、
大学等にも新型コロナウイルス感染症に係る検査にご協力いただくことが重要であると
考え、検査機器の導入を支援するなど検査体制の拡充に取り組んだ結果、現在では、
地方衛生研究所、保健所、民間検査機関、医療機関、大学など幅広く検査にご協力い
ただいているところです。

－ 対応
引き続き、インフルエンザの流行期も含めて、必要な方が迅速・スムーズに検査を受け
られるよう、地方自治体等と協働して、検査体制の整備に努めてまいります。

25 令和2年10月19日 令和2年11月9日
一元的な文書管
理システム

一元的な文書管理システムが
ワケわからん。　
自衛隊でも使ってるけど、事
務官とか慣れてる人はいいけ
ど部隊でやってきた人がいき
なり共通配置に配置されて、
文書やってと言われても教育
もなにも受けてないし知識も
ないから困る。　
文書で大事故を起こしそうで
怖い。　
システムも非常に使いにくい。　
やり方変えましょう！

　そもそも文書管理は事務官でやってくれませんか。部隊で汗水垂らし
て現場でやってきた隊員を配置しないでほしい。　
行政文書で事故起こしたら取り返しがつかない。部隊を巻きこむ大事件
になり、後ろ向きの作業に追われ、任務遂行に大きな影響を及ぼす危険
がある。それはそうだ、今まで文書管理システムなんか見たことも聞いた
こともないような隊員を配置しているのだから。しかもシステムの操作な
どの教育すらしていない。それでやれと言われても‥やるしかないけど。
めちゃくちゃ苦しいですよ。ミスしても気づけないですよ、何が分からない
かも分からないし。そりゃメンタルダウンする隊員は増えますよ、そんな
補職してたら‥。部隊からいきなり畑違いの事やらせてるんだから。　
みんなの幸せと安全のために、入隊してから文書とパソコンに向き合っ
てきたベテランを配置してほしい。それか「文書管理」という術科専門職
種を作るとか、いろいろアイデアはある。　
　システム操作が分かりづらい。非常に分かりづらい。分かりづらいとい
うのは問題だ。バカでも直感的に操作できるようなシステムに改善した
ほうがいい。　
分かりづらいというのは事故の原因になりうる。　
米軍の小銃や戦車のマニュアルはバカでも分かるように工夫したものを
作ったように、誰にでも理解できる言葉や表現を使ったマニュアルを作る
というのも、いい。　
行政文書の親分が、部隊のみんなに何をどうしてほしいのか、いまいち
よくわからないんだよね。特に若年隊員なんかちんぷんかんぷんだと思
う。難しい言葉をペラペラ言われても‥。こないだまで高校生だった子ら
には絶対分からない。
簡潔明瞭を目指すべき。

個人
防衛省
総務省

【防衛省】
　行政文書管理は、公文書等の管理に関する法律に定められているとおり、防衛省を
含む国の行政機関等が適切に取り組まなければならないものであり、職員の役職や職
種に関わらず、また自衛官であろうと事務官であろうと、職員一人ひとりが公文書管理
のルールを十分に理解した上で実践していくことが求められています。
　このため、防衛省においては、自衛官を含む各職員に対して、各種教育や研修等を
通じて行政文書管理に必要な知識や技能を向上させることに努めています。
　また、一元的な文書管理システムの操作要領について、よりわかりやすい内容となる
よう、実際の操作画面を記載したマニュアルを省内でも整備し、省内各機関等に周知
を図っているところです。

【総務省】
　文書管理システムについては、政府共通インフォメーションボードにおいて、文書管
理システムの機能全般にわたる操作マニュアルや初心者向けの活用マニュアル等を
提供するとともに、初心者向けのe-ラーニングや基本的な操作方法を理解している者
向けの座学研修を開催するなど、利用者の利便性向上のための取組を行っています。

現行制度
下で対応可
能

【防衛省】
　現状の対応に加え、新規採用職員や新たに文書管理の担当となった職員などにもわ
かりやすいマニュアルとなるよう努めてまいります。

【総務省】
　引き続き、利用者の利便性向上に十分留意して、マニュアルの提供や研修の開催等
を行います。

26 令和2年10月19日 令和2年11月9日
NHK受信料の公
平負担について

１.NHK受信料の全世帯義務
化
２.NHKの任意視聴（スクランブ
ル化）
３.一部国営放送（ストレート
ニュース・天気予報・教育放
送・スポンサーの付きづらい
アマチュアスポーツの放送）
他のバラエティ・ドラマ・歌番
組・プロスポーツは任意加入
のスクランブル放送

NHKの受信料の公平負担が曖昧であると思います。
払っている世帯・払っていない世帯があり不公平である。
全世帯義務化(支払いしない場合の罰則あり）
スクランブル化
一部国営・一部スクランブル
の内どれかを行えば、国民の中での不公平はなくなります。
また、NHKも受信料徴収にかかる経費の削減もでき、予算削減になりま
す。
また、現状、弁護士資格を持たない集金人が値引きや設置日を空白に
するなどの弁護士法違反を犯しています。
支払い率80％(世帯での支払い率は６割ほどであると思われます）支払
い率100％でなければ公平ではありません。
いつまで、総務省・国はこのような国民の不利益になる状態を放置して
いるのでしょうか？

個人 総務省

１及び２について
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

３について
NHKは、放送法の規定に基づき、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信
できるように豊かで良い放送番組による国内放送を行うことなどを目的とした特殊法人
として設立されています。

１及び２について
放送法第64条第1
項

３について
放送法第15条及
び第16条

１について
その他

２及び３に
ついて
対応不可

１について
ＮＨＫの受信料制度については、国民・視聴者が納得のいく、公平なものであることが
極めて重要であり、不断に検討を行うことが必要であると考えます。

２について
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあま
ねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行
うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

３について
国が放送の実施主体となる国営放送については、放送法により実現するか否かにか
かわらず、放送制度の根本にかかわる問題であり、極めて慎重な検討が必要であると
認識しています。

27 令和2年10月19日 令和2年11月9日
教育現場での効
率化

元中学校教員です。ストレスと
過労で、結婚後も妊娠せず、
子供がどうしても欲しかったた
め、退職しました。夫は教員で
す。
(1)出席簿の一本化
現在、生徒の出席はPC入力
と紙での管理で二重です。
(2)出席簿、週案の日付印刷
日付があらかじめ印刷された
ものを使いたいです。全教員
が毎学期、日付を手書きして
います。何万人が同じ作業を
してるのか。
(3)タイムカード導入
いまだに出勤簿は押印式で
す。各教員の勤務時間を管理
職が把握していません。
(4)部活動をクラブ化する
生徒から月謝を取り、外部指
導員を雇う。大会の企画運営
の外部委託。

(1)～(3)
細かいことですが、教員の無駄な作業を減らします。勤務時間をお互い
に把握することで過労を防ぎます。
(4)
部活動の問題点
1. 勤務時間外の活動時間の拘束
16:45に勤務終わりですが、18:30まで部活動で拘束されます。無賃で
す。給料4%上乗せで見て見ぬ振りは、人権侵害です。土日は3000円で１
日拘束。練習試合で遠方に行っても交通費は一切出ません。
2. 各部活の大会の企画運営も一部教員がやっている
学校行事、授業準備、進路指導と同時進行です。教員本来の業務には
入っていないと思います。
以上問題点の根本的解決に、外部委託もしくは賃金の正当な支払いを
提案します。やりがい搾取をやめてください。

個人 文部科学省

（１）（２）出席簿については各自治体等で定められています。
（３）働き方改革推進法による改正（平成３１年４月１日施行）後の労働安全衛生法体系
において、タイムカードによる記録、電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法
その他の適切な方法による労働時間の状況の把握が事業者の義務とされたことを踏
まえ、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督す
る教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する
指針」において、在校時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外
の時間についても、本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測する
こととしています。
（４）部活動は、学習指導要領に基づき、学校教育の一環として行われるものであり、教
科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍でき
る場として、教育的意義を有する活動です。
一方で、適切な指導体制の構築や部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊
の課題であると考えております。

公立学校の教育
職員の業務量の
適切な管理その他
教育職員の服務を
監督する教育委員
会が教育職員の
健康及び福祉の
確保を図るために
講ずべき措置に関
する指針

対応

（１）～（３）
出席簿については、各自治体等で定められているものであり、運用の仕方によって改
善が図れるものと考えます。
出勤簿につきましても、それぞれで定められているものですが、ＩＣＴの活用やタイム
カード等により法令上義務となっている客観的な勤務時間管理について、確実に取組
を進めていただくよう教育委員会や学校に促しています。
また、取組を促すことができるよう、教育委員会における学校の働き方改革のための
取組状況についての調査結果を市区町村別に公表する等、文部科学省としては教育
委員会等に対して、様々な機会に業務の効率化や事務負担の軽減に関しての取組を
促しています。

（４）
文部科学省では、平成３０年に策定した部活動のガイドラインにおいて、適切な部活動
の実施や短時間で効果的な指導を推進するとともに、教師に代わって指導や大会への
生徒の引率を行う「部活動指導員」の配置を促進しております。
加えて、先日（９月１日）「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、令
和５年度以降の休日の部活動を段階的に地域に移行するための具体の改革方策につ
いてお示ししたところです。
これらの取組を着実に進め、生徒にとって望ましい部活動と教師の負担軽減を両立で
きる部活動改革を進めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

28 令和2年10月19日 令和2年11月9日
道路や河川管理
について

道路や河川の管理が完全に
縦割りになっており、管理不
足になっています。例えば道
路では道路の劣化を国交省
で受けておられ比較的迅速に
対応頂いていますが、横断歩
道や規制標示は公安委員会
の管理になっていて、横断歩
道の表示の劣化だけが放置
されたり。河川では、道路近
傍の除草は道路管理者が実
施、それより川側は河川管理
者の管轄なので通行するのに
見通しが悪くとも伐採や除草
しない状態です。現に備前県
民局に干田川の法面の除草
をお願いしていますが、道路
側は除草完了し、川側は伸び
放題。

ある部分を改修するするとき、各管理者が同時に施工することにより、
道路規制回数を減らしたり、同じような工事をするのにバラバラの業者
を依頼するより一度に施工が完了すると税金の無駄も省けるのではな
いでしょうか。

個人
警察庁

国土交通省

　路面標示については、横断歩道等の道路標示は都道府県公安委員会、道路外側線
等の区画線は道路管理者が設置者となっており、劣化により見づらくなった場合、それ
ぞれの区分で補修等が行われています。
　道路が占用している河川堤防の除草については、道路近傍は交通安全上見通しを
確保することを目的として道路管理者が、その他の部分は堤防を健全な状態に保つこ
とを目的として河川管理者が実施しています。そのため、目的に応じた時期や頻度でそ
れぞれの管理者による除草が行われています。

現行制度
下で対応可
能

　道路工事については、路上工事の削減、効率化を目的として道路管理者、警察、占
用企業者など関係者による占用調整会議を開催し、年間の工事場所、内容、実施時期
等を調整しています。このような会議の場を活用し、道路管理者、警察の双方の工事
調整を行うことで、道路規制回数の削減等ご提案の対応が出来るものと考えていま
す。
　また、道路が占用している河川堤防の除草については、見通しを確保するなどの必
要に応じ、除草範囲や実施時期などについて管理者間で調整を図っていきます。
　なお、いずれの場合もまとまった範囲を施工するなど、効率的・効果的な施工となる
よう引き続き努めてまいります。

29 令和2年10月19日 令和2年11月9日
ゴミステーション
設置に関して

県道の路側における、ごみの
集積所の設置を許可してもら
いたい。
設置は私有地に限るというの
は現実的ではない。

縦割り110番がストップしているのでこちらに書き込み致します。
徳島県那賀郡那賀町に住んでおります。
居住地近辺にゴミ集積所が無く、300mほど離れた距離の集積所までゴ
ミを出しに行っておりますが、交通量の多い国道の交差点近くの私有地
に集積所が有るため、歩いていくには遠く、車で行くには積み下ろしで交
差点に停車することになり大変危険であることから、近隣住民と話し合
い、同意書を貰って私が代表して私の居住地の近くにある、県道の路側
帯の広い待避所部分に新たな集積所の設置を許可してもらうよう。行政
に働きかけました。
まず、町の環境課に対してゴミ集積所としての許可申請をしたのですが
それはすんなり通りました。
回収車の立ち寄り所としても認めてもらいました。
しかし、県道を管轄する県民局に道路の路側にゴミステーションを置くこ
とに関する申請では許可が下りませんでした。
「国道や県道の路側には一切の工作物を置くことは許可できない」とのこ
とでした。
田舎の交通量の少ない県道の、道路上ではなく路側の広い場所です。
町の環境課に許可が下りなかった旨を報告し、環境課長から県民局に
お願いをしてもらいましたが、やはり許可が下りませんでした。
他地域では、国道や県道でも、自歩道などの道路上に集積場が設けら
れ設置を許可してもらっている自治体も多くあります。

個人 国土交通省

道路法第33条に道路に物件を占用する場合の基準として、道路の敷地外に余地が無
いためやむを得ないもの（無余地性）であることや道路構造上に著しい支障がないこと
等が規定されております。
また、無余地性の基準の取扱いについては、道路管理者が判断するに当たり、経済的
な要素や利用者の利便等を含めた諸般の事情を考慮できるとなっております。
そのため、提案意見にあります「国道や県道の路側には一切の工作物を置くことは許
可できない」ということは誤りであると考えます。

道路法
現行制度
下で対応可
能

どのような形状のゴミステーションであるか、県がどのような背景のもとで断った等の詳
細が不明であるため一般論での回答となりますが、道路に物件を設置する際は、道路
管理者（今回の場合は県）において、無余地性等の基準に照らし適切に判断されるも
のと考えます。

30 令和2年10月19日 令和2年11月9日
高速道路の渋滞
緩和策について

・ダイナミック・プライシング
（価格変動設定）
・ETC義務化
ダイナミック・プライシング（価
格変動設定）を導入すればい
いのである。
混雑時は料金が自動的に高く
なるようにするのだ。
環七通りより外側から都心の
主要幹線道路に入ってくる車
には、一歩足を踏み入れた時
点でETC（自動料金収受シス
テム）で課金すればいい。
混雑時は400～500円、ワンコ
インにプラスアルファした程度
の金額を上乗せするだけで、
渋滞はうんと緩和できるの
だ。
まずETC車両検知器を大幅に
増設し、東京中の各所でダイ
ナミック・プライシングを可能
にする。
ETCを搭載していない車は、
そもそも首都高に入らせな
い。

渋滞緩和してほしいから。
料金所の現金やり取りしている雇用を減らすことでコスト削減につながる
から。
堀江貴文さんが素晴らしい案を提唱されていたから。

個人 国土交通省

都市部における道路課金や、高速道路における機動的な料金変更を可能とする仕組
みの導入にあたっての課題の整理を進めております。
また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中における首都高の流動確
保のため、首都高の料金施策等を実施します。
なお、ＥＴＣ専用運用については、スマートＩＣや首都高速道路の横浜北線馬場入口な
ど、一部の料金所で実施しているところです。

道路法
道路整備特別措
置法

検討に着
手

ご提案のありました交通需要調整のための料金施策等については、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会期間中に実施する首都高速道路の料金施策の効果等
を踏まえ、検討を推進してまいります。
また、ETC利用状況等の各高速道路会社を取り巻く状況を考慮しつつ、料金所の
キャッシュレス化・タッチレス化を計画的に推進してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

31 令和2年10月19日 令和2年11月9日
農業に関する補
助金について、一
本化出来ないか

6次産業化、農商工連携補助
金と同じ内容で名前を変えた
だけのものがあるそれぞれ管
轄省庁が違うだけなので、予
算が勿体ない。
経産省管轄の補助金にして、
商工会などを窓口にしたら良
いと思う

農水省では6次産業化のノウハウは無いため（生産や農地管理が主とな
るため、農林事務所や普及センターに経営についてアドバイス出来る分
野ではない）その為、経産省、商工会など、食品加工、流通業が得意な
省が一括して管理してはどうだろうか。ケースバイケースで生産現場が
全て1から10まで事業として行った方が良いのか、業界を越えたマッチン
グの方が費用対効果が高いのかなど、より経営の専門化、アドバイザー
などがフォローアップ出来る環境があるため、経産省の農商工連携に一
本化した方がよいのでは無いだろうか。

個人 農林水産省

　６次産業化は、一次産業としての農林漁業と二次産業としての製造業、三次産業としての小売
業等の事業との一体化に向けた個々の農林水産事業者による取組です。一方、農商工等連携
は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、中小企業者及び農
林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又
は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行う取組です。
　６次産業化においては農林水産大臣が、農商工等連携においては農林水産大臣及び経済産
業大臣が、事業者が作成した事業計画を認定しています。

　農林水産省では、農商工等連携の促進が食品産業の競争力強化に資するため、平成20年７月
の農商工等連携促進法の施行にあわせて、新商品開発・販路開拓、加工施設等の整備を支援し
てきました。その後、平成23年３月に六次産業化・地産地消法が施行された以降も、農林水産省
において、６次産業化と農商工等連携の取組を一体的に支援してきたところであり、現在も食料
産業・６次産業化交付金、６次産業化サポート事業において、６次産業化と農商工等連携の両方
の取組をソフト面・ハード面で支援しています。
　なお、６次産業化サポート事業では、平成23年度から都道府県段階に６次産業化サポートセン
ターを設置し、中小企業診断士、経営コンサルタント、元食品メーカーの衛生・品質管理担当者、
元バイヤーなど様々な専門家を６次産業化プランナーとして登録し、経営改善や経営全体を見渡
せる専門家を派遣しており、都道府県段階においても、６次産業化や農商工等連携をソフト面で
支援する体制が整備されています。

（参考）
・六次産業化・地産地消法（平成22年法律第67号）に基づく総合化事業計画の認定件数は2,568
件（令和２年９月30 日）
・農商工等連携促進法（平成20年法律第38号）に基づく農商工等連携計画の認定件数は、813件
（令和２年10月９日）
・都道府県段階に設置されている６次産業化サポートセンターについては、中小企業支援のノウ
ハウを支援に活かすため、商工会連合会や中小企業団体中央会に委託をしている都道府県もあ
ります。

地域資源を活用し
た農林漁業者等に
よる新事業の創出
等及び地域の農
林水産物の利用
促進に関する法律
（平成22年法律第
67号：農林水産
省）
中小企業者と農林
漁業者との連携に
よる事業活動の促
進に関する法律
（平成20年法律第
38号：経済産業
省）

事実誤認

　農林水産省では、生産段階のみならず、食品加工、食品流通も所管しており、こうし
た知見も生かしつつ、農林漁業者が行う６次産業化の支援事業の中で、中小事業者と
連携して行う農商工等連携の取組も支援の対象とするなど両制度の一体的な運用を
行ってきたところであり、例えば、経営改善や経営全体を見渡せる専門家を派遣する体
制も整備しております。
　引き続き、どちらの取組の実施者であっても利便性を損なうことなく必要な支援が得
られるよう運用してまいります。

32 令和2年10月19日 令和2年11月9日
警視庁の紛失物
保管の改善

AI　画像認識技術　+　位置履
歴サービス　による紛失物返
却率向上
私はAI系開発研究をしていま
すが、紛失物の写真を数枚、
データベースアップロードする
だけで、自動的に被写体の特
徴などを数100個単位でつけ
てデータベース化する技術な
どがあります。
現在紛失物はすべて手書き
の調書で行われているようで
すが、この技術を使えば
”鍵　キーフォルダー付き”
ではなく”MIWA製金属住居
鍵、サイズ　20x30x15、三和　
NTUT21RKHS、Yamahaオート
バイ鍵　鍵ID218400”
”合皮鍵””青#3399FF～
#3509FF””Enekey　
ID50000487”

先日車と家のカギを道路で落としました、
特徴的な目印があるにもかかわらず紛失物は“鍵”としか書かれず、”赤
色のミニゲームコントローラーの飾りあり、3～4個のカギのがしまえるバ
インダーがついている”などの細かい情報は書かれず、
上記のような情報で見つかるわけがない、
データベースに紛失物の写真もないらしく、紛失物の調書に関しても手
書き、特徴を文字にして記載するだけ、一日の紛失物の総数は数千にも
上るため、まず出てくることはないと担当者から言われました、
見つけてくれる気がないのが目に見えており、”単に仕事をしているふり
をしている”警察官を見て正直失望しました。
経済的又は社会的な効果
日本の一日の紛失物は5000以上あり、それらのうち実際に持ち主のもと
に届くのは5％にも満たない（数値的根拠は警察の知り合いから聞いた
だけなので、調べていただければすぐわかると思います。）
保管費用の削減
年間何億個の紛失物を補完する場所と人件費をかなり削減できます。
人的労力の削減
手書きの調書→データ化→サーバーへの反映
写真アップロード→サーバー自動データベース化
　警察官の作業の簡略化

個人 警察庁

　拾得者又は施設占有者から物件の提出を受けたときは、拾得物件控書及び拾得物
件預り書を作成して提出者（物件の提出をした拾得者又は施設占有者）に拾得物件預
り書を交付し、当該物件に係る所有権、報労金等に関する説明を行います。
 　拾得物件とその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に
係る遺失届の有無を確認するほか、システムにより照会を行います。

　遺失者から物を遺失した旨の届出（遺失届）を受けたときは、遺失届出書により受理
し、直ちに受理番号を付すとともに、物件の種類及び特徴、遺失の日時及び場所その
他必要な事項を書面に記載し、又は電磁的に記録します。
    また、当該物件とその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる拾
得物件の有無を確認するほか、システムにより照会を行います。

遺失物法第５条
遺失物法施行規
則第１条、第２条、
第３条、第５条、第
６条、第７条

検討を予定

　遺失届と拾得物件の照合確度を高めるため、遺失物管理システムへの入力方法を
統一化するなどの取組を行っているところですが、拾得物の画像を撮影する際、プライ
バシーに関わるものを無制限に載せないようにする必要があるほか、導入のための開
発費用なども必要となるため、これらの課題も併せて、検討を行ってまいります。

33 令和2年10月19日 令和2年11月9日
公務員の身分保
障撤廃

・役人が体たらくなのは、どれ
だけ能力が低くても身分保障
があるからです。
・成果ベースで能力をジャッジ
できるよう、仕組みそのものを
改革お願いします。

・組織全体の生産性向上
・行政コスト削減
・民間からの有能な人材の登用

個人
人事院

内閣官房

【人事院】
・職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反し
て、降任され、休職され、又は免職されることはないとされており、この公務員の身分保
障は、公務の中立性、公正性を確保し、その適正かつ能率的な運営を図るため、成績
主義の原則の下、職員が全体の奉仕者として情実に左右されずに職務を行い、恣意
的にその職を奪われることのないようにすることを目的として定められています。
・このように、法律又は人事院規則に定める事由に該当する場合（具体的には、勤務
実績がよくない場合や官職に必要な適格性を欠く場合など）には、公務の適正かつ能
率的な運営を図るため、本人の意に反する分限処分（降任又は免職）を行うことができ
ることとされています。

【内閣官房】
一般職の国家公務員については、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と
挙げた業績を把握した上で勤務成績の評価を行う、人事評価の仕組みがあります。こ
の人事評価は能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となっており、その結
果は、職員の処遇（給与、任用、分限等）や人材育成において活用されています。

国家公務員法第７
５条、第７８条各
号、人事院規則１
１―４第７条

・人事評価の基
準、方法等に関す
る政令
・人事評価の基
準、方法等に関す
る内閣官房令

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

34 令和2年10月19日 令和2年11月9日
政府専用チャンネ
ル

テレビ、ラジオ、ネットで政府
が政策している一連や総理会
見など。各行政機関の会見、
政策など。府、庁、省の会見、
政策など政府に関わる事全部
を流す。
緊急時の政府対策、役所の
対策などをくりかえしながす。

ＮＨＫはいらない。
民法放送のいいかけんなのを見ないですむ
直接国民に伝わる
政府側も国民の声が聞ける
各政党の議論を見て各政党の考えが見て聞くことができる
政府側はクリーンなことをアピールできる
緊急時は避難、自衛隊の要請、水や食料、避難場所、政府の対策、政
府と専門の話し合った対策など
ＮＨＫに出しでいる政府のお金を専用チャンネルに回す

個人
内閣官房
内閣府
総務省

政府の広報活動は、各府省庁において行われていますが、その上で、内閣広報室及
び政府広報室において、政府全体の立場から、政府の重要政策について、各府省庁と
協議・調整を行い、役割分担をしながら、政府として一体的かつ効率的・効果的な広報
活動を行っています。
具体的には、内閣が進める重要政策や総理の動向等について、各府省庁等と連携し
つつ、首相官邸ホームページやソーシャルメディアを活用し、情報発信を行っていま
す。
また、政府の重要政策や、国民生活に関わりの深いテーマについて、テレビＣＭやＢＳ
番組、ラジオ番組、新聞・雑誌広告、政府インターネットテレビ等、様々な媒体を活用し
て、広報を実施しています。
政府からの情報発信は重要であり、引き続き、効率的・効果的な広報活動を進める観
点から、様々な媒体を活用してまいりたいと思います。

－ その他 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

35 令和2年10月19日 令和2年11月9日
エネルギー問題
統括省庁の設置

資源エネルギー庁を経済産
業省から独立させ、国家とし
てのエネルギー政策を統括す
る組織を設置する。

温室効果ガス（GHG）の排出を2050年に向けて80％削減するという日本
のGHG排出削減目標は良く知られているが、その達成に向けた道程に
係る具体的な説明をあまり耳にすることはない。具体的な道程の策定が
難しい理由としては、この目標の達成自体が困難であることに加え、脱
炭素化に向けた社会システムの構築という既存の産業・技術の垣根を
超えた「全体包括的」な検討が必須であり、産業・学術界との連携も含め
た上で関連する省庁間の調整が不可欠であることも大きな要因であると
考える。電力、運輸分野の燃料源、家庭・産業分野での熱源、と多岐に
わたるエネルギー供給を確保しつつ低炭素化社会を実現するためには
関連する省庁（経産、文科、国交、農水、環境など）および産業・学術界
との連携を通して「全体包括的」な戦略とその実現への道程の策定を統
率する組織が必要であると考える。経産省の下部組織としての資源エネ
ルギー庁を独立させ、既存の省庁の枠を超えた国家的立場からの戦略
を策定、実行する組織とする。

個人 経済産業省 資源エネルギー庁は経済産業省の外局として置かれています。

経済産業省設置
法（平成十一年法
律第九十九号）第
１４条第１項

対応不可

温室効果ガスの排出削減については、令和2年10月26日に行われた、第203回臨時国
会における菅内閣総理大臣の所信表明演説において、「我が国は、2050年までに、温
室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。」と表明されました。
これを受け、同日に行われた梶山経済産業大臣の記者会見において、カーボンニュー
トラルを目指す上で不可欠な、水素、蓄電池、カーボンリサイクル、洋上風力などの重
要分野について、年末を目途に実行計画をまとめること等を発表しました。
カーボンニュートラルは、日本の総力を挙げての取組みが必要であり、日本の成長戦
略そのものです。他方で、エネルギーは経済活動の基盤であることに加え、資源に乏し
く海外に依存する日本が、エネルギーの安定供給を確保するためには、資源保有国と
の通商交渉等が必要になることから、その政策は産業政策及び通商政策と一体不可
分です。そのため、カーボンニュートラルへの道筋を示し、経済と環境の好循環を生み
出していくためには、産業・通商・エネルギーの各政策を一定的に展開すること必要で
あり、これらを所管する経済産業省として、本省関係部局と資源エネルギー庁が密接
に連携して取り組んでいくことが必要不可欠であると考えています。
また、例えば、カーボンニュートラルの道筋を議論する総合資源エネルギー調査会や
グリーンイノベーション戦略推進会議、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進す
るために設置された地球温暖化対策推進本部は、関係省庁が連携して開催・検討を進
めているところであり、現在の組織構造の下でも着実に対応できていると考えていま
す。

36 令和2年10月19日 令和2年11月9日

内閣官房・内閣府
の組織スリム化で
国家公務員のや
る気を増やそう

内閣官房・内閣府の組織は、
どんどん肥大化しています。
さらに、デジタル庁を作ろうと
いうのは、びっくりです。
これで縦割り是正をしていると
いうのは、違うと思います。
ぜひ、内閣官房・内閣府の組
織スリム化をお願いします。
二重、三重行政になってい
て、国家公務員の若手は疲労
ばかりが溜まっていると思い
ます。
内閣官房・内閣府の組織スリ
ム化で国家公務員のやる気を
増やそうというのが提案です。

内閣官房・内閣府の組織スリム化で国家公務員のやる気を増やそうとい
うのが提案です。しかしながら、国家公務員の人数を減らすべきとは思
いません。
民間出向や非正規採用を減らせば、もっとやる気のある公務員を採用
できると思います。
公務員がしっかりすれば、政治家や大企業などの恣意的介入を防ぐこと
ができます。
また、内閣人事局も、各省の意思を尊重すべきだと思います。安倍内閣
が長くなったこともあり、官邸官僚の方が、事務次官や大臣よりも強く
なってきたという報道もありますので、これはきちんとした公務員の仕事
をするのには妨げになると思います。

個人
内閣官房
内閣府

　内閣がその時々の国政の最重要課題に戦略的に対応していくために、それを支える
内閣官房・内閣府が時々の政策の方向付けを行っています。
　府省横断的な対応を要する内閣の重要政策課題が増えてくる中、平成27年には、内
閣官房・内閣府が政策の方向付けに専念できるようにする等の観点から、内閣官房・
内閣府の事務の一部を各府省に移管するとともに、関係省庁による総合調整の仕組
みを新たに法制化する見直しを行いました。

内閣の重要政策
に関する総合調整
等に関する機能強
化のための国家行
政組織法等の一
部を改正する法律
（平成27年法律第
66号）

現行制度
下で対応可
能

引き続き、内閣官房・内閣府がその時々の国政の最重要課題に戦略的に対応していく
ために、不断の見直しを実施していきます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

38 令和2年10月29日 令和2年11月24日
監査等委員会の
設置について

地方公共団体、外郭団体な
ど、何十年も前の採用制度で
採用された職員が職権を乱用
し、国民の生活を不安定にし
ている例が散見される。新内
閣創設にあたって、このことに
ついて検討して頂きたい。具
体的には、監査等委員会に相
当する機関を設け、もしくは、
監査法人、弁護士法人に委託
し、団体の客観的機能評価を
行い、国民もしくは利用者に
公開して頂きたい。

以前、東京児童相談所で児童虐待とし、次男、続いて長男を保護され引
き離された。保護された当日は、大型連休前ということもあり、学校職
員、児童相談所職員とも対応しておらず、連休中は「誘拐されたのでは
ないか」と不安になった。その後、との職員の挑発的な電話対応で話が
さらに混線し、結局、私が弁護士を雇い、急展開した。費用もさることな
がら、調停離婚時に裁判官から、親権、監護権とも認められた母親の権
利を上回る、一都職員が、子供の意に反し、監護権をはく奪するという
職権乱用に驚かされた。私が弁護士を採用したことで、挑発して来た職
員は、２～3週間で、2回、3回と変わり、そのような権利を付与された機
関の対応とはにわかに信じがたかった。解決後聞けば、との職員も、ひ
と昔の雇用制度で採用された居座り型で、クローズアップされた「虐待問
題」により、新たに与えられた職権を持て余しているとのこと。真に問題
を抱えている家庭の児童は一向に救えず、付け入り易い母子家庭を狙
い、弱みに付け込み仕事をしているとしか思えない公務員に憤りを感じ
る。是非とも、監査員会に相当する機関を設置し、職員の精神状態、能
力、組織の機能状態を評価し、公表して頂きたい。

個人 総務省

　地方公共団体の職員は、人事評価や勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績
がよくない場合や、その職に必要な適格性を欠く場合には、その意に反して降任させる
ことができるとされています。（地方公務員法第28条第1項）
　また、職員の執務については、定期的に人事評価が行われ、任命権者はその結果に
応じた措置（昇給、昇格、勤勉手当の査定、降任、転任等）を講じなければならないとさ
れています。（地方公務員法第23条の2第1項、第23条の3）
　なお、地方公共団体には、議会の同意を得て選任される監査委員を置くこととされて
おり、監査委員は、必要があると認めるときは、組織、人員、事務処理方法その他行政
運営全般について監査を行うことができるとされています。（地方自治法第195条、第
196条、第199条第2項）

地方公務員法第
28条、第23条の2、
第23条の3、地方
自治法第195条、
第196条、第199条

現行制度
下で対応可
能

　各自治体における職員の任用と業務の管理については、各自治体が任命権者という
地位で責任を負うべきものとされています。
　なお、各自治体に置かれている監査委員の制度も活用することができます。

39 令和2年10月29日 令和2年12月16日
年金機構につい
て

年金の未払い分の請求が先
日あり年金機構の職員でなく
業務委託を去れているかたで
した。何故年金機構の職員で
ないのか不思議でした。

高齢化社会の中で業務委託して国民の年金・税金を無駄にして
よいのでしょうか？また業務委託された民間企業の職員は個人の情報
を知りえることになります。個人情報の保護も今般
問題になっているところです。
民間委託は絶対にやめてもらいたい。

個人 厚生労働省

日本年金機構におきましては、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画
（平成20年７月29日閣議決定）」において、業務効率化やコスト削減、国民サービスの
向上に資するため、積極的に業務の外部委託を進めるとともに、委託業務の品質の維
持・向上のために委託者としての管理責任を果たすこととされており、効率的な業務運
営のために適正な委託契約に基づき民間業者に実施を委託することとしております。
日本年金機構では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づ
き、官民競争入札・民間競争入札（いわゆる市場化テスト）を活用し、公共サービスの
実施について、民間事業者の創意工夫を活用することにより、国民のため、より良質か
つ低廉な公共サービスを実現するため、国民年金保険料収納事業（電話・戸別訪問に
よる督励、国民年金制度への理解促進等）の民間委託を実施しています。
なお、当該民間委託業者はみなし公務員となるため、個人情報の厳格な管理及び守秘
義務が厳密に課されており、情報を漏らしたり盗用した場合は罰則が適用されます。

日本年金機構の
当面の業務運営
に関する基本計画
（平成20年７月29
日閣議決定）
競争の導入による
公共サービスの改
革に関する法律第
１条、第25条、第
54条　他

対応不可
閣議決定及び法令の規定に基づき、個人情報の厳格な管理の下で、業務効率化やコ
スト削減、国民サービスの向上を図るため、民間委託により実施してまいります。

40 令和2年10月29日 令和2年11月24日

交通ルールを守
らせる行政機関
の横連携がなく、
縦割り行政の功
罪が大きく存在し
ています。

・設備 施設を設置する行政側
機関（国交省、役所の道路管
理者）
・実際の速度違反を取締る機
関（警察）
この連携が取れていない縦割
り行政が大きく存在していま
す。

我が家（杉並区住宅街）の前の生活道路は特に環状八号高井戸陸橋の
渋滞を避ける一般車両の抜け道になっていて特に毎朝、また日中も日
常的に 危険、騒音、振動に悩まされています。
道路には速度20キロ規制の 標識と路面標示がしっかり施されています
が、守る車両は一台もありません。
行政側はこのような設備 施設面では予算をかけ、規制表示をするもの
の、違反する車両にそれを守らせる実行的な行為が無いのが実態で
す。
たくさんの予算をかけて施設 設備を整備しながら、まったく守らせられな
いのであれば、大きな予算の無駄遣いだと思います。
これは横断歩道を設置、整備するものの 歩行者が渡ろうとしても止まろ
うとしない車が多い現状も同様です。ようやく横断歩道については日本
を訪れる外国人の意見等が反映され、警察で取締る動きが始まったよう
ですが、おかしな話、生活道路での速度取締りについては取締りで使用
できる場所や 取締る際 安全を保つ場所がないから取締りができない
と、無責任かつ理解できない理由を云うばかりです。
まずは このような実態での改革に着手いただき、この国に存在する多く
の縦割り行政の改善を大きく望みます。

個人
警察庁

国土交通省

　 現在、小型で人力での搬送、少人数・省スペースでの使用が可能な可搬式速度違反
自動取締装置の全国的な整備拡充を進めるとともに、生活道路等において、これを活
用した交通取締りや交通安全指導など、速度規制等の実効性を確保するための取組
を行っています。

道路交通法第22
条第１項

対応
　 引き続き、可搬式速度違反自動取締装置を活用することなどにより、生活道路等に
おける適切な交通指導取締りを行ってまいります。

マイナンバーカード普及の為
申請はしやすくし、妨げる仕組
みであってはならない。国勢
調査は不必要な情報は取らな
い。詐欺を疑う。

【内閣府】
その他

【総務省】
（前段）
検討に着
手

（後段）
対応不可

【内閣府】
マイナポータルをご利用いただくための環境につきましては、スマートフォンの新機種
やOS・ブラウザの新しいバージョンがリリースされ次第、できるだけ早く対応できるよう
努めているところですが、対応が完了するまでに時間がかかることがございます。
今後、なお一層ご利用される皆様がご不便を感じないよう、できる限り早く対応できるよ
う努めてまいります。

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

マイナンバーカード使って給付金、マイナポイント申請の為アプリダウン
ロードするもOS違いで出来ず。最新機種なのに申請の幅狭める意味無
し。アプリダウンロード不可の説明無。マイナポイント説明も不親切で微
妙に間違ってる。動作、案内説明確認してないと思われるほどお粗末。
他国勢調査に不必要と思われる個人名、電話番号他個人情報必須と
なってた。統計グラフにいる？必要理由書いてあったが意味不明。給付
金申請なら必要だが統計にはいらない。詐欺を疑い本物か調べてしまっ
た。必要情報は厳選すべき。

個人

【内閣府】
マイナポータルをご利用いただくための環境として、推奨しているOSは以下のとおりで
す。
また、マイナポータルAPに対応しているスマートフォンは、順次対応機種の拡大に努め
ており、マイナポータルの「よくあるご質問」（https://faq.myna.go.jp/）から確認すること
ができます。
なお、OSやブラウザで新しいバージョンがリリースされた場合、マイナポータルAPが対
応するまで一定期間要する場合があります。

Windows
　Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 8.1
Macintosh
　macOS Catalina（バージョン10.15以上）
　macOS Mojave（バージョン10.14以上）
　macOS High Sierra（バージョン10.13.1以上）
Android
　Android 6.0～10.0
iOS
　iOS 13.1以上

【総務省】
（前段）
マイナポイントアプリの対応機種については、NFC機能が搭載されているか等各メー
カー様での開発の仕様に左右されるものとなりますが、総務省としても、随時対応機種
のテストを行う等対応機種の拡大に、引き続き努めてまいります。
また、マイナポイントの制度説明や手続方法については、ご不便をおかけして申し訳あ
りません。マイナポイント事業ホームページ
（https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/）の「マイナポイントの予約・申込方法」ペー
ジで具体的な手続（マイナポイントアプリの対応機種の掲載を含む）について掲載して
いるほか、コールセンター等でお問合せの多い内容については、同サイトの「マイナポ
イント取得までのつまづきポイント」ページで、詳しくご説明しているところです。ご意見
を踏まえ、さらにご不便なく御利用いただけるよう、分かりやすい案内について検討して
まいります。

（後段）
　国勢調査の調査事項については、統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、
総務大臣からの承認を受け定められております。
この調査事項のうち「氏名」については、調査の回答がだれについてのものであるかを
確認し、調査漏れや調査の重複を防止するために把握するものです。
また、電話番号については、調査票の審査の際に未記入や記入誤りがあった場合に
お問合せするために把握しているものです。
　いずれも調査結果として公表するものではございませんが、正確な調査を実施する
ために必要なものとなります。

内閣府
総務省

【総務省】
（後段）
統計法

マイナンバーカー
ド普及と国勢調査
必要情報につい
て

令和2年12月16日令和2年10月29日37
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

41 令和2年10月29日 令和2年11月24日
同じ監督省庁内
での縦割りを何と
かしてください。

障害有りの生活保護受給者
です。生保、年金、ハローワー
ク、どれも厚労省の管轄なの
に縦割り過ぎて自分も迷惑し
てるし、ケースワーカーが非
常に見ていても大変そうで
す。
中でも年金に関して年金機構
の中での縦割りもあって変な
月に振り込みがあったりとどこ
まで縦割りなんだと感じます。
住所だけでも電話番号だけで
も個人が特定できる時代で
す、
作業が減ればこのような苦情
が来ることもなく効率も上がる
と思いますが、これも公務員
の既得権益でしょうか。

上記したように障害年金を貰いつつ、病気のため生活保護になり、コロ
ナで職を失ったものです。
３月に障害者年金を申請し４月から支給決定があり、８月に実際に支給
されました。その際、昨年１０月からの特別支給も同時に振り込まれると
思っていたのですが、そちらは９月でした。同じく９月にハローワークの
失業給付が出たのですが、もちろん生活保護ですからそのまま返還す
ればいいと思っていました。しかし現状は年金、特別支給、失業手当を
申告しそれを計算して、翌月の生活保護に支給額に反映させるという非
常に手間のかかるシステムになっています。普通に支給してそれを全部
返還すれば面倒な計算もいらないと思います。
それが全部厚労省管轄であり、生保は土地によって微妙に運用が違っ
ているようです。
これでは行政の統一性なんて夢のまた夢です。
そして何より公務員試験は弊害でしかなく、勉強だけしてれば政治家以
上に庶民感覚などなくても出世できるし、民間がどのようになっていても
お構いなしでできる仕事です。
GDPがさがって国の売り上げが落ちれば、社員である公務員の給料は
据え置き、ボーナスだってカットするのが当たり前の世界です。
公務員試験には年齢制限があり、民間でキャリアを積んでもその頃には
受けることすらできません。
政治家以上に民意を気にすることなく胡坐がかける訳です。
公僕という言葉はどこに行ったのでしょう。
今一度主権は誰にあるのか、この国を実際に回しているのは誰なのか
考えてほしいです。

個人 厚生労働省
生活保護制度は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるも
のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるもので
す。

生活保護法 対応不可
制度の趣旨を踏まえ、各種の給付金や手当等利用しうる制度を活用してもなお生活保
護の基準となる額に満たない場合に、足りない費用を保護費として支給しており、必要
な保護費を把握するために収入を申告していただくことが必要と考えています。

42 令和2年10月29日 令和2年11月24日
完全キャッシュレ
ス化

完全キャッシュレス化を希望し
ます。
キャッシュレス化の時代にお
いて既得権益として貨幣と硬
貨の製造業が無理矢理延命
されています。
全ての決済システムから貨幣
と硬貨を除外してほしいです。

貨幣や硬貨の製造コスト削減になるから。
商売において現金の管理コストの削減につながるから。

個人
財務省

経済産業省
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第2条第3項において、通貨とは、貨幣
及び日本銀行が発行する銀行券とされております。

通貨の単位及び
貨幣の発行等に
関する法律第2条3
項

対応不可
貨幣は日常の支払いにおいて頻繁に用いられており、廃止した場合、国民の経済取引
に不便を招くと予想されますので、現時点において、貨幣を廃止することは考えており
ません。

43 令和2年10月29日 令和2年11月24日

マイナンバーを早
急に横ぐしに活用
し、コストダウン
と、行政の効率化
を図るべき

マイナンバーを早急に横ぐし
に活用し、一つのナンバーに
すべてひも付きにして、日本
の無駄排除と効率化を図るべ
し。例：健康保険（病院間で
データーベースが別になって
居るのをすべてクラウドにて
統合し、検査のし直し・重複、
医療の効率化、、など。これは
現状でも厚生省がやろうとす
れば出来ること。厚生省の怠
慢でしかない）、所得・税務処
理、免許書、パスポート、年金
管理、住民票・戸籍票、、、な
ど、同じ番号ですべてが、統
一できるはず。行政の縦割り
で行政の無駄がそこら中に存
在するのは我慢できない。役
人もそれぞれ別に管理する陣
容を整理すべき。標準化すべ
き。集中化すべき。

・行政の縦割りから生じる作業の重複、無駄がなくなる=これすべてが役
人の数に相当する。役人の一人当たり生産性は、現状低い。社会全体
の生産性を上げるため、まずは、行政からやることをしっかりやってほし
い。
・役人の数の削減を提案しているのではない。そうできればそれに越し
たことはないが、一番気になるのは、現状の手作業、重複作業などで無
駄な仕事をしている役人に、もっと、本来、国民が望むサービスに携わっ
てほしい。これは、省間の移動、なども伴うことになるが、これは、民間企
業でも同じこと。すでに、いろいろ民間企業ではしている。行政だけが治
外法権というのはよろしくない。
・もっと重要な部分として：　介護、医療、保健、検疫、安全保障、教
育、、、など多々あるが、足し算（既存の組織は温存し、追加部分のみ追
う。引き算を知らない行政）しか知らない組織に対してもっと常識を持ち
込むべき

個人 内閣官房

約2,300の社会保障手続等の事務において、手続時にマイナンバーを提供いただき、
行政機関間の情報連携を実施することにより、これまで行政機関に発行を申請し、添
付する必要のあった住民票の写しや課税証明書等の書類を省略可能とするなど、行
政の効率化、そして国民の利便性向上を実現してきています。

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（平成25年法律
第27号）第19条第
７号

現行制度
下で対応可
能

情報連携は、従来必要であった添付書類を省略し、国民の利便性を高め、行政の効率
化を目指すマイナンバー制度の根幹となるものであり、それぞれの制度を所管する府
省と協力しながら、引き続き、情報連携の効果が最大限発揮されるよう取り組んでまい
ります。

44 令和2年10月29日 令和2年11月24日

【縦割り110】政府
間の情報共有を
可能に（個人情報
保護法改正含む）

・政府間・自治体間・政府自治
体間において取得される個人
情報等は過度に厳密に保護
され、関係者間で共有されて
おらず、それぞれが取得・管
理しているため、多くの無駄が
生じている
・業務の縦割りをなくすには、
情報の縦割りをなくすのが一
番である
・既に総務省において個人情
報の保有状況は把握済みで
あり、検討の俎上は整ってい
る
・直近の例では国勢調査であ
るがこれは不要である
・司法警察員の業務効率化に
も役立つと考えられる

・以下は国勢調査の調査項目であるが、これは全て既存の情報をクロス
集計すれば自動算出されるものであり、不要と考えられる
1）世帯員に関する事項 
氏名
男女の別
出生の年月
世帯主との続柄
配偶の関係
国籍
現在の住居における居住期間
五年前の住居の所在地
在学、卒業等教育の状況
就業状態
所属の事業所の名称及び事業の種類
仕事の種類
従業上の地位
従業地又は通学地
従業地又は通学地までの利用交通手段
（2）世帯に関する事項 
世帯の種類
世帯員の数
住居の種類
住宅の床面積（2005年までは、「坪」で記入することができたが、2010年
には平方メートルのみの記入となり、「坪」で記入することは無くなった
[7][8]）
住宅の建て方

個人 総務省

　国勢調査の調査事項は統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、総務大臣
からの承認を受け定められております。（※令和２年調査において、「住宅の床面積」は
調査事項から削除しています。）
　既存の行政記録では、国勢調査の調査事項の全てを代替することは困難です。
なお、一部事項にはなりますが、回答が得られなかった場合について、現時点でも行
政記録情報を活用しています。

統計法 対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

45 令和2年10月29日 令和2年11月24日
公共事業の発注
時期の及び工期
設定について

現在、官公庁や自治体の公
共工事の納期設定が１月から
３月の年度末に集中してい
る。これを年間通しての納期
設定とする。それにより金額
的なメリットが期待できるとと
もに、働き方改革で時間外勤
務の低減が期待できます。

１．時間外勤務の低減・・現在の公共工事に関しては年度末近辺に納期
が設定されるため、建設業関係は１月から３月に超繁忙となり、現場技
術者の残業が慢性化している。その反動で、４月から６月は閑散期とな
り、年間を通しての現場への人員配置が平準化できない。工期を分散化
することにより、人員の確保、業者の確保がしやすくなり、現場技術者へ
の負担が減少する。
２．繁忙期と閑散期が極端になる為、繁忙期には業者確保が難しくなり、
労務単価も上がる傾向になる。工期が分散化されることにより年度末と
いった特殊要因で工事単価が上がることもなく、現在の閑散期に仕事が
入る為、年間を通しての発注価格が抑制される。
３．現場作業の工程に余裕が出てくるため、無用な事故や品質不良もな
くなり、労災保険対象の事故が減り、保険金の支払いも減る。併せて品
質や施工も安定するため、設計変更等の追加予算の支出も低減する。

個人
国土交通省

総務省
財務省

　令和元年６月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年法律第18号）
が改正され、
・地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、工期等が一年に満た
ない公共工事等についての債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設
定その他の必要な措置を講ずること
・公共工事等に従事する者の休日や準備期間等を考慮し、適正な工期等の設定を行う
こと
が発注者の責務として新たに規定されました（第７条第１項第５号及び第６号）。　
　また、同年６月には「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成
12年法律第127号 ）が改正され、公共工事の施工に必要な工期の確保及び施工時期
の平準化のための方策を講ずることが公共工事の発注者の努力義務として規定され
ました（第17条第２項第５号）。
　さらに、これらの法改正を踏まえ、同年10月には「公共工事の品質確保の促進に関
する施策を総合的に推進するための基本的な方針」及び「公共工事の入札及び契約
の適正化を図るための措置に関する指針」の一部変更が閣議決定され、また、本年１
月には、公共発注者共通の指針である「発注関係事務の運用に関する指針」が改正さ
れ、それぞれに施工時期の平準化を図るための具体的な措置が規定されました。

・公共工事の品質
確保の促進に関す
る法律第７条第１
項第５号及び第６
号
・公共工事の入札
及び契約の適正
化の促進に関する
法律第17条第２項
第５号

現行制度
下で対応可
能

　これまで、国土交通省直轄工事では、適正な工期を設定するとともに、国庫債務負担
行為の活用等により施工時期の平準化の取組を進めてきたところです。
　また、取組が比較的遅れている市区町村において、これらの取組を推進することが重
要であると認識しており、地方公共団体に対して、債務負担行為の積極的な活用、繰
越制度の適切な活用などの平準化に向けた取組について、総務省と国土交通省の連
名で繰り返し要請を行ってきたところです。
　さらに、地方公共団体ごとの平準化の進捗・取組状況を「見える化」するとともに、平
準化の取組事例集の作成・配布、都道府県公契連を通じた取組促進のほか、取組が
進んでいない地方公共団体に対する直接個別の働きかけを行うなど、様々な機会を利
用して取組の改善を働きかけているところです。
　加えて、地域発注者協議会においては、新たに全国統一指標として、施工時期の平
準化を見える化する指標である地域平準化率を決定・公表し、改善に向けて継続的に
フォローアップするとしたところです。
　引き続き、都道府県公契連や地域発注者協議会等を通じて、国、都道府県、市町村
が連携しながら、施工時期の平準化を進めてまいります。

46 令和2年10月29日 令和2年11月24日 Twitter

行政改革推進本部事務局の
Twitterがあんまり更新されて
ないので、
河野太郎大臣更新お願いしま
す。

止まってる更新、河野太郎大臣だったら、更新してくれると思うから。 個人 内閣官房
行政改革推進本部事務局においては、政府の行政改革の取組に対する国民の御理
解を深めていただくため、Twitterをはじめ、SNSを活用して情報発信をしております。

その他

現在も秋の行政事業レビューの開催案内,レビューシートへの意見公募、規制改革・行
政改革ホットラインの開設等、国民に広く周知したい事項等がある場合には、随時
Twitter等の更新を行っているところであり、行政改革の取組に対して、国民の御理解
を得られるよう今後ともSNSの活用を行ってまいります。

47 令和2年10月29日 令和2年12月16日
海外にいる際の
年金機構との連
絡方法について

ヨーロッパに５か月の滞在をし
た際、年金機構との連絡が
「電話」しかできず連絡に苦労
しました。セキュリティ？のた
め電話か郵送でしか問い合わ
せは受け付けられませんと言
われました。日スイス社会保
障協定 国民年金・国民健康
保険適用証明書の発行を日
本で行ったのですが、現地で
免除を受けるためには追加の
書類提出や日本の年金機構
からのサイン等のメール送付
が必要と言われました。しかし
ながら、日本の年金機構とは
電話のみで電子データでのや
り取りは出来ない上、内容の
分からない外国語の書類には
一切サインは出来ないとのこ
とで、結局国民年金の免除申
請がうまくできませんでした。
各国と社会保障協定をしてい
ながら現地で申請できず。

日本で年金や国民健康保険を納めながら、海外に出張や留学等で滞在
する邦人は数多くいます。年金に関する問い合わせが不便なく利用でき
ることは、行政サービスとして最低限求められることだと思います。
（１）海外に滞在中の邦人に対し、年金等に関する問い合わせで電話以
外のコミュニケーション方法を作ってほしいです（メール、本人確認が必
要ならZoom等ビデオ会議形式にすればよい）。
（２）日スイス社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明書関連
の問い合わせ先が、日本での住所地の市町村の年金事務所となってい
るが、日本年金機構の本部に専門に問い合わせられる窓口を作った方
がよいように思う。私の住所地の担当者は、取り扱い経験がないので、
制度について全くわかっておらず書類の不備にも気づけなかった。
（３）「英語を理解できる窓口担当」を置き、滞在国側からの追加資料へ
のサイン等の要望に応えてほしい。社会保障協定をせっかく結んでいる
のに、結局活用できない。

個人 厚生労働省

日本年金機構における年金に関する相談の手法は、「来訪相談」・「電話相談」「文書
相談」があり、以下の拠点で対応を行っています。
①来訪相談（対面）：年金事務所（分室を含む）、街角の年金相談センター（オフィス）、
市町村等の外部会場で行う出張相談
②電話相談：コールセンター
③文書相談：年金事務所（分室を含む）、日本年金機構本部
年金事務所やコールセンターなどにおいては、電話を利用した通訳サービス（マルチラ
ンゲージサービス）を提供しており、英語を含む10か国語に対応しております。
国民年金に加入し、一時的にスイス国内で就労する人が、スイスの年金制度への加入
が免除されるためには、日スイス社会保障協定に基づき、日本の年金制度に加入して
いることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
①年金事務所に「日スイス社会保障協定　国民年金・国民健康保険適用証明書交付
申請書」を提出する。
②審査の結果、申請が認められた場合には、適用証明書が交付される。
③スイス年金制度の免除を受けるために、適用証明書をスイス実施機関に提示する。
なお、日スイス社会保障協定においては、適用証明書のみをスイスの実施機関に提示
すれば、追加の書類提出等の必要なくスイス年金制度の適用が免除される旨スイス側
と合意しています。

（１）なし

（２）（３）社会保障
協定に関する日本
国とスイス連邦と
の間の協定第７条
社会保障協定の
実施に伴う厚生年
金保険法等の特
例等に関する法律
第65条
社会保障協定の
実施に伴う国民年
金法施行規則及
び厚生年金保険
法施行規則の特
例等に関する省令
第２条

（１）検討に
着手
（２）（３）そ
の他

（１）日本年金機構においては、個人情報を保護する観点から、インターネットの利用に
ついては制限しております。
一方で、海外居住者をはじめとする様々な方々から、電話以外のコミュニケーションに
対する要望が寄せられている現状もあり、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる
現下の状況等を踏まえ、今後、お客様に提供するサービスのオンライン化について、
個人情報をやり取りする安全な環境の確保等に十分留意しつつ、検討してまいりたい
と考えております。

（２）（３）本件については、日スイス社会保障協定の適用証明書をスイス実施機関に提
示したところ、追加の書類提出等を求められ、その結果スイス年金制度が免除されな
かったことに関するご提案との前提で回答いたします。
日スイス社会保障協定の規定に基づき、スイス年金制度の適用の免除を受けるため
には、適用証明書以外の書類は必要ないと認識していますので、スイスの実施機関に
対して事実関係を確認し、必要な対応を行ってまいります。
また、適用証明書の交付申請書の受付は引き続き年金事務所で行うことが適当と考え
ておりますが、より適切に年金事務所で業務が行えるよう、スイス現地では追加の書類
提出が不要であることなど渡航先の手続についても適切な説明を行うこと、また、年金
事務所に対して、不明確な事象があれば日本年金機構本部に照会のうえ対応すること
などを徹底してまいります。

48 令和2年10月29日 令和3年7月20日

新型コロナウイル
スのＰＣＲ検査を
受けられない人へ
の受付窓口設置
について

検査難民１１０番
先日、河野太郎氏が「縦割り１
１０番」を設置しましたが、今
の日本がすぐに必要なのは、
コロナ患者さんの受け入れ先
の確保です。そういうことが可
能であるなら 「検査難民１１０
番」を、河野太郎氏が設置し
たホームページのようなスタイ
ルで、厚労省もしくは厚労大
臣のホームページに設置して
ください。

この秋から冬にかけて、再度新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され
ています。政府は一日２００００件の検査をうたっていますが現実にはま
だまだ程遠く地域差も激しいようです。
新型コロナウイルスに酷似した症状が長期にわたっていても保健所が
受け付けてくれない、病院も受診できない、という発信をされている方が
ＳＮＳなどで見受けられます。
保健所や病院に電話をしても受け入れを拒否される、そもそも電話が通
じない、というケースの場合、最終的に相談する窓口がどこにもないの
が実情です。
そこで政府が全体的な相談窓口となり、どうしても受診できない人の受
け入れ先を探す手助けをするようにお願いします。
個人や狭い地域だけではわからないことでも、広い領域をカバーするこ
とで隣の市や県などで家族が車で連れて行くことができるとか、救急車
の手配ができるとか、なんらかの方法を見つけるきっかけになるのでは
ないかと思います。
どうか一人でも多くの人の命が助かるようにご尽力ください。

個人 厚生労働省

　発熱等の症状がある方について、かかりつけ医等の身近な医療機関や「受診・相談
センター」に直接、電話相談し、当該かかりつけ医等から地域の「診療・検査医療機関」
に確実に繋ぐ仕組みを、令和２年９月に導入しており、令和３年６月23日時点で全国約
32,000の医療機関が「診療・検査医療機関」として指定されています。厚生労働省にお
いては、自治体ごとの「受診・相談センター」の連絡先や、相談・受診の流れをホーム
ページ（※）で紹介しており、ご指摘の「新型コロナウイルスに酷似した症状」がある方
は、まずは上記のかかりつけ医や「受診・相談センター」に御相談いただきたいと考え
ています。
（※）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-
jyushinsoudancenter.html

令和２年９月４日
付厚生労働省新
型コロナ対策本部
事務連絡「次のイ
ンフルエンザ流行
に備えた体制整備
について」

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

49 令和2年10月29日 令和2年11月24日
縦割り行政を排
し、地方にもっと
権限を。

コロナの時にも、政府が腰が
重いため、地方自治体が自主
的にロックダウンに近いことを
していました。これからは、道
州制のようにもう少し権限を
分散すべきだと思います。

今日（こんにち）コロナを含めて激甚災害が増えてきました。地方自治体
は、現地で対応に当たっている人たちです。そのため早く行動できるの
は現地の地方自治体です。私は都内に住んでいますが、これからもっ
と、地方自治体に権限が必要だと思います。もっと国の機関は集中しな
いでもっと少なくていいと思います。

個人
内閣府
総務省

　これまで、地方の自主性・自立性を高めるため、地方分権改革推進委員会の勧告を
踏まえた地方分権一括法（第１次～第４次）により、地方への権限移譲や規制緩和を
進めてきました。
　平成26年からは、地方からの発意に基づき、住民に身近な課題を一つ一つ具体的に
解決する手法（提案募集方式）を導入し、権限移譲等に関する地方からの提案にきめ
細かく対応しています。

なし 対応
　今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方への権
限移譲や規制緩和を着実に進めていきます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

52 令和2年10月29日 令和4年10月12日
デジタル化につい
て(マイナンバー
カード)

【DXについて】
ITエンジニアは貴重であり、優
秀なエンジニアはかなり高額
(年収600万以上)で外資に取
られているため、それだけの
給料を与えるべきであり、セ
キュリティを担保しつつ、より
自由に働ける環境が必要で
す。
また、現在政府CIO補佐官に
は、DXのスペシャリストであり
熱い思いを持っているであ
る、市谷さんなどが含め政府
CIO主導でもっと縦割り行政を
なくしてほしい。

デジタル化に向けて、組織作りが大切です。
そして官僚の方が失望しない、もっと働きやすい環境になることです。
議員と官僚の関係性も、今見直すべきだと思います。
もっと議員・大臣の方は専門性を持つべきです。

個人 デジタル庁

デジタル庁は、これまでにない官民融合の組織として昨年9月に設立されました。多様
なバックグラウンドをもつ職員が働きやすい環境づくりに向けて、以下のような取組を
推進しています。
・IT市場と同等の給与水準を設計し、エンジニア等の専門人材を採用
・組織サーベイを定期的に実施し、職員の職場満足度を調査
・全職員が参加できるオールハンズミーティングを開催し、幹部や現場の職員との相互
コミュニケーションを促進。
・フリーアドレスの環境整備やテレワークの推進。

-
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

53 令和2年10月29日 令和2年11月24日

NHKのスクランブ
ル導入と内部職
員の切り込み、そ
して公平な報道化

まず、NHKの受信料制度につ
いて。
国民はNHKを観る、観ないの
選択肢を与えるべきであり、
ほぼ「電波の押し売り」による
受信料強制徴収については
議論の余地がある。よって受
信料制度の廃止、若しくはス
クランブル導入、また民営化
を即時検討するべく協議して
いただきたい。
第2に巷ではNHKの職員の年
収1,000万円という噂を聞く。
不祥事を起こした時期もあり、
これは国民は納得が出来な
い。
そして最後に国営放送とあり
ながら、やや「第三国」寄りな
放送、報道になっている気が
する。明らかにNHKの内部に
「第三国」の人間が入り込んで
いると思える。NHKを観ている
国民は年配者や高齢者も多
く、洗脳されてしまう。

携帯電話会社大手3社の電話料金をもっと下げるという考えに大きく賛
同しますが、今までNHKにメスを入れた事がない。何か困る事でもある
のでしょうか？
国民はこのNHKに対して全員ではないにしろ、不信感を抱いている人も
います。一時期「NHKをぶっ壊す」と唱えた議員がいたが、あれは極端か
もしれないが、そろそろ改革が必要だと考えた。
今のマスコミも戦前のマスコミもそうだが、NHKこそ、本当の歴史を報道
する機関になって欲しい。自虐歴史、捏造歴史を報道するのではなく、
過去の日本がどれだけアジア諸国の独立に貢献したか、そして白人至
上主義に立ち向かい果敢に闘った日本人について堂々と報じられる、本
当の国営放送になって欲しいのです。
既にマスコミには「特亜3国」の人間が入り込み、放送電波を使って純粋
な日本人の洗脳を行っています。このままでは日本が、日本人が滅びま
す。既に虎視眈々と支那の侵略が始まっています。
美しい、強い日本を取り戻したいのです。何卒宜しくお願い申し上げま
す。

個人 総務省

放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

NHKの職員給与は、放送法第70条第１項及び第２項の規定に基づき、ＮＨＫが作成し、
国会の承認を受けたＮＨＫの収支予算、事業計画等に基づき定められています。

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉されたり、規
律されることはありません。

放送法第64条第１
項

放送法第70条第１
項及び第２項

放送法第３条

対応不可

その他

対応不可

料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあま
ねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行
うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、ＮＨＫには、国民・視聴者の受信料によって支えられていることを十分に踏まえ、
業務の合理化・効率化に不断に取り組むことが求められます。

制度の現状欄に記載のとおりです。

-
検討に着
手

デジタル庁では、重点計画に基づき、国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイ
ンの実現に向けて、令和７年（2025年）を当面の実装ターゲットとして、アーキテクチャ
の設計や、共通機能の整備を進めてまいります。

50 令和2年10月29日 令和4年10月12日
日本におけるデジ
タル社会の構築

計画

今や日本のデジタル化は諸
外国と比べると極めて遅れを
取ってしまいました。そこで個
別システムばかりを各省庁が
バラバラに対応していたので
はますます傷は深くなります。
先ずはデジタル庁がリードし
て全てのプラットフォーム作り
を大至急検討します。その間
に新規個別システム開発は基
本的に凍結する。2年で計画
し、3年間で行政、教育、医

療、生活などの業務に共通な
システムプラットフォームを作
り、全国民が標準的なサービ
スを受けられるようにします。
その後詳細システムへ繋げて

いくことにします。

現在の日本国のシステムは、全てが個別最適で作られており、このまま
の形で（データベースが個別）は、標準サービスを提供するための仕組
みや、国民への様々なサービスを早く提供するためのデータやシステム

の効率利用が出来ない状態になってしまっています。
これを放置して更に新たな部分最適（政策毎のシステム化）を進めていく
と更にシステムが複雑になり、且つセキュリティなどでも複雑であるが故

に脆弱さが残ってしまいます。
とにかく今の状態を先ずは凍結して5年後の日本のデジタルプラット

フォームを早急に議論して、最新技術を使いながら優先順位の高いもの
から順次構築していくようにします。これにより各省庁や各地で行ってい
る個別システムが標準化され、極めて大きなコスト削減が図られるばか
りで無く、メンテナンスの簡素化、将来へのデジタル化計画も他国と十分
に戦えるものになります。様々なサービスの向上、教育の均一化、医療

データの活用など計り知れない効果を生むことが出来ます。

グリットコ
ンサルティ
ング合同

会社

デジタル庁

「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和4年6月7日閣議決定）」では、以下のと
おり、国・地方公共団体・民間を通じたアーキテクチャの将来像を整理し、デジタル庁が
中心となって必要な制度・システムの検討を進めることとされています。

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和4年6月7日閣議決定）-抄-
第６ デジタル社会の実現に向けた施策
 １．国民に対する行政サービスのデジタル化
 （１）国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイン
 ① トータルデザインで目指す姿
　品質・コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、アーキテクチャ設計の在
り方を根本から見直す。具体的には、「スマートフォンで60秒で手続が完結」「７日間で
行政サービスを立ち上げられる」「民間並みのコスト」とともに、データの分散管理やセ
キュリティ、個人情報保護、災害等に対する強靱性を確保することも含め、国・地方公
共団体・民間を通じたアーキテクチャの将来像を整理し、デジタル庁が中心となり、令
和７年（2025年）を当面の実装ターゲットとして関係府省庁と連携して必要な制度・シス
テムの両面から検討を進める。
　（略）
　あわせて、民間サービスも行政サービスのフロントエンドを担えるようにすることで、
国民がより多様な UI・UX を選択できるようにするとともに、多様なサービスの新規参
入を促し、民間が保有する自らのデータを活用できるようにすることにより、民間サービ
スと行政サービスとの一層の連携等を通じて民間サービスに新たな機会を提供しつ
つ、行政 DX を官民共創で進めるエコシステムを創出することも重要となる。
　トータルデザインの実現に向けて、こうした行政サービスとエコシステムの将来像を実
現するようなアーキテクチャを設計する。

② 実現に向けた技術及び制度の検討 
　アーキテクチャを根本から見直すに当たり、アプリケーションとインフラを分けて、地
方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化の推進や、ガバメントクラウドなど行
政システムが必要とする共通機能のコンポーネント化（部品化）や API 整備等の取組
を進め、システムの疎結合化を実現する。これにより、機能の重複等を避けながら柔軟
性・連携性の高いアーキテクチャを実現し、民間並みのコスト実現を目指す。
（略）
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

54 令和2年10月29日 令和4年10月12日

役所における承
認フローの簡素
化及び判断の自
動化

各種手続きの承認・発行まで
の判断の自動化と承認フロー
の明瞭化と簡素化を提案いた
します。
基本的に承認過程は、入力さ
れた項目に対してYESかNO
かで判定していき、全てが
YESであれば承認となるた
め、機械が行う1か0かの判定
と同様です。
ですので、定型フォームで申
請される役所手続きにおい
て、判断を関数などのプログ
ラムに落とし込むことで、人件
費と時間の劇的な削減が期
待されます。
また上記施策により得られた
余剰人員と業務余力を他の
政策に割くことができる利点
が考えられる。
また、判断が非属人的である
ため、人材の流動性を持たせ
ることにも寄与するものと考え
る。

コストの削減効果としては、
人件費が主ですが、機械的判断であれば判断を合理的にかつ公平に、
ルーチンワークであれば間違いもなく、数秒で処理することができます。
仮に、1日の申請が10件、1件あたり0.5時間、と仮定すると1日の処理は5
時間程度、また処理可能な受付時間も労働時間に依存し、1日あたりの
処理人数に限界が生じる。
副次効果として、処理速度の向上と、ピーク対応も挙げられます。
なぜ、本件に着眼したか？ですが
・サラリーマンの平日申請の難しさ
・申請してからの待ち時間
・申請集中への脆弱さ
・ヒューマンエラー
以上を背景に提案いたしました。
今後、あらゆる政策を市中に迅速に行き届かせるためには、現末端体
制では確実に「即応力と規模」に限界が生じます。マンパワーへの依存
が原因と捉えています。これは、定額給付金の申請過程でも浮き彫りに
なっていたかと思います。
市町村毎に申請フローやフォームが異なっている事、手書きのアナログ
申請で情報取り扱いのデジタル化が進んでいないこと、ルーチンワーク
が主であり、社会主義的であるがために、効率化や改革マインドが埋没
していること。
現在、市民の感覚と政策とのスピード感のズレが致命的な影響を与えて
おり、例示されるものがマスク、マイナンバー仮カードなど全国民への配
布物の発表から到達までのタイムラグを強く感じています。
特にマスクはピーク時に届かず、発表後2ヶ月遅れで届いた頃にはマス
クが買えるようになっておりました。
早く入手できれば政策の有効性、評価も異なっていたと思います。

個人 デジタル庁

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、地方公共団体の基幹業務
システムの統一・標準化の取組を進めており、標準化対象事務である20業務につい
て、各業務の制度所管府省庁が、システムで処理すべき機能要件について標準化基
準を定めることとされており、地方公共団体が利用するシステムは、当該標準化基準
に適合したシステムであることが義務となっています。

地方公共団体情
報システムの標準
化に関する法律
（令和３年５月19日
法律第40号）

検討に着
手

○地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組に当たっては、行政サー
ビスに係る受付・審査・決裁等の一連の業務についても、業務フローを踏まえ、システ
ムとして必要な機能要件を整理することが必要です。

○その際、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定）デジタ
ル３原則に基づき、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化に立ち返った業務改革（BPR）の徹底を前提に、引き続き、機能要件等の検
討を行います。

55 令和2年10月29日 令和2年11月24日
学生の給付金に
ついて

息子が大学生のコロナの給付
金を申請しました。家計が厳
しいから申請するわけです
が、親の体調の書類で診断書
3000円かかり、私達両親と息
子の非課税証明で約1000円、
これを2か所に申請したので
約8000円と郵送費、他の出費
で約1万。で、審査が通らな
い。審査が通ってから書類を
提出にしないと家計が苦しくて
申請しているのに更に無駄な
経費が1か所で4000円ちょっ
と。おかしくはないですか？

コロナで家計が苦しいという対策で学生に対して制度化したものが、大
学の基準で判断されたり、先に診断書、非課税証明を取らせ、費用をか
けさせてダメとか、書類も返さないとか(返却しないなどは記載されていま
せん、個人情報を提出させてどういう物に使われてどうするのか、処分
する等も記載されていません)
これなら申請後、通った人のみ必要な書類を提出し、確認取ればいいの
ではないでしょうか？前澤氏の母子家庭に100万とかのは当選者に後で
書類を提出させています。
少し考えればわかる事を出来ていない。相手の立場に立っていないから
だと思います。

個人 文部科学省

「学びの継続のための学生支援緊急給付金」は、スピード重視の観点から、最終的に
は一番身近に学生等に接している各学校において、学生等の実情に沿って、総合的に
判断し、選考した上で、日本学生支援機構に推薦する仕組みとなっています。
当制度においては、支給要件を満たすことを証明する書類については、自宅外生であ
ることの証明書類を除き任意提出としています。（「学びの継続」のための『学生支援緊
急給付金』申請の手引き（学生・生徒用））
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf

なし
現行制度
下で対応可
能

現時点で新たな募集は行っておりませんが、引き続き申請者に負担がかからないよう
運用を行ってまいります。

56 令和2年10月29日 令和2年12月16日
新型コロナウイル
スのコールセン
ターについて

新型コロナのコールセンター
を一元化して欲しい。
地方の問題になりますが、私
の在住している富山県の新型
コロナウイルスのコールセン
ターは、県と市でそれぞれ作
られています。中核市と県と
いう縦割り行政の弊害だと思
います。一元化した方が住民
もわかりやすく、また設置の負
担も安く済むのではないでしょ
うか。

小さな県であり、二箇所もコールセンターは不要。一元化し、情報は県と
市でやり取りすれば良いと考える。他県では中核市と県で合同設置した
例もあると聞くが、なぜ富山県でそれが実現しないのか、わからない。

個人 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症を含めた、感染症への対応に当たっては、感染症法に基づ
く基本指針において、都道府県と保健所設置市及び特別区は、相互に連携して感染症
対策を行う必要があると示しているところです。

感染症の予防及
び感染症の患者に
対する医療に関す
る法律第９条

現行制度
下で対応可
能

詳細は把握しておりませんが、厚生労働省において、コールセンターの設置を義務づ
けているものではなく、富山県と当該中核市において、相互に連携して対応いただくも
のと承知しています。

57 令和2年10月29日 令和2年11月24日 雇用制度改革

官僚の新卒一括採用を辞め
無い限り、規制改革や行政改
革は出来ない。上司、政治家
に目がいってしまい、既得権
益を守ろうとして進まない。国
際情勢や社会環境が目まぐる
しく変化している時代に、能力
がある人を選択出来ない。ま
た、能力を発揮する事も出来
ない。

世界で一括採用雇用制度をとっている国は、日本だけじゃないですか？
その制度の中で年功序列等で守られている人達は、本気で規制改革を
しようとはしない。既に何年も前から規制改革とは言いながら変わってき
ていない結果、GDPも20番以下になり、個人所得もこの10年上がらず、
気がつけば低所得者も、サンフランシスコ1400万円に対して日本は300
万円。企業の時価総額も50位内にトヨタ1社。根本を変えないで、表面の
規制改革しても無駄。トヨタの社長も経団連の会長も、現在の雇用制度
はもう無理と言って改革しようとしていますが、国が変わらなければ、民
間も中々改革出来ず、日本沈没。コロナ対策の台湾を見ても、ITの専門
家が役職についた事で、素早くアプリ活用が出来たり、またアジアでは、
23 歳女性起業家が大統領補佐官になり、時代にあった規制改革して経
済成長しています。時代が著しく変化して、それに対応出来る人材を、都
度採用出来なければ、改革は出来ないし、官僚の働く意欲もなくなる。大
学出ただけの人が、社会や業界の事もわからないのに改革が出来な
い。文書整理だけの仕事はAIデジタルにより不要になる。政治家や上
司、出世等を考えない優秀な人材をいつでも採用出来る仕組みにしない
限り、この早い時代変化には対応出来ない。出来るようになれば、時代
に即応した人材を採用出来、民間企業も同じように雇用制度改革によ
り、働く意欲も上がり、個人のスキルアップ価値観が向上し、個人の生産
性があがり、国や企業の生産性が上がる。人口減少していく中で生産性
を上げるには、個人の生産性を上げるしかない。今の雇用制度では、生
産性を上げるには難しい

個人
人事院

内閣官房

国家公務員の採用の方法としては、民間企業での職務経験等を有する者を係長以上
の官職に採用することを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・
経験を活かせる官職への選考採用など、新卒者以外を念頭においたものがあります。
また、係員を採用するための国家公務員採用試験においては、長期に部内育成を図
る観点から最小限度の範囲で職務遂行上の必要性に基づいて年齢等に関する受験資
格を定めている場合がありますが、例えば総合職試験や一般職試験では、「試験年度
の４月１日における年齢が21歳以上30歳未満の者」とするなど、必ずしも新卒者に限
定して設定しているものではありません。

国家公務員法第
36条、第44条、第
45条の２、第45条
の３、第57条、人
事院規則８―18第
８条、別表第３

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

58 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国勢調査の聞き
取りについて

国勢調査に町内会の区長が
聞き取りに伺うという通知が
届きました。
私が住んでいる町内会の区
長は任意のものでも強制的な
圧力をかける人です。その人
に個人情報を教えるのも怖い
です。IEで出来るのに区長は
訪問を強調します。
国勢調査の調査員とし調査手
数料も税金から支給されるの
も疑問に思いました。

IE.を使える人はIEから
出来ない人は郵送にて手続きすれば良いこと。
守秘義務を持たない町内会の一個人に任せるのは疑問です。
必要のないことまで聞かれ、覚えのない請求が来たこともあります。
経費削減のために個人情報がもれることは望んでいません。
情報を守るためにはお金をかけるべきです。

個人 総務省
　国勢調査は、インターネット又は郵送による回答が可能となっています。
　なお、町内会からの推薦に基づいて任命した調査員に対しても、統計法で、守秘義務
が課せられています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

59 令和2年10月29日 令和2年11月24日
外務技官の人数
について

現在、外務省における国家公
務員一般職大卒採用におい
て技術系職員の増員。及び昇
進を見直す。

標記の営繕担当の者は数人しかおりません。彼らの仕事は主に我が日
本国大使館の維持管理等に従事しておりますが、少なからずとも一つの
国有大使館に一人は配置すべきです。配置されていない大使館では彼
らのような専門知識を習得していない者たちが担当しており、それが実
現された場合にはより良い日本国大使館の維持管理に寄与されると考
えます。

個人 外務省

当省では、近年は、国家公務員一般職採用試験（大卒程度）の技術系区分合格者の
中から、在外営繕業務に従事する職員（営繕技官）を例年１～３人ずつ定期的に採用
しており、現在、本省の関連部局及び在外公館に配属されている約５０人の営繕技官
が、我が国在外公館施設の新築・建替、大規模修繕・増改築、予防保全、不動産購
入、維持管理の保全指導といった一連の業務に従事しています。

国家公務員の総
人件費に関する基
本方針

現行制度
下で対応可
能

国家公務員の総人件費削減という政府全体の方針がある中、営繕技官の採用数を大
幅に拡大することには一定の制限があることから、全ての国有物件（公館）に営繕技官
を配置することは必ずしも現実的ではありません。
他方、我が国在外公館施設の老朽化が今後ますます進行していく中、営繕技官が当
省の在外営繕業務遂行に際して必要不可欠な存在であることはご指摘のとおりであ
り、今後も毎年必要な人数を確保していくとともに、キャリアアップを含めたキャリアパ
ス等の人事政策を検討していきます。
今回のご意見も踏まえ、営繕技官の採用・求人広報の拡充等を通じて優秀な人材のよ
り一層安定的な確保を図りつつ、各施設の優先度を勘案した合理的かつ適正な配置を
するとともに、一定の経験を積んだベテラン営繕技官を拠点公館に配置し周辺公館の
営繕業務をカバーせしめる「営繕広域担当官」制度や、民間エンジニアを所要の公館
に長期常駐配置する「技術派遣員」制度を中心とする支援体制「営繕支援ネットワー
ク」の活用等の取組をより一層強化する考えです。

61 令和2年10月29日 令和4年10月12日

行政文書データ
処理の効率化の
ためのファイル形
式の制定

現在、行政文書は主にWord
やPowerPointで作られ、PDF
に変換されて公開されている
が、これでは、単に人が読む
ためのデータであり、複数の
行政文書から有機的にデータ
を処理していくことが困難であ
る。
また、特定のベンダーのソフト
ウェアに依存することもベン
ダーロックインとして好ましくな
い。

原則として、行政文書の根本データはXML形式で作成することとし、公
文書として、現状の様な形式で出力する際には、XML形式からの変換と
する。
こうすることにより、公文書の書式形式に合わせるという生産性のない
作業を減少させることができ、業務量を削減することができる。
また、既存文書の改正を行う際にも、新旧の対比表や、小改正なら小改
正の文書を作るとともに、改正の反映された溶け込み板を作ることがで
きる。
公務員が行うべきは改正後の文書を作ることであり、新旧の対比表等の
自動作成可能なものに公務員が作業時間をかけるべきではない。
また、XMLの各項に署名をつけることにより、誰が書いたかのトレーサビ
リティを確保できるとともに、XMLはテキストファイルであるため、gitに様
なバージョン管理も可能である。これは多人数が同時に文書を作成する
ことを補助するものとも言える。

個人 デジタル庁

オープンデータ化される行政文書のファイル形式について現行制度においては、「オー
プンデータ基本指針」のオープンデータの定義において、国、地方公共団体及び事業
者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加
工、編集、再配布等）できるよう、機械判読性に適したもの、とされています。
また、公開データの形式等につきましては、機械判読に適した構造及びデータ形式で
掲載することを原則とし、共通語彙基盤等やオープンデータの達成度の評価指標をし
て用いられている「５つ星」の指標を参考に、より活用がしやすい用語や形式での公開
に努める、とされています。

なし 検討を予定
行政文書の作成にあたっては、人が読むことも前提にしつつ、互換性等に留意した機
械可読性の向上について検討してまいります。

62 令和2年10月29日 令和2年12月16日
条約を含む人権
を担当する責任
官庁を法務省に

条約を含め人権に関連する
最終責任を法務省が追う形に
統合する。

人権に関する規則は、憲法、条約、法律等にまたがる。そして、条約で
は、過去の経緯もあり、法務省と外務省が中央当局を担当する場合が
ある。
責任部署が、2つにまたがると、責任のなすりつけが起こり、最終的に、
物事の改善が全く進まなくなる。各省庁としては、そのままでよいかもし
れないが、日本の人権の順守という点での海外のイメージが悪くなる。
具体的に、ハーグ条約や国連児童の権利条約で日本が守っていないと
いう非難決議を、欧州連合、フランスから受けている。また、米国国務省
から、連れ去り国家との指定を受けたこともある。しかし、国内では全く
動かないのは、責任が分散しているためと考えられる。
今後、人権に関する条約及び法律を制定する際、全ての中央当局を法
務省に統合すべきである。

個人
法務省
外務省

　まず，条約締結に関する事務は，外務省の所掌とされております。
　次に，条約に基づく国内担保法の整備は，当該分野を所管する各省庁が，それぞれ
の所掌に基づき，憲法を遵守しながら行います。
　ハーグ条約の国内担保法の整備に関して申せば，法務省は民事基本法制を所管す
る立場から，他国との折衝等の事務を行う外務省とともに担当しているものにすぎず，
他の省庁の所管に関わる条約については，その所管業務について専門技術性を有す
る当該省庁が，国内担保法の制定やその執行を行っています。
　なお，ハーグ条約に関する中央当局は，条約上必要とされたことから設置されたもの
で，国内法上，外務省が担当することとされ，法務省は中央当局ではなく，また，担当
が両省にまたがっていることもありません。

国家行政組織法4
条，外務省設置法
４条１項４号，その
他各省庁の設置
法，国際的な子の
奪取の民事上の
側面に関する条約
の実施に関する法
律３条

対応不可
（一部事実
誤認）

　法務省が，外交上の総合的視点に立って行われるべき条約締結の最終的責任を負
うとするのは，法務省としての専門技術性に照らし，現実的ではありません。
　また，国内担保法の整備に関しては，当該分野について専門・技術性を有し，法律の
執行を行うこととなる所管省庁が主体的に行わなければ，制定後の執行そのものが立
ちゆきません。
　法務省が，自ら所掌せず，執行を担当しない分野について，御提案の「最終責任」を
負って国内担保法の整備を行うとすれば，かえって当該分野の人権保障に支障を来す
結果ともなりかねません。
　したがって，御提案のような対応を行うべきではないものと考えられます。

63 令和2年10月29日 令和2年11月24日

河野大臣様：企業
人の労働生産性・
働き方改革を妨
げている、お役所
向け報告書・仕組
みの改善

■日本政府が省エネ・Co2削
減目標⇔実態をより潤滑に把
握し、公表する為に
●水道光熱費用 デジタル化
 →スマートメーター設置を公
費で負担し、実使用量を企業
ユーザーもデジタルデータで
把握出来る仕組み。

●余りにもバラバラな各な各
省庁・自治体の、各種フォー
ム、及び窓口の一本化
→各法人が、集計・報告する
労力を使う大幅に削減する為
の、各省庁のバラバラな
フォーム統一と、報告窓口一
本化

■省エネ法・温対法報告に関する、報告先の縦割り」弊害・集計労力の
削減による働き方改革(就労時間削減)と生産性向上の実現
★恐らく各企業は、報告の為に以下の事を強いられ、行っている
 ●「無駄」な事
  ・ ほぼ同じ内容を、各省庁へ報告しなければならない
  ・特に水道企業団から送付される水道料金の各自治体の請求フォーム
が、「ハガキ」。しかもフォームが見事にバラバラ。
使用量・費用を把握するのに馬鹿らしい程の手間・経験が必要。
●要するに全ての
「省エネ・省Coに関する光熱費実績」
を、デジタル化(CSV若しくはエクセル化)してしまえばいい事。
又それを実現する為のスマートメーター・集計システムを義務化し、それ
を実現する為の費用を政府が負担・補助すべき。
●一例として「電気使用量実績」を、
何故「経産省」「農水省」「各自治体(◯◯市＆◯◯区◯◯町＆東京都)」
へ別別に報告しなければならないのか？
■効果：報告義務を要する事業所・使用量を抱えている企業が、100事
業所を有しているとした場合
→集計：▲１１２時間
   報告：▲２０時間/報告省庁，自治体
   ??報告義務企業数

個人
経済産業省
厚生労働省

環境省

〇省エネ法・温対法報告について
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律（「省エネ法」）においては、エネルギー使
用量が一定以上の事業者について、エネルギーの使用状況や判断基準の遵守状況に
ついて省令で定めた様式により経済産業省及び事業所管省庁に定期報告を行うことを
求めています。
・地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）第26条第１項に基づ
き、一定量以上の温室効果ガスを排出する事業者（国・地方公共団体含む）は、毎年
度、自らの排出量を算定し、事業所管省庁に報告することが義務付けられています。
また、報告のうち、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の報告に
ついては、温対法第34条第１項で、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エ
ネ法）第16条第１項に基づく報告等を、温対法第26条１項に基づく報告等とみなすこと
を規定しており、報告する事業者の負担軽減が図られております。

〇水道料金の請求フォームについて
・水道料金の請求フォームに関しては、令和元年度に施行されたデジタル手続法によ
り、行政手続は原則としてオンライン化するとされ、地方公共団体については努力義務
とされました。

省エネ法・
地球温暖化対策
推進法、
デジタル手続法

現行制度
下で対応可
能

○報告内容・フォーマットに関する指摘について
・ご指摘の温対法の報告は、エネルギー起源CO2排出量については、省エネ法に基づ
いてされた報告を温対法の報告とみなしています。そのためエネルギー起源CO2排出
量について、省エネ法に基づいてされた報告に関して、再度温対法への報告を求め
る、ということはしておらず、同じ報告内容をバラバラのフォーマットで提出していた
だいているわけではありません。

○各種手続きの手間に関する指摘について
・省エネ法のエネルギーの使用状況や判断基準の遵守について、その具体的な
手段を定めていません。事業者が選択した手段により、エネルギーの使用状況
等の把握が可能であるため、より簡易な手段がある場合には、事業者がそれを
選択し、手間を削減することも可能となっています。
・また、省エネ法の定期報告作成に関して、現状アプリケーションやエクセルによ
る作成が可能です。アプリを用いると複数の事業所がそれぞれ作成したものを
統合する機能があり、事業者全体としての報告書を作成可能となっているなど、
作成の手間が削減できます。また、これらのツールを用いて作成した報告書は、
経済産業省と事業所管省庁に一元的にオンラインで提出可能です。
・なお、２０２０年９月現在、規制対象の約半数の事業者にオンライン提出を利用
いただいています。
今後、更なる負担の緩和を進めていくために、現在報告書の作成から提出まで
をオンラインで一体的に行う事が可能なシステムを構築中です。
・水道料金の納入通知書に関しても、水道事業者である市町村等の地方自治体
において、個人を対象に政府が運営するマイナポータルを活用した納入通知の
オンライン化について検討を進めています。

64 令和2年10月29日 令和2年11月24日 文科行政

新品教科書の無償配布の中
止。
小・中学校における教科書の
無償配布を中止する。

（1）着想
教科書は新品が無償配布されます。私の子供は幼～大学までアメリカ
で教育を受けました。教科書は改定されない限り、次学年に継承されま
す。落書きとか汚損は弁償。せめて小中学生はその方法で良いのでは
ないか。
（2）コスト削減効果
最大400億円程度節減できる。(他に回せる)
（3)公共心の育成
公共財産への敬意、道徳陶治。
（4）業界と行政の癒着の機会剥奪

個人 文部科学省

国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教
科用図書を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付する。
義務教育諸学校の設置者は、国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該
学校の校長を通じて児童及び生徒に給与する。

義務教育諸学校
の教科用図書の
無償措置に関する
法律第3条、第5条

対応不可

教科書の貸与制については、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律の
制定と同時に臨時義務教育教科用図書無償制度調査会令が制定、公布され、第1回
の調査会（昭和37年4月26日）において文部大臣より、教科書を給付するか、貸与する
かについて諮問されました。
その答申において、
・教育上の観点からみると、我が国における教科書の役割は、貸与制をとる欧米諸国
の例にみられるような参考書に類するようなものでなく、教科の主たる教材として極め
て重要なものがある。
・また、貸与制にすると新本使用者と古本使用者が生じ、教育上望ましくない結果を生
じる等教育上、学習上の支障に加え、我が国においては貸与制にすれば学校と家庭と
二重購入のおそれがある。
・財政上の観点からみても、貸与制にするには現在の用紙製本等について大幅に改良
する必要があり、そのため期待するほどの財政負担の軽減は望めない。
との理由から、教科書は児童生徒に給与すべきであるとされました。
このことを受け、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律が制定され、
教科書が無償給与されることとなりました。
また、その後においても、貸与制について数次にわたり議論されましたが、現状は無償
給与されることになっています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

65 令和2年10月29日 令和2年12月16日
『子ども庁』の設
立を。

「赤ちゃん、子どもの健全成
育」に関連した監督機関をひ
とつにまとめてください。

「保育園は厚生労働省」「幼稚園は文部科学省」などは縦割り行政の象
徴。
また児童虐待、いじめ問題、教員（特に義務教育）の猥褻行為等に対す
る事例把握、対応の効率化、スピード化を期待。

個人
厚生労働省
文部科学省
内閣官房

幼稚園や保育所を含めた子ども・子育て支援のための基本的な施策等については、企
画立案・総合調整等を行う特別の機関として、内閣府子ども・子育て本部が設置され、
同本部を中心として関係省庁が緊密な連携を図りつつ、政策を推進しています。
児童虐待、いじめ問題、わいせつ教員への対応等についても、関係府省と必要な情報
共有を行いながら、早期発見や適正な対処のための施策を推進しています。

-
現行制度
下で対応可
能

引き続き、関係府省が緊密に連携しつつ、子ども・子育てに関する施策を切れ目なく運
用するとともに、児童虐待、いじめ問題、わいせつ教員への対応等についても、関係府
省と必要な情報共有を行いながら、早期発見や適正な対処のための施策を推進してい
きます。

66 令和2年10月29日 令和3年7月20日
虐待問題につい
て

これだけ虐待の悲しい事件が
起こっている中で、何も進展し
ていない気がします。厳罰化
や、抑制するための仕組みを
作って欲しい。児童相談所だ
けでなく、子どもを正しく守る
仕組み。厳しくとも、子どもの
安全を第一に。

これ以上不遇な子どもたちを増やしたくないです、命を守りたい。地域参
加型だっていい。
児童相談所がすぐに動けない理由があるのなら、その壁を取り払いた
い、国が率先して取り組んで欲しいのです。

個人 厚生労働省

児童虐待の防止は喫緊の課題と考えており、政府においては、令和元年には、体罰禁
止の法定化、児童相談所の体制強化、関係機関間の連携強化などを内容とする児童
福祉法等の改正を行い、その後も「児童虐待防止体制総合強化プラン」に基づく児童
相談所の児童福祉司等の増員目標の前倒し、児童相談所相談専用ダイヤル（0570-
783-189）の無料化を行うなど、取組を加速させてきたところです。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

67 令和2年10月29日 令和2年11月24日

子の無い夫婦。配
偶者死亡後の相
続手続き、遺言書
があっても「相続
人全員の住民票」
が不便

子の無い夫婦で両親が死亡し
ている場合、相続人に兄弟
（姉妹）が含まれます。遺言者
が死亡した後に、遺言書情報
証明書を取得する段階で、出
生から死亡までの戸籍謄本と
相続人全員の住民票を求め
られます。（検認でも出生から
死亡までの戸籍謄本と相続人
全員の住民票を求められる）
子の無い夫婦は多く、相続人
との関係が良好でない場合、
全員の住民票を集めるのが
大変です。配偶者の証明書の
みで手続きが完了するように
して欲しいです。公正証書遺
言は費用が多額、遺言者以
外の立会人も必要でハードル
が高く、遺産が特にあるわけ
でもなく、子の無い夫婦で死
後の手続きが大変だからとい
う理由だけで作成するのが難
しいです。

夫婦のみの世帯が増えてきており2018年、1200万世帯以上です。また
血縁関係が希薄になっているご時世柄、遺言書が無い場合、相続人で
裁判が起きる可能性があります。
子のいる配偶者と同じく、子の無い配偶者にだけ相続の権利を保障して
欲しいと思います。
もしくは、相続人全員の住民票」が不要にして欲しいです。
今の制度では法務局に預けるメリットが無いため、子の無い夫婦で財産
が多くない場合、従来の「自宅で遺言書を保存」を選択する場合が多い
ことが想定されます。
法務局の遺言書では、配偶者の住民票のみで済む、ということになれ
ば、積極的に遺言書を預ける人が増える可能性があります。20年以上
の夫婦関係があれば、配偶者のみの住民票で手続きができる、など優
遇処置でも良いので設けてもらえると助かります。
自宅の遺言書の家庭裁判所の検認処理が今後、増加すると思われま
すが、制度が改善されれば手続きまで迅速、スムーズに行われます。
夫婦のみの世帯の遺言書対策をお願いいたします。
子無し世帯参考リンク　
https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20190726-00134170/

個人 法務省

遺言書保管制度では，遺言書の保管の申請をした遺言者の死後，その遺言者の相続
人等は，保管されている遺言書の内容を確認するため，遺言書保管官に対して，遺言
書の閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行うことができます（法務局における遺
言書の保管等に関する法律（平成３０年法律第７３号。以下「法」という。）９条１項）。ま
た，遺言書保管官は，相続人等に遺言書を閲覧させたり，遺言書情報証明書を交付し
たときは，それ以外の相続人等に，当該遺言者の遺言書が保管されている旨を通知す
ることとされています（同条５項）。
　なお，法務局における遺言書の保管等に関する省令（令和２年法務省令第３３号。以
下「省令」という。）３４条では，遺言書情報証明書の交付の請求時に添付書類として住
民票の写し（相続人の住所を証する書面）の提出が規定されています。これは，遺言者
の相続人については，相続開始後に確定するため，交付の請求時に請求人から，戸
籍や住民票等を提出してもらい，当該遺言者の相続人が誰であるのか及び上記通知
の送付先を遺言書保管官が把握するために必要であることによるものです。

法務局における遺
言書の保管等に
関する法律９条４
項，法務局におけ
る遺言書の保管等
に関する省令３４
条

対応不可

本制度においては，「制度の現状」欄記載の趣旨のとおり，遺言者の兄弟（姉妹）が相
続人である場合には，それらの者についても遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交
付の請求を行うことが可能であり，それらの者についての住民票の写しが必要となりま
す。
なお，既に，相続人等のうちのいずれかの者に対して遺言書の閲覧をさせていたり，遺
言書情報証明書の交付を行っている場合（同じ遺言者についての２回目以降の証明書
の交付請求等の場合）は，遺言書保管所において「通知」を送付するために必要な全
ての相続人及びその住所の情報を保有しているため，住民票等の添付は不要となりま
す（省令３４条２項）。

69 令和2年10月29日 令和2年11月24日

雇用の流動性を
促進するための
公務員採用年齢
制限および終身
雇用の撤廃

日本企業はかつて新卒採用
および終身雇用により人材を
確保していましたが、現在で
は上記制度は崩れつつあり、
雇用の流動性が高まろうとし
ています。
ライブイベント等に合わせて
仕事を変えられるのは良いこ
とだと思いますが、民間では
40歳くらいが転職限界といわ
れており、おそらく公務員採用
に年齢制限があるからかと思
います。
ますます雇用の流動性を高め
ていくために、採用の年齢制
限の撤廃をお願いします。
また、同様の理由でミスマッチ
社員の解雇のハードルを、
まずは公務員から下げてくだ
さい。
公務員の雇用形態は民間の
モデルケースとして機能して
いるという話ですので、
時代に先行する形に改革をお
願いします。

雇用の流動性が高まると、
・ライブイベントや人生の節目にマッチした業種、雇用形態を選択できる
・衰退産業から新興産業へのシフトが人材の面から促進され、一定の経
済成長をキープできる。
・ミスマッチ社員を解雇しやすくなることで、マッチ度の高い人材を採用で
きる。また、雇用の流動性が高まっている市場であれば、人材の側から
ミスマッチ企業（ブラック企業）を離れることが容易になり、結果としてブ
ラック企業は壊滅、健全な企業しか人材を集められなくなる。

個人 人事院

　国家公務員の採用の方法としては、民間企業での職務経験等を有する者を係長以
上の官職に採用することを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能
力・経験を活かせる官職への選考採用など、年齢制限が設けられていない場合もあり
ます。また、係員を採用するための国家公務員採用試験においては、年齢等に関する
受験資格を定めておりますが、これは長期に部内育成を図る観点から最小限度の範
囲で職務遂行上の必要性に基づいて設定したものとなります。

　職員は、法律又は人事院規則に定める事由に該当する場合（具体的には、勤務実績
がよくない場合や官職に必要な適格性を欠く場合など）には、公務の適正かつ能率的
な運営を図るため、本人の意に反する分限免職等を行うことができることとされていま
す。特に分限免職は、職員が国家公務員としての地位を失うという重大な処分であり、
任命権者がその判断を行うに当たっては、恣意にわたることは許されず、厳密、慎重
に、職員がその職務に必要な職務遂行能力があるか否かを総合判断する必要があり
ます。

国家公務員法第
36条、第44条、第
45条の２、第45条
の３、第57条、人
事院規則８―18第
８条、別表第３

国家公務員法第
75条、第78条各
号、人事院規則11
―４第７条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

70 令和2年10月29日 令和2年11月24日
行政の国際化　
行政文書英文も
可能にする事。

現在法人設立に必要な行政
提出資料は多分日本語限定
で押印に次用だと思っていま
す。これを諸外国に倣い英文
で仕様での提出も可能にする
こと。

現在香港の香港中国国家安全法の施行以来　香港の国際金融セン
ターが縮小しており替りの場所を各社で模索しています。残念ながら東
京は法人登記等行政手続きで日本語しか認められておらず更に登録さ
れた印鑑の押印を必要としており外国人にとってハードルが高くなって
いると思う。その為に国際金融センターの候補はシンガポールや韓国が
上がっています。

個人 法務省 法人の設立登記の申請書，添付書類については，日本語で作成する必要があります。 対応不可

現行の制度では，登記された事項を証明書等の形で公示し，それをもって会社等の取
引等の安全確保等を目的としているため，公示内容が日本語でない場合には，その目
的が達せられないおそれがあります。また，御提案のように英語での申請を可能とする
ためには，大規模なシステムの改修や英語対応が可能な人材の確保等が必要なた
め，対応には慎重な検討が必要です。なお，現行の制度においても，外国語で作成さ
れた添付書類については，真正に翻訳された旨が付記された日本語の訳文も併せて
添付することで，これを提出することが可能となっています。また，外国人の方が登記
の申請をする場合は，申請書の押印に代えて，これに署名する方法によっても差し支
えありません。

71 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国民納付個別税
の一体納付

現在、国民が納める税の中
で、確定申告税、住民税（市
民税？）、固定資産税は決め
られた時期に納付される仕組
み。
縦割りのため、おそらく納付も
れもあるだろう。一体化すれ
ば、納付漏れもかなり減少す
るだろう。
事業者との関わりのある消費
税も運用の精度が高まる。
その意味で、消費財購入時の
マイナンバーカード紐づけも
有効。

確定申告その他納税では、役所に行く必要性がない。
土地所有者不明土地が今後ますます増えるであろう。その際に相続人
を明確化する法律が必要である。この法律で所有者不明土地も減り、固
定資産税のくいっぱぐれもかなり減るだろう。税の一体化で、土地所有
者の管理も簡素化されるだろう。
とにかく、現在この国の税制は穴だらけ。縦割りをなくして、各国民単位
で納付する仕組みを構築する必要がある。

個人
財務省
総務省

　地方税の納付時期は地方団体の歳入の安定化、均一化の観点から設定されている
ものです。
　また、納付漏れの防止については、現在、地方団体の窓口での納付だけではなく、コ
ンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納付に加え、
eLTAXを利用して、申告にあわせて電子による納付が可能となっており、収納手段の
多様化を図ることで対応しているところです。
　国税についても、税務署や金融機関窓口での納付のほか、振替納税、ダイレクト納
付やインターネットバンキングなどの電子納税、コンビニエンスストア、クレジットカード
による納付など納付手段の多様化を図ることで対応しているところです。

対応不可

　納付時期は、地方団体の歳入の安定化、均一化の観点から設定されているものであ
ることから、納付時期を一体化すると時期によって地方団体の歳入が偏る可能性があ
り、安定的な行政サービスの提供に支障が生じる恐れがあることから、納付時期の一
体化の実現は困難です。

　国税・地方税の税源配分については、それぞれの行政サービスの役割分担等を踏ま
えて設定されています。税の性質としても、例えば、所得税は、家族構成など状況に応
じて配慮をしたうえで算出された個人の所得に対して応能負担の観点から課税される
国税であるが、固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する行政サービスと
の間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき資産価値に応じて所有者に対
し課税される地方税であり、それぞれ異なることから、これをどちらかに一元化すること
は困難です。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

72 令和2年10月29日 令和2年11月24日

日本国外在住の
子女への教科書
配布のデジタル
化

海外在住の子女に対する教
科書を紙媒体のものからデジ
タル化したものへ変更する

私はモロッコのマラケシュという都市に住んでいます。国外の子供たちに
も教科書を頂けるということで、配布希望の申請をしています。しかし、
教科書はマラケシュから４００キロ以上離れた首都ラバトの大使館に届
き、そこからは郵送されず、窓口まで受け取りにいかなければなりませ
ん。年に２回も毎年定期的に受け取りに行くことはとうてい不可能です。
大使館によれば教科書配布は文科省と共同のもので、文科省から郵送
のための予算はもらっていないから、送れないということです。せっかく
海を越えてやってきた教科書も肝心な子供の手にはわたりません。現状
は毎回私がうるさくつついて、大使館の職員が私事旅行のついでと称し
て教科書を持ってきています。そのたびに私はわがままおばさんという
扱いを受け、あなたとはメールはしないから電話するようになどと不当な
扱いを受けています。教科書がデジタル化されれば、郵送費がなくとも、
教科書が子供たちの手に届きます。子供の未来は日本の未来です。こ
れからの子供たちをないがしろにして日本の未来はありません。大坂な
おみさんのように、国外でも日本人として活躍されている方は多くいま
す。しかし、どちらの国籍を取るかで揺れているはずです。日本にとって
有益となる金の卵たちを教育によって確保すれば、経済効果ははかりし
れません。

個人 文部科学省

　義務教育に関する憲法第26条の規定の直接適用はないものの、政府は憲法の精神
に沿って、海外に在留する日本国籍の子供が国内の義務教育に近い教育を受けるこ
とができるよう政策上の配慮により支援を行っているところであり、その一環として国内
義務教育教科書の無償給与等の支援を行っています。

　日本においては、法律上、「教科用図書」（紙の教科書）を無償給与することとなって
いること、また、現状、ICT環境・ネットワーク環境が整っていない地域もある中、デジタ
ル媒体で教科書の配布を行うことには懸念もあること等を踏まえ、海外に在留する日
本国籍の子供への教科書給与についても国内と同様、紙の教科書を無償給与してい
ます。

学校教育法第34
条第２項・第３項等

検討を予定

　学習者用デジタル教科書の在り方等については、小中学校段階において１人１台端
末環境が整備されることも踏まえつつ、現在、「デジタル教科書の今後の在り方等に関
する検討会議」において検討を進めているところであり、その結果等も踏まえながら、
海外に在留する日本国籍の子供への義務教育教科書の無償給与の方法についても
検討を行います。

73 令和2年10月29日 令和2年11月24日
教職員の非正規
職員について

教職員は学校種を問わず、非
正規職員が多い。その現状に
もかかわらず、なぜそれに見
合うマンパワーを毎年採用し
ないのかが疑問。
またそれを国からももっと疑
問を差し出して、また自治体
への支援も手厚くして欲しい。
想定される学級数より0.5～1
割増しくらいで多く正規職員と
して採用するように毎年バラ
ンスを見て採用数をすること
を提案する。また現状非正規
教職員も含めてギリギリで学
校運営を回すような自治体や
学校が主に都市部には多くあ
り、マンパワーの増量が働き
方改革も推進されると推定さ
れる。

昨年まで3年間学校の教職員として、都市部の地域の教育に奉仕して来
たが、全く状況が改善されないためこの提案をしている。
この提案が実現されたら、小学校では、学級担任以外の教員の増加に
よるそれぞれ教員の授業の質の向上、帰宅時間の早期化、教員の精神
の安定の増進、多様な目で子供をみとり、多様な支援が可能になる、そ
してその延長で教員の働き方が改革が促進され、教職員志願者の増加
が生まれると想定している。中高でも同じことが言えると考える。
日本は他国に比べて低価格で高品質な教育を実現して来た。それは文
科省のデータを見れば明らかなことだろう。しかし、多様な子供たちが存
在している中で、現在の非正規教職員の使い捨てのような働き方は非
生産的で、且つ持続可能なものではないと考える。先述の多様な子供た
ちがいるならば、多様な教員も長期的な期間で育成・雇用することで、多
くの子供たちが安心して学校生活を送れるようになるのではないかと考
えている。
しかし、現状ではまだまだ各自治体、各学校をはじめとして少なくとも小
学校では人員ギリギリで学校を回している。
そこで国からより採用するように声を大きくして欲しい。今は教員の増加
による抜本的な改革が必要だと考える。
教員への残業代を出すか、人数を増やすかをしないとやりがい搾取の
やり方では、全く持続可能性などなく、国の教育は後々衰退していくこと
は紛れもない事実になっていくだろう。
高レベルの日本の教育を衰退させないようにするためにも教員の増員
を国から提案することで解決へ向いて欲しいと考えたため、この提案理
由を締める。

個人 文部科学省
　教員の計画的な採用や任用の仕方等については地方の自治事務であり、任命権者
である都道府県・指定都市教育委員会等の権限と責任において適切に行うのものと承
知しております。

地方公務員法
現行制度
下で対応可
能

　文部科学省としては、中長期的視野に立って計画的に教員採用を行うよう促してきた
ところですが、今後とも一層の取組を促してまいりたいと考えております。
　一方で、提案理由にも記載いただいている学校における働き方改革については、国
として、部活動の在り方の見直しや教員免許更新制の実質化、教科担任制の推進、教
職員定数の改善・外部人材の活用などの取組しっかり進めていくこととしています。国・
学校・教育委員会がそれぞれの立場において、あらゆる手立てを尽くして取組を進め
て成果を出していけるよう、文部科学省が先頭に立って全力を尽くしていくことが求めら
れていると考えています。

74 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国家の財政制度
の改革に関して

国の累積債務残高は1000兆
円に迫っています。この額は
国民の預貯金の1008兆円と
ほぼ拮抗しています。
金利が少しでも上昇すると国
債の暴落により日銀の経営破
綻、最悪の場合現預金の封
鎖と新円切り替えで国民の財
産が事実上没収されるという
事態になりかねません。
国の会計制度は単式簿記で
財務諸表がないため、無駄遣
いがどこで発生しているか把
握できません。
東京都では複式簿記と外部
監査の導入により財政が健全
化されました。国はなぜ複式
簿記と外部監査を導入しない
のでしょうか。
財政が健全化されれば、今ま
で無駄遣いしていた資金を経
済対策の財源に充てることも
でき、適切な消費税率が設定
できると思います。

上記ご提案の参考として、私がFacebookへ投稿した記事と、首相官邸あ
てメール内容を記載します。
2020年9月17日　Facebookへ投稿
https://www.facebook.com/groups/559638730876482/permalink/16862
78684879142
日銀の財務諸表のうち、B/S（貸借対照表）を調べてみました。令和元年
度末のB/S。
■資産の部　　　604兆4,846億円
　内　国債　　　485兆9,181億円
■負債の部　　　599兆9,372億円
　内　当座預金　395兆2,560億円
　　　発行銀行券109兆6,165億円
■純資産の部　　  4兆5,473億円
2020年9月5日　首相官邸へ改善要望のメール送付
会計制度の改善要望を首相官邸宛にメールを送りましたが、一向に返
答がありません。
関連のFacebook投稿
https://www.facebook.com/groups/1497057437282164/permalink/2699
445880376641

個人 財務省

国の財政活動の基本は、その活動に必要な財貨を取得し、これを適正に分配すること
にあるため、国の会計は財政活動のコントロールを確実かつ健全に行うことをその目
的としております。この観点から現金の授受という客観的事実をもって収支を判断する
という意味で現金主義をとっております。このような考え方のもと、毎年度予算を作成し
て国会の議決をいただき、議決された予算に従って執行を行い、その結果を決算として
作成し、会計検査院の検査を経た上で、国会に提出されております。

他方で、国の財務状況等に関する説明責任をより一層充たすこと、予算執行の効率
化・適正化に役立つ財務情報の提供等を目的として、平成15年度決算分より企業会計
の考え方及び手法による「国の財務書類」を作成・公表しています。なお、「国の財務書
類」につきましては、外部の有識者の委員で構成される財政制度等審議会の審議を経
た上で公表しております。

財政法
特別会計に関する
法律

現行制度
下で対応可
能

ご指摘につきましては、現行制度の下、「国の財務書類」をより適切に開示する観点か
ら引き続き努力してまいりたいと考えております。

75 令和2年10月29日 令和2年11月24日 国勢調査に関して

国と市との情報は国勢調査の
情報を提供し、住民票と照ら
し合わせ差分を確認すればよ
い

国勢調査はオンラインを国は強くすすめながら、東近江市は調査員が１
けんづつ訪問し名前と住所、家族構成を確認している。オンラインでの
調査に意味がなくなり、無駄な経費と時間、コロナ感染がひろまる中で
やってはいけない行動。
これは国と市の非効率的な情報交換の結果を住民に負担させちる。

個人 総務省

　国勢調査は住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握することと
しており、氏名については、調査書類の配布誤りを防止する観点から聴取しており、世
帯人員数については、５名以上の場合に調査票の配布枚数が異なることから事前に把
握することとしています。

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

76 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国勢調査の進め
方

佐川・ヤマト・郵便で国勢調査
票を各家庭に送付する。

ウルトラマン太郎様へ
昨晩、調査員が調査票を持参して郵便受けに入れられました。その際、
インターフォン越しに”国勢調査です”、”苗字は、分かりますがと下の名
前を教えてください”と聞かれたので答えました。その調査員はメモをさ
れながら、、、続けざまに”家族構成を教えてください”と聞かれたので”
あなたに個人情報を伝える義務はないので調査票を郵便受けに入れて
ください”と伝えました。調査員の自ら名前も語らないキャップを被ったマ
スク姿の男性は、明らかな不信者だと思い、郵便受けを確認すると確か
に調査票が入っておりました。即座に役所の調査実施本部へこの一件
を通報しました。曰く、調査員が個人情報を聞くことを禁止しており再度、
教育を徹底されるとの回答でした。
日本の大きな弱点であるデジタルをゼロから検討して各省庁のみならず
自治体と連携が取れる国民情報を共有するデータベースを真っ先に構
築して、昭和時代の悪しき慣習を脱却してください。
現在は弁護士・警察・議員・公務員など誰も信じることができない時代で
す、少々のデータ漏洩も致し方ない、人間が扱う以上リスクは共存する
ことは承知の上で、デジタル化を加速させてください。
やってみなはれでございます！！
最後に、大いに期待しております。

個人 総務省

　国勢調査は住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握することと
しており、氏名については、調査書類の配布誤りを防止する観点から聴取しており、世
帯人員数については、５名以上の場合に調査票の配布枚数が異なることから事前に把
握することとしているところです。
　他方、例えば住民基本台帳は、届出のあった所在地で把握しているため、その情報
を基に調査書類を送付しても世帯に届かないケースが発生するなど、居住実態を正確
に把握することは困難です。

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

17

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

77 令和2年10月29日 令和2年11月24日

職安は無試験採
用の大量の非常
勤職員が持って
来い紹介してるだ
け、職安の紹介業
務は業務委託す
べきだ。

全国の職安は無試験採用の
非常勤を１０年以上、形だけ
の３年公募を繰り返し、外部
にいる適任者を排除し、同じ
人ばかり雇う。現場所長の職
権乱用である。誰がやっても
同じレベルの仕事しかしてい
ないものを、ズルズル更新し
ているだけだ。大量の非常勤
の人件費をを浪費し、正規公
務員の数を減らしているが、
名ばかり公募で非常勤を常勤
化している。紹介状作成マ
シーンを非常勤にやらせてい
るだけ。職業紹介は民間に業
務委託すべきだ。職安の紹介
状で就職しないと、自己都合
で辞めたものは、給付制限最
初の１か月は再就職手当が
貰えない。だから持って来い
紹介しかできない職安を利用
するしかない。職安紹介状が
ないと利用不可な助成金廃止
すべき。

コロナで医療関係が財政逼迫しているのに、厚生労働省職安は無試験
採用の非常勤を大量に雇い、常勤化している。このムダな人件費を削る
べき。削り方は職安利用でないと貰えないカネの縛りをなくすべき。ムダ
な非常勤の人件費を民間の職業紹介に業務委託すべきだ。今は職安の
持って来い紹介と違って民間の職業紹介独自の工夫でマッチングを行
い、コロナ時代に適応したウエブで面接、相談を行っている。職安は自
分で探して窓口に行き紹介状もらうだけのムダをしに行くところ。非常勤
の人件費を民間の職業紹介に業務委託すべきだ。高卒求人も職安で受
付けて後は学校の先生が就職の世話をしているが、県知事たちが職安
機能ほしがっているのだから、高卒の就職は県に委託すべき。若者定住
支援と合わせて展開するはずだ。職安はムダに権限を握っているが、内
実は無試験採用の非常勤に誰がやっても同じレベルの仕事を高給をは
らってやらせているだけ。生活保護者の就職支援も職安が非常勤にや
らせているが、成果はどこの職安でも上がっていない。一度生保を受給
したら就職したくない連中ばかりで、受かりもしない求人をあえて選び応
募する。非常勤は人権蹂躙などと言いがかりをつけられたくないので、
受かりもしない求人の紹介状を作る。結果、頑張ったけど就職できな
かったので引き続き生保受給できた。ラッキーという悪循環の繰り返し。
生活保護者の就職支援は市役所の生活保護課に紹介権限を与えて、
就職活動をまじめにやらなければ生保を減額するというペナルティーを
与えるという方法に変えな　いと、職安非常勤のムダな人件費、生保の
カネ２重のムダをしている。他へ権限移譲した方がムダな税金を浪費し
ない

個人 厚生労働省

ハローワークは、障害者や生活保護受給者の方などの就職困難者や人手不足の中小
零細企業を中心に無償で支援を行う雇用のセーフティネットの役割を担い、地域の総
合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に
実施しています。ＩＬＯ条約第８８号第２条においても、「職業安定組織は、国の機関の
指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される」とされています。ハ
ローワーク総合評価という取組を実施し、PDCAサイクルによる目標管理・業務改善を
行い、利用者サービスの向上に取り組んでいます。一方、セミナーやキャリアコンサル
ティング業務については、民間人材ビジネスが強みを発揮出来る分野であることから、
既に、民間委託出来る業務については民間委託を進めています。加えて、地方公共団
体においても、地方版ハローワークとして、公的な立場で無料職業紹介を実施できるよ
う、届出要件その他各種規制を緩和し、希望する地方公共団体が地域事情に応じた創
意工夫により無料職業紹介を実施することが出来ます。

（注）「PDCAサイクル」とは、Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価）、 Act（改善）を繰
り返すことによって、業務を継続的に改善すること。

職業安定法第５
条、第８条、第29
条
厚生労働省設置
法
第４条・21条・23
条・24条

対応

ハローワークは就職困難者や人手不足の中小零細企業に対するセーフティネットの役
割を果たしている一方、セミナーやキャリアコンサルティング業務については、民間人
材ビジネスが強みを発揮できる分野であることから、民間委託出来る業務については
民間委託を進めているところです。また、希望する地方公共団体においても、地方版ハ
ローワークとして、独自に無料職業紹介を行うことも出来ます。
引き続き、民間、地方公共団体、国それぞれの強みを活かした効率的な職業紹介業務
の運営に取り組んでまいります。

79 令和2年10月29日 令和2年12月16日
随意契約に関す
る監督省庁の変
更について

現在随意契約に関する関係
省庁は総務省管轄になってい
るが入札制度と同様に内閣府
外局である公正取引委員会
の管轄にして頂きたい。

基本的に経済活動の視点では随意契約も入札も同様であるが、現実は
入札制度適用の回避の目的で随意契約が利用されている例が多く存在
し、中央省庁も地方自治体も不当な随意契約には手を焼いてるのが現
状である、これは偏に総務省には調査立ち入りの権限もなく、曖昧なガ
イドラインによる指導にとどまっている総務省の非力さ、無責任さにも原
因があると思います。
（随意契約実行者には何の痛痒も感じずに実行できる。）
違法に対しては現地調査の実行権限を持つ、公取委が所管しない限り
無くならない。健全で民主的な経済取引の為に
切にお願いするものです。
これで貴重な納税者の税金の正当な使用の実現を望むところでもありま
す。

個人 総務省

　地方公共団体の契約の締結については、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一
般競争入札によることが原則ですが、地方自治法施行令第167条の２第１項各号で定
めるいずれかの要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することがで
きるとされています。
　また、地方公共団体の契約の執行等の行政運営については、長の内部統制制度、
議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民による情報公
開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされています。

地方自治法施行
令第167条の２

事実誤認

　地方公共団体の契約の方法は、機会均等、公正性、競争性、経済性及び透明性の
確保を図る必要性から一般競争入札の方法によることが原則とされている一方で、そ
の例外として随意契約の方法によることができることとされており、その要件は地方自
治法施行令第167条の2第1項各号に掲げる場合に限定されているところであり、随意
契約の運用については、法令上、地方公共団体の責任において厳格な運用が求めら
れているところです。
　その上で、地方公共団体の契約の執行等の行政運営については、長の内部統制制
度、議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民による情報
公開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされており、このように当該
地方公共団体においてその行政運営の適正性を自律的に確保することが地方自治の
原則であると考えます。
　したがって、御指摘にある公正取引委員会等の国の機関により地方公共団体の随意
契約の運用について監視させるとすることは適当ではないと考えます。

80 令和2年10月29日 令和2年11月24日 国勢調査の廃止

調査項目は、既に市町村、都
道府県、国などで把握してい
ると思われます。各省庁や自
治体の情報をまとめればい
い。調査員の人件費、調査資
料の作成、回答の入力など全
く無駄な税金を浪費していま
す。

統計調査が目的になっていませんか？これではいけないと思います。
各省庁、各自治体の情報を一元管理出来るようにすればデュアルタイ
ムで必要な情報が入手できると思います。
ただこれは個人情報なのでセキュリティ対策をしっかりしないといけない
です。

効果:国勢調査費用の廃止など

個人 総務省

　国勢調査の調査事項は統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、総務大臣
からの承認を受け定められております。
　既存の行政記録では、国勢調査の調査事項の全てを代替することは困難です。
　また、国勢調査の結果は、衆議院議員小選挙区の改定のほか、地方交付税の算定
や過疎地域の認定など、多くの法令でその使用が定められ、また、少子・高齢化関連
施策、防災計画など各種施策の基礎資料として幅広く活用されています。

統計法 対応不可 国勢調査を廃止することはできません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

82 令和2年10月29日 令和2年12月16日

期日前投票の宣
誓書記載廃止に
よる選挙実施費
用の節減及び投
票率の向上策に
ついて

公職選挙法第４８条の２　「期
日前投票」投票事由５項目規
定
公職選挙法施行令第４９条の
８　投票事由に該当する「宣
誓書」の記載提出規定
投票日当日投票の場合は、
投票人宛に事前に配布され
住所氏名等記載をされたカー
ドを持参し、受付で投票用紙
をもらい投票する。
期日前投票は、上記の受付
の前に「宣誓書」に住所氏名、
投票事由など記載してチェッ
クを受けカードと一緒に受付
に提出する。
提案は、宣誓書の記載提出を
廃止する、原則から必要であ
れば「期日前投票の事由」を
受付で聞き取りパソコンで処
理する。

提案理由
この「宣誓書」の記載提出のため、投票日の人員配置に対して、更に３
名程度必要となること、投票人に対して「宣誓書」の記載提出を求めるの
で不評でありトラブルとなることも、また当然記載するために広い会場が
必要となる。
そして、「宣誓書」は投票事由の集計、分析もされず倉庫に保管され無
用の長物となっている。
選挙は、投票日に投票するという原則から、期日前投票を「宣誓書」で
縛っているが、投票率を向上するため期日前投票を拡大し推奨している
実態である。
提案効果
期日前投票に係る経費の節減(全国全ての各種選挙に適用されるので
毎年億単位の額）、投票人の負担軽減、投票率の向上などである。
検討事項
公職選挙法施行令等関係法令の改正

個人 総務省
選挙人は、期日前投票をしようとする場合においては、期日前投票の事由のうち選挙
の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申し立てが真正であ
ることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないこととされています。

公職選挙法施行
令第49条の８

対応不可

期日前投票制度は、選挙人の投票機会を確保するため、選挙の当日に投票すること
が困難であると見込まれる選挙についての例外的な投票制度であることから、宣誓書
の提出を必要としているところです。
宣誓書を不要にすることについては、投票当日投票所投票主義の抜本的な見直しに
つながるものであり、選挙運動期間や選挙運動の在り方をはじめ多方面からの慎重な
検討が求められることになると考えられます。

マイナンバーカード、国勢調
査、確定申告などの利用環境
としてwindwos/macに限定し
ているがlinuxでの利用を可能
にして欲しい。
現状はOSをチェックしてハネ
ているようだがwebブラウザ上
で申請する上ではナンセンス
なので速やかに解除して欲し
い。

LINUXでの運用を
拡大して欲しい。

81 令和2年10月29日 なし

【内閣府】
マイナポータルをご利用いただくための環境として、推奨しているOS及びブラウザは以下のとおり
です。

Windowsをご利用の方
　OS
　　Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 8.1
　ブラウザ
　　Microsoft Internet Explorer 11
　　Microsoft Edge 40以上
　　Microsoft Chromium版Edge 79.0.309.65以上
　　Chrome 69以上
　　Firefox 68以上
Macintoshをご利用の方
　OS
　　macOS Catalina（バージョン10.15以上）
　　macOS Mojave（バージョン10.14以上）
　　macOS High Sierra（バージョン10.13.1以上）
　ブラウザ
　　Safari 12以上
　　Chrome 69以上
　　Firefox 68以上
Androidをご利用の方
　OS
　　Android 6.0～10.0
　ブラウザ
　　Chrome 69以上
iOSをご利用の方
　OS
　　iOS 13.1以上
　ブラウザ
　　Safari 13以上
【財務省】
オンラインで確定申告を行う場合に使用するe-Tax（国税電子申告・納税システム）における利用
可能なOS及びブラウザソフトは、現在、OSはWindows及びMac OS、ブラウザソフトはＩｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘ
ｐｌｏｒｅｒ及びＳａｆａｒｉですが、ブラウザソフトについては、令和３年１月からGoogle Chrome及び最新
版のMicrosoft Edgeについても利用可能となる予定です。
【総務省】
　令和２年国勢調査のインターネット回答については、正常な動作が確認できた以下の利用環境
での回答をお願いしたところです。

≪タブレット・スマートフォン≫
●Android
　OS：Android 6以上
　ブラウザ：Google Chrome 72以上、Samsung Internet Browser 12以上、Yahoo! Browser 最新版
●iPhone/iPad
　OS：iOS 12以上、iPadOS 13以上
　ブラウザ：Safari 12以上、Google Chrome 84以上、Yahoo! Browser 最新版
≪パソコン≫
●Windows
　OS：Windows 7以上
　ブラウザ：Internet Explorer 11、Microsoft Edge 42以上、Microsoft Edge(Chromium) 81以上、
Google Chrome 72以上、Mozilla Firefox 65以上
●macOS
　OS：macOS 10.12以上
　ブラウザ：Safari 12以上
●Google Chrome OS
　OS：Google Chrome OS 85以上
　ブラウザ：Google Chrome 85以上

個人
内閣府
総務省
財務省

【内閣府】
その他

【財務省】
検討を予定

【総務省】
検討を予定

【内閣府】
マイナポータルに対応するOS及びブラウザとしては、WindowsやMacOSなど、多くの国
民の皆様が利用されているものを推奨環境としており、そのバージョンアップなどに対
応したマイナポータルの改良を行っております。Linuxは長年の利用実績、安全性及び
安定性に一定の評価があるとのご指摘ではございますが、Linuxへの対応について
は、こうした国民の利用状況などを踏まえ、現在は行っておりません。ご理解のほど、
どうぞよろしくお願いします。

【財務省】
　利用可能なOS及びブラウザソフトについては、利用者のニーズを踏まえて対応して
いく必要があると考えていますので、システム改修のための予算確保など、実現に向
けて対応を検討していきます。

【総務省】
次回国勢調査において、より多くの環境で回答できるように取り組んでまいります。

提案理由：
1.windows7が終了しwindows10に以降した結果
  windows10自体が個人情報保護やアップデートの煩雑さ
　常に高機能のPCを要求するなどマイクロソフトとインテル
  の従来の戦略がそろそろ破綻している事。
2.Linuxはいろんなバージョンが有ってわかりにくいように
  思われているが既に25年以上の実績があり常にセキュリティ
  更新が行われwindows以上に安全性、安定性がある事。
3.マイナンバ、国政調査、確定申告など
  webブラウザ上で作業できる環境が整ってきている。
  むしろ中国製の怪しいブラウザを排除するように
  検討して頂きたい。
  ブラウザとしてはchrome,firefoxのみで十分である。

令和2年11月24日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

83 令和2年10月29日 令和2年12月16日
堤防の草刈り事
業の効率化につ
いて

全国一律であるのかどうか分
かりませんが、私が住んでい
る地区（岡崎）で一級河川（矢
作川）堤防の草刈り事業が非
効率ではないかと思い提案さ
せていただきます。
堤防の草刈り事業は縦割り行
政の弊害から、斜面中央部は
国土交通省管轄。堤防道路
付近及び下部の側溝付近は
県ないし市の管轄ということ
で、いつも部分的な除草しか
されなくて迷惑しています。地
域住民からは何故一度に行
えないのかとの問い合わせ
や、行政の非効率についての
苦情があります。

草刈り事業については土木工事等の様に大きな工事ではないので、金
額的なコストの削減額はさほど大きなものとはならないかもしれません。
しかし、毎年のように行われる事業であり行われる作業の同一のため、
一度決めておけば効率的な作業ができるのではないでしょうか。
提案の内容にもあるように国土交通省・県・市の担当者が何年かに一度
打合せを行い、堤防全体の草刈りを一括委託することにより委託金額の
削減と時期の統一化ができると思います。具体的な金額の提示はでき
ませんが、各省庁が別々に業者委託をするよりは格段の効率化が図れ
ると考えます。また、近隣住民も一括作業を行うことにより埃などの舞う
時期も短縮されるので健康被害も軽減されると思います。

個人 国土交通省 番号28の回答を参照してください。

84 令和2年10月29日 令和2年11月24日
財務省主税局と
経産省連携

税収の最大化のため主計局
司計課と主税局と経産省で連
携をとり景気対策チームを
作っていただきたい

予算編成のプロと税収のプロ
民間景気のプロが手を合わせれば　税収の最大化を成し遂げられると
私には思われます
歳入庁論議に近いものかもしれません

個人
財務省
内閣府

経済産業省

内閣府に、経済財政諮問会議が設置されており、経済全般の運営の基本方針、財政
運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項等につ
いて調査審議し、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画・立案や総合調
整を実施しています。
同会議には、内閣総理大臣や財務大臣、経済産業大臣等が参加しており、財務省と経
産省は、経済運営について連携を取りながら政策を進めています。

内閣府設置法第
18条、第19条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

85 令和2年10月29日 令和3年8月18日

点検記録類シス
テム化及び書面
保存のデジタル
化

と畜場を併設する食肉市場に
おいて、HACCP運用をしてい
くうえで、様々な点検表の帳
票がある。毎日の記録となり、
紙の使用量がとても多い。ま
た、対米認定取得施設となる
と、保存期間が3年と長期間
になるものもある。
これらの点検・記録類をシス
テム化し、またその記録の保
存については書面ではなくシ
ステムにおいてデータを保持
する方法を認めて頂きたい。
現状はと畜場法や対米認定
要綱には「記録を保存せよ」と
はあるものの「書面で保存せ
よ」とは記載されていないにも
かかわらず、厚生労働省から
書面での保存・保管を求めら
れている。併せて厚生労働省
査察や自治体保健所に記録
類を提出する際も、データで
の提出を認めてもらいたい。

これにより紙の使用量削減、保管スペース削減、紙の書類を回収する手
間を削減、回覧しハンコを押すタイムラグの削減、帳票整理に係る人員
の工数削減を目指したい。現場で点検した結果が即時に事務所パソコ
ンに反映されるため、逸脱時の早期対応や手作業によっておこる点検
結果の判断ミスを防ぐことも出来る。写真に残す必要のある場合も、タブ
レットのカメラ機能を使いシステム化された帳票に同時保存ことが出来
る。システム化することにより記録類の精度のレベルアップが期待でき
る。押印についてはシステム上の電子サインをもって代えたい。
令和2年6月22日にとりまとめられた規制改革推進会議の「デジタル時代
での規制・制度について」でも確認・記録のプロセスをデジタル化すべき
と書かれていることから是非ともお願いしたい。

京都食肉
市場株式

会社
厚生労働省

と畜場法及び食品衛生法並びにそれらの政省令（以下「と畜場法等」という。）並びにア
メリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱（以下「対米輸出要綱」という。）では、必要な記
録を残すように定めておりますが、その保存方法については規定をしておりません。

と畜場法第９条第
１項
と畜場法施行規則
第７条第２項、第４
項等
食品衛生法第50
条の２第１項
アメリカ合衆国向
け輸出食肉の取
扱要綱

検討に着
手

　と畜場法等におけるHACCPに係る記録の保存について、令和3年5月31日、各自治
体宛てに、一定の要件の下、電子媒体での保存が可能である旨周知しました。
　また、食肉の対米輸出施設においても、電子媒体での保存に際しては、輸出先国が
求める要件（データの完全性、電子署名の適切な運用及び記録の改変防止措置等）を
遵守する必要があることから、電子媒体での保存を検討される場合は厚生労働省まで
事前の相談をお願いしたいと考えているところであり、その旨を周知いたします。

86 令和2年10月29日 令和2年12月16日
日本版ＣＤＣ設立
について

ＣＤＣ（疾病予防管理セン
ター）のような組織を設立し、
今後の感染症に対応していっ
てほしい。

十年ほど前の新型インフルエンザが流行した際にも設立が検討された
が設立に至っていません。コロナの流行は国益を損なう自体になってい
ることは明らかです。厚労省だけではコロナへの対応は十分とは言い難
いです。
感染症が流行ってから専門家を収集して会議を開くのではなく、専属の
人間を常駐しておかなくては感染爆発は防げないと思います。国立感染
研究所が我が国にはありますが、政府や国民への影響力が大きいとは
あまり感じられません。今回のコロナのような感染症が再び起こりえま
す。その際に政治的な意向に妨げられることなく、そして国民の健康を
第一に考えて国全体の方向性を決めることが出来る、そして、国民の健
康を第一に考えた感染症対策・管理を実行出来る組織を作るべきだと
考えます。

個人 厚生労働省
感染症危機管理体制としては、厚生労働省、国立感染症研究所、国立国際医療研究
センターといった組織が連携して対応に当たっているところです。

感染症の予防及
び感染症の患者に
対する医療に関す
る法律第３条

現行制度
下で対応可
能

・感染症危機管理体制の強化を図るためには、国立感染症研究所と国立国際医療研
究センターが連携を更に深めていくとともに、同研究所の体制強化を図る必要がありま
す。
・厚生労働省としては、この両機関が有するそれぞれの専門性を踏まえて、両機関が
連携して、感染症の疫学情報、ウイルス情報、臨床情報等を集約し、感染力および罹
患した場合の重篤性等を迅速に評価し、情報発信できる仕組みについて、両機関と連
携しながら検討を進めているところです。
・また、国立感染症研究所の体制については、感染症のアウトブレイク等が発生した際
に実地疫学専門家を速やかに派遣・対応が可能となるよう、実地疫学専門家養成コー
ス（FETP）の強化等を図ることとしています。
・引き続き、両機関が互いの専門性を活かしながら各分野で連携の発展・強化を図り、
感染症危機管理体制の強化に努めてまいります。

87 令和2年10月29日 令和3年1月14日

私は74歳です。
『国民健康保険高
齢受給者証』の内
容を『国民健康保
険被保険者証』に
含め一つにする。

当該役所に『一つにして欲し
い』旨申し出るも制度が違うた
め出来ないと云われる。
病院に行く度に大きさの違う
二つを提示する等、面倒と、
資格を得た高齢者は皆同じこ
とを感じていると思う。
現在の『国民健康保険高齢受
給者証』は折り畳み財布にも
入らず、扱い難いことも理由
の一つです。

経済的効果等はないと思いますが、年齢と共に物忘れが増え一つの
カードで済めば有難い。
消費者目線です。
現在、病院には次を持参します。
『当該病院の診察券』
『国民健康保険被保険証』
『国民健康保険高齢受給者証』

個人 厚生労働省

平成30年より国民健康保険法施行規則において被保険者証兼高齢受給者証(一体証)
を被保険者証の一様式として規定し、様式例を規定しており、市町村保険者には一体
証の実施に向けた検討をお願いしているところです。また、令和3年3月から稼働予定
のオンライン資格確認システムではマイナンバーカードを用いてご自身の被保険者証
や高齢受給者証の情報が医療機関にて確認可能となるため、併せて推進していきま
す。

国民健康保険法
施行規則（昭和33
年厚生省令第53
号）第6条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

88 令和2年10月29日 令和2年11月24日
所得の県をまたぐ
引き継ぎについて

今年県外へ転居しました。育
児休業から6月より復職しまし
たが、8月の保育料算定の際
に1月1日時点での住所（旧
居）管轄の役所へ所得がない
旨の申告をせねばならず、転
送手続きをかけていたためリ
ミットギリギリで提出はできま
した。
ただ、保育園申請の際にもマ
イナンバーを記載しているの
に、何故この手続きが必要に
なるのかが不思議です。なぜ
県を跨いでの所得の開示がで
きないのでしょうか。マイナン
バーの意味が無いと思いま
す。

マイナンバーに基づいて所得有無等が把握できれば、書類も必要になら
ず、時間も短縮でき、時間もコストも削減出来ると思います。保育料のみ
ならず色々な所で無駄が省けるように思います。旧住所の管轄のデータ
から取り寄せるのではなく、マイナンバーで一括管理する等したらいいと
思います。

個人 内閣府

教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の
世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子（他の者の同一生計配偶者又は
扶養親族とされている者を除く。）に係る市町村民税に関する情報は、マイナンバーに
よる情報連携で転入先の市町村長が転出元の市町村長から取得することができること
としています。

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（平成25年法律
第27号）別表第二　
百十六

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
律別表第二の主
務省令で定める事
務及び情報を定め
る命令（平成26年
内閣府・総務省令
第７号）第59条の２
の２第１号ロ

現行制度
下で対応可
能

制度の現状に記載のとおり、マイナンバーによる情報連携で転入先の市町村長が転
出元の市町村長から税情報を取得することができます。

89 令和2年10月29日 令和2年11月24日

騒音を出す人へ
の取り締まり、行
政による相談窓
口を希望します。

・警察による注意のみならず、
然るべく取り締まり厳罰化。
・行政にて騒音問題を相談・
解決のできる窓口を望みま
す。

騒音トラブルによる殺人事件へ発展したケースもあります。
女子高生コンクリート殺人事件の犯人の１人が再び逮捕されましたが、
逮捕前に騒音トラブルを起こしていました。
京都アニメーション放火事件の犯人も事件を起こす前に騒音トラブル、
河川敷で投石殺人をした少年達も事件前に騒いでいる姿を目撃されて
いました。
騒音トラブルを起こす人と恐ろしくて対話も難しいです。
しかし騒音に悩み苦しみ、自分の家なのにゆっくり休む事もできず心身
共に追い詰められ自殺を考える人もいらっしゃいます。
現状では騒音に悩んだら解決方法は「引越し」「裁判」しかありません。
どちらも金銭的にも身体的にも被害を受ける側だけが負担が大きいで
す。
引越しをした先で再度また騒音に悩まされるという人もいらっしゃいまし
た。
警察は「注意しか出来ない」ので、悪質な人は注意されたことに腹を立て
更に騒ぎ続けます。
逮捕されないのが分かっているから、全く改善することなく騒ぎ続けま
す。
騒音に悩まされている人達にも生活があります。
仕事で疲れて帰宅しても家で寛ぐことも出来ず苦痛を感じ、体調を崩す
方も多いです。
国分寺市のように役所に窓口を設置し、騒音問題に関して解決に向け
て動いて欲しいです。
国分寺市では繰り返す悪質な騒音を出す人には、警察へ連携もとって
いるそうです。
全国でこのような窓口を設置して下さい。
警察での取り締まりも出来るようにして下さい。
安心して暮らせる日本にして下さい。
どうかよろしくお願い致します。

個人
総務省
警察庁
環境省

全ての市区町村には、住民から日常的に寄せられる騒音を含めた公害苦情に対応す
るため、「公害苦情相談窓口」が設置されており、関係行政機関と協力して公害に関す
る苦情の適切な処理に努めています。
また、警察においては、騒音に係る通報等を受理した場合は、個別具体的な事実関係
に即して、法令等に基づき適切に対応しています。

公害紛争処理法
現行制度
下で対応可
能

市区町村の公害苦情相談窓口において、引き続き、警察を始めとする関係行政機関と
緊密に連携して適切に対応してまいります。

90 令和2年10月29日 令和2年11月24日
各省庁からの統
計調査の一元化

総務省、財務省、経済産業省
から毎月のように同じような内
容のアンケート対応を行って
います。全部まとめて欲しい。
本当に無駄です。税務申告書
の金額を書くものもあります。
申告してるやんって毎回思い
ます。窓口をひとつにして各
省庁で共有してください。

雇用を生んでるのかもしれませんが生産性がないし、税金の無駄遣い
です。民間企業にとっても負担でしかない。統計法による調査と言われ
ると我々には拒否することは出来ません。本当にお願いします。
法律には問題ないと思いますが運用に無駄が多すぎます。民間企業の
業務にも影響しているので見直しをお願いします。

個人 総務省

統計法の規定に基づき、各府省の統計調査の承認に当たっては、他の統計調査との
重複排除の観点からも審査を行っています。また、本年６月に閣議決定した「公的統計
基本計画」に基づき、統計調査の企画に当たって、行政記録情報等の活用可能性を事
前に精査・検討し、調査事項の縮減や代替を図ることとされています。
例えば、令和元年には、商業統計調査、特定サービス産業実態調査及びサービス産
業動向調査の３調査を統合し、必要最小限の事項を把握するよう再編を行いました。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。引き続き、報告者の皆様の負担軽減に資する取組
を行ってまいります。

91 令和2年10月29日 令和3年7月20日
不妊治療の在り
方について

不妊治療を都府市町村に任
せるのではなく、国に一元化
をする。
助成金の自治体毎の差を無く
す意味合いも有り。
また、出産の費用も個人的に
希望項目以外の必ず掛かる
費用は全て無償にすべき。

期待を込めて提案します。
私は42歳の男性ですが、妻と不妊治療を行ってましたが、止めたら第一
子を授かりました。
精神的負担からの解放が要因だったと思いますが、その経験から書き
ます。
現在の不妊治療は都府市町村による助成金が出ますが、各自治体の
体力に依る為、助成金に地域差も出ています。
現在の不妊治療助成は主に体外受精に関わる内容が主で、この内容は
経験者からすると、不妊治療後期の内容になります。
前期に当たるタイミング治療、妊娠誘発剤、黄体ホルモン注射も少額で
は有りますが、回数が、かさみ負担になります。
たたでえ、不妊治療は妊娠落伍者のような感覚に陥り、精神的負担が想
像以上に掛かります。
この前期治療を無償にするなど、出産する人に手厚く寄り添う必要を感
じます。
また、出産費用も地域の医療費の差により、違いが出ています。
これでは、国民が平等な環境での出産状況は得られません。
出生数は国の根幹に関わる最重要事項です。
この状況では就業人口に影響を受けるGDPも下がる一方です。
国の国策として一元化して手厚い補助を求めます。

個人 厚生労働省

不妊治療については、「子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の運営に
ついて」（平成21年３月５日付20文科初第1279号雇児発第0305005号文部科学省初等
中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙「安心こども基金
管理運営要領」に定める「不妊に悩む方への特定治療支援事業（令和３年１月１日以
降治療終了分）」において、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、
その経済的負担の軽減を図っています。

出産費用については、医療保険制度において、出産に要する経済的負担を軽減する
ため、保険料を主な財源として、出産育児一時金を支給しています。

「子育て支援対策
臨時特例交付金
（安心こども基金）
の運営について」
（平成21年３月５日
付20文科初第
1279号雇児発第
0305005号文部科
学省初等中等教
育局長及び厚生
労働省雇用均等・
児童家庭局長通
知）

健康保険法（大正
11年法律第70号）
第106条

対応

不妊治療については、令和２年閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」にお
いて、子どもを持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早
急に実現するとされ、具体的には、令和４年度当初から保険適用を実施することとして
おり、引き続き、不妊症に悩む方々が安心して不妊治療を受けられるような制度を考え
てまいります。

出産費用については、出産育児一時金の支給額の見直しについて、医療保険部会に
おいて議論を行ったところであり、令和２年末のとりまとめにおいて、出産育児一時金と
して必要な額の検討については、費用増加要因の調査等を通じて、費用を詳細に把握
した上で、新たに収集したデータに基づき検討すること等とされており、今後、医療保険
部会のとりまとめを踏まえた検討を行ってまいります。

92 令和2年10月29日 令和2年12月16日 選挙の開票作業

現在、殆どの選挙は20時に締
め切り、21時ぐらいから開票
をして深夜まで作業をします。
なぜ、夜作業をする必要があ
るんですか？職員の深夜手
当てや作業員への手当てなど
は国民の税金ですよね。
少し早く当選者を知ったところ
で、国民には利点はないと思
います。

開票作業は翌日12時に一斉スタートにする。前日投票場にいた職員な
どが休めるから。又、日勤の時間になるから深夜手当等のお金も発生し
ない。
日勤に作業する事により、ミスが減る。
開票まで時間があるので準備や人員配置の調整が出来る。公職選挙法
第65条で開票はすべての投票箱が送致された日か翌日となっているの
で、即日やって翌日に確認してるのだと思います。翌日ではなく翌々日
まで伸ばす法改正でもすれば良いと思います。
なんなら開票は翌日にするという法改正をしてもよいのでは？
誰が見ても無駄な税金の垂れ流しです。
御考査ください。

個人 総務省

中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会
及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるよ
うに努めなければならないこととされています。
また、開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行うこととされてい
ます。

公職選挙法
第6条第2項、第64
条及び第65条

事実誤認

選挙の結果は選挙人に対して速やかに知らせるように努めることとされております。
公職選挙法第65条の規定は、開票を即日行って翌日に確認するというものではなく、
開票をすべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行うことを定めたものであ
り、それぞれの選挙につき、市町村の選挙管理委員会において適切に判断されている
ものと考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

93 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国税庁を財務省
管轄から独立させ
てください

財務省の傘下に国税庁がぶ
ら下がっている事により、歪な
国家権力体制が放置されてい
る。
財務省は日本国の国力低下
に導く売国的な政策を強行さ
せてきたにも関わらず、その
悪行を浄化する機能が国家
に存在しない。このままの体
制が維持されれば、財務省は
益々省庁権力を肥大化させ、
やがて日本国を壊滅させるこ
とに発展していくことでしょう。
この要因は、国税庁が財務省
傘下にあることだと考えます。
財務省が国税捜査権を有して
いることで国家運営の優位に
立ち、権力を濫用していること
にあると考えます。
財務と国税が同一管轄である
必然性はありません。透明性
を高めるためには国税庁を財
務省からその独立させるべき
と強く考えます。

国税庁が財務省傘下にある事により、財務省が巨大な国家権力を堅持
しており官庁間で力関係が歪な形で偏重している。
財務省は本来、日本国にとってマイナスでしかない消費税の必要性を唱
えてきましたが、その結果、経済は落ち込み、国力は低下の一途を辿っ
ています。消費税が国家に与える負の影響力は経済評論家・三橋貴明
氏や高橋洋一氏、藤井聡氏などの数値分析からも明らかで論を待ちま
せん。
しかし未だ子孫の代にツケを残してはいけない。清算する必要がある、
などの嘘がマスコミを通じてばら撒かれ多くの国民を洗脳しています。
このプロパガンダは確実に国家の体力を蝕み、企業の売り上げを低下さ
せ、国民の可処分所得を奪っています。
一体、消費税によって得をしたのは誰だったですか？
国家は経済の落ち込みにより税収が落ち、国民はデフレで所得が30年
も上がらず貯蓄に回り、日本は負のスパイラル真っ逆さまではありませ
んか。
この数値にも現れている現実があり、それを認識しながらも異を唱えるこ
と方がないのは、国税庁が財務省傘下にあるからではないですか？！
国税捜査を恐れているからではないですか？
それならば総理交代を機にこのボトルネックを取り払いましょうよ。
今後、国際金融や米中対立による大きな衝撃が起こる可能性が濃厚で
あるいま、もう財務省による権力濫用は許してはいけません。
日本人による日本人のための政治を取り戻すのは今しかありません。
もうこれ以上、財務省による国力を低下を見過ごしてはまずいです。
ついては、財務省から国税庁を引き剥がし独立させる。これにより今より
は健全な国家運営が担保されやすくなるだろうと確信するため。

個人 財務省
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づき、財務省設置法第十八条において財
務省に国税庁を置くこととされています。

国家行政組織法
第三条第二項
財務省設置法
第十八条

その他

　税制の企画立案と執行が一体として効率的かつ効果的に機能する体制を引き続き
継続することが必要と考えています。
　税務調査については、「国税通則法」に規定されている「質問検査権」（税務職員が納
税義務者等に対して質問し、帳簿書類などを検査することができる権限）に基づき、与
えられた権限の範囲内で適切に実施しております。

94 令和2年10月29日 令和3年6月16日 現金領収

厚生労働省では、各県労働
局、労働基準監督署で労働保
険料を納付できるが、労働保
険年度更新時期以外は、労
働保険申告書の納付書を使
用できないため、職員は納付
書と同じ内容を現金領収証書
を再度記載することになるた
め、2度手間であり、来庁者を
待たせることになる。金融機
関では通年納付書を使用でき
るのに、大元の官庁が使えな
いのは国民の理解は得られ
ない。

納付書を通年使用することにより、来庁舎を待たせることなく、国民の理
解を得られる。
そもそも、金融機関で通年利用できる納付書を使えないことが、ナンセン
スで、現金領収証書に書き換え、来庁者を待たせることで、来庁者が待
ち時間が長いことで、怒り出してトラブルになることが多いことも防げる。
ぜひ、通年納付書が使えるよう改善してもらいたい。

個人 厚生労働省

事業主等が保険料等の納付を行うにあたっては、年度更新時期等以外でも、労働局・
監督署窓口において納付書を提出可能です。
但し、労働局・監督署窓口において現金または証券を領収した際に、行政側で「原符
（現金領収証書）」を記載して現金出納簿との突合を行い、また書損や修正の際の手続
き等も厳格に定めることにより、収納誤りや不正等の防止を図っています。

労働保険徴収法、
労働保険徴収法
施行規則

検討を予定 今後検討を予定しております。

95 令和2年10月29日 令和5年5月17日
印鑑証明につい
て

印鑑証明は各市町村にて登
録する必要がある。転勤族の
場合、引越しの都度登録し直
しカード発行など面倒及び時
間お金の無駄である。
マイナンバーカードに印鑑証
明も入れば、都度登録の必要
が無くなる&カード発行無くな
る&役所の手続きする人が他
の仕事出来る&カード製作に
係る市町村のお金が必要無く
なる。

マイナンバーカードに印鑑証明が紐付いて引越しの度に手続きの必要
が無くなると。
役所での手続きの時間が必要無くなる。
役所の人がそこに必要だった時間を他の仕事に回せる。もしかすると人
員削減も可能。
市町村で準備していたカードが不要となり、その費用が浮く。税金を他に
回せる。
国？発行の印鑑証明になればいつでも何処にいても使用可能な証明と
なり、タイムラグが無くなる。
マイナンバーカードさえあれば、重要書類契約であっても、オンラインで
印鑑証明が確認出来れば、紙での書類提出が不要となり、発行費用が
掛からずに済む。

個人 総務省

　印鑑証明の事務については、市町村固有の事務として実施されており、各市町村の
条例等を根拠として行われているものです。
　総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

なし 対応不可

　印鑑登録は、当該市区町村が備える住民基本台帳に記録されている者が登録の対
象となっており、住民基本台帳と同様に、印鑑登録原票も各市町村ごとに管理されてい
るため、他の市町村に転出した場合には再度印鑑登録を行う必要があります。
　なお、自治体の条例に基づき、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する（マイ
ナンバーカードによって印鑑登録証明書を発行する）ことは可能です。

96 令和2年10月29日 令和2年11月24日 高速料金の改革

交通法規では、台八車から大
型車輌まで有りますが高速料
金では「軽車両」から大型に
なっています。納税でも原動
機自転車から普通自動車まで
有ります。又、高速では　二輪
は軽自動車の区分に入り　各
高速道路会社でも独自の旅
行プランが二輪と四輪出てい
ます。高速道路会社自体も区
別しているのに料金設定は
「軽自動車」です

働き方改革で、休日は小旅行やバイクツーリングが多くなっております。
各高速道路会社でも独自の旅行プランが二輪と四輪出ています。昨今
の電子機器では細かく設定出来と思いますがいかがでしょうか？。
以前、「1000円乗り放題」等の時代が有りましたが土日祭日になると
パーキングから車が溢れ、トイレと自販機しか無かったはパーキングは
店舗が入ってお客さんで溢れていました。それほどでもないかもしれま
せんが、期待は出来ると思います。

個人 国土交通省

高速道路料金の車種区分は、車種間の負担の公平を図る観点から総合的に決定して
おり、自動二輪車は、軽自動車と同じ「軽自動車等」車種区分に分類されています。
高速道路料金の車種区分は、「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」、「特大
車」の5車種に区分されています。この車種区分については、以下の3つの考え方から
総合的に決定されています。
1「車両が道路を占める度合い」に応じてご負担いただく「占有者負担」の考え方 
2「高速道路を利用することにより受ける利益の度合い」に応じてご負担いただく「受益
者負担」の考え方 
3「道路の建設及び管理に係る費用に影響を与える度合い」に応じてご負担いただく
「原因者負担」の考え方 
自動二輪車については、以下の考え方を総合的に勘案した結果、「軽自動車等」に分
類されています。
1走行時に軽自動車と同様に一車線を必要とし、交通安全上必要な車間距離を確保し
て走行する必要があること 
2法定の最高速度は他の車種と同様に100kmであること 
3照明、標識等に要する費用や道路巡回費用等に関して他の車種と同様の負担を行う
べきものであること

道路整備特別措
置法

検討を予定

高速道路料金の車種区分を見直す場合には、手続き上、高速道路会社からの申請に
対し、国が許可すれば見直すことができますが、高速道路の料金については、建設・管
理に要する総費用を、料金の徴収期間内に料金収入で償うよう設定されていることや
引き下げに伴う減収分については、他の車種を値上げすることで償う必要があることか
ら、慎重な議論が必要であると認識しております。

97 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国勢調査の見直
し、及び廃止

大正時代に制定され、今年21
回目の国勢調査を行っていま
す。100年前に出来た法律に
基づいての調査だと理解して
いますが、10年程度の間に世
の中のシステムは大きく変化
している現代です。総務庁統
計局の仕事として大きいな事
業であると思いますが、費用
と効果の面からの検証がされ
ているのか疑問です。官公庁
の既得権保護だけの事業で
あるならば、一定の期間を
持って見直しか廃止をするべ
きです。

私は今年初めて「国勢調査員」としてこの事業にかかわっています。自
分の住んでいる地区だけでも150件～200件ほどの家庭に調査票を配布
しています。一市町村においても何十人と言う調査員が必要になりま
す。調査員には一定金額（4万～7万程度）の報酬が出ますが、全国規模
で考えれば膨大な金額となるように思います。また、調査票についても
印刷費用、あるいは発送費用などについても相当な経費が必要になり
ます。5年に1度と言う頻度でありますが、この経費についてはどのように
発表（公開）されているのか分かりません。また、調査結果についてもあ
まり周知がされていないのではないでしょうか。戦争前や戦後の混乱期
であれば手作業での調査も必要であり、国家建設の基礎データとして一
定の評価はあったと思います。しかし、最近ではデジタル化が進み、個
人データはかなりの部分がマイナンバーや住基ネットにより把握できて
いると思います。国勢調査内容が全く意味がないとは思いませんが、調
査費用とアウトプット内容の比重が50年前などとは大きく変わっていると
思います。100年を区切りとして調査の廃止をして、デジタル化推進費用
に充てることによりイ、ンターネットセキュリティーを向上させることの方
が意味のある税金の使い方ではないでしょうか。全国で1万人の調査員
がいるとして、市町村の担当者の経費、印刷費用などを合計すれば数
十億の費用が掛かります。是非、税金のより良い使い道を考えてほしい
です。

個人 総務省

 国勢調査は、５年ごとに実施することが統計法（平成19年法律第53号）第５条で定めら
れております。その調査事項は統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、総務
大臣からの承認を受け定められております。
　国勢調査は住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握することと
しており、また、国勢調査で把握する教育、就業状態、従業上の地位などは、住民基本
台帳などから得ることはできず、国勢調査を代替することは困難です。
　国勢調査の結果は、衆議院議員小選挙区の改定のほか、地方交付税の算定や過疎
地域の認定など、多くの法令でその使用が定められ、また、少子・高齢化関連施策、防
災計画など各種施策の基礎資料として幅広く活用されています。
　なお、経費については、調査結果の報告書に掲載しています。

統計法 対応不可
国勢調査を廃止することはできません。
今回の実施状況をしっかりと検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考え
ています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

98 令和2年10月29日 令和2年11月24日
各省庁の診療所
の在り方について

　各省庁及び出先機関にある
診療所の運営については共
済組合と官での運営されてい
るものと思いますが、従事して
いる事務、給与、福利厚生面
等複雑になっています。
　診療所の廃止を含め整理が
必要

公務員給与の面での見直しを含め負担すべき給与、共済組合との関係
を見直し各省庁出先機関にある診療所の統廃合を進め民間への開放
することが必要と思います。

個人 財務省

　各省庁及び出先機関にある診療所は、各省庁の職員の健康管理のため、国家公務
員共済組合法第98条第2項に規定する「組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための
施設の経営」として運営されています。
　共済組合の運営に当たっては、同法第12条の規定により、各省各庁の長が職員及び
施設を提供できることとされており、診療所の運営についても、国家公務員である医
師、看護師、事務職員等が従事していますが、必要に応じて共済組合が、別途、医師、
看護師、事務職員等を雇用しています。
　また、当該診療所の中には、人事院の定める組織区分（人事院規則10-4「職員の保
健及び安全保持」第5条）ごとに置くこととされている健康管理医（同規則第9条）が置か
れている診療所もあります。診療所を設けず、近隣の保健医療機関に健康管理医を委
嘱している出先機関もあります。

国家公務員共済
組合法第12条、第
98条

対応不可 診療所の統廃合、民間開放については、各省庁が判断するものとなっています。

99 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国勢調査訪問聞
き取り廃止

「調査世帯一覧」作成にあた
り、世帯代表者、男女別家族
人数を聞き取りにて調査して
いるが、「調査票」内容と重複
しており郵便受けへの投函の
みで良いのではないか？

・不在世帯が多い・
・個人情報を聞き取りで答えるのに抵抗感が強くなってい　
　る。
・地域自治体が迅速にデータを利用したくても母体数が少な　く信頼でき
るデータにならない。
・調査員が郵便受けへの投函のみになれば調査世帯が数倍広　げら
れ、全体報酬が数分の一に削減できる。
・国で集計できたデータは地域自治体でも詳細が閲覧できる
　ようにすべきである。

個人 総務省

調査世帯一覧の氏名については、調査書類の配布誤りを防止する観点から聴取して
おり、世帯人員数については、５名以上の場合に調査票の配布枚数が異なることから
事前に把握することとしています。また、男女別の家族人員については、地域内の男女
別の人口を正確かつ早期に把握するためにあらかじめお聞きすることとしております。
今回の国勢調査は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から調査方法の一部を
見直したところです。（https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/pdf/houshin.pdf）

その他
今回の実施状況をしっかりと検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考え
ています。

100 令和2年10月29日 令和3年1月14日

被保険者記号・番
号の個人単位番
号化に伴う過剰な
プライバシー保護
規制の見直し

運転免許証やパスポートを本
人確認書類として事業者が受
け入れる場合には運転免許
証番号や旅券番号はいずれ
も個人識別符号であってもマ
スキング処理は求められてい
ないにも関わらず、健康保険
証のみ個人番号並みの取り
扱いを事業者に求めることは
過剰なプライバシー保護規制
と考えられ見直しを検討いた
だきたい。

1.本人確認書類に一般的に使われる運転免許証等と異なる取り扱いを
することへの根拠が不明
2.健康保険証のみ個人番号並みの取り扱いとなることによる事業者事
務負担の増加と消費者視点の分かりにくさ

個人 厚生労働省

　被保険者等記号・番号等については、健康保健事業又はこれに関連する事務以外で
告知を求めることを禁止されています。
　健康保険証につきましては、この被保険者等記号・番号等が記載されているため、本
人確認等を目的として用いる場合には、被保険者等記号・番号等のマスキングを求め
ています。

健康保険法（大正
11年法律第70号）
等

対応不可

　被保険者等記号・番号等については、被保険者番号が令和2年10月から個人単位化
されたことに伴い、ほぼすべての国民が医療保険制度に加入するため実質的に悉皆
性を有する番号となること、オンライン資格確認システムにより特定健診の情報、薬剤
情報等と紐づくものであり、秘匿性を高める必要があること、等の理由から、プライバ
シー保護のために、告知要求制限の規定を設けているところです。
　一方で、健康保険証については、健康保険事業に関する諸手続き以外の場面におい
ても、本人確認書類として活用されている実態があるため、引き続き本人確認書類とし
て活用できるよう、こうした活用の場面においてはマスキング処理を行うという取扱いを
求めているものであり、この取扱いを改めることは適当ではないと考えています。

101 令和2年10月29日 令和3年7月20日
介護保険制度と
健康保険制度の
縦割りの弊害

ご高齢であるサービス享受者
でも分かりやすい、そして介護
職と医療職が混乱しないよう
な資料作成やホームページを
活用した情報伝達のご提案

一例として薬剤師の業務として、患者の自宅に薬剤を届けて医薬品の
適正使用を管理する業務（以下、在宅での薬剤管理と呼びます）を挙げ
ます。
＜在宅での薬剤管理とは＞
在宅での薬剤管理は介護保険、医療保険の両制度で、同一内容が規程
されており、患者側が享受できる内容および薬剤師が行う内容も料金も
差異はありません。
両保険制度の基となる法律は違うため、在宅での薬剤管理の名称は３
つに分かれております。（介護保険制度では(1)居宅療養管理指導と(2)
介護予防居宅両方管理指導、医療保険制度では(3)訪問薬剤管理指
導）
＜経済産業省と厚生労働省の違い＞
経済産業省は、このようなケースでは担当部署横断で業界団体を活用
して分かりやすい資料、必要な契約書及びマニュアルの雛型を作成して
周知してあるのが常です。
しかしながら厚生労働省は、介護保険制度の内容について主に介護職
（ケアマネージャなど）業界団体に専門用語で周知し、健康保険制度に
ついては医療職（医師・歯科医師・薬剤師）業界団体へ専門用語で周知
するといった縦割りの手法をおこなっております。
＜厚生労働省の対応の結果起きていること＞
介護職は介護保険制度、医療職は健康保険制度と、一方に偏った知識
しか身につけず、在宅での薬剤管理に限らず、内容は同じなのに用語
が違う業務の誤解や混乱からスムーズに患者対応が出来ない事態が
生じます。
多くの医療機関や薬局も用語は違うため、患者の容態に応じて、都度介
護保険制度に基づく契約書と健康保険制度に基づく契約書を締結する
運用になり、ご高齢の方に対して手間を強要しています。

個人 厚生労働省
医療保険制度、介護保険制度について、厚生労働省HP等において情報提供を行って
います。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き、わかりやすい資料の作成や広報に努めてまいります。

102 令和2年10月29日 令和2年11月24日
労働問題の掌轄
が分散している件
について

労働契約法5条と19条2、障害
者の雇用の促進等に関する
法律36条3違反の事項で労働
基準監督署(雇い止が法に反
する場合の監督官庁)・ハロー
ワーク(障害者雇用を担当す
る監督官庁)・労働局(業務委
託契約や短期有期雇用の問
題等労基署で担当できない場
合の監督官庁)を全て巡らな
ければならなかった。
特に障害者雇用が絡んだ場
合の監督官庁についてどこの
官庁も強制力・指導権限がど
の官庁にあるか断言できな
かった。
ワンストップで全て片付くよう
にとまでは言わないが、労基
署ないしは労働局で障害者雇
用の問題の指導を代務でも行
えるようにしてほしい。特に労
基署でできるのが望ましい。

現在障害者雇用の促進等に関する法律に反する事項の取り扱いはハ
ローワークが一次対応、労働局が二次対応(但し権限が少ない)となって
おり、労働基準監督署が対応できない状態となっている。
だが、労働問題で最初に相談するのは労基署であることが多く、そこで
労働契約の問題と障害者雇用の問題を切り分けて各々の監督官庁に
対応依頼をするという状態になっているのは労働問題を相談する上で相
談者側の負担が大きい。
また、ハローワークも労働契約が生きている場合は指導効力を発揮でき
るが問題が起きた時点で労働契約が失効している場合が多く、一旦労
働局であっせんにより労働契約を復活させた上での指導という形を取ら
なければならなくなるため指導力に限界が生じている。
労基署ないしは労働局で一元的に取り扱いができるようになれば既に失
効した労働契約に対する障害者雇用の問題点の指導ができるようにな
るため、労働審判に至るまでに解決できる可能性が高まり全体的に労
力が大幅に削減できるものと考える。
また、相談のために各官庁を全て訪問して相談せずともワンストップで
解決できるようになれば、各官庁の相談員の負担軽減と取り扱い件数
の向上にも繋がると思われる。
現在労働局は相談員の予約制導入が必要か否かというところまで業務
が逼迫しているため、まだ余裕のある労基署の権限を多少拡大すること
は業務量の適正化にも繋がると考える。

個人 厚生労働省

それぞれの機関において、業務を的確に行う観点から、ハローワークにおいては、障
害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し助言・指導・勧告等、労働基準
監督署においては、賃金や労働時間など労働条件に関するご相談に対する対応や、
法定労働条件の履行確保上問題があると考えられる事業場に対する監督指導等を
行っているところです。
また、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている総合労働相談コーナー
においては、職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供を行っている
ところです。

現行制度
下で対応可
能

いずれの機関に相談していただいても、適切な機関と連携・回付するなどして、利用者
の負担にならないよう適切な支援に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
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要請日

回答
取りまとめ日

103 令和2年10月29日 令和2年12月16日 選挙制度の改善

　選挙制度は、期日前投票や
１８歳投票制度への移行など
改革が行われています。しか
し投票時間については、遠隔
地の繰り上げを除いて原則午
後８時までとなっており、その
後の開票となり終了は深夜と
なり時には、明朝となる場合も
ある。
　投票日は、１２時までとして
その後に開票したら、事務従
事者、メディアその他多くの人
の働き方改革につながる。検
討していただきたい。

　また、投票録の記載について提言します。
投票録の記載で投票者を男女別に集計しているが、男女別の投票率
は、まったく意味が無く無駄である。記載に当たる事務従事者はこれに
結構神経を使うし、労力もいります。

個人 総務省 投票所は、原則として、午前７時に開き午後８時に閉じることとされています。
公職選挙法第40
条

対応不可

公職選挙法第40条では、投票所は、原則として午前７時に開き午後８時に閉じるとされ
ていますが、これは選挙人の投票環境を向上させるため、平成９年の改正で、従来午
後６時に閉じるとされていたものを、現在の午後８時に閉じるとされたものです。ご提案
については、選挙人の投票の機会の確保等との関係から、検討が必要です。

104 令和2年10月29日 令和2年11月24日 印鑑について

各種書類に書くのを印鑑不要
にしてほしい
サインのみにして、印鑑捺印
を廃止にしてほしい

書類にサインしたら印鑑捺印は不要と思います 個人 内閣府

規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、各府省は,所管する行政
手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めているも
の原則として全てについて、年内に、順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の
改正やオンライン化（年内の対応が困難なものについては、見直しの方針示す）を行う
こととされています。
なお、民間事業者間における押印については、法令で個別に規定のあるものを除き、
押印の義務付けは行っておりません。

なし 対応
内閣府からの9月24日付の行政手続に関する照会に対し、各府省からは、国民や事業
者等に押印を求めている行政手続の99%以上について、見直しを行う方針との回答が
示されています。

105 令和2年10月29日 令和2年11月24日
職員の数につい
て（窓口対応担当
者）

船舶検査の申請時に担当の
職員が一人しかおらず、すぐ
に対応できません。人事院が
毎年定員削減を一律に全省
庁に貸せるのは無駄ではない
でしょうか？必要な部署には
人数をそろえておくべきです。
現場の実態も理解できない人
事院が定員管理をするのは
既に無理があります。兼務さ
せるとしても、本籍業務が忙し
ければ応援対応は不可能で
す。年休を取得することも不
可能です。事業者が困るだけ
ではなく、職員も働く意義を見
失います。働き方改革と逆行
している実態があります。

職員の定員を各省庁に委ねたらどうでしょうか？必要な部署には必要な
正規職員の人材を十分配置するべきです。国土交通省では人がいない
ため検査担当と言いながら実態は船員担当を担務指定という都合のい
い形で仕事をさせています。窓口業務は待ってもらえません。現場の声
として、実態は正しく運用されているとはとても思えません。また、声を出
しても上局に握りつぶされるだけです。

個人
内閣官房

国土交通省

各府省内における具体の定員・実員配置については、各府省が、それぞれ定められた
定員の範囲内で、組織や業務の実情等を勘案して行っているものと承知しております。
また、国家公務員全体の定員については、閣議決定（「国の行政機関の機構・定員管
理に関する方針」（H26.7.25閣議決定））に基づき、厳しい財政状況の中、内閣の重要政
策への対応に重点的に増員する一方で、これら増員の原資を確保するために定員合
理化にも取り組んでいるところです。

行政機関の職員
の定員に関する法
律（昭和四十四年
法律第三十三
号）、
行政機関職員定
員令（昭和四十四
年政令第百二十
一号）

現行制度
下で対応可
能

内閣人事局では、今後とも、現場の実情・課題などについて、各府省から丁寧に伺いな
がら定員管理を行ってまいります。

106 令和2年10月29日 令和2年11月24日
PSC（ポートス
テートコントロー
ル）について

日本の外航船が入港してくる
港を管轄する運輸局がPSCを
実施しています。これをすべ
て海上保安庁が実施した方が
いいです。

運輸局の外国船舶監督官は実態は英語もろくにしゃべれない職員、機
関や各機器の動かし方や操船方法もろくに知らない監督官がPSC業務
をやっています。正しくジャッジされているとは思えません。限られた人
数も少ないため夜中や休日の海難事故等もすぐには対応できません。
日本の港内でも着岸しない限り立入りすら不可能です。
それに対して海上保安庁は、ほぼ全員が船員であり海技免状保持者で
す。英語だけでなく中国語、ハングル語、ロシア語など専門の職員を多
数配置しています。土日休日・夜間も対応可能です。事故船がまだ沖に
いるから対応できません！ということもないです。安全装具も安全に対
する訓練も十分実施されています。
既得権を離さない縦割り行政の最たるものだと思います。

個人 国土交通省

日本のPSC（ポートステートコントロール：寄港国の当局による外国船舶に対する検査）
を担当する運輸局の職員は、PSCを受検し不備を指摘された外国籍の船舶の状況を
考慮して、土日休日であっても出動し、問題の迅速な解決に向けて対応しており、ま
た、必要に応じ沖合に錨泊の船舶への立ち入りも実施しています。
なお、PSCは、寄港した外国船舶がこれからの航海で海難事故に遭うことを未然に防
止することを目的に実施するものです。海難事故発生後の人命救助や事故原因の究
明を目的とはしていません。

また、海難事故の未然防止のために、船舶や船員が満たすべき基準は、海上人命安
全条約などの国際条約に定められており、船舶が籍を置いている国の政府は、船舶や
船員が国際基準に適合している旨の証書を交付することになっています。
PSCは、寄港した国の職員が、外国籍の船舶や船員が国際条約に適合しているかどう
かを検査する業務であり、PSCを担当する職員については、自国の船舶や船員に対す
る国際条約に適合しているかどうかの船舶検査や証書の交付などの業務に従事した
経験を有する必要があると国際的に定められています。
日本において、この国際的なPSC担当職員の資格要件を満たすのは、船舶検査官や
運航労務監理官の経験を積んだ地方運輸局の職員のみとなります。
日本のPSC担当職員は、船舶検査官または運航労務監理官としての経験があること
から、関係する国際条約や国内規則についての専門的知識を有しており、また、船長・
船員及び外国のPSC当局と英語により意思疎通を図る能力も有しています。

以上のように、日本のPSCは、国際的な資格と知見を有する運輸局の職員により、適
切に実施されているものと考えております。

IMO（国際海事機
関）決議
Resolution 
A.1138(31)
及び
地方運輸局組織
規則（国土交通省
令第73号）

事実誤認 国土交通省は引き続きPSCの適切な実施に努めて参ります。

107 令和2年10月29日 令和3年1月14日
国税調査の世帯
の定義について

国税調査では、一つの家で住
んでいる人全部で世帯と言い
ますが、複数世帯で住んでい
る場合、納税や選挙などは
別々に書類等が届きます。
今回は一緒に書いてください
と言われましたが、これでは
色んな統計がずれるのではな
いでしょうか。
世帯という言葉をもう少しきち
んと定義していただく方が、比
較もしやすくなるのではない
かと思います。

富山市在住で、母方の祖父母宅に、母と私で間借りしています。
実態としてはほぼ同居ですが、2世帯として、カウントされているので、選
挙の際なども2通届きます。
○○様方、などで、住所の書き方も違います。
しかし、今回の国税調査については、4人全員を記載してくださいと言わ
れました。
すると、住居の記載はひとつ。
母と私は住まわせてもらっている側なので、少し違います。
こういうことになると、国の統計はずれてきませんか？
これでは、基準が違うデータをそれぞれに分析することになり、数字遊び
になってしまわないかと懸念しています。
戸籍や住民票ベースで行うのが基本ではないでしょうか。

個人 総務省

国勢調査では、住民票などの届け出に関係なく、ふだん住んでいる場所で把握するこ
ととしております。また、国勢調査における世帯の定義については、一緒に住んでいる
夫婦・親子・兄弟など、住居と生計を共にしている人々の集まりを一つの世帯としてい
ます。
同じ建物に住んでいても生計を別にしているなど、世帯が別になる場合は、世帯の求
めに応じて調査票を追加で配布することとしています。
（https://www.kokusei2020.go.jp/lib/pdf/household/entry/2020_chousahyoukinyuu.pdf
）

その他
届け出に関係のない実態を調査していることがより伝わるよう、今後とも、関係者の指
導を含め鋭意取り組んでまいります。
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108 令和2年10月29日 令和2年12月16日
高齢者住まい行
政の一本化

　現在、高齢者の住まいで「サ
高住」は住まい法に基づき国
土交通省の管轄。「有料老人
ホーム」は老人福祉法に基づ
き厚労省の管轄。
　高齢者にとっては両者は同
じもの、区別はありません。特
に食事と介護を提供する「特
定施設のサ高住」と「介護付き
有料老人ホーム」をお上はど
う区別して説明するのです
か。一本化して下さい。

　消費者は、サ高住と有料老人ホームでほぼほぼ同じ住まいを探すの
に、異なる法律、異なる監督官庁、異なるホームページ、異なる業界団
体に問い合わせをして探しています。
　基本的にサ高住も有料老人ホームも民間企業等が提供する高齢者向
けの住まいです。その構成は両者共に個室居室の提供と種々のサービ
ス提供です。いずれも多くの事業者は家賃（相当額）と管理費、食費、
サービス費を受領します。確かに法律に基づきサービスレベルの低いサ
高住は存在しますが、その入居者もいずれは介護を受ける可能性が高
く、事業者は食事介護提供（又は紹介）を避けては通れません。又、家
賃と家賃相当額に違いなんて消費者にはありません。以上両者は、ほ
ぼほぼ同じで法律だけが異なります。
　高齢者住まいに関する法律、監督官庁を一本化して下さい。
　併せて、月払いのサ高住は建物賃貸借契約をして月払い家賃を授受
するにも係わらず、高齢者向け賃貸住宅紹介業者は野放しで管理する
法律がありません。従って高齢者住まい紹介業者には、（営業が）強引・
（紹介先が）不公平・（手数料が）不明瞭といった苦情があります。せめて
宅建業法を適用させるべきと考えます。
　これ等を一本化すれば、消費者が安心して簡単に自分に合った予算、
サービスを提供してくれる高齢者住まいを探せると思います。
　河野さんに通じないのでメールしました。

個人
厚生労働省
国土交通省

　高齢者向け住まいのうち、「有料老人ホーム」については、老人福祉法に基づくもの
であり、厚生労働省所管、「サービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）」について
は、高齢者住まい法に基づくものであり、国土交通省、厚生労働省の共管となっており
ます。
　「サ高住」については、政策上、「住宅」として位置づけられており、バリアフリーや居
室の面積等のハード面と安否確認等のサービス面の基準が設けられていることから、
ハード面については主に国土交通省が担当、サービス面については国土交通省、厚
生労働省両省で担当しており、両省連携のもと、一体的に制度の運営をしております。

　また、ご指摘の「特定施設のサ高住」と「介護付き有料老人ホーム」の区別について、
「サ高住」は、上記のとおり、有料老人ホームとしての規定とは別に、サ高住としての
ハード面とサービス面の基準に適合している必要があり、異なるものとなります。

　このほか、高齢者向け住まいを探しやすい環境整備に向けて、高齢者住まい事業者
団体連合会において、「高齢者向け住まいの選び方ガイド」（リーフレット）を作成し、そ
れぞれ特徴や選び方などを周知することや、「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表
制度」の運用が開始するなどの取組が図られているものと承知しており、両省としても
これらの取組に協力しているところです。

老人福祉法、高齢
者の居住の安定
確保に関する法律

現行制度
下で対応可
能

高齢者向け住まいについて、厚生労働省と国土交通省で連携し、一体的に取り組んで
いくとともに、事業者団体による取組に協力するなど、消費者の方々にとって高齢者向
け住まいを選択しやすい環境整備に努めてまいります。

109 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国家試験（通産省
所管試験）受験申
込時の改善依頼

国家試験受験時に、NET申請
時における名前表記の変更
方法に、所管省庁の違いでそ
の後の対応（手続き）にあまり
に違いがありすぎて困ります。
今まで、総務省・厚労省所管
の各種国家試験を受験してき
ましたが、今般初めて通産省
所管の国家試験を受験しまし
た。
総務省所管の場合は、試験
当日試験官に申し出て、変更
申請書をもらい、その場で（該
当文字を）記載して試験官に
手渡しておしまい。
通産省所管の場合は、NET申
請後速やかに書留郵送等で
変更申請書と疎明資料を変
更申請期日までに申請する。
通産省さんの場合、なぜ受験
の段階でここまで要求する必
要があるのでしょうか？
総務省所管の国家試験並み
に簡素化してください。

令和２年の（通産省所管の）電気主任技術者試験受験に際し他省庁（ex.
総務省）との対応の違いに怒り心頭です。
私の名前は高橋です。「高」は、正しくは「はしご高（第２水準）」ですが、
NET申込では対応しておりません。
それで、（総務省所管試験の場合は）受験当日に、試験官から記載事項
変更の申し出書をもらい、その場で記載して試験官に渡しておしまいで
す。
しかし、通産省所管試験の場合は、NET申請後に、届け出期限までに受
験案内に同梱されている変更申請書に（正当文字を）記載し、疎明資料
を添付して書留郵便or準ずる方法にて郵送する。又は....（省略。詳しくは
受験案内参照）。
試験当日にも、会場にていろいろ波乱がありました（割愛）が、とにかく試
験主催者の「電気技術者試験センター」に電話しろとの一点張りで終
了。
翌日、「電気...」に電話すると、受験案内を読んでない貴方の過失の一点
張り。そのうえ、通産省所管の他の試験（７つ？あるそうな）でも同様の
取り扱いと逆切れされました。
とりあえず、訂正には対応するとのことでしたが、非常に腹立たしいで
す。
根本原因は、NET申請に、漢字第２水準が非対応なことが原因ではあり
ますが、名前の「漢字表記」の違いなど受験の際の本人確認に際して
は、子細なことと思います。
受験者の本人確認をしたいのであれば、身分証等で確認すれば良いわ
けで、事前に....などは笑止千万と思います。
免許交付時には、住民票原本の添付が義務づけられています。これで、
十分でしょう。
繰り返しですが、漢字表記だけの問題です。そのうえ、他省庁の取り扱
いと比較して、あまりにお役所仕事すぎます。

個人 経済産業省

　電気主任技術者試験の実施に関する事務については、電気事業法に基づき、指定
試験機関である一般財団法人電気技術者試験センター（以下「試験センター」という。）
が実施しています。
　インターネットにより、試験センターのホームページから電気主任技術者試験の受験
申込みを行う際に入力できる漢字は、受付システムの都合上、JIS漢字コード（第一水
準、第二水準）に定められた漢字のみとなっております。
　このため、住民票に記載されている氏名の漢字と異なる漢字で受験申込みされた場
合は、受験申込み締切日から約２週間後を期限とし、所定の申出書に正しい漢字を記
入の上、運転免許証等の公的証明書の写しを添えて、FAX又は簡易書留等の配達記
録が残る方法により送付いただいております。
　なお、試験当日、試験会場における内容変更の申出は受け付けておりません。

電気事業法第45
条第2項

対応

　今回の御提案を踏まえ、氏名の漢字の修正方法を次の２通りから選択出来るよう改
善策を検討し、令和３年度の電気主任技術者試験から運用開始する予定です。
① インターネットによる受験申込み時に、正しい漢字が記載された画像をアップロード
する等の方法により、漢字の修正を受付可能とするシステムに変更します。
② 試験当日、試験会場において正しい漢字を申出いただくことにより、漢字の修正を
受付可能とする対応に改めます。

110 令和2年10月29日 令和2年11月24日
家賃給付金の申
請迅速化につい
て

家賃支援給付金の審査担当
者と質問を受け付けるコール
センターの情報共有ができる
体制にしていただきたい。

家賃支援給付金を申請しておりますが、申請システムの問題で全く通り
ません。私のような人は大勢いると察します。
まず、申請に不備があると事務局からメールがありますが、その審査担
当者と連絡が取れれば一発で問題点が分かるのですが、連絡を取るこ
とができず、コールセンターに教えを乞うことになります。しかしこのコー
ルセンターも審査担当者と連絡が取れないので一から問題点を探すこと
となっており、全く無駄な時間と人員を要しております。おまけにコールセ
ンターの言うとおりに直しても再び事務局から不備の指摘がある始末で
す。
せめて審査担当者とコールセンターが話ができる体制にしていただきた
いのです。そうでないと永遠に終わりません。最近人員を増やしたとの
報道がありましたが人員ではなく審査員とコールセンターの情報共有を
行っていただければ大幅にスピードアップするはずです。
何卒よろしくお願いいたします。

個人 経済産業省

　家賃支援給付金事務局に申請者の皆様から大変多くのお問い合わせをいただいて
いるところ、迅速に審査・給付を進める観点から、申請者からのお問い合わせはコール
センターで回答させていただくこととしています。
　コールセンターに申請の不備に関するお問い合わせがあった場合、具体的に申請者
の申請内容等を確認しなければ正確な御案内が難しいため、コールセンターから折り
返し連絡することとしています。
　折り返しに際しては、申請内容の確認に加え、審査担当者の審査内容の確認も行
い、御案内すべき内容を丁寧に検討してお伝えするよう努めています。また、申請者と
コールセンターとのやりとりを必要に応じて審査担当者に伝えるなどの連携を行ってい
ます。
　審査体制の強化に加え、事務局及びコールセンターの担当者の習熟度を高め、申請
者の皆様に迅速かつ適切に対応するよう努めていきます。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

112 令和2年10月29日 令和2年11月24日
水防法と災害対
策基本法

市町村や都道府県は災害対
策基本法に基づき｢地域防災
計画｣を、水防法に基づき｢水
防計画｣を作成している。
しかしながら、この２つの計画
は、水防に関して内容が重複
しており、無駄が存在する。
地域防災計画を策定している
場合は、水防法による水防計
画策定の義務を無くしてはど
うか？

地方公共団体の業務の簡素化 個人
国土交通省

内閣府
総務省

〇水防計画
都道府県及び指定水防管理団体の水防管理者は水防事務の調整及びその円滑な実
施のため、水防計画策定の義務が課せられており、計画策定又は変更する際には、水
防協議会（水防協議会を設置しない場合は、災害対策基本法に基づく防災会議）に諮
ることとされています。

水防計画に定める内容は以下のとおりです。
　・水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送に関する事項
　・ダム、水門、閘門の操作に関する事項
　・水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体の活動に関する事項
　・他の水防管理団体との協力及び応援に関する事項
　・水防のための活動に必要な河川管理者、下水道管理者等の協力に関する事項
　・水防に必要な器具、資材、設備の整備及び運用に関する事項　
　　

〇地域防災計画
都道府県及び市町村は防災基本計画に基づき地域に係る地域防災計画を作成し必
要があれば修正しなければならないとされています。

地域防災計画に掲げる事項はおおむね次のとおり定められています。
　・地域に係る防災に関し、当該地方公共団体等が処理すべき事務又は業務の大綱
　・地域に係る防災施設の新設や防災のための災害予防、情報の収集及び伝達、災
害に関する予報又は警報の発令及び避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災
害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
　・地域に係る災害に関する措置に要する労務、施設、資金等の整備、備蓄、輸送に
関する計画

なお、都道府県地域防災計画については、水防法に基づく都道府県並びに指定管理
団体の水防計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならないとされています。

水防法第2条、第7
条、第33条
災害対策基本法
第40条、第41条、
第42条

現行制度
下で対応可
能

　災害対策基本法では、地域防災計画に掲げる事項については、「おおむね定めるも
の」とされており、「水防」に関する事項についてもその１つとして示されておりますが、
地域防災計画が各地方公共団体が所管する区域における総合的かつ長期的な防災
に係る計画であることを鑑みると、「水防」に関する事項を地域防災計画に記載するこ
とは重要であると認識しております。

　一方、水防法に基づく水防計画は、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び
ダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団
体の活動などの水防に必要な基本的事項を定めるものです。実際の水防もこれに準
拠してなされており、適確かつ迅速な水防に繋がるものであって、水防法の目的である
水災の警戒、防御、被害軽減への寄与に資するために重要な役割を果たしているた
め、策定の義務を廃止することは適切ではありません。
　
　地域防災計画と水防計画の内容が重複しているとの点については、災害対策基本法
及び水防法の両法で規定された内容が盛り込まれているものとなっていれば、必ずし
も当該計画を単体で策定する必要はなく、その場合には両計画の内容の重複は生じな
いものと考えております。他方、それぞれの計画を個別に策定する場合は、当該計画
の内容が重複しないよう、地方公共団体の担当部局間で事前に調整すること等により
事務の簡素化を図ることができるものと考えております。このことについては、年度内を
目途に地方公共団体に対して通知を発出し周知してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

113 令和2年10月29日 令和2年11月24日
部活動の民間委
託、指導員の資
格化

学校の部活動を外部化する。
今は主として担うのが教員に
限定されているが、その規制
をなくす。
(1)民間のスポーツクラブなど
向けのバウチャー制度を作る
(2)スポーツトレーナー等、いく
つかの資格所有者を指導員と
して雇い、部活動の指導は指
導員のみで担う（教員も指導
員になれるようにする）
(3)運営を民間に委託する
こうしたことを行い、部活動を
学校から切り離す。また、より
専門的で安心安全な活動とす
る。

　第一に、部活動中の事故が頻発している。教員は、教員免許取得にあ
たって、部活動の指導についての専門的な教育を受けているわけでは
なく、いわば「素人」である。専門家が指導する方が、子どもたちは安心
安全だ。
　審判の資格、スポーツトレーナーの資格などを要件とする。また、コー
チングやスポーツ科学の講習、救命講習を必修化することで、体罰や非
科学的な指導（休みを取らない、過酷すぎる活動など）をなくせる。
　第二に、教員の過労を是正すべきだ。本来教員が、正規の労働時間
外に行事・実習・会議・災害対応以外の仕事を命じられることは、法令違
反だ。どう考えても、自主的ではないのに、教員が自主的に顧問をして
いるという体裁で続けるのは、無理がある。
　過労の是正で、本職の授業づくりなどに集中できる。教育の質が改善
されるだろう。
　第三に、アスリートの引退後の就業機会を確保できる。才能があって
も、引退後のことを考えてアスリートの道に進まない人もいる。就業機会
を確保することで、スポーツ分野で活躍できる人を発掘できる。
　第四に、民間の参入により、新しい市場が増える。今まで無償でやって
いたことがビジネスになる。
　費用は、部活動自体を有償化（困窮世帯は補助）することで賄える。ま
た休日に学校設備を有料で貸し出す等すれば（その運営も民間に委託
してもよい）、それも“軍資金”になるだろう。

個人 文部科学省

部活動は、学習指導要領に基づき、学校教育の一環として行われるものであり、教科
学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる
場として、教育的意義を有する活動です。
一方で、適切な指導体制の構築や部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊
の課題であると考えております。

なし 対応

文部科学省では、平成３０年に策定した部活動のガイドラインにおいて、活動時間と休
養日の基準に沿った適切な部活動の実施や、短時間で効果的な指導を推進するととも
に、教師に代わって指導や大会への生徒の引率を行う「部活動指導員」の配置を促進
しております。
加えて、先日（９月１日）「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、令
和５年度以降の休日の部活動を段階的に地域に移行するための具体の改革方策につ
いてお示ししたところです。
これらの取組を着実に進め、生徒にとって望ましい部活動と教師の負担軽減を両立で
きる部活動改革を進めてまいります。

114 令和2年10月29日 令和2年11月24日
教員の働き方に
ついて

・部活動は外部に委託して行
うことを義務とする(土日祝日
は特に)
・残業や時間外労働に対して
の報酬を支給する

私は中学校の教員をめざしている高校生です。つい最近まで生徒として
先生方と接していて、明らかに労働時間と報酬が比例していないと感じ
ています。最近少しずつ部活動を外部に委託する学校も増えてきている
ようですが、部活動は教員が指導するものという考え方が広く根付いて
いるため実行している学校は少ないと感じます。少なくとも自分が住んで
いる周りの学校で外部委託のところはないです。仮に外部コーチを雇っ
ていたとしても外部コーチと先生が一緒にいることがほとんどです。土日
祝日に先生方が部活動の指導に当たったとしてもそれ相応の報酬が出
る訳ではありません。これは残業においても言えることです。先生方が
残業をせずに仕事を終わらせることはまず不可能です。終礼が4時に終
わると仮定して定時が5時、1時間で次の日の授業の準備や行事の準備
等を行えるわけがありません。この時間に部活動のしどうにあたられる
人もいらっしゃいます。残業を含めたらどの県の最低賃金よりも時給は
低いと先生方が嘆いていました。この現状を目の当たりにした私たち子
供が先生を志すことは難しいと思います。もし部活動だけでも外部委託
になれば、先生方が次の日の授業準備、行事の準備等にあてられる時
間が増えます。部活動の指導をしなくていい分早く帰れますし、睡眠時
間もとれます。これだけで授業の質、教育の質が上がると思います。ま
た、部活動を外部委託にするとすれば、未経験の先生が指導にあたる
よりもずっと質の良い指導を受けられることになります。得られる利益は
とても大きなものとなると思います。未来の子供たちのため、先生方の
負担を少しでも減らすため、ご検討よろしくお願いします。

個人 文部科学省

・一点目について
　部活動は、学習指導要領に基づき、学校教育の一環として行われるものであり、教科
学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる
場として、教育的意義を有する活動です。
一方で、適切な指導体制の構築や部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊
の課題であると考えております。

・二点目について
　公立学校の教師の給与等の勤務条件について定めている給特法においては、教師
の職務が勤務時間の内外で区別しがたいという職務の特殊性を踏まえ、時間外勤務
を極めて限られた項目に限定し、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しない代
わりに、俸給月額の４％に相当する額を、教職調整額という形で支給することとしてい
ます。
　また、土日等の部活指導に関しては、都道府県の条例規則等により、部活動指導手
当が支給されることとなっています。

公立の義務教育
諸学校等の教育
職員の給与等に
関する特別措置法
(給特法)

対応、一部
検討を予定

・一点目について
文部科学省では、平成３０年に策定した部活動のガイドラインにおいて、活動時間と休
養日の基準に沿った適切な部活動の実施や、短時間で効果的な指導を推進するととも
に、教師に代わって指導や大会への生徒の引率を行う「部活動指導員」の配置を促進
しております。
加えて、先日（９月１日）「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、令
和５年度以降の休日の部活動を段階的に地域に移行するための具体の改革方策につ
いてお示ししたところです。
これらの取組を着実に進め、生徒にとって望ましい部活動と教師の負担軽減を両立で
きる部活動改革を進めてまいります。

・二点目について
　令和元年度に改正された給特法の国会審議の過程において、令和４年度を目途に
教師の勤務実態調査を実施、その結果等を踏まえて教師の給与制度等を検討するこ
ととされており、働き方改革の趣旨等も踏まえ、教師の勤務環境について、必要な検討
を行ってまいります。

115 令和2年10月29日 令和2年11月24日
農水省の解体に
ついて（二重行
政・行革１１０番）

農林水産省が抱える事業は、
第１次産業に関することにつ
いては財政に係ること以外全
てであり、二重行政が起きて
いると言わざるを得ない。ま
た、第１次産業の構造改革は
全く行われていないままであ
るにもかかわらず、食料自給
率は低下の一方であり、これ
は当該省庁が怠慢になってい
るためと指摘せざるを得な
い。このまま構造改革に着手
しないと、前例踏襲主義の中
で当該省庁による通常業務に
より、農業は衰退の一途をた
どることは明白である。第１次
産業を第２次、第３次産業と
統一したシステムとすること
で、競争力のある自活した農
業を目指す。

私は県庁で環境を専門にしているものであるが、一時農林行政の一端
にかかわることとなったことがあり、これまでブラックボックスで見えてこ
なかった農林部とは、県の財政以外のすべてのシステムが入ったいわ
ばミニ県庁であることを悟った。どうして農業の構造は第２次、第３次産
業と同じではないのかと、自身非常に悩んで過ごした時期があった。も
し、農林水産省が内閣の中のミニ内閣であるならば、これは典型的な二
重行政であり、正さねばならないと思い投稿した。この改革が成立すれ
ば、農業への企業の進出、人材の調達が容易となり、日本人にも海外
研修生には負けない労働力、あるいは農業起業家が出てくると思われ
た。また、農林水産行政が透明化し、国民の関心が得られると思われ
た。何より、農協、農研機構等の団体がかつてから多く存在することか
ら、既得権益の温床であることが推察され、「埋蔵金」が農林水産省に多
数眠っていることが推察される。食料を国で管理することは重要であるも
のの、そのためのインフラ整備（農業土木）、人材、経営まで独自のシス
テムである必要はなく、とことん合理化すべきである。農林水産省のあり
かたを抜本的に変えることで、たとえば、第２次産業である食品加工業と
農業生産者との対立の解消、人材の流動化、大規模事業化を促し、食
品自給率が４割という現状を打破し、自由貿易時代の新しく強い農業を
作り出す。不況下でも農業のヘルプになることで一時的に急場をしのげ
る国民も増える。農林水産省は国の食料の計画を示すのみで十分であ
り、他の事業は経済産業省、国土交通省などに引き渡すべきである。

個人 農林水産省

農林水産省設置法第三条第一項により、当省の任務は、食料の安定供給の確保、農
林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農
業の多岐にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進、水産資源の
適切な保存及び管理と定められています。

農林水産省
設置法
第三条

事実誤認

1.農林水産省は、農林水産省設置法に基づき、食料の安定供給の確保、農林水産業
の発展等の任務を担当しております。例えば、産業振興の観点からは、農林水産省と
経済産業省の担当分野が密接に連携する部分はありますが、農林水産業は自然環境
に大きく左右されるなど他の産業とは異なる特徴も有している産業であることから、そ
の特徴を踏まえた政策展開を農林水産省が担いつつ、他産業との連携については、経
済産業省等の関連省庁と適切に連携していくことが重要と認識しております。

2.このため、例えば、６次産業化政策については、生産段階から食品加工、食品流通ま
でを一貫して所管する当省の知見も生かしつつ、農林漁業者が行う６次産業化の支援
事業の中で、中小事業者と連携して行う経済産業省所管の農商工等連携の取組も支
援の対象とするなど両制度の一体的な運用を行ってきたところです。

3.今後とも、ご指摘のような非効率な行政運営にならないよう、関係省庁とも適切に連
携しながら、政策運営を進めてまいりたいと考えております。

116 令和2年10月29日 令和5年5月17日
行政の縦割りと横
割りについて

役所業務の簡素化による迅
速化対策によって業務改善に
よって国民に対してのサービ
ス向上

役所業務の簡素化による迅速化対策によって業務改善によって国民に
対してのサービス向上
役所業務の現状は多くの場合、縦割りですが、私は20年まえから役所の
業務の効率に疑問を抱いています。
今回、総理から縦割り業務の改善について私の考え方（案）を提案しま
す。
例えば役所の住宅課で住宅の売買については、謄本、住民票を請求さ
れ、戸籍の取得を市民課で取得して住宅課に持ち込み処理をするような
システムでは市民サービスに処理に時間がかかります。請求者に負担
がかかります。
私は、役所をオンラインで縦も横も接続すれば、各担当場所で、その場
で必要書類が取得できるでしょう。
例えば本人確認をマイナンバーカードか運転免許証等で確認できるで
しょう。
謄本等、取得金額は担当場所で徴収する。
この方式でトラブルが起きそうなら、役所で建設的に対策を検討される
べきと思います。

個人 総務省

地方公共団体におけるDXの推進については、「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２
年12月25日閣議決定）（現「デジタル社会の実現に向けた重点計画」）に掲げられた各
施策のうち、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項や国による支援策等を取りま
とめた「自治体DX推進計画」（令和２年12月25日総務省策定）により、国の取組と歩調
を合わせた地方公共団体におけるデジタル化の取組を推進しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

自治体ＤＸを推進するため、自治体において重点的に取り組むべき事項や関連する補
助金やガイドライン等のノウハウについてまとめてた自治体ＤＸ推進計画や、オンライン
化や標準化への対応をふくむ自治体ＤＸ推進手順書、参考事例集などを策定し、ノウ
ハウ等の提供をしています。
また、行政手続のオンライン化については、「自治体の行政手続のオンライン化に係る
手順書」及び「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に
関する標準仕様書」で支援をしているところです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

117 令和2年10月29日 令和2年11月24日

天下り法人に、随
意契約禁止の制
限をかけてくださ
い

品川区では、区の肝いりで設
立した社会福祉法人に、品川
区や東京都の退職職員が天
下りをしています。そして、多く
の福祉サービスの委託事業
や施設の指定管理をこの社
会福祉法人と随意契約してい
ます。委託金額は、予定価格
を算定することもなく、話し合
いで決められています。その
ため、区外からの参入する法
人がありません。行政機関の
退職職員がいる法人には随
意契約を認めないようにしてく
ださい。

品川区は、区の肝いりで設立した社会福祉法人がいくつかあります。障
害者福祉の分野では、福栄会と品川総合福祉センターです。ここには、
区や都の退職者が天下りをしていますが、品川区は、天下り職員がいる
から信用できるといいます。これらの退職職員は、現役時代に障害者福
祉の分野で働いていないずぶの素人が含まれます。区内には、区立施
設とこの法人の施設しかなく、ほとんどが区の委託や指定管理になって
います。その事業者決定も随意契約か、公募しても区外に周知せず、1
者しか手を挙げない状態です。そして、予定価格を算定するときには、こ
れらの法人と協議をして金額を決めています。そのため、金額が低いと
サービスを削ることが横行し、サービスの質が年々下がっています。そ
れでも、毎年退職職員が天下り、随意契約の数は増えています。そもそ
も、障害者サービスは障害者総合支援法に基づいて決められています
ので、区内の法人しかできない事業ではありません。あからさまに、天下
りをした法人を優遇し、競争のない随意契約を締結することは、地方自
治法に違反しています。そもそも、障害者福祉の専門性もない職員が天
下りする必要性は全くなく、委託事業を随意契約するためだけに受け入
れています。これでは、公平公正な地方自治はなしえません。法令を改
正し、天下り職員のいる法人とは随意契約はできない規制をかけてくだ
さい。もしくは、区が随意契約をする法人に、退職職員の天下りを禁止す
るよう法令改正してください。

個人 総務省

　地方公共団体の契約の締結については、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一
般競争入札によることが原則ですが、地方自治法施行令第167条の２第１項各号で定
めるいずれかの要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することがで
きるとされています。
　また、地方公共団体の契約の執行等の行政運営については、長の内部統制制度、
議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民による情報公
開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされています。

地方自治法施行
令第167条の２

現行制度
下で対応可
能

　地方公共団体の契約の方法は、機会均等、公正性、競争性、経済性及び透明性の
確保を図る必要性から一般競争入札の方法によることが原則ですが、その例外となる
随意契約の方法によることができる要件は地方自治法施行令第167条の2第1項各号
に掲げる場合に限定されているところであり、個別の契約の目的・内容・性質に鑑み、
一般競争入札等によることが契約の目的等に支障を及ぼすものとして、随意契約の方
法によることができる同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するかを判断するのは
その契約締結の責任を負う地方公共団体においてなされるべきものと考えます。
　加えて、地方公共団体の契約の執行や人事運営等の行政運営については、長の内
部統制制度、議会の調査等、監査委員・外部監査人による監査等によるほか、住民に
よる情報公開、住民監査請求、住民訴訟等によりチェックするものとされており、このよ
うに当該地方公共団体においてその行政運営の適正性を自律的に確保することが地
方自治の原則であると考えます。
　したがって、法令の規定を踏まえた上で地方公共団体の判断により随意契約を行うこ
ととすべきものでありますが、行政機関の退職職員が在籍していることのみをもって、
当該法人と随意契約をすることは適当ではありません。

118 令和2年10月29日 令和2年12月16日

日本年金機構の
情報システムで
「私の履歴」を統
合出来るよう改善
してほしい

年金事務所に加入履歴の申
し出を自宅まで訪ね様々な資
料ルールーに照らし「送金は
あり得ない」が給付の有無を
判断できない。
厚生省に「管理されている原
簿の個人情報が出鱈目であ
る」
時の政府は「給付の抑制を図
る制度を創設」
納付保険料の精算請求を事
業所が通常行う請求とし
添付書類に条件としたのは、
退職金源泉徴収書である
源泉徴収書類に被保険者期
間は正しく記載されている
従業員の同意が無い年金請
求は受理できない筈である
厚生省審査会は当時の上司
証言を認めない
失業保険と退職時前の企業
年金4カ月分受給中なのに
厚生省審査会は被保険者加
入期間と認めない

加入履歴の確認作業は10年截っても18000件が未統合のままである。
厚生省に訂正請求を行っても被保険者加入期間を本人の権利
と認めない。「隠蔽が隠蔽を生む」結果
マイナンバーは「私の事は私しかわからない」で
始まった筈であるが、6年間の履歴を抹消された、マイナンバーカードを
義務化される事で解決されるのでしょうか？
日本年金機構（年金事務所窓口で納付履歴が保存されている事が確認
できる）年金事務所職員の中には事務作業経験者が居る
厚生省の原簿の記録（あり得ない）と判断できる職員もおられる。「私の
履歴」6年間を被保険者期間と判断できるのは
日本年金機構の窓口職員に任せていれば、10数年の確認作業に無駄
な時間を費やする事は無い。
厚生省年金局は、厚生年金法を知る立場でありながら、国民の受け取
れる権利を無視した。（コスト削減？）

個人 厚生労働省

平成19年当時、国民一人に一つの基礎年金番号に統合されていない記録（未統合記
録）約5,095万件の存在が明らかになり、この記録は、平成９年にそれまでそれぞれの
公的年金制度ごとに異なる番号で管理していた年金記録を基礎年金番号に統合した
際に、様々な理由により古い番号のままで残っていた記録になります。
また、旧社会保険庁の事務処理誤りや事業主側等の届け出漏れ等により、被保険者
が保険料を納めていたにもかかわらず、保険料の納付記録が原簿であるコンピュータ
の記録に収録されていないケースもありました。
これまで、国においては、これらの解明に向けて、「ねんきん特別便」の送付等、日本
年金機構と密接に連携しながら、様々な取組みを進めてきました。
その結果、未統合記録について、約3,272万件（令和２年３月現在） の記録が解明され
ております。
また、国の年金記録が事実と異なっていると思われる場合の訂正請求の手続が平成
26年に創設され、請求が認められたときは年金記録を訂正する事後的救済手続を整
備しております。

・国民年金法第14
条の２
・厚生年金保険法
第28条の２

現行制度
下で対応可
能

引き続き、未統合記録の解明に向けて、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」等を活
用した記録確認により、ご本人からの申出を促す等の取組を行い、国民の皆様にもご
協力いただきながら、一人でも多くの方の年金記録の回復につなげてまいります。
また、年金記録の「訂正請求」がされた場合には、請求を受けた厚生労働省（地方厚生
局）において、関係する法人や行政機関などに対する調査や資料収集を行い、有識者
で構成されている地方年金記録訂正審議会で審議し、請求が認められるときは、年金
記録を訂正する決定をします。既に年金を受け取っている方の場合は、訂正後の記録
に基づいて年金額を変更します。

120 令和2年10月29日 令和2年11月24日
コロナ対応の為は
もう止めて。

行政の各部署でコロナ対応の
専門の人員と通常対応の人
員と災害など非常時の対応の
人員を全て分けて対応する。
特に市民等を対応する窓口。

今、行政はコロナ対応だからといって通常行わなければならない処理も
おろそかになっていて、発行書類等は後日です。とはっきりした日数が
わからない状況で依頼する方の人は期日迄に書類を持って行かないと
いけない。（例え、非常事態宣言下でも）
コロナは今まだ落ち着いている様に見えてないので、行政でコロナ対応 
を通常対応の部署を作って、手続き等を滞りなく出来る様にして欲しいで
す。

個人 総務省

　新型コロナウイルス感染症対策に当たり、総務省では、職員の業務内容や勤務場所
の変更といった柔軟な対応などにより、組織全体としての業務体制を確保するよう各地
方公共団体に対して、繰り返し助言を行ってきました。
　なお、地方公共団体が新型コロナウイルス感染症対策にあたり、業務体制を確保す
るため臨時に採用する職員の人件費については、内閣府の地方創生臨時交付金によ
り財源措置がなされています。

その他

　各自治体における住民サービスは、その団体の責任において滞りなく提供していただ
く体制を組むことが重要です。
　総務省としても引き続き、各自治体において新型コロナウイルス感染症への適切な
対応が図られるよう、取り組んでまいります。

122 令和2年10月29日 令和2年11月24日
自衛隊車両の高
速道路料金支払
いの一元化

国土交通省所管の各高速道
路株式会社に防衛省として年
間の高速道路の使用料金を
事前に一括で納め，通行する
際は，自衛隊車両であれは，
特段の処置をすることなく通
行できるようにする．

高速道路使用のための無駄な業務を廃止することにより，業務の効率
化が行われるとともに，自衛隊の行動の迅速化につながると考えられる
ため．
メリット
・手続き廃止による業務の効率化
・高速道路が利用しやすくなり，訓練等の移動時間が短縮
・移動時間短縮により，訓練時間の確保および隊員の疲労軽減
・ＥＴＣ機材等の購入・維持管理が不必要となり経費削減
・災害派遣等従事車両証明書を作る必要がなくなり，紙資源および経費
の節約
・一括納入により，無駄な手数料の削減
デメリット
　特になし

個人
防衛省

国土交通省

【防衛省】
自衛隊の高速道路使用料金の支払い手続きについては、使用件数が多い陸上自衛
隊を例とすれば
・部隊等において、車両の管理や実際の高速道路の使用
・各駐屯地業務隊において、高速道路で使用するＥＴＣカードの管理
・陸上自衛隊中央輸送隊及び陸上幕僚監部輸送室において、部隊等によるＥＴＣカード
使用実績の照合・確認
・陸上自衛隊中央会計隊において、高速道路会社からのクレジットカード会社を通じた
請求書の確認及び支払い
などを行っているところです。

【国交省】
道路整備特別措置法において、高速自動車国道等の料金については、当該道路を通
行し、又は利用する車両から徴収するものとされているところ、現在、高速道路会社等
において、高速自動車国道等の料金を事前に一括で徴収する運用とはなっておりませ
ん。

また、国の会計制度上、支出は、支出すべき義務の確定した後において行うことが原
則とされています。そのため、前金払・概算払については、あくまでも例外であることか
らその経費の性質上、前金又は概算をもって支払をしなければ国の事務又は事業に
支障を及ぼすような特定のものについてのみ限定的に認められています。

予算決算及び会
計令

道路整備
特別措置法

検討に着
手

自衛隊車両の高速道路使用料金の事前一括支払いについては、利用実績を正確に
把握し事後清算を行うための各種課題を関係省庁間で連携して検討する必要があり、
自衛隊における課題の一例として、事前一括支払いを導入したとしても自衛隊におけ
る大量の利用実績の確認作業が引き続き必要となること等について、費用対効果を総
合的に勘案して可否を判断してまいります。

123 令和2年10月29日 令和2年11月24日
ＮＨＫ料金支払い
の一元化

総務省所管のＮＨＫの受信料
の支払いを防衛省として，一
括納入し，無駄な業務の削減
する．

各駐屯地の業務隊が行ってている受信料の支払いを，一括納入するこ
とにより，無駄な業務を削減
メリット
・無駄な業務の削減
・一括納入により，割引等を用いた経費の節約ができる．
デメリット
・特になし

個人
防衛省
総務省

全国各地に所在する部隊等ごとに放送法に基づく放送受信契約を締結しています。
一方で、当該契約に係る支払手続等については、内部部局や各幕僚監部といった機
関等ごとに契約数等を取りまとめた上で一括して行っています。

放送法
第64条第1項

検討に着
手

更なる一括納入の可否等について、ＮＨＫや省内関係部局と調整した上で、今年度中
に決定します。

124 令和2年10月29日 令和2年11月24日 はんこについて

はんこ
良い文化なので無くして欲しく
はありませんが、便利になる
のは助かります。
まず役所関係で、出勤簿等に
はんこを使うのを無くして欲し
いです。

出勤退勤に入館証を導入して、事務業務の簡素化ができ、セキュリティ
も守られると思います。

個人
内閣府

内閣官房

規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）において、各府省等は、会計手続、人
事手続その他の内部手続について、書面・押印・対面の見直しを行うこととされていま
す。
御指摘の出勤簿については、法令等において押印することは求められていないものと
承知しています。

「給与簿等の取扱
いについて（通
知）」（給実甲第
576号）

対応

行政改革推進本部事務局では、各府省等における、会計手続、人事手続その他の内
部手続について書面・押印・対面の見直しを推進しております。
御指摘の出勤簿については、各府省において運用上も押印を不要とするよう取組を進
めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

125 令和2年10月29日 令和2年11月24日

全ての工事の発
注から完成までの
書類の見直しを
行う。

元市議会議員ですが、上記首
題について取組みました。関
係部署として、土木・建築、水
道・農業等の関係者で議論を
して頂きましたが、市長の熱
意が薄いため、途中で頓挫し
た経験があります。
問題点
１、工事請負金額の大小に関
わらず、同じような様式で、書
類や写真の提出を求める事
への見直しを行う。
２、全てをデジタル保存に切り
替える。
３、保存期間がすぎたものの
処分を考えると経費の削減に
つながる。

１、地方行政では、「国に準じて」が合言葉になっていて、なかなか進み
ません。工事書類が、少なくなる事はなく、増えていくのが、通常です。何
故ならば、前任者から引き継ぎいたものを、削減する改革と勇気がない
からです。
この書類が、裁判等で必要になる事は皆無に等しいと思います。保存期
間が過ぎて処分されるだけだと思います。
民間では、考えられない書類の内容になっていますので、一つの工事書
類を始めから見ていただけば、必ずおかしい事がわかると思います。
２、もし、本当に必要なものがあれば、書類ではなくデジタル保管に切り
替えていくといいと思います。
３、国の関係機関を考えれば、相当な経費削減につながると思います。

個人
国土交通省
厚生労働省
農林水産省

・工事書類の様式について
国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事におきましては、
各省庁で標準様式を定め、HPにて公表していますが、標準様式を各自治体等の工事
において使用するかは、各自治体の判断によります。
厚生労働省所管の水道工事は、様式の使用については、各水道事業者の判断により
ます。なお、実態としては、各水道事業者においては、建設部局等で定める公共土木
標準様式に準じた様式を使用していることが多いと承知しています。
なお、国土交通省においては、国土交通省所管の直轄土木工事における工事書類の
様式を都道府県と政令指定都市と標準化する工事書類の標準化に取り組んでいます
が、標準化できない書類が多いことがわかっています。

・工事請負金額の大小による書類等について
国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事におきましては、
請負金額の大小に関わらず同様の様式を使用することとしています。

・工事書類の保存について
現時点において、工事書類の大部分はデジタル保存に切り替えが進んでいます。ただ
し、業者から提出のある書類の一部や契約に関わる書類等については、紙による保存
をしているものもありますが、適切に保存し、デジタル化を進めています。

-
検討に着
手

国土交通省所管の直轄土木工事、農林水産省所管の直轄農林工事では、請負金額
により工事書類等を変更しておりません。
国土交通省と農林水産省では、引き続き工事書類の標準様式等の公表を続け、各自
治体が参考にできるようするとともに、省庁間の連絡調整を開始します。

工事書類のデジタル化については、御指摘のとおり、業務効率化や経費削減に効果が
あるものと認識しており、検討を進めているところです。
国土交通省及び農林水産省では、電子納品等において、書類のデジタル化を進めると
ともに、紙媒体での提出等を義務付けている規程の見直しを進めています。
これらの取組については、地域発注者協議会等において、地方自治体にも情報共有を
はかっています。

126 令和2年10月29日 令和2年11月24日
今後の国勢調査
に対する改善に
ついて

令和2年度の国勢調査員を受
けて、改善した方がよいと感じ
たもの、必要性を感じられな
い物がありましたので提案し
ます。
1書類の配布方法を郵送に変
更
2調査員が作成する手描きの
デフォルメ地図の廃止
3調査員が作成する調査世帯
一覧の作成順番
4調査員の訪問体制の変更
5日本語が読めない方への配
慮
5について
提案理由に入りませんのでこ
こに記入します。
現在＋αで外国語のチラシが
ありますが、デフォルトのセッ
トを渡せば理解いただけるよ
う、パンフレットに外国語の案
内を載せてください。もしくは
QRコードを載せてください。調
査員も困ります。

（現在作業の順番）＊大枠
説明会（1回）→調査員が手描きでデフォルメの地図作成→調査員が調査世
帯一覧を手書きで作成（アパートの管理人等または役場職員だからできる作
業）→調査員訪問（1人）→在宅者へ書類を手渡し（不在の場合持ち帰り）?不
在者へ訪問→回答の集計状況確認→未回答へ再訪問
1について
　調査員が歩いて書類を配らなくても、世帯員の人数は調査票の回答でわ
かります。郵送時には調査票を2枚封入し、不足の際は市町村へ問い合わ
せる形式がよいと思います（大家族の場合若い方がいるためインターネット
の確率が高い）。マスクを全世帯に配布した方法で、いる、いないに関わらず
すべての住所へ郵送を行えるのではないでしょうか。郵便なら人の接触を最
小にできると思います。
2について
　手描きする意味がわかりません。過去の誰かが描いた物をそのまま複写
してるだけです。日本には地図会社がありますのでいずれかの地図に落とし
込んだ方が正確です。デジタル化を望みます。
3について
　調査票の回答に応じて作成すべきだと思います。
4について
　現在調査員の訪問は1人ではなく安全面から2人としてください。調査員は
活動時間が決められていませんので、訪問などで事件に巻き込まれても誰
も把握できません。
（新作業の順番の提案）
説明会→郵送による書類の一斉配布→郵送できなかった住所の把握・地図
へ落とし込み→郵送できなかった住所へ調査員訪問（2人）→回答の集計状
況確認（地図へ落とし込み・調査世帯一覧作成）→未回答住所への調査員
訪問（2人）
＊インターネット、郵便での回答ができない場合は各市区町村へ連絡するよ
う案内を明記

個人 総務省
今回の国勢調査の実施状況をしっかりと検証し、次回以降の調査に結び付けてまいり
たいと考えています。

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

127 令和2年10月29日 令和2年11月24日

労働局取扱い助
成金申請書類の
簡素化と組織改
革

労働局取扱いの助成金等が
いろいろと関連があるのに、
予算の出ている部局の縄張り
意識で申請様式が統一されて
いない。（ワードとエクセルに
分かれている。）税金や雇用
保険料の活用であるため、適
切な確認作業は必要である
が、あまりにも無駄な書類が
多い。審査担当者の責任逃れ
のための書類になっているの
で簡素化すべきである。企業
が利用、活用しやすいもので
あるべきなのに、縄張り意識
が強く、安定局（ハローワー
ク）では、能力開発局の助成
金を案内しない傾向にある。
横槍を入れるという事で、各
県労働局での取りまとめに
なったはずだが、機能してい
ない。

一昨年度まで、地域ジョブ・カードセンタ―で、企業支援を行ってきまし
た。安倍政権下で、若年者の訓練と正社員化をまとめてキャリアアップ
助成金となり、各県労働局横串を入れるとの事で、企業の活用はやりや
すい状況になりましたが、2年でもとに戻りました。後退しています。ジョ
ブ・カードセンターは能力開発局マターなので、ハローワークに、有期実
習型訓練やジョブ・カードの活用のポスターを掲示してもらいにお願いに
行くと、掲示はしてもらえるが、翌週にははがされていることが多々あっ
た。企業が、ハローワークに有期実習型訓練の相談に行っても、トライア
ル雇用を進められるなど、能力開発局マターの助成金に対しての対応
が悪い。年度末で、安定局の予算がなくたった時点で、やっと能力開発
局の助成金を案内するような状態。企業や利用者のためになっていな
い。自分たちの実績のために動いているように見受けられる。この解消
のために各県労働局での横串を入れる体制にしたはずが、2年でもとに
戻っている。またハローワークの窓口職員が、派遣等で専門知識に乏し
く、相談に行った利用者が不便を感じている。こちらも解消すべきであ
る。また、申請書類が、複雑かつ大量で利用しにくくしているように感じ
る。わかりやすく、必要な要件の確認ができるようにするべきと考える。
労働局の権限がひろがっているようだが、結局本署（厚労省）への問い
合わせになっている。
厚労省内の組織改革で横串を入れた形で、各県労働局に卸すべきだと
考える。厚労省だけでなく、末端のハローワークまで縦割り、縄張り意識
が強い傾向がみられる。早急な対応にてこの解消をお願いします。

個人 厚生労働省

　都道府県労働局やハローワーク（以下「労働局等」といいます。）が取り扱う雇用関係
助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向
上等に取り組んだ事業主等に対して、取組に要した経費や賃金等の一部を助成してい
ます。
　事業主等は、労働局等に対して支給申請を行い、労働局等において当該支給申請
内容を確認した上で、都道府県労働局長が支給決定を行います。

雇用保険法（昭和
49年法律第116
号）第62条及び第
63条
雇用保険法施行
規則（昭和50年労
働省令第３号）第
102条の２等

現行制度
下で対応可
能

　申請書類の様式の統一・簡素化については、各助成金に共通する要件を確認する書
類等は様式を統一するとともに、各助成金の様式は運用状況を踏まえた簡素化を実施
しています。
　また、労働局等では利用者の照会に応じて必要な雇用関係助成金をご案内してお
り、ご指摘のように予算の有無などを理由として取り扱いを変えるようなことはしており
ません。またお配りしているパンフレットにおいても、テーマごとにあらゆる助成金を網
羅的に周知しております。
　労働局等の窓口職員の専門性については、必要な研修等を労働局等において実施
しているところですが、引き続き利用者の照会等に対して適切に対応してまいります。
　雇用関係助成金の支給に必要な要件については、各種パンフレットの配付やホーム
ページによる周知を実施しているところです。また、事業主からの問い合わせについて
も、労働局等において相談対応しています。

128 令和2年10月29日 令和2年11月24日
公務員の勤務時
間

勤務時間を手続きなしでフ
レックスとして欲しい
仕事柄外勤が多いが、わざわ
ざ出勤簿にはんこを押しに行
くために8時30分に出勤した
り、早めに外の仕事が終わっ
た場合は職場に戻るが結果
的に17時を過ぎ、そこから帰
宅するのでは微妙な時間で超
過勤務もつかず、自宅につく
のが遅くなる。フレックスにし
て自宅、仕事現場、職場との
移動時間を効率的に勤務時
間に含めて動きたい。

フレックスにすることにより、その日の仕事に合わせて家事を効率的にこ
なせる。
超過勤務が減る。

個人
人事院

内閣官房

　国家公務員については、平成28年より原則として全ての職員を対象にフレックスタイ
ム制が適用されています。フレックスタイム制における勤務時間の割振りについては、
職員の申告を考慮しつつ、各省各庁の長が、公務の運営に支障がないと認める場合
に、始業時刻・終業時刻をあらかじめ決定する制度となっています。
　職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うこと
となっており、出勤簿に押印することは必須ではありません。また、用務先へ直行する
場合やテレワーク、出張をする場合には、職員が事前にその旨を申告し、勤務時間管
理員がその職員の勤務状況を確認した上で、必要事項を記入することで足り、出勤簿
に記録を行うために官署に出勤する必要はありません。
　あらかじめ決められた終業時刻より早く外出先での業務が終了した場合でも、終業時
刻までは職務に従事する必要があります。終業時刻以降であれば、職場に戻らずに自
宅に直帰することが可能です。

一般職の職員の
勤務時間、休暇等
に関する法律（平
成６年法律第33
号）第６条第３項、
第４項、給実甲第
576号第2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

129 令和2年10月29日 令和2年11月24日
動物検疫に関す
る業務の統一化

各動物検疫担当官・各検疫支
所による業務内容の統一化、
輸出・輸入の際に必要な業務
の国別・製品別・動物別のマ
ニュアル化を希望します。

製品を輸出する際に検疫証明書を検査・発行する際に、検疫所に根拠
書類を求められるが、本来ならば輸出入の条件は国同士の取り決めで
あり民間企業が担当、確認するものではないかと思います。私どもが根
拠書類を提出すれば検疫担当官が思っているような文言がないと更な
る根拠書類を求められる。根拠書類がない場合は公的機関のレター、
輸入元と輸入国公的機関担当者とのやり取りのメールの写しを求められ
る。民間企業では検疫所が求める１００％の文言が掲載された文書は探
し出せないので、国の担当者や自分で輸入国に尋ねるのが筋ではない
でしょうか。また別の企業では同じ証明書は出ている(証明書番号付)。こ
のことを申し上げても他社は他社というような対応でアドバイス等は一切
ない。このような民間企業に完全なる根拠書類を求めることをやめ、全
てマニュアル化して製品別・動物別に分けてあれば、「輸入・輸出当該国
が求めている証明書はこのようなフォーマットですので、このような検疫
証明書しか出せません」というような対応をいただければ、もっとスムー
ズに輸出入ができるかと思います。個別に根拠書類や公的機関のレ
ター、メールの写しなど求めていると貿易振興の妨げになるかと思いま
す。この件につきましてもゴールポストが日に日に動いてますので既に
1.5ヶ月程経過しています。この件が規制改革になるかどうかわかりませ
んが、早急にご対応いただけると幸甚です。

株式会社
カイコー

農林水産省

【輸出・輸入の際に必要な業務のマニュアル化】
生鮮畜産物など、相手国政府との間で条件を定めているものについては、輸出に必要
な手続・書類を国別品目別の「取扱要綱」に定め、農水省Webページにて公表しており
ます。
加工品など、二か国間で条件を定めるのではなく、相手国が独自に規則を定めている
ものについては、情報を収集・蓄積し、JETROのWebページにおいて品目・国別に手続
や規制を情報提供しています。
ただし、加工品は原料や加工の程度が多種多様であることから、輸出先で貨物が止め
られないよう、当該製品が規則に適合するか、また、相手国政府が検査証明を求めて
いる製品であるかどうかを、輸出される方から相手国側に確認いただく必要がありま
す。

【動物検疫所内の業務の統一化】
動物検疫所では、各所で取り扱った事例を、国別、品目別、動物種別に整理して、所内
で情報共有するよう体制を整備しています。

（畜産物の輸出に
ついて）
家畜伝染病予防
法第45条

対応

加工品の輸出検疫証明書の添付の要否など過去の実績に基づいて動物検疫所に蓄
積されている情報を、新たに動物検疫所Webサイトに掲載の上、JETROにも共有する
など、情報提供を一層拡充してまいります。
動物検疫所内での業務の統一化については、９月29日に迅速な所内の情報共有、ま
た、10月20日には手続の円滑化に向けた書類の書き方の例示や証明書のサンプルの
提示などの工夫を行うよう、所内に再度周知しました。

130 令和2年10月29日 令和2年11月24日
国民からの意見
窓口の一元化

各省庁に国民の声窓口があ
り、無駄や重複が多く存在し
ます。
ネット系と電話系で多くの職員
が関わっています。
総務省管轄で行政相談窓口
が、県レベルや市町村レベル
に存在しています。　高齢者
でネット系が無理な方や、経
済的な理由で電話系を使わな
い方のため、行政相談窓口は
有効と思います。　しかしなが
ら、総務省管轄で十分機能し
てないと認識します。　今回の
行革で意見窓口の一元化の
努力をお願いします。

各省庁の意見窓口を行革に一元化し、各省庁は行革からの国民意見を
受け付け対応する事務に削減し、余剰パワーを行革コールセンターに
集約する。
総務省管轄の行政相談は、行革管轄に変更する方法が一案。
二案目は、総務省と行革に大きなパイプを設定する方法。
現行の総務省は意見内容を分類して関係省庁に綱くだけと認識してい
ます。　まさに縦割り組織の運用です。
税金の無駄遣いと行政のスピードアップのためのご努力下さい。　内閣
府の意見窓口も一元化して下さい。
一元化された窓口から入り、その中で意見分類を選択させる方式がいい
のではないでしょうか？
電話でホットラインへの入口が分からなくなり、確認しました。　その時の
優しく親切な職員さんにも言っております。　以上

個人
内閣官房
総務省

　各府省に設置されている窓口につきましては、各府省の有する専門性を活かして国
民の御意見を受け付けていると認識しております。
　中でも「規制改革・行政改革ホットライン」につきましては、役所の縦割り、前例主義を
打破して、既得権益にとらわれずに規制改革・行政改革を進めるに当たり、広く国民の
声をお伺いして改革に結びつけるため、令和2年９月に開設いたしました。
　一方、総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情
や意見、要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善
に生かす仕組みです。
　都道府県庁所在地などに設置されている総務省行政相談センター（管区行政評価
局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター）の相談窓口 (全国で50か所)、総務
大臣が委嘱している行政相談委員(全国で約5,000人)、全国19都市のデパートなどに
開設している総合行政相談所など、国民の身近な窓口として相談を受け付けていま
す。
　行政相談の受付方法は、来訪はもとより、電話(行政苦情110番:0570-090110)、手
紙、FAX及びインターネットでも受付可能です。
　また、総務省の行政相談は、苦情などをお聴きする範囲が国の行政全般に及んでい
ることから、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数
の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、対処しています。
　相談を受け付けると、国の行政機関などに対して、事実関係などの確認を行い、改善
を働きかけています。行政機関などからの回答については、相談者に直接お伝えして
います。

その他

　総務省の行政相談につきましては、特に範囲を限定せず国の行政全般に関して相談
に応じており、今後とも、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問
題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、対処し
ていきます。
　現状では、各府省に設置されている窓口が担当する行政分野について、総務省の行
政相談が国の行政全般について、それぞれ相談を受け付けておりますが、いずれにせ
よ、相談者の相談ニーズにしっかり対応していきます。
 その上で、特に規制改革・行政改革に関する御意見については、一元的に「規制改
革・行政改革ホットライン」にて受け付け、今後とも、いただいた提案のうち早期に改革
を実現すべき課題については、関係府省庁に対して早期に改革を促していきます。
　なお、「規制改革・行政改革ホットライン」においては、規制改革・行政改革以外の国
の行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」をご利用くださいと案内しております
が、御指摘のような効率化の観点も重要であると考えており、ホットラインと行政相談
が連携して業務を実施するよう、今後も努めていきます。

131 令和2年10月29日 令和2年11月24日

危険性化学物質
の保安規制に係
わる省庁縦割り行
政の統一

危険性（火災、爆発などの物
理危険性）を有する化学物質
の保安に関する規制が経済
産業省、消防庁および国土交
通省によって縦割り行政が行
われています。産業の推進を
図る経済産業省が保安に関
する規制法令を所掌すること
は、利益相反に当りますの
で、少なくとも、経済産業省が
所掌する法令を消防庁の所
管に移管するべきです。そう
することで、物理危険性を有
する化学物質全てに係わる保
安規制を、国内における製
造、貯蔵、取り扱いに関して消
防庁が、国内外の輸送に関し
て国交省が所管することにな
り、整合性が計られ、縦割り行
政の弊害の本質的な解消に
なります。これは、原子力安全
保安院が原子力規制委員会
に改変されたのと同じ構図で
す。

危険性化学物質は外国では国連の分類法に従ってほとんど１つの省ま
たは庁によって規制されています。国内では経済産業省、消防庁および
国土交通省によって縦割り行政が行われています。このため、これらの
化学物質を取り扱う国内の産業において保安に係わる様々な弊害や問
題が生じています。すなわち、一貫性のある総合的なリスク管理ができ
ず、リスク低減施策が充分機能しない状況のため、安全で安心できる産
業の発展が頭打ちになっています。これらの危険性化学物質による火
災・爆発事故の原因究明が精査、徹底されず、同様な事故を繰り返す現
況にあります。また、関係法令が煩雑であるため輸出入および多国籍企
業の経済活動の障壁になっています。一方、これらの法令に係わる外郭
団体がそれぞれの省庁ごとに数多く存在し、それぞれに肥大化していま
す。このため、国民は必要以上の金銭負担を強いられています。さら
に、これらの危険性化学物質の規制に関する国際的規範の取り決めの
国際会議（UN-SCETDG、-SCEGHS、OECD-IGUSなど）において、国内
の統一性がないため日本がイニシアチブを執れず、日本の国益が守ら
れてこなかった不利益もみられます。これらの弊害および問題点に関し
て詳しくは資料（長谷川和俊：「近年の化学産業における重大事故に関
わる根幹的問題点」、化学生物総合管理 第11巻第1号4-19頁 (2015.8)； 
http://cbims.net/doc/pdf/%20filename=2hasegawa.pdf）を参照して下さ
い。他にも資料があります。ご請求があれば、送信できます。

個人
経済産業省

総務省
国土交通省

高圧ガス保安法及び火薬類取締法については、産業活動の内容や技術進歩等の変
化といった産業の実態を踏まえ、これに適切に対応して産業活動の保安を実現するこ
とを目的に、経済産業省が所管しています。
高圧ガス保安法では、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガス気体の製造、貯
蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するととも
に、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動
を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としているところです。
火薬類取締法では、火薬類（産業用爆薬・煙火等）による災害防止と公共安全確保を
目的とし、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制しているところ
です。
一方、危険物（液体・固体）を規制する消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国
民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る
被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的
とし、火災や災害に特化した目的としています。
また、危険物船舶運送及び貯蔵規則は、船舶における高圧ガスや火薬等の運送方法
等を定めることで、船舶による危険物の運送等の安全を確保することを目的としていま
す。
このように、各制度において、その目的や規制範囲が異なっています。

高圧ガス保安法、
火薬取締法、
消防法、
危険物船舶運送
及び貯蔵規則

現行制度
下で対応可
能
一部、事実
誤認

危険性を有する化学物質の保安規制においては、その物理化学的性状に応じて国内
においてそれぞれの省庁が設置目的（守るべき対象）に応じて法規制を行っているとこ
ろです。この点、制度概要に記載のとおり、高圧ガス保安法及び火薬類取締法につい
ては、産業活動の内容や技術進歩等の変化といった産業の実態を踏まえ、これに適切
に対応して産業活動の保安を実現することを目的に、経済産業省が所管しています
が、これらの規制については、産業を振興する部署から分離・独立した部署（産業保安
グループ）の所管としており、利益相反にはならない体制をとっております。その上で、
産業保安グループでは、産業保安を確保するため、日々規制を厳格に運用し事業者を
指導監督しており、例えば立入検査の件数は、国と地方あわせて年間二万件超に上り
ます。
また、2011年～2012年に連続して石油化学業界における重大事故が発生したことを受
け、消防庁・厚労省・経産省所管の各法令の履行・活用を含め事業者の災害防止に向
けた取組を連携して促すこと、重大事故発生時に原因調査や再発防止策の推進にお
いて連携して対応することなど、関係省庁が一体となって石油コンビナート等における
災害防止に向けた取組を進めることを目的とし、「石油コンビナート等の関係省庁連絡
会議」を2014年に設置しました。以後、年２回会議を開催し、関係省庁間で災害防止や
定期的な連携をとれるよう体制を整えているところです。
こうした中にあって、近年、高圧ガス及び火薬類に係る重大事故が繰り返し発生してい
るこということはございません。また、毎年発生する事故については、その大小にかか
わらず情報収集と原因調査・対策等を講じているところです。
関係手続きについては、事業者の皆様の負担軽減のため、各関係機関での手続き簡
略化等の改善措置を進めているところです。
省庁間の連携改善については、現在も取り組んでいるところですが、今後も現場の声
を伺いながら、必要な見直しを図ってまいります。
なお、国際会議については、事前に、関係省庁・関係団体等からなる国内委員会で意
思統一を図り、対応方針をすりあわせた上で参加しております。

132 令和2年10月29日 令和4年6月27日
改姓の証明書類
のこと

婚姻等で改姓があった場合、
有効期限の長い改姓したこと
を証明する証明書があるとよ
い。

婚姻前に旧姓で国家資格や卒業証明書を取得しし、その後その国家資
格や卒業証明書を利用するに際し証明できる書類を提出といわれる
が、そのために戸籍関係書類を取得するのは甚だ不便なこと。

個人 法務省 戸籍謄本等の証明書自体には有効期限は定められていません。 その他
　　戸籍謄本等の証明書自体には有効期限は定められていません。ただし，戸籍謄本
等の提出を求める官公署や団体によって，証明を求める内容によっては個別に有効期
限を定められている場合があるようです。

133 令和2年11月2日 令和2年11月24日 手話通訳

テレビで首相や大臣がテレビ
で話すときにはぜひ手話通訳
を入れてほしい。これはテレビ
局の話ではあるが大臣からそ
ういう話を下に落としてほし
い。耳の不自由は人も国が決
めたことを知る権利がありま
す。

3.11の時に耳の不自由な人たちは一体何をしたらいいかわからず大変
苦労しました。そこで江副悟史さん（トットちゃん財団やNHKの手話通訳
をしている）が個人のお金を出してDNN（ネット手話ニュース）を立ち上げ
ました。そのニュースによって日本中の耳の不自由は人が助かったので
す。
世界中のテレビを見ると必ず手話通訳が出ています。
国会の記者会見では手話通訳がいるようですが、一体耳の不自由な記
者があそこにいるのでしょうか？あれはやっているというポーズだけでな
いでしょうか。
河野大臣にはこのような身体障害者にも愛情をもって接していただける
と嬉しいです。

個人 総務省

総務省では、障害者団体と放送事業者の代表者、有識者を構成員とする研究会での
検討を経て、10年毎に各放送事業者の字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標
値を定めています。平成30年2月、令和9年度までの普及目標を定める「放送分野にお
ける情報アクセシビリティに関する指針」を策定し、手話放送については、NHK・民放広
域局に対して、平均週15分以上に手話を付与する数値目標が新設されました。
令和元年度の1週間当たりの手話放送時間の実績については、NHK（総合）が54分、
NHK（教育）が4時間8分、在京キー5局が19分となっています。

なし 検討を予定

平成30年2月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」は、放
送実績や技術動向等を踏まえて、令和4年度を目途に見直しを予定しています。見直し
を検討する研究会において、ご提案内容の趣旨も考慮し、手話放送の普及目標の見
直しについて検討を実施します。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

134 令和2年11月2日 令和2年11月24日

河野大臣に是非
お伝え願いたいで
す（多数の意見・
提言の中で）

多数の意見・提言があること
は理解できます
その中で、「対官庁」として、最
も響くのは、組織のトップでな
い（現場）でやめられた退職
者・再任用の方の意見です

自分は今再任用の立場です　あと３年で完全に職場から離れます　今の
職場（税務署）ですが、いびつになっております　国税庁にも進言しまし
たが、税務「署」が税務「所」化しつつあります　単純作業部門（署の本務
たる調査・徴収以外の部門）が肥大化しつつあります
国民はきっと脱税を取り締まってほしいと思っていると思います　税務署
の中にあっても単純作業部門があり、それが肥大化しつつあり、これは
国民の納得を得られないと思います

個人 財務省

　税務署における調査・徴収以外の部門としては、主に申告書等の受付、納税証明書
の発行、現金の領収、税に関する一般的な相談などの窓口対応や申告書等の入力、
国税債権の管理、還付手続などの内部事務を担当している管理運営部門があります。
管理運営部門については、システム化や業務の見直しによる事務運営の効率化に努
めた結果、定員は減少傾向にあり、提案にあるような単純作業部門の肥大化は生じて
いません。

－ 事実誤認
現状については左記のとおりであり、引き続き、事務運営の効率化に努めてまいりま
す。

136 令和2年11月2日 令和4年6月27日
改姓時の行政シ
ステムの一本化

改姓した時、社会保険事務所
等他の行政事務所のデータ
ベースも自動的に変更される

改姓した時、戸籍等は変更されるのにそれに紐づいて社会保険のデー
タベースは変更されないため、改姓した時にわざわざ社会保険庁に行く
のが不便極まりない

個人
法務省

厚生労働省

【法務省】
戸籍の届出等により，戸籍上の氏が変更した場合に，その方の住所地の市区町村に
対して通知がされ，住民票の記載がされます。その余の行政データベース等が自動的
に変更されることはありません。

【厚生労働省】
平成30年3月から、国民年金や厚生年金保険の被保険者や受給権者に氏名変更が
あったときの届出は、個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、住民基
本台帳ネットワークから情報を取得し、日本年金機構への届出を省略できます。

住民基本台帳法
第９条第２項

国民年金法施行
規則第7条、第19
条、厚生年金保険
法施行規則第6
条、第37条等

その他

事実誤認

【法務省】
　制度の現状欄に記載のとおりです。
　なお，戸籍電子証明等の利用が可能となる令和５年度以降，国民が行政機関等に対
して戸籍情報が提出する際の利便性は大きく向上します。

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

137 令和2年11月2日 令和2年12月16日

新型コロナ感染拡
大に伴って補助
金等の申請行為
について

申請し補助金をいただき大変
感謝しておりますが、申請行
為は国民が自ら情報を掴み
書類を作り申請するのではな
く、既に各省庁・役所が現在ま
で保有している情報にもとづ
き自発的に能動的に対象企
業や個人を抽出したうえで、
『あなたは、補助金の対象先
になっているので同封した該
当の申請書に記入のうえ返送
してください』という仕組みに
変更していただきたい。

補助金等を受給するためになぜ『申請』しなければならないのか。という
点です。受給対象者であっても申請しなければ受給できず、一方的に申
請しないほうが悪いような解釈で不公平感があります。現在は確かに
ネット社会と言われているようにネット上で情報を掴み、申請書類を抽出
し各資料とともに申請を行なうことが一般的であり浸透しつつあることは
決して否定しません。しかし、表現は悪いですが、毎日毎日働きづくめの
居酒屋の店主達が、こまめにネットを参照したうえで補助金等の情報を
掴み申請書を出せますか。現実にはそこまでの余裕はないと思います。
規制改革等の既成概念および前例踏襲主義を変えるのであれば、各役
所が保有している国民・県民・市民の各情報、またはマイナンバー等の
情報により能動的・自発的に申請者より先に対象先をサーチ・抽出して
『該当企業や個人あてにあなたは補助金の対象先になっているので同
封した該当の申請書に記入のうえ返送してください』とできないんでしょう
か。規制改革の入口になるのではないでしょうか。役所は従来から庶民
とは一段上に属する役人集団であるとの暗黙のＤＮＡを代々受け継ぎ、
まるで武士社会の代官様に民百姓が困って申請する行為は世の中が
進歩しても何も変わっていないように感じます。代官様は申請した者は
認め、申請しない者は無視するような文化が脈々と生きているようです。
どうか国民の目線になって改革を進め各省庁が国民より先に能動的・自
発的に動ける組織を作っていただきたい。

個人
財務省

経済産業省

補助金等を交付するに当たっては、まず、相手方が補助金等を必要とするか否か、補
助金等を必要とする場合であっても、国が補助なり負担なりをすべきものであるか否か
等を判断する必要があるため、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
は、申請主義の原則をとり、補助金等の交付の申請を行わせ、必要な審査を行ったう
えで交付の決定を行うこととしています。

補助金等に係る予
算の執行の適正
化に関する法律

現行制度
下で対応可
能

・補助金を交付するに当たっては、まず、事業者や個人の方々が補助金等を必要とさ
れるのか否か、補助金を必要とする場合であっても、国が補助や負担すべきものであ
るか否か等を判断する必要があるため、「申請主義」の原則をとり、補助金の交付の申
請を行っていただいたうえで、必要な審査を行い、交付の決定を行うこととしています。
・多種多様な補助金について、補助対象であるか否かを事前に国が全て把握しておく
ことは困難である一方で、例えば、地域の商工団体等を通じて広く事業者に周知を行っ
ている事例もあります。
・運用上可能な限り、自発的・能動的に、事業者や個人の方々へお知らせできるよう取
り組んでいきます。

　重複する点検、検査項目の
機械式排煙設備と防火設備
（防火戸）の点検は消防設備
点検に統一する
また、建築設備での非常灯の
検査も、消防設備点検へ移管
し、事業者の負担を軽減して
ほしい（二重行政）
　上記とは別に消防設備の点
検は、設備点検と、総合点検
があり、設備部分に関いては
年2回の点検となっているが
年1回でいいのではないかと
思われます

消防法による消
防設備点検と、建
築法による建築
設備定期検査及
び防火設備定期
検査の重複につ
いて

令和2年11月24日 個人令和2年11月2日135

現行制度下においても、建築基準法の検査対象設備と消防法の点検対象設備には基
本的に重複はなく、予備電源のように各設備に併用されている器具がある場合でも、
建築基準法に基づく定期検査においては消防法の点検と重複することのないよう、そ
の器具の検査記録の確認でもって足りるものと措置をしていることから、消防法の点検
との統一は不要と考えます。

消防用設備等の適正な維持管理の観点から、機器点検は６か月に１回としており、点
検コスト低減の観点のみから、機器点検を１年に１回とすることは困難と考えます。た
だし、一般的には、機器点検と総合点検を同時に行うことで、点検コストについて、一定
の低減が図られるよう運用されている場合が多いと考えます。
消防用設備等の維持管理が適正に行われることを前提として、引き続き点検期間の合
理化について必要な検討を行ってまいります。

現行制度
下で対応可
能

建築基準法第12
条
「建築設備（昇降
機を除く。）の定期
検査報告における
検査及び定期点
検における点検の
項目、事項、方法
及び結果の判定
基準並びに検査結
果表を定める件」
（平成20年３月10
日国土交通省告
示第285号）
「防火設備の定期
検査報告における
検査及び定期点
検における点検の
項目、事項、方法
及び結果の判定
基準並びに検査結
果表を定める件」
（平成28年５月２日
国土交通省告示
第723号）
消防法第17条３の
３
消防法施行規則
第31条の６
「消防法施行規則
の規定に基づき、
消防用設備等又
は特殊消防用設
備等の種類及び
点検内容に応じて
行う点検の期間、
点検の方法並びに
点検の結果につい
ての報告書の様式
を定める件」（平成
16年５月31日消防
庁告示第９号）

建築基準法第12条に基づく定期検査は、建築基準法に基づき設置された建築設備、
防火設備等を検査対象としており、基本的には消防法に基づく点検対象設備との重複
はないものと考えています。例外として、防火設備を作動させるための感知器、非常用
の照明装置の予備電源等は、消防法の点検対象である消防用設備等の感知器、予備
電源等と併用される場合もありますが、建築基準法に基づく定期検査におけるそのよう
な器具の作動性等の検査においては、所有者等に検査に係る二重の負担を強いるこ
とのないよう、前回の検査後に同等の方法で実施した検査の記録がある場合、又は、
前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録が
ある場合、当該記録により確認することで足りることとしているところです。

消防用設備等については、一般的に火災が発生した場合にはじめて使用されるもので
あり、いついかなる時に火災が発生してもその機能を有効に発揮できるものでなけれ
ばならないことから、常に維持管理が十分になされることが必要です。このため、機器
点検（外観確認や簡易操作により判別できる事項についてのみ行う点検）は６か月に１
回、総合点検（消防用設備等を実際に作動させること等により総合的な機能の確認を
行う点検）は１年に１回としているところです。

総務省
国土交通省

　本件については長年、二重行政ではないかと疑問をもっており、点検、
検査対象の施設をもつ事業者は
同じ内容の検査に二重のコスト負担をしいられています。
　特に、数年前に防火設備定期検査が新設された際には、役所の担当
課の職員、検査を代行する民間業者、
私のように、施設を管理する立場の者など、すべての人が、同じ検査を
なぜ重複するのかと感じたはずです
　事業者の負担軽減と同時に、担当役所の負担軽減、特に消防官吏に
ついては、常に査察業務などが追い付かない現状を
すこしでも改善できるかと思います
　また、消防設備の維持管理には相応のコストがかかり、消防署からの
指導にも関わらず利益に直接つながらない
消防設備の修理は先送りにされる傾向にあり、検査費用をすこしでもそ
ちらに振り分けられれば
設備不良により人命が失われたり、火災被害が大きくなるリスクを下げ
られるかと思います
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

138 令和2年11月4日 令和5年5月17日

住居を失った方の
住所地消除地市
町村の支援の継
続の為の各福祉
制度と矯正施設
の支援一元化に
ついての提案

1刑務所への収監費用の一部
を市町村の費用とし、また、市
町村民への支援の一環であ
ることとする。
2裁判で有罪となり刑務所等
矯正施設へ入る等、住居を失
う事を理由とした住所の市町
村職権消除を廃止。
3廃止してしまった場合は、刑
務所所在地でなく、廃止地を
行政手続き上の住所地として
回復する。
4障害福祉施設が市町村内に
なく他都道府県他市町村の福
祉資源を利用する場合、生活
保護は移行先でなく元々の住
所地もしくは消除地とする事。
5介護保険施設に入る為、4で
他市町村の障害福祉施設か
ら戻る際に、行先だった他市
町村の支給でなく元々の住所
地か消除地が支給する事。生
活保護も同様とする事。
6救護施設も4同様とする事。

A市のアパートに生活保護を利用して住んでた人が、刑務所へ入り出所
し、障害福祉でグループホームに入ろうとしたが空きがなく、
B市のGHへ仮住まいした所、生活保護はB市現在地保護です。障害福
祉は居住地特例でA市。
↓
A市のGHに空きが出てA市へ戻ると、生活保護は「従前の保護の実施期
間が責任を負う…」。ので、B市が生活保護を継続する。介護保険はB市
負担になります。たとえB市一週間でもです。
福祉の支援を受けた人の再犯率は１割まで下がると言われます。
支援したくない市町村だと、一回転出してもらい支援を終了させる様な事
がおきます。
これらは、償った者へのさらに償いとして戒めを執行している様に思えま
す。オリンピック選手なら住所は消さないと考えます。
受刑者の少なからずは福祉対象者であり、市町村支援により犯罪率や
再犯率は差があると思われ、そして出所後に自力再建できない福祉対
象者の生活の場所や支援が元々の住所地や消除地市町村にできない
場合があります。
また、受刑者の多くは元々イジメや虐待の被害者であり、障害や認知症
の未支援や支援不足なども多く、福祉、教育背景がある転落は少なくあ
りません。
市町村の支援不足であっても、警察、検事、弁護士、裁判官、保護観察
官など市町村の福祉を上回る500万円以上を使用し対応しています。
他市町村に流す、国に流しこむ、その様な仕組みでは自らの市町村の
課題に向き合う事は難しいと思えます。
市町村がまず必ず受け止め続ける、その上で国や都道府県が支援す
る。意識改革の一歩として、まず、住所地や消除地の支援を義務付けた
かたちでの刑務所と市町村の紐付けは必要と考えます。

個人
総務省
法務省

厚生労働省

【法務省】
１
刑務所は国が費用を負担して運営されています。

【総務省】
２、３
住所の認定にあたっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的
居住意思を総合して市町村長が決定することとなっています。

【厚生労働省】
４、５、６
＜生活保護法＞
生活保護制度は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるも
のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるもので
す。

＜介護保険法＞
介護保険の被保険者が介護保険施設等への入所のため転居される際は、転居前の
市町村が引き続き保険者となります。また、障害福祉施設等から介護保険施設等へ入
所される場合は、障害福祉サービスに係る支給決定を行っている市町村が保険者とな
ります。

【法務省】
１　法務省設置第
４条第１項第12
号，第12の３号及
び第８条

【総務省】
住民基本台帳法

【厚生労働省】
生活保護法

介護保険法第13
条

１　対応不
可

２、３　対応
不可

４～６　対
応不可

【法務省】
１　刑務所は，国が科す刑罰を受ける者等を収容する施設であり，その運営に要する
経費については国が負担すべきであるため，刑務所への収容に必要な費用の一部を
市町村の負担とすることは相当ではないと考えています。

【総務省】
２、３　制度の現状に記載のとおりです。

【厚生労働省】
４～６　生活保護制度では、原則、居住地又は居住地がない若しくは明らかでない要保
護者については現在地を所管する実施機関が保護を決定し、実施することとされてい
ます。例外として、すでに保護を受けている者について、保護施設、介護老人福祉施設
等の適当な施設に入所を委託した場合等については、当該入所又は委託の継続中に
限り、施設所在地を所管する自治体の財政負担が過重とならないように、入所前の居
住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うものとする居住地特例
を講じているところです。
４、６について、刑務所へ入所していた方が、出所後に入所した障害福祉施設、救護施
設で保護を受ける場合については、原則どおり、施設を現在地として保護を実施するこ
ととなり、居住地特例を適用する対応は適切ではないと考えています。
５について、介護保険制度における住所地特例は、介護保険施設等の所在立地市町
村の介護給付費が過度に重くならないようにとの考え方に基づき設定されているところ
です。仮に、ご提案のような仕組みとした場合には、介護保険施設等が所在する自治
体の負担が過重となることから、対応は困難であると考えております。

139 令和2年11月4日 令和2年11月24日
規制に関する2対
1ルール

新たに規制を一つ作る時は二
つの規制を
廃止しなければならないとす
る

政治家が規制を廃止したくて
特区を設けて規制を緩和しようとすると
加計学園のようになってしまいます
ですから官僚が自ら進んで規制を改革するように
一つ作りたければ二ついらないものをすると
自浄作用が働きます
アメリカもトランプ大統領が大統領令で
目覚ましい成果を挙げました

個人
内閣府
総務省

規制は、そのときどきの社会経済上の必要性があって設けられるものであり、その後
の状況変化などに伴って廃止する場合もあれば、強化すべき場合もあります。このた
め、「2対1ルール」の趣旨でもある、規制の必要性やコスト・手段の妥当性をきちんと分
析し、適時に見直しを行うことが重要であると考えています。
現在、政府においては、規制の新設・改廃に当たり、政策評価法に基づいて費用や効
果の分析を行うとともに、新たに規制を設ける法律案の中に、原則として、いわゆる「見
直し条項」を規定し、一定期間経過後に規制の必要性や内容の見直しを行うこととして
います。
また、規制改革推進会議では、常に規制の必要性を点検し、必要性を失った規制には
真正面から挑戦して風穴を開け、新たに生じた課題には規制体系そのものの変革を迫
るなど、スピード感を持って改革を進めています。

【内閣府】
「規制改革推進に
関する答申」（令和
２年７月２日規制
改革推進会議決
定）

【総務省】
「今後における行
政改革の推進方
策について」（平成
6年2月15日閣議
決定）、
「行政機関が行う
政策の評価に関す
る法律施行令」（平
成13年政令第323
号）第3条

その他
制度の現状欄に記載のとおりです。引き続き、このような取組により、規制の新設抑
制、見直しを図ってまいります。

140 令和2年11月4日 令和2年11月24日
政府の地震政策
の統括 : 地震・火
山庁の新設

２２０１１年3月11日東日本大
震災後、大学では地殻研究の
学部が消え、各研究は予算削
減により、事務費を賄う程度
の予算で研究を続けておりま
す。また、一方では津波予報
のために大企業との連携によ
り海の予算に編重し、陸の観
測網整備は停滞している状態
にあります。岩盤基礎研究の
重要性が忘れられた行政で
良いのでしょうか？
日本国は地震国であり、災害
から逃れられない地球環境の
位置に存在しています。これ
らの災害からの復興予算を抑
えるためには基礎研究を進め
て地殻の状況を把握し、予測
をして災害から避難をすること
です。そのためには、多岐省
庁に分散している機関を統合
して予算の重複化を是正する
必要があります。

(1)文部科学省、経済産業省、国土交通省に分散している、地震調査・研
究機関、防災機関の統合。　
地震本部の統括する傘下には、10の機関があり、これらの地震機関の
研究が、どのようにリンクしているのか、地震予測予算の配分は、どのよ
うに決まるのか、全く分からないのが実情です。予測関連予算の配分に
当たっては、透明性を実現し、予算施策内容を、長期と中・短期に区分し
て開示頂くことを、ぜひ実現してください。
(2)データの一元管理機関の設定と、開示を遅滞なく行うことを研究機関
に求める必要性：
データ・ベースは、文科省・防災科研が地震データ（Ｈｉ-ｎｅｔ, Ｋ-ｎｅｔ, Ｄｏ
ｎｅｔ）、国交省・国土地理院がGNSS、そのほか産総研、気象庁等にも、
公開されたデータ・ベースがあるようですが省庁別データ・ベースと言え
る。最先端研究の一つであるべき地震研究が個々の研究機関の自由裁
量でデータ・を保持することは是正しなければ予測を進める阻害要因と
なりかねません。将来に向かって、データ創出機関の権利を守りなが
ら、且つ全ての研究者がデータを活用できる方策の確立と、データの一
元管理、個々の機関によるデータ保持の禁止施策は必須と考えます。こ
れのことは、これから新設されるデジタル庁の範囲に繋がります。
(3)地震関連外郭団体の統合と研究会の統合。
主要4委員会文科省：地震調査委員会、 科学技術・学術審議会測地学
分科会、気象庁：地震防災対策強化地域判定会、国土地理院：地震予
知連絡会の予測に関する機能を一本化し、どの機関が、予測に対して、
主要な任務を負うのかを明確にすべきであると考えます。

有限会社
テクノ菅谷

内閣府
文部科学省
経済産業省
国土交通省

地震調査研究関係の予算の重複については、政府の特別の機関である地震調査研究
推進本部において、関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整が
行われております。
各年度の地震調査研究関係予算要求の概要等については、地震調査研究推進本部
のHP（URL：https://www.jishin.go.jp/reports/budget/）にて公開しております。

地震防災対策特
別措置法第七条

現行制度
下で対応可
能

左記（制度の現状）のとおり、既に関係行政機関の地震に関する調査研究関係予算等
の事務の調整については、地震防災対策特別措置法第７条に基づき設置された地震
調査研究推進本部において行われております。
引き続き、関係省庁連携して、地震防災対策に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

141 令和2年11月4日 令和2年11月24日
法律の旧字体に
ついて

法律関係の公文書が未だ活
版印刷時代を感じさせる旧字
体で読みにくいように思いま
す。
よってがよつてであったり
負うが負ふであったりで混乱
し、
読むのに時間がかかるので
刷新はできないでしょうか。

私は法律家ではないのですが
仕事で関係法令に触れることがあります。
国民は法律を調べる機会が時たまあると思いますので、
現代の国民全員が読める文章にする
というのも業務効率化になるのではないかと思います。
難しい文は各種解説サイトがありますが、
解説サイトがあるのは書いている方の解釈が入るので本来喜ばしいこと
ではないと思います。
文章を変えるということで、
難しい部分もあると思いますがどうぞ宜しくお願いします。

個人
内閣官房

内閣法制局
文部科学省

【内閣法制局】
法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、 「法令におけ
る拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」（昭和６３・７・２０内閣法制局
総発第１２５号）により、「現代仮名遣い」（昭和６１・７・１内閣告示第１号）の原則に従
い、昭和６３年１２月召集の第１１４回通常国会に提出する法律案等（大書きとなってい
る法令の一部改正を除く。）から小書きにすることとしています。

【文部科学省】
戦後の法令の用字用語については「公用文作成の要領」（昭和２６年国語審議会建
議、昭和２７年内閣官房長官依命通知別紙）に基づいています。その「３　法令の用字
用語について」の「２（１）」には、法令の一部を改正する場合について、次のような規定
があります。

１　文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合は、改正の部分が一つの
まとまった形をしているときは、その部分は、口語体を用い、ひらがな書きにする。
２　にごり読みをすべきかなに、にごり点をつけていない法令を改正する場合は、改正
の部分においては、にごり点をつける。
３　当用漢字字体表（注：現在は常用漢字表）の字体を用いていない法令を改正する場
合は、改正の部分においては、当用漢字字体表の字体を用いる。
４　旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は、改正の部分にお
いては、現代かなづかいを用いる。

したがって、いわゆる旧字体の漢字及び旧仮名遣いを用いた法令について、その全部
改正を行う場合には、当用漢字表又は常用漢字表の字体を用いるとともに現代仮名
遣いを用いることとなります。一方、一部を改正する場合には、改正の部分以外が従前
のまま残ることとなっています。

【内閣法制局】
「法令における拗
音及び促音に用い
る「や・ゆ・よ・つ」
の表記について」
（昭和63年内閣法
制局総発第125
号）

【文部科学省】
「公用文作成の要
領」（昭和２６年国
語審議会建議、昭
和２７年内閣官房
長官依命通知別
紙）

【内閣法制
局】
その他

【文部科学
省】
現行制度
下で対応可
能

【内閣法制局】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【文部科学省】
「制度の現状」で示したとおり、現状の制度下であっても、法律の改正によって、いわゆ
る旧字体の漢字や旧仮名遣いを改めることは可能です。

142 令和2年11月24日 令和4年10月12日
各省庁のホーム
ページデザインに
ついて

各省庁のホームページデザイ
ンを一新すべきではないか。

現在の各省庁のホームページのデザインはすごく古く、これからデジタ
ル改革を行っていくなら優秀なデザイナーを高待遇で雇い現代風の先
進的なホームページにしていくべきではないでしょうか。
私も若い人たちの一人ですが、外資系(GoogleやApple、Instgram)の先
進的なデザインに慣れており、現在の省庁のホームページはとても見に
くく使いにくいです。
単に行政をデジタル化していくのではなく、デジタル化が済んだ時に実
はそれはもう時代遅れの技術ということにならないよう将来的なことも考
慮しながら先進的なものにしていってほしいです。
よろしくお願いします。

個人
デジタル庁

全省庁

先進的なホームページの定義が存在しておらず、また、時代によっても変化するため、
一概に回答することは困難ですが、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年
６月７日改定）においては、「政府機関が提供する情報に誰もが素早くアクセスできるよ
うに、各府省庁のウェブサイトのデザインやコンテンツ構成等の標準化・統一化を図
る。」ものとされており、現在、デジタル庁においては、この実現に向け、標準化・統一
化のための原則・ルール等をまとめた「デザインシステム」を策定し、その後、デジタル
庁ウェブサイトへの適用を通して、フィードバックを得ながら継続的な改善を行うこととし
ています。

－
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

143 令和2年11月24日 令和4年10月12日
公的機関のサイト
の見辛さ

内閣府もそうだが、この窓口
にたどり着くまで階層が深す
ぎて分かりづらかった。
その他役所、省庁も古いIE(ブ
ラウザ)準拠やスマホ非対応、
情報が整理されず見つけられ
ない等。
平井大臣も上辺しか分かって
いない説明で「合宿」などと非
効率なことを言っていて止め
て欲しい。

サイトで確認ができるので、電話での問い合わせが減る。
顧客第一の時代、また、デジタルは年々変化しており、老人に任せるよ
り台湾のIT大臣のようなスペシャリストに任せたり、Gitなどを使用し最先
端の知識の集合体にすれば、効率化、改善スピードの向上、サイトリ
ニューアルにいちいち膨大な時間をかけずに済む。

個人
デジタル庁

全省庁

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日改定）においては、「政府機
関が提供する情報に誰もが素早くアクセスできるように、各府省庁のウェブサイトのデ
ザインやコンテンツ構成等の標準化・統一化を図る。」ものとされており、現在、デジタ
ル庁においては、この実現に向け、標準化・統一化のための原則・ルール等をまとめた
「デザインシステム」を策定し、その後、デジタル庁ウェブサイトへの適用を通して、
フィードバックを得ながら継続的な改善を行うこととしています。

－
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

144 令和2年11月24日 令和2年12月16日
国税局の事務効
率化

執務にあたって、住民票、戸
籍謄本、車両登録事項、住民
税課税状況、所有不動産、各
種補助金の受給状況など各
官庁にそれぞれ照会を行って
いるが、非常に煩雑である。
自席の端末で全て見られるよ
うにならないか。
また各金融機関の対応につ
いても任意規定のため、協力
度合いがまちまち。
確実に協力を得られるよう法
律を変えていただきたい。

勤務時間の大幅短縮、人件費の無駄を省ける 個人 財務省

すでに住民票、車両登録事項などにおいてはオンラインでの照会が可能となっていま
す。
また、他の行政機関が保有する情報をオンラインで照会するためには、それぞれの行
政機関におけるシステム改修が不可欠であるため、費用対効果などの実現可能性を
考慮した上で検討を進めてまいります。
また、金融機関に対する取引状況等の照会については、現状で必要な協力は得られ
ているものと承知しています。なお、金融機関ごとに対応の差異があったとしても、金融
機関の個別の事情は斟酌すべきであると考えております。

国税通則法
検討を予定 制度の現状欄に記載のとおりです。

145 令和2年11月24日 令和2年12月16日
国と地方の一本
化について

災害・国難が生じたとき、国と
地方は、執行機関を一本化し
て 命令系統を一つにする。そ
のためには、法律も変えなけ
ればならない。 もちろん 、活
動場所、人、お金が必要とな
る。

災害が起きた時には、自衛隊が主体になって、非常にフットワークもい
い活動します。今回のコロナも、災害対応だと思うんですが、フットワー
クが、大変悪い。地方自治がネックになっている。 国が国会で命令出し
ても、実際動くのは 地方。指揮命令系統が遮断されている。地方公務員
を、この時は国家公務員として兼務させ、総理大臣一家、その命令を村
まで行き渡らせる。責任を回避したらペナルティーを法律で担保する。勿
論、国家予算で場所、人、物、金を備える。これは、国難に特化した法律
となる。

個人
内閣官房

厚生労働省

　ご指摘の新型コロナウイルス感染症対策については、新型インフルエンザ等対策特
別措置法（平成24年法律第31号）に基づき、国が基本的対処方針を示し、各都道府県
知事は対処方針を踏まえて地域の感染状況等に応じて講ずべき措置を判断するという
役割分担の下、各都道府県と連携を密にしながら、それぞれの立場で役割を果たすこ
とで感染拡大防止対策を講じているところです。
　政府としては平素から、危機管理に万全を期することが重要であるとの認識の下、緊
急事態に対して適切に対応できるよう体制の整備に努めており、緊急事態への対応に
あたっては、国と地方公共団体との緊密な連携の下、対応しております。

新型インフルエン
ザ等対策特別措
置法（平成24年法
律第31号）

対応不可

　地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を
自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであり、災害・国難が発生した際にも
このような地方公共団体の役割を踏まえた上で、国と地方はそれぞれの役割の下で緊
密に連携することが適当であり、執行機関を一本化することは適当ではないと考えてお
ります。

146 令和2年11月24日 令和3年6月16日
公務員に対する
雇用保険の適用

国家・地方問わず、公務員に
雇用保険を適用し、官民の間
の人材流動化を促進する。

行政改革とは詰まるところ省庁組織や職員自身の意識改革（または気
付き）から始まるところが大きいが、基本的に公務員は大学卒業から同
一の組織で働いてきたプロパーが圧倒的多数である。中途採用者もい
るにはいるが少数のために民間の視点は特段取り入れられず、埋没す
ることが多い。逆に、公務員から民間への転出は、雇用保険による財政
支援がないこと（20~30代は退職金が少ないため特に苦しい）、また「潰し
が効かない」ため二の足を踏むことが多い（国家公務員や専門職はとも
かく、地方公務員はジェネラルな仕事を数年交代で行うため次の仕事に
繋がるキャリアを築きにくい）。
そのため、ほぼ同一メンバーでの組織運営は硬直化や慣例主義、上か
ら言われた事をこなすだけ、の大きな要因となっている。
公務員に雇用保険を適用する事で、民と官の異動の「段差」を少なくし、
容易に行き来出来るようにする。また職業訓練等の受講により公務員の
技術習得や能力育成を図ることができる。それによって官はもちろん民
にとっても人材の多様性をもたらし、充実した政策展開・組織運営等に
繋がる。

個人
内閣官房
総務省

厚生労働省

雇用保険法第６条第１項第６号により、国、地方の公務員については雇用保険法の適
用が除外されており、国家公務員については国家公務員退職手当法により、地方公務
員については各地方の条例により失業時の保障をおこなっています。

雇用保険法第６条 対応不可

国家公務員等に対する雇用保険法の適用については、
・法令等の確実な根拠に基づき、失業時の保障として、雇用保険法により支給される給
付を超える給付が確保される仕組みが設けられていることから強制的に適用し保護す
る必要性に乏しいこと
・国家公務員法等の法制度に基づき特別な身分保障がなされ、一般の民間労働者に
比して身分が安定しており、失業が起こり難いこと
を踏まえ、適用を除外しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

147 令和2年11月24日 令和2年12月16日
財団法人5割民営
化

国の国家予算の是正、税制
改革を財団法人でなくてもい
い法人が多いと思う。現在の
財団法人の5割以上の民営化
してもらいたい。

国家予算の削減、民間になる事により雇用促進、人件費の高い天下り
公務員の削減。

個人 内閣府
財団法人の民営化のご提案をいただいておりますが、一般財団法人はもとより公益財
団法人についてもそもそも民間の法人であり、民営化の対象となるものではありませ
ん。

－ 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

148 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公務員のお給料
について

地方公務員や国家公務員と
かのお給料が高すぎると思う
ので地方とかでも稼げる金額
がその地方にあったお給料で
よいのではないのかと思いま
す??国民をバカにする公務員
もいるので国民とはけ離れて
いると思います??そしてボー
ナスとかもその行政の税収し
だいでよいと思います??新型
コロナもありますがお願いい

新型コロナウイルスもあって国民の多くが苦しんでいるなかなぜ公務員
とかだけが安定なのか疑問に思ってボーナスとかもガンガン出ているの
が疑問に思いました??なので少しでも国民に感覚を近づけてほしいし大
阪ではそれが少し実現しているのでぜひ全国でもしてほしいです??

個人
総務省
人事院

   地方公務員の給与は、地方公務員法の趣旨を踏まえ、それぞれの地方公共団体に
おける議会で十分に議論の上、条例で定められるものです。
   総務省としては、人事委員会において、その機能を発揮し、地域の民間給与を的確
に反映させる観点から、公民較差の精確な算定、公民比較の勧告への適切な反映、
勧告内容等に対する説明責任の徹底などの取り組みを行うよう助言しております。
　国家公務員については、国家公務員法で定められた情勢適応の原則の下、その給
与は全国一律で定められている俸給と地域の民間賃金水準を反映するための地域手
当等で構成されており、地域における民間給与の実情を考慮したものとなっています。

地方公務員法第
24条第１項、２項
及び５項

国家公務員法第
28条
一般職の職員の
給与に関する法律
第11条の３第１項

対応不可 制度の現状欄に記載の通りです。

149 令和2年11月24日 令和2年12月16日 省庁の人事・人選

省庁の大臣以外の役人の入
れ替えをフレキシブルに行え
るようにな仕組みに変更して
欲しい。

省庁の大臣は政治家で失敗や失政の際には選挙で入れ替えが行える
が、一般の役人は永遠の権利権益になっている。以前米国で現在中国
駐在。米国では政権交代で人を入れ替える仕組みがあり、中国では民
主的ではないが中央政府地方政府トップの意向で下も変える。私らの民
間企業では仕事の失敗で上に上がれない。

個人 内閣官房

国家公務員法において、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採
用年次や合格した採用試験の種類にとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切
に行われなければならないとされております。
勤務実績の良くない職員については改善措置を講じ、なお改善が見られない場合に
は、適切な降任等の措置を行うことになります。

国家公務員法第
27条の2

現行制度
下で対応可
能

国家公務員の人事管理については、引き続き適切に行ってまいります。

150 令和2年11月24日 令和2年12月16日
役人の評価され
る方法について

役人は所属する省庁や部署
において評価され、出世したり
収入アップしたりしますが、そ
れがいわゆる縦割りにつなが
る原因と考えます。その評価
方法を変えることで、縦割りが
なくなると考えます。

本来役人は国民に奉仕し、その結果として国が繁栄する、という役目を
担っているはずですが、国や所属する省庁や部署内で評価されている
ため、それが全くできていません。もっと悪く言えば、省庁と関連する業
界だけを見ていて、そこからの評価だけ気にするという、利権をからませ
ないことが不可避な環境です。縦割りになる原因でもあります。
これを変えるには、国民に直接評価をしてもらうことです。薄く広く国民に
評価してもらえば、利権の要素は格段に減らせます。
外交など活動を公表できない業務もあることから、こまごまと成果毎の
評価ではなく、行政全体に対するざっくりとした評価あたりが、順当だと
思っています。
しかし、省庁毎や法案毎や事業毎にも、評価ができる仕組みがあれば、
方向性の改善などに役立ちます。
現状は、それぞれの業界だけに働きかけしています。結果としてそれが
正しく調和していれば、国全体が発展していきますが、先進国中日本だ
けが貧困化しています。
インフレ対策であるはずの消費税を社会保証のためだとか言ったり、必
要が無い国の借金を返済してお金を消失させたり、国民の借金ではない
のに国の借金を国民ひとりあたりに換算したり、将来少子化するからと
保育園を減らし、より少子化をすすめるなど、変なことをしています。悪
い方向で調和しています。
TwitterなどのSNSにより、国民からの評価は拾いやすくなってきていま
す。100年単位の時間経過があれば、自然と国民から評価される仕組み
が出来上がると思いますが、早いほうが良さそうです。

個人 内閣官房

一般職の国家公務員については、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と
挙げた業績を把握した上で勤務成績の評価を行う、人事評価の仕組みがあります。
国家公務員は、国民全体の奉仕者として、国民のために高い倫理感を持って公正に職
務を遂行しなければならず、そのような能力を有しているかは評価項目の一つとなって
います。
この人事評価は能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となっており、その
結果は、職員の処遇（給与、任用、分限等）や人材育成において活用されています。

・人事評価の基
準、方法等に関す
る政令
・人事評価の基
準、方法等に関す
る内閣官房令

現行制度
下で対応可
能

人事評価は、能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものであり、重
要な役割を担っていることから、今後も適切に人事評価が行われるよう努めてまいりま
す。

151 令和2年11月24日 令和3年1月14日
官房長官記者会
見の廃止につい
て

　日々、実施されている官房
長官による記者会見を廃止
し、記者クラブ向け、マスコミ
向けの会見ではなく、主権者
たる国民に向けての直接会見
を、動画として配信すべきであ
る。
　動画は、経済・防衛・外交・
時事等、各項目にわけて配信
し、同時に文章はPDF等でHP
に掲載する。マスコミからの質
疑については、マスコミ対応
特別フォームからの質問のみ
受け付けることとし、翌日の動
画配信において質問のあった
企業名、質問内容と、それに
対する回答を配信する。

＜提案理由＞
　・官房長官記者会見は、主権者たる国民への情報発信たるべきである
が、現状は特定報道関係者の主義主張、新聞社等のイデオロギーにも
とづく理屈に対しての弁明の機会となっている。
　・記者会見に出入りする報道記者においては、日々の官房長官への取
材をするにつき、「自分たちが国民の代表である」との傲慢さを持ち始
め、自分の考え、自社の考えと違う会見内容である場合、”国民の代表”
面で口汚く罵ったり、”国民の代表”面で、民主主義の正規の手続きを経
て国民の代表となっている官房長官や総理、他の国会議員に対しても、
詰問を仕掛ける。
　・彼ら報道機関の記者は、自社の人事で配属されただけであり、国民
の代表でもなく、ましてや民主主義の手続きを何一つ経ているわけでも
ない。そんな記者たちが、総理に対して「逃げるんですか！」等と口悪く
投げかけるときすらある。
　・官房長官記者会見は、日々国民に対して発信されており、政治に関
心を持つ世代だけではなく、この先の日本国を担う若い世代にも発信さ
れる。今はYoutubeをはじめネット配信により若い世代も多く見ている時
代である。彼ら若い世代にも、記者の”国民の代表”面を当たり前のよう
に見せることで、間違った価値観を刷り込まれ、為政者、国民の代表で
ある代議士への敬意も何一つ生まれず、国家を導くという尊崇すべき理
念を持たず、政治家という夢に向かう若者の芽を摘むという形にもつな
がりかねない。
以上、4点の理由により提案するものです。

個人 内閣官房

内閣官房長官は、国民や国際社会に向けて政府として情報発信を行うことを主たる目
的として、首相官邸において定例の記者会見（以下、「定例記者会見」という。）を行っ
ています。
定例記者会見については、政府からの報道を通じた情報発信も重要との考えの下、原
則として１日２回（午前及び午後）実施しています。（会見では外国人記者向けに同時
通訳による英語音声を提供しています）
政府においても、首相官邸ホームページや政府インターネットテレビ（英語版含む）にお
いて、定例記者会見の動画を掲載するとともに、ツイッター等のSNSも活用して、国民
や国際社会に向けた情報発信を行っています。
引き続き、定例記者会見を含め、様々な媒体を活用して、情報発信に努めてまいりま
す。

－ その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

152 令和2年11月24日 令和2年12月16日
霞が関内での重
複した照会の廃
止

押印規制にかかる実態把握
の調査が、貴室（規制改革推
進室）からと内閣府のIT総合
線t略室（棚卸調査）からの両
方からきている。こうした重複
の調査業務については、継続
的に実施がされればされるほ
ど霞が関内の業務負担が増
えるため廃止し、一本化して
いただきたい。

提案の具体的内容に記載した通り。
そもそも、押印の廃止等については、働き方改革を進めるためにも速や
かに進めるべきものだと考えており、協力したいと思っているが、こうした
まったく同じ調査を別の主体から、しかも同じ霞が関内で行うことにより、
無駄な人的コストをかけてしまっている。
内閣府と内閣官房が横に連携すべき案件ではないか。

個人
内閣府

内閣官房

規制改革実施計画（令和2年7月17日　閣議決定）に記載の「行政手続における書面・
押印、対面規制の抜本的な見直し」の方針を踏まえ、各府省の検討・対応状況をお伺
いしております。調査に当たっては、ＩＴ総合戦略室が毎年行っている行政手続等の棚
卸調査の結果を利用するなど、各府省の回答負担軽減のために連携しております。

該当なし
現行制度
下で対応可
能

今後も、各府省に対して調査業務等をお願いする場合には、ＩＴ総合戦略室と情報連携
を行い、類似の調査予定有無の確認、調査の一体運営の検討など、出来る限り各府
省の作業負担軽減に配慮してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

153 令和2年11月24日 令和2年12月16日

「公共工事の発
注」に当たり、法
体系上の何処に
も根拠が無い「仕
様発注」に拘り続
けているのは大き
な弊害

「公共工事の発注」に当たり、
中央省庁の技官は、「会計
法」及び「予算決算及び会計
令」の何処にも書かれていな
い「仕様発注方式」、つまり、
「詳細な施工図面の作成とそ
れに基づく詳細な積算による
予定価格の策定による発注
方式」に、今もなお拘り続けて
います。「仕様発注方式」で失
敗し破綻した「新国立競技場
整備事業」は、「性能発注方
式」で復活し成功しました。
「性能発注方式」こそ、公共工
事発注上の全ての諸問題を
解決できる「鍵」です。ところ
が、前記の「仕様発注方式」
への拘りのため、自治体等へ
の「性能発注方式」の普及も
阻害されています。このことか
ら、法体系上の根拠を見出せ
ない「拘り」を解くことが、何よ
りも必要です。

私は、元警察大学校警察情報通信研究センター所長で、現在は技術士
事務所を営んでおります。
私は昔も今も、「オバケ」と闘っています。「公共工事の発注」に関してで
すが、私が問題視して闘っている相手が「オバケ」なのです。国や自治体
の技術系職員が、発注制度の根幹を成す法体系を全く理解しようとしな
いまま、勝手な思い込みに基づく「勘違いと錯覚」により「仕様発注しか
認められていない！」、「仕様発注しか会計検査が通らない！」などと叫
んでいるのは、法体系上に実体が無い「オバケ」を見て信じ込んでしまっ
ているようなものです。国や自治体の技術系職員の殆どが、この「オバ
ケ」に取り憑かれています。そこで、我が国を救うために必要なことは、
制度を変えることではなく、「オバケ」の正体を暴いてみせることだと考え
て闘っているのです。
ところで、発注事務手続きの大枠については、国の場合には「会計法」と
その政令である「予算決算及び会計令」に規定されていますが、非効率
で旧態依然とした「仕様発注」や、これからのイノベーションに欠かせな
い「性能発注」といったレベルでの具体的な詳細手続きについては規定
されていません。にも関わらず、中央省庁の技官は、「仕様発注」として
「詳細な施工図面の作成とそれに基づく詳細な積算による予定価格の
策定」が規定されていると勘違いしているのです。実際にはこのような詳
細規定は何処にもありませんので、これが「オバケ」の正体です。この
「オバケ」を退治しないことには、イノベーションに欠かせない「性能発注」
の活路が開けないように思います。このままでは、技術立国を自認する
我が国にとって由々しき事態だと思います。

個人
国土交通省
農林水産省

（国土交通省の土木工事について）
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、第18条に技術提案の審査及び
価格等の交渉による方式が規定されており、民間の創意工夫の余地が大きいと考えら
れる場合には、発注者の求める機能・性能及び施工上の制約等を契約の条件として提
示した上で発注する設計・施工一括発注方式や、発注段階で仕様の確定を行わずに
設計段階から施工者が関与する技術提案・交渉方式（ECI方式）の適用について検討
することとしています。

（国土交通省の営繕工事について）
大規模な庁舎を整備する際など、民間の創意工夫の余地が大きいと考えられる場合
には、ＰＦＩ事業として業務要求水準書を満足するような施設整備を行うことについて検
討することとしています。

(共通)
一方、標準的な技術で仕様を確定でき、また、民間による創意工夫の余地が小さいと
考えられる場合には、発注者側で作成した仕様書、設計書等によって適正な予定価格
を設定して公共工事の発注を行っていますが、予定価格は標準的な価格として積算し
ており、施工者による施工方法等の工夫の余地や裁量が一定程度存在します。また、
イノベーションに資すると考えられる新技術について、導入コストが高くなる場合がある
ため、工事で新技術を活用した際に工事成績評定を加点するなどの取組により、活用
促進や技術の普及を図っています。

なし
現行制度
下で対応可
能

現状では、全体に占める割合は少数ですが、厳しい条件下で高度な技術が必要とされ
る工事等において、発注段階で仕様の確定を行わない方式による工事発注を行ってい
るところです。

発注段階で仕様の確定を行わない方式による場合、受注者の決定において、評価を
中立・公正に行うための第三者意見聴取をより丁寧に行っているほか、発注方式の適
用や価格の妥当性の確認のため、必要に応じて第三者の意見を聴取する等の対応も
行っています。

引き続き、制度の現状欄に記載の通り、工事の内容等に応じた適切な入札契約方式
の選択・活用や新技術の活用促進に努めてまいります。

154 令和2年11月24日 令和2年12月16日

タバコの添加物お
よびタバコ健康警
告表示は健康所
管の厚生労働省
に監督権限を移
管すべき

これらは現在は財務省が所管
しているが、健康に不可分で
関わる内容なので、健康所管
の厚生労働省にそれらの監
督権限を移管する

１．国は2022年度までに喫煙率低減の数値目標として12％を掲げている
が（現状は概ね18％）、加熱式タバコの拡販宣伝などで、タバコ離れが減
速している。
　この要因のひとつとして、タバコへのメンソールやフレーバーなどを添
加し、依存性を強くしていることがあり、海外ではこの禁止の法制化が進
んでいる。
(例1）マサチューセッツ州、メンソールなど「風味つきたばこ」を販売禁止　
全米初の法律  2019年11月28日
(例2）欧州、メンソールタバコを禁止  2020年05月21日
　
2．タバコのパッケージに健康への害の画像表示の義務付け、あるいは
銘柄のみの表示に限るプレーンパッケージが諸外国で広がってきてい
る。
(例3）シンガポール：たばこパッケージ、７月からロゴ記載禁止　
2020/06/30　図や写真を使って健康被害を説明する警告表示の大きさ
は75％に引き上げる。
(例4）WTO、たばこ箱の宣伝禁止容認　2018/6/29　たばこの箱の包装
から宣伝色を排除するオーストラリアの規制について全面的に認めた。
規制は英国やアイルランドも導入、検討中の国も多く、、

３．これらは現在は「たばこ事業法」により財務省が所管しているが、こ
の法は「第一条：たばこ産業の健全な発展を図り、財政収入の安定的確
保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする」なので、健康
の観点が全く無い。
　タバコの添加物および健康警告表示は、健康に不可分に関わる内容
であるので、健康所管の厚生労働省に監督権限を移管すべき。この権
限移管で喫煙者・非喫煙者ともに多大な健康増進が期待でき、国民の
健康寿命の延伸にも大きく寄与する。

個人
財務省

厚生労働省

　財務省が所管する「たばこ事業法」においては、消費者が喫煙と健康に関するリスク
を適切に認識できるよう、たばこの製造会社及び輸入業者に対して、たばこの製造パッ
ケージに注意文言やニコチン・タール量を表示するよう義務付けるなどの規制を講じて
おり、こうした規制の下で、流通を認めております。

たばこ事業法第39
条等

対応不可

　たばこは特殊な嗜好品であることから、財政物資として税負担を求めてきている一
方、喫煙が特定の疾病に対するリスクであることが医学的に認められているところで
す。このようなたばこの特殊性を踏まえ、たばこ事業法においては、財務省がたばこ事
業者に対する規制を総合的に行うこととしており、個々の商品の属性であるたばこ煙中
に含まれるタール量及びニコチン量のパッケージへの表示義務についても、これをた
ばこ事業者に遵守させるため、財務省が所管しております。
　なお、財務省においては、たばこの製造パッケージの注意文言表示規制等に関して、
財政制度等審議会たばこ事業等分科会において、「たばこの規制に関する世界保健機
関枠組条約（FCTC）」や諸外国における動向を踏まえた審議を行い、注意文言の表示
面積を30%から50％に拡大するなど規制を強化し、令和2年7月より全面適用しておりま
す。

155 令和2年11月24日 令和3年1月14日
公立小学校への
連絡アプリ導入の
お願い

現在、公立小学校へ子どもを
通わせている保護者です。
これだけスマートフォンが普及
して幼稚園や習い事ではIT化
が進んでいるにもかかわら
ず、公立小学校では、未だに
欠席の際には保護者が規定
の用紙に記入しFAXを送信す
るか、近隣の生徒へ欠席の旨
を記入した連絡帳を持たせる
ことになっています。(学校へ
の電話での連絡は、緊急時を
除き禁止されています。)
既存の連絡アプリを導入、も
しくは民間企業と提携して国
家主導で開発していただき、
全国の小学校で導入を推進し
ていただきますようお願い申
し上げます。

携帯電話の普及により、FAXがない家庭がほとんどで、体調不良の児童
を一人自宅に残して、近隣の生徒に連絡帳を渡しに行かなくてはならな
い現状にとても不便を感じております。
また、連絡帳を託した生徒が教師に渡すのを忘れたり紛失したりという
事象も発生しており、個人情報漏洩の危険も伴います。

個人 文部科学省 欠席の連絡方法については、各学校で決められているものと承知しています。 対応

令和２年10月20日に「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間に
おける連絡手段のデジタル化の推進について（通知）」を各都道府県教育委員会等へ
発出しました。
通知では、各学校や地域における実情を踏まえつつ、可能なところから、学校・保護者
等間における連絡手段のデジタル化に向けた取組を進めていただくようお願いしてい
ます。

156 令和2年11月24日 令和3年6月16日
職業安定所につ
いて

求人票の郵送について

会社での求人にハローワークを使用させて頂いています。
求人票の内容を変更すると、その都度郵送にて訂正後の求人票を送付
してくださいます。
因みに京都のハローワークです。
わざわざ郵送するのは郵便代が勿体ないと思います。
※その際にお知らせ等も入れてくださいますが、そういったものもメール
にて送信した方が経費削減になると思います。
pdfデータなどでメール送信、もしくはハローワークのマイページで必要な
場合のみ印刷できるようにはならないでしょうか？
また、求人紹介期限の更新を行うのもFAXで送らなければいけません。
こちらもマイページから申請出来るようにして頂きたいです。

個人 厚生労働省

　ハローワークにおいては、求人者の方から電話等で求人条件の申し出を受けた際、
変更内容に齟齬が無いよう変更後の求人票等を送付しているところです。
　なお、ハローワークインターネットサービスにおいて、求人者マイページを開設するこ
とで、オンライン上で求人申込み（求人内容変更、更新等含む）、求人の応募状況確
認、ハローワークからのお知らせやハローワークから紹介された求職者とのメッセージ
のやりとり、登録した事業所情報の変更といった機能の利用が可能であり、変更後の
求人内容についてもマイページ上で確認頂けます（従って、訂正後の求人票の郵送は
行っていません）。

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

34

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

157 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公共工事におけ
る設計単価の端
数処理が異なる

公共工事で請負業者側がエク
セル等の計算ソフトを作成し
ます。なぜ、所轄官庁別に設
計単価の端数処理が異なる
のか？
農林水産省の補助事業の場
合は四捨五入。文部科学省
や国土交通省他では切り捨
て。合わせることがなぜ出来
ない？
また、公共工事ではＲＩＢＣな
どの営繕積算システムを行政
からの指示で単価を採用する
が、レンタル料金を支払って
いるのにもっと細かい単価ま
で作成して欲しい。

以前は省庁が異なっている公共工事における標準仕様書が異なってい
たが、現在は一部の省庁等を除き、同じ仕様書になっているので、請負
業者はコスト削減になった。単価に関しても省庁が異なっても合わせるこ
とが時間短縮になるのではないでしょうか？

ＲＩＢＣなどの営繕積算システムを作成しているのは･･･。
一般財団法人 建築コスト管理システム研究所は天下り団体か企業かど
うかは存知ません。

個人
農林水産省
文部科学省
国土交通省

【前段について】
ご提案の「設計単価」が何を示すか不明なところですが、公共工事における積算の端
数処理について
文部科学省においては四捨五入、国土交通省においては切り捨てが大半となっていま
す。
農林水産省においては、国営土地改良事業では四捨五入が大半、森林整備保全事業
では切り捨てが大半、漁港漁場関係事業では切り捨てとなっています。
なお、補助事業に係る端数処理については、事業実施者が定めるものですが、三省所
管の積算基準を都道府県等に参考送付しています。

【後段について】
現行の営繕積算システム（RIBC2）において、単価作成の端数処理は切り捨て、四捨五
入とも設定可能です。

【前段につ
いて】
検討に着
手

【後段につ
いて】
現行制度
下で対応可
能

【前段について】
　農林水産省の積算の端数処理について、他省庁の状況を考慮しつつ、省内での検
討に着手します。

【後段について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

158 令和2年11月24日 令和2年12月16日 公務員の定員
公務員の定員を厳格化する
べき。

公務員は併任辞令が当たり前のようにされているが、そもそも、必要性
のないポストが多すぎる。いっそ、併任を禁止し、必要性に応じて、定員
を管理するべき。

個人
内閣官房
人事院

国家公務員の定員管理につきましては、閣議決定（「国の行政機関の機構・定員管理
に関する方針」（H26.7.25閣議決定））に基づき、厳しい財政状況の中、内閣の重要政策
への対応に重点的に増員する一方で、これら増員の原資を確保するために定員合理
化にも取り組む仕組みとしております。
また、併任発令につきましては、人事院規則８―12第35条各号に定める本務官職の職
務に支障がないと認められる場合に限って例外的に行い得ることとされております。

行政機関の職員
の定員に関する法
律（昭和四十四年
法律第三十三
号）、
行政機関職員定
員令（昭和四十四
年政令第百二十
一号）

現行制度
下で対応可
能

国家公務員の定員管理については、今後とも、必要なところにしっかりと定員が配置さ
れるよう、現場の実情や政策課題を的確に捉えて審査を行ってまいります。

159 令和2年11月24日 令和3年9月10日
介護施設へのア
ンケート

介護福祉政策に必要なデータ
を集めるアンケート、色々な部
署から似たり寄ったりな内容
のアンケート多すぎ。

現在、政府におかれましては介護士に対する処遇改善など施策を取ら
れていますが、それなのに国や県、市町村から（プラス国の外郭団体も）
毎月のように同じような内容のアンケートが多過ぎる。
一つのアンケートに同じような質問が2つ3つあったりもします。
人手不足の中、お金にならない残業をしながらなんとかこなしているの
が現状です。
介護保険法で成り立つ介護施設ですから、公のアンケートには答えなけ
ればという思いで取り組んでいますが、あまりにも無駄なアンケートの繰
り返しです。
頼みますから、アンケート取るなら一括管理でお願いします。
こんなんでは働き方改革も処遇改善手当も意味を持たなくなりますよ。

個人 厚生労働省

各府省で実施している調査について、地方公共団体や民間企業等からは、調査項目
が重複しており、同様の回答を複数回求められていることや、調査目的が不明確であ
ることなどを理由として、負担を感じているとのご意見をお受けしています。そこで、令
和２年度に介護保険施設を対象とした調査も含めて、地方公共団体や民間企業等を
対象として実施している調査に関する実態調査を行いました。
また、令和３年度において、実態調査の結果を元に調査事項の統廃合など、調査対象
者及び調査実施を担う職員の負担軽減等を目的とした検討を行っております。

なし
検討に着
手

制度の現状欄に記載のとおり、現在検討をしております。

160 令和2年11月24日 令和3年1月14日

公共事業におけ
る税情報等個人
情報の閲覧規制
の緩和について

個人情報の関係については
尊重するのは当然ですが、市
役所等において福祉部門等
から助成金や補助金の対象
になる場合は、収入所得等の
確認が必要なので、同じ市役
所内の税部門での証明が必
要になるため、照明をもらって
提出を求められます。郵送提
出の封筒が同封されています
が、市役所へ行かなければな
りません。
税情報を含めた個人情報を
確認してもいいという承諾書
を提出させるなどすれば、市
役所へ行かなくてもよくなりま
す。

今回具体的には、金額は少額なものです。
孫が幼稚園に通園していますが、母親が寡婦で所得が少ないため副食
費の補助が市役所から頂けるそうです。
ただし、市役所の福祉部門では対象となる人の情報がわからず幼稚園
に全員分の用紙が配布され、幼稚園でも対象者がわからず全員に配布
されました。
それはそれでいいのですが、対象となる人はその根拠となる市民税の
証明書を市役所でもらってきて添付して提出しなくてはなりません。
対象になると思われる人は、市役所の福祉の部門に対して自分の税を
含めた個人情報の閲覧の承諾をする旨の意思表示をすることにより、証
明書を取りに市役所へ行く必要が無くなります。
公務員には、秘密保持が義務付けられていると思いますので、職務に
必要な情報は税情報を含め閲覧可能とできるよう税法等の所要の措置
をぜひお願いしたいと思います。

個人
総務省
内閣府

【総務省】
御指摘のような場合において、御提案のように本人同意を得て庁内で必要な税情報を
閲覧することについては、地方税法上の障害はないものと考えます。

【内閣府】
子ども・子育て支援新制度内の幼稚園を利用する場合においては、教育・保育給付認
定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者
又はこれらの者と生計を一にする子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされて
いる者を除く。）に係る市町村民税に関する情報は、市区町村がマイナンバーによる情
報連携で取得することができることとしています。
また、子ども・子育て支援法の確認を受けない幼稚園を利用する場合においても、本
人の同意があれば、市町村民税に関する情報は、市区町村がマイナンバーによる情
報連携で取得することができることとしています。

【総務省】
地方税法第22条

【内閣府】
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（平成25年法律
第27号）別表第一　
九十六及び別表
第二　百十六

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
律別表第二の主
務省令で定める事
務及び情報を定め
る命令（平成26年
内閣府・総務省令
第７号）第59条の２
の２第１号ロ及び
同条第12号

現行制度
下で対応可
能

【総務省】
御指摘のような場合において、御提案のように本人同意を得て庁内で必要な税情報を
閲覧することについては、地方税法上の障害はないものと考えます。

【内閣府】
制度の現状に記載のとおり、マイナンバーによる情報連携で市町村は税情報を取得す
ることができます。このように制度上では、税情報の取得は可能である旨、引き続き市
町村に対して周知してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

163 令和2年11月24日 令和3年6月16日
障害者年金と身
体障害認定の件

・障害者年金（年金）と障害手
帳に使われる検査等を統一
　してほしい。（詳細は理由参
照）
　＊現在それぞれで検査を受
けて申請を行う必要がある。
　（再申請も同じというか再申
請時に当方問題となりました）
・年金機構内でのシステムの
見直しと無駄な業務と郵便物
の
　廃止。（これについても理由
参照）

当方の兄が５７歳で脳卒中で倒れました。
(1)脳卒中で体が不自由の為､約半年後に障害者認定を行い承認を頂き
ました。
（当時兄は回復が遅く入院のままでしたのでその病院内で認定に必要な
検査を受けました。）
(2)その後障害者年金をもらうことになりましたがそこでまた検査が必要
となり（兄は結局１年入院していました），再度病院内でその申請に必要
な検査を行って頂き申請はほどなく了承いただきました。
(1)(2)に関しては兄が入院中の為実際にどんな検査をするのかしりませ
んでした。
2年後,障碍者手帳の更新（兄がまだ若いとの事で１回／2年で更新が必
要との事でした）をする為に特養から兄を病院迄連れていき検査をおこ
ないましたが曲がらない指や手、足をまげて？？度迄手が曲がるなどの
検査を行い横で見ていてかわいそうでした。
そのすぐ後に今度は障害者年金の更新のはがきが届き兄を連れて同じ
様な検査を半年で2回する羽目になりました。
その検査の数か月後に兄が死亡（20年2月）。
障碍者年金手帳などを返却しに行きましたが，その時に年金事業で「な
ぜ同じような検査をする必要があるのか？」とただしたところ。一言「制
度」が違うのでそれぞれに必要と言われました。　ありえないと思いま
す。　
望むこと
(1)同じような資料は必要で対応できるようにしてください。
　特に若いので回復が見込めるとの事で１回／2年検査を半年に2回も
必要？
(2)兄が死亡し（20年2月）,その年の４（５？）月に
　年金機構より兄の障碍者年金申請が通過した連絡がありました。（2月
中に手帳などは年金機構に返却済み）無駄な業務・費用！

個人 厚生労働省

1点目について
障害年金・身体障害者手帳とも、更新の時期についてはご本人に事前にお知らせをし
ています。障害年金の更新用の診断書は、受給者の誕生月の末日を提出期限として
おり、その期限前３か月間の間であればいつでも作成することができます。また、具体
的な取扱いは地方自治体ごとに決まっていますが、身体障害者手帳の更新用の診断
書の作成期間についても、幅をもった期間の中で作成することが可能です。このため、
障害年金と身体障害者手帳の更新の時期が近接している場合は、障害年金・身体障
害者手帳の更新に当たって必要な医療機関での検査をまとめて受けた上で、障害年
金・身体障害者手帳に係るそれぞれの診断書を作成することが可能です。

２点目について
日本年金機構では、受給者の死亡の届出があった場合は、ご本人あてに通知を送付
しないよう対応をしています。概ね、各月の中旬までに日本年金機構で死亡の処理が
された場合は、その翌月以降はご本人宛ての通知は発送されません。
また、受給者が受け取り残した年金（例えば、死亡した月の分の年金等。未支給年金と
言います。）については、受給者と生計同一関係にあったご遺族が受け取ることができ
ますので、死亡の届出の際に、当該ご遺族にはこの未支給年金の請求を併せて行っ
ていただいています。概ね、請求から３か月後に、未支給年金の額の通知及び支払い
を行っているところです。

１点目について
国民年金法施行
規則第36条の4
厚生年金保険法
施行規則第51条
の4
身体障害者福祉
法施行令第6条

２点目について
国民年金法第19
条
厚生年金保険法
第37条

1点目につ
いて
現行制度
下で対応可
能

2点目につ
いて
その他

１点目及び２点目について
制度の現状欄に記載のとおりです。

164 令和2年11月24日 令和2年12月16日
所得税、住民税
徴収一元化

所得税、住民税の徴収は国
の税務署が一括して行い各自
治体には税務署から配分す
る。
住民税の徴収タイミングは所
得税と一体化したものに抜本
的に改める。

市民税と県民税は一元化出来ているので、所得税もそれに加える。自
治体の徴収事務を大幅に削減できる。
そもそも、住民税の徴収方法は所得税、所得の確定後、一年以上遅れ
て徴収するのは時代遅れでこれを続けていく限り徴税業務の改善は出
来ない。
住民税の普通徴収も所得税の年末調整及び確定申告と同時に行う。

個人 総務省

　個人住民税は、前年の所得を基準として翌年度に課税する仕組みとなっています。
　この仕組みは、課税団体毎に税率が異なり得る中で、その課税団体を明確化しつ
つ、所得税における確定申告等を活用し、個人住民税の課税を効率的に行うことで、
納税義務者や企業、地方団体の税務事務に過大な負担が生じないように配慮して講じ
られているものです。

地方税法第32条、
第313条

検討に着
手

　ご提案の個人住民税の現年課税化については、学識経験者や企業、地方団体等を
構成員とする検討会を設置し、議論を行ってきたところですが、その中で、企業におい
て、業務が多忙になる年末に、所得税の年末調整事務に加えて、所得税と計算の異な
る個人住民税の年末調整事務が生じるなどの課題が指摘されています。
　また、地方団体において還付事務が多く発生すること、現年課税への切替時に、移行
前年分と当年分の２年分の課税が発生するといった点のほか、現在、個人住民税を賦
課する過程で得られている所得の情報が、社会保障等の様々な制度で活用されてい
る中で、こうした所得把握の事務に影響を与える懸念があるなどの課題が指摘されて
います。
　こうしたことを背景に、現年課税化については、企業や地方団体から慎重な対応を求
める声が上がっているところであり、引き続き丁寧な議論が必要と考えています。

165 令和2年11月24日 令和2年12月16日

所得税と住民税
の徴収の確認が
うまく取れていな
いのではない
か？

所得税と住民税が源泉徴収さ
れているのに、税務署と住民
税課との連携がうまく取れて
いないように思います。

株式の配当で生活しています。
口座は特定で源泉徴収されていて所得税や住民税の徴収も自動で源泉
徴収されています。
以前、川越に住んでいた時は、このまま確定申告なしを選択してそのま
ま処理されたのですが、松戸市に引っ越してきて同じように源泉徴収、
確定申告なしを選択したところ、住民税の算定が出来ないなどといわれ
確定申告のような書類を提出させられました。収入は(配当収入以外)な
しと記入するだけでしたが。
特定口座で住民税も源泉徴収されているのに、これはどうかと思いま
す。
松戸市の税務署で税理士さんに聞いたところ特定で源泉徴収されてい
れば普通は不要なはずだと聞かれてため、もう一度住民税の担当に問
い合わせたところ担当によって返事がまちまちで面倒なので結局書類を
提出しました。
所得税と住民税が源泉徴収されているのに、税務署と住民税課との連
携がうまく取れていないように思います。
源泉徴収されていて確定申告が不要なのに、住民税の算出が出来ない
はずはないと思います。
特定口座で源泉徴収されていて確定申告が必要ないのに住民税の算
出のための書類を提出する必要が分かりません。
また住民税の担当によって回答がまちまちなのに不安を覚えた。川越市
と松戸市で対応が違うのも意味がわからない。
とにかく住民税が源泉徴収されていることがシステム上できちんと連携
取れているのか？
対応お願いします。

個人 総務省

　現行、税務署と市町村の間で、所得税の確定申告書のデータ等は情報連携されてお
り、市町村は税務署から提供された確定申告書のデータ等に基づいて課税を行ってい
ます。　
　また、市町村が個人住民税の算定を行うにあたって必要がある場合には、所得税の
確定申告書の提出義務がない者に対しても調査を行うことができることとされていま
す。

地方税法第315条
現行制度
下で対応可
能

　制度の現状欄に記載のとおりです。

166 令和2年11月24日 令和2年12月16日
独）中小企業基盤
整備機構

独）中小企業基盤整備機構が
行う小規模企業共済屋倒産
防止共済の口座振替が可能
な金融機関に「ゆうちょ銀行」
が含まれていません。このよ
うに国民の利便性を考慮した
行動を期待したいです。

ゆうちょ銀行から口座振替が出来ない理由を独）中小企業基盤整備機
構に問い合わせをしたところ、類似する保険業務をゆうちょ銀行が行っ
ているため、ゆうちょ銀行が受付しないと話をされていましたが、今は、
同じ競争の中でゆうちょ銀行は戦っており、法人口座も開設できるように
なっています。過去において,その様な取り決めがあったとしても時代は
変わっているので、このような垣根を取り払って国民の利便性を考慮し
た行動こそが行政改革の発端になるのではないでしょうか。

個人
経済産業省

金融庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という）が運営する小規模企
業共済事業及び中小企業倒産防止共済事業につきましては、中小機構と業務委託契
約を結んでいる金融機関において口座振替を行っていただくことになっています。
これまで、ゆうちょ銀行とは何度か話合いを行ってきましたが、事務フロー等における
課題の調整がつかず、業務委託契約の締結に至っていません。

独立行政法人中
小企業基盤整備
機構法第17条第1
項第5号及び第7
号

小規模企業共済
法施行規則第19
条第1項

中小企業倒産防
止共済法施行規
則第36条第1項

検討を予定
ゆうちょ銀行との業務委託契約（口座振替）の締結に向け、双方で必要となる事務フ
ローの調整等を速やかに再開し、ゆうちょ銀行口座における口座振替が可能となるよ
う努力してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

168 令和2年11月24日 令和2年12月16日

青色申告・白色申
告の規制改革に
よるコスト削減及
び価値創造の提
案

事業主は申告手続きをする必
要がある。マイナンバーカード
の普及率は少しずつ上がって
いても低く高齢の事業主の移
動リスクが高い。青色申告会
は各地域にあり、紙媒体のや
りとりが多く、入会費等がかか
る。スマホを使用する高齢者
は少なくない。これを踏まえ、
●紙媒体のやりとりを電子
データに統一化し、福祉や医
療など財源を有効に使うため
にも、デジタル化、及び地域
区別となっている状況を変え
ていくことを進めれば、中枢か
ら事業主への直接の伝達や、
やりとりが可能となり将来的に
コストダウンになり、起業もや
りやすくならないか。分散され
た情報ではわかりずらさがあ
るが、良さが伝われば他の
カードのように普及されていく
のではないか。

事業主は申告の時期になると税務署及び青色申告会などに赴き申告手
続きをする必要がある。事業主が高齢化しているケースがあり移動リス
クが高い。マイナンバーカードの普及率はまだ低いのが現状だ。また、
青色申告会は各地域にあり、紙媒体のやりとりが多く入会費等がかか
る。
スマホを使用する高齢者は少なくない。携帯の普及状況を踏まえれば、
青色申告会のやり方が今の時代にあっているのか、公益のものは財源
が有効に使われているのか、確認する必要はないか。
デジタル化、及び地域区別となっている状況を変えていくことを進めれ
ば、中枢から事業主への直接の伝達や、やりとりが可能だ。将来的にコ
ストダウンになり、起業もやりやすくなるのではないか。

個人 財務省

国税庁においては、所得税等の申告・申請などの各種手続を税務署に出向くことなく、
かつ、場所を選ばすにインターネットを通じて行うことができるe-Tax（国税電子申告・納
税システム）を提供しています。
また、納税者の利便性向上の観点も踏まえ、各種手続のデジタル化に係る取組を進め
ており、その一環として、スマートフォンやタブレットを利用した確定申告を推進するた
め、国税庁ホームページ上の確定申告書等作成コーナーにおいて、スマートフォンでも
入力しやすいスマホ専用画面を提供しています。令和３年１月からは、マイナンバー
カードを利用し、マイナポータルを通じて確定申告に必要な生命保険料の控除証明書
等の情報を取得し、申告書に自動入力する機能にも対応予定です。関係省庁や外部
機関と連携して当該機能の対象となる情報を順次拡大していく予定です。
なお、青色申告会は、国税庁の関係民間団体であり、同会における各種手続などにつ
いては国税庁で定めるものではございませんので、ご理解いただきますようお願いい
たします。

行政手続等におけ
る情報通信の技術
の利用に関する法
律第３条、国税関
係法令に係る行政
手続等における情
報通信の技術の
利用に関する省令
第３条、別表

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

169 令和2年11月24日 令和3年6月16日
育休給付金延長
申請の一元化

育休給付金の申請がハロー
ワーク、保育所の申込（不承
諾通知の発行）が各自治体の
役場となっている。縦割りに
なっている部分を一元化して、
円滑な申請が出来るようにし
て欲しいです。

育休給付金延長手続きが煩雑です。
現在、育児休業給付金の延長を申請する際、書類の提出先がハロー
ワークなのに対して、提出書類の中にある保育所の不承諾通知は各自
治体の役場で発行となっています。各々に制約があり（例：子の１歳の誕
生日前日までの不承諾通知が必要など）各窓口に問い合わせが必要
で、１歳～2歳の子を連れて申請をするのが非常に大変です。
例えば、保育所の申込用紙と延長続きを一括申請できるようにする、あ
るいは専門の窓口を配置するなどはできないでしょうか。
上記が実現した場合、保育園の待機児童の減少、ワーキングマザーの
雇用促進、少子化対策に効果が出ると思います。また、窓口での相談員
の人件費抑制にも繋がるかと思います。
是非、ご検討をお願いします。

個人
厚生労働省

内閣府

保育の利用申請、保留通知の手交については、制度上、窓口での申請の他、電子申
請、郵送にて手続きを行うことも可能となっており、自治体ごとに適切にご対応いただく
ものと考えております。
育児休業給付金の延長申請については、窓口での申請の他、電子申請、郵送による
申請が可能であり、窓口に行かずに手続きを行うことが可能となっております。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

ユタカ産業

産業廃棄物処理委託契約書の運用見直し
※現在マニフェスト制度があるが、不法投棄をしていない証明でもある。
処分場へ持ち込んで処理をした証明であり、事前契約書の有無で搬入
出来る出来ないというのは理にかなわない。
（現場では記入品目以外の物も発生する場合がある）
又、制度の複雑さにより、不法投棄が発生しやすくなる
完全な廃止は必要はないが、契約書なしでの搬入も出来るようにしてほ
しい。
道路使用許可、道路通行許可の部分的な廃止及び包括申請
道路工事施工承認→土木事務所
道路使用許可、通行許可→警察
建設リサイクル法→役所などを一気通貫（ひとつの窓口）で対応又は、
ネット申請も受付る窓口の混雑回避にもなる

【環境省（産業廃棄物処理委託契約書）】
　産業廃棄物の処理の他人への委託に当たって委託契約を締結することは、廃棄物
の排出事業者の責任として、委託先の処理業者の事業範囲や処理能力等を事前に確
認し、廃棄物の適正処理を確保する上で、極めて重要であり、廃棄物の引渡し時のマ
ニフェストの交付によって補完されるものではありません。また、必要に応じて、排出事
業者と処理事業者との間の委託契約の内容を確認することは、法令を遵守する観点
からも重要です。
　御提案の背景として、突発的な搬入や契約内容外の品目の搬入等を想定されている
ものと思料しますが、そのような場合であっても、排出事業者としての責任は果たす必
要があります。
　この点、委託契約においては、排出すると想定される産業廃棄物の種類及び数量を
前広に記載しておくことで、契約変更手続の負担をを軽減できます。また、電子契約に
よる締結も認められているため、御指摘のような場合でも、電子契約により契約内容の
一部変更を行うことで迅速に対応できると考えられます。
　さらに、契約書の法定記載事項のうち、特に契約期間中に事情変更が生じやすい廃
棄物の性状や荷姿についての情報は、事前に当事者間で取り決められた伝達方法で
伝達されれば良いこととされています。（廃棄物処理法施行規則第８条の４の２第７
号）。
　これらの事情から、産業廃棄物の処理の他人への委託に当たって委託契約の締結
を必須としていることは、特段突発的な搬入や契約内容外の品目の搬入を妨げること
とならないと考えております。

【警察庁（道路使用許可）】
　道路使用許可及び通行禁止道路通行許可は、いずれも道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害を防止するという公
益上の必要性と、申請者の個別の事情を調整するために最低限必要となるものであ
り、廃止することは困難です。一方、道路使用許可等の一部の手続については、まず
は、メールでオンライン申請を受け付ける試行的なポータルサイトを構築する予定であ
り、申請の利便性の向上について、引き続き検討してまいります。

【国土交通省（工事施行承認部分)】
　道路法第24条に基づく工事の申請及び道路管理者の承認手続については、窓口の
混雑回避・手続きの簡素化に向け、メールで申請を受け付ける等の検討を進めて参り
ます。

【国土交通省（建設リサイクル法）】
　建設リサイクル法に基づく届出については、一部自治体では電子受付を実施しており
ます。
今般、当該届出様式の押印省略の検討をしているところであり、この検討を踏まえ、受
付窓口となる特定行政庁に対しては電子受付の更なる実施を図ってまいります。

（産業廃棄
物処理委
託契約書）
対応不可

（オンライン
申請につい
て）
検討に着
手

(工事施行
承認）
検討に着
手

（建設リサ
イクル法）
対応

廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律第12条第６項、
同法施行令第６条
の２
道路交通法第8条
第2項
道路交通法第77
条第1項
国家公安委員会
の所管する法令に
係る情報通信技術
を活用した行政の
推進等に関する法
律施行規則第11
条
道路法第24条
建設リサイクル法
第１０条、第１１条

【環境省】
（産業廃棄物処理委託契約書）
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第６項に基づく同法施行令第６条の２に定める事業者の産業廃棄物の運搬、処
分等の委託基準に従い、委託契約を締結する必要があります。

【警察庁】
 道路使用許可は、道路の本来の用途に即さない特別な使用行為と交通の安全・円滑
の確保との調整を図るための制度であり、道路交通法（昭和35年法律第105号）第77
条第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察
署長の許可を受けなければならないこととされています。
　通行禁止道路通行許可は、道路標識等により車両の通行を禁止されている道路又
はその部分を、やむを得ない理由により通行しようとする際、通行する道路又はその部
分の存する場所を管轄する警察署長の許可を受けて通行するための制度です。
　なお、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委員会規則第６号）第11条において、都
道府県公安委員会等（都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察
署長）に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるもの
は、都道府県公安委員会が定めることとされています。

【国土交通省】
（工事施行承認部分）
道路法に基づく道路においては、車両乗入口の設置等道路管理者以外の者が道路に
関する工事を実施する場合は、道路法第24条に基づく道路管理者の承認が必要で
す。
また、道路法第24条に基づく工事は道路構造、交通の状況等に与える影響を必要最
小限にすべきであるとの基本原則を踏まえ道路管理者が施行内容を適切に審査する
ことが必要であり、施行箇所の個別の交通状況等を確認した上で承認しています

（建設リサイクル法）
一定の規模以上の建築物・工作物の新設工事並びに解体工事等を施工する場合、発
注者は特定行政庁（都道府県庁、一部の市町等）のリサイクル担当部局へ建設資材の
分別解体に関する届出をすることとしています。

環境省
警察庁

国土交通省

産業廃棄物処理委託契約書
の廃止
道路使用許可、道路通行許
可の部分的な廃止及び包括
申請

建設業関係書類令和2年12月16日令和2年11月24日167
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

171 令和2年11月24日 令和3年7月20日
児童扶養手当現
況調査

毎年、母子・父子家庭で18歳
未満の子供がいる家庭を対
象に、自治体から郵送で「児
童扶養手当現況調査」の知ら
せが2通届き（1通は実施する
8月に入ってから発送）、毎年
8月中に、市役所が指定する
場所で自治体職員と面会し
て、書面内容（収入、世帯数、
生年月日）に間違いがないか
の確認を強いられてます。年
収が対象外となり受給額が0
円になっても、面会に行かな
いと、受給対象者からはずれ
るとの理由で、職場に有給休
暇を申請して面会しておりま
す。面会で聞かれる内容も
「定期的に会っている男性は
いるか」など官公庁がきくよう
な内容ではないこともきかれ
ます。受給資格がない世帯主
は面会しなくてもよいようにし
ていただきたいです。

・児童扶養手当は片親にとって離婚当初は生活が不安定なため、有難く
助かりました。
・縦割りのため、年収が変動するたびに、受給資格者となったり、ならな
かったり、とその都度、保健課に行って申請する必要があり、かなり不便
でした。
・また生活が安定し、受給資格が喪失しても、毎年8月に有給休暇を取
得して面会を強いる必要性が感じられません。
・1時間以上待たされることもあります。
・郵送では絶対受付ません。コロナ禍でも面会をしました。
・面会ではなく、郵送で受け付けを可能とすれば、自治体の職員が面会
のために他部署から応対する必要性もなくなり、自治体職員の人件費の
軽減が可能になります。
・母子・父子家庭も時間短縮となり、仕事に専念でき経済的・社会的効果
は大きいと思います。

個人 厚生労働省

　ひとり親家庭は、子育てと仕事を一人で担い、様々な困難を抱えている方が多く、
個々の状況に応じたきめ細かな支援が必要であることから、地方自治体では、児童扶
養手当法第28条の２の規定に基づき、児童扶養手当を受給する方からの届出の機会
を活用して、相談に応じた上で、必要な情報提供や助言を行っているところであり、毎
年８月の児童扶養手当の現況届の時期等を集中相談期間と設定し、子育て・生活、教
育、就業、養育費の確保など、ひとり親家庭が抱える様々な課題について、まとめて相
談に応じる体制を構築しています。
　また、収入が所得制限限度額を超える水準となったことで、児童扶養手当の全部が
支給停止となる方であって、既に十分な支援を受けられていると地方自治体が判断し
た方の場合には、対面によらず、郵送等による届出を行うことも可能としています。

児童扶養手当法
第28条の２

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

172 令和2年11月24日 令和2年12月16日

創業者への支援
実績把握に係る
経産省の情報収
集手法について
（経産省と法務省
の縦割り）

・区市町村は、産業競争力強
化法に基づき創業支援等事
業計画を策定し、創業を目指
す方に特定創業支援等事業
を実施して創業への支援を行
い、創業者は区市町村が実施
する支援事業に参加すること
で創業に係る優遇措置を受け
ることができる。
・区市町村は、創業者への支
援状況（優遇措置の種類、件
数、金額など）を省令に基づき
経産省に報告する。
・この報告のうち、「会社設立
時の登録免許税の軽減」に係
る事項（件数、金額等）は、安
易に区市町村に報告を求める
のではなく、経産省と軽減の
当事者である法務省の間で情
報共有すべき。
・些細な事例ではあるが、この
発想こそが縦割り行政の根源
と考える。

・区市町村が報告する「会社設立時の登録免許税の軽減」とは、創業者
が会社を登記する際に法務省（法務局）に納める登記料を軽減するもの
である。よって、法務省は容易に、かつ、正確に軽減額等の内容を把握
することが可能であるから、この報告は法務省から経産省に直接情報
提供されることが合理的と考える。
・しかしながら現状では、登録免許税の軽減状況は経産省令により区市
町村から経産省に報告することとされている。しかし、区市町村は支援し
た創業者が会社設立の際に登記料の減免を受けたかどうかを知る機会
がない。このため、区市町村は、支援を行った創業者一人ひとりに「会社
設立時に登録免許税の軽減」を受けたかどうか、受けたならいくら軽減
したか等を、創業後５年間にわたり毎年この報告のためだけに聞取り調
査等を行うという膨大な手間を強いらされている。なお、この対象者は区
市町村によっては数百人から千人以上に及ぶ。
・多大な負担を区市町村に強いるこの報告は、省令に基づき公式には
年度末に毎年一回だけ報告すればよいことになっている。しかし、経産
省はこの外にも毎年秋に「国会報告のため」として類似の報告を区市町
村に求めている。当然こちらも法務省との情報共有によるべきである。
なお、この国会報告調査は法令等に基づく根拠がないうえ、「国会に報
告するのであるから、間違いのない正確な数値を報告すること」という意
の注意書きが付されている。法令等に根拠のない報告を求めるのは論
外であるうえに、そもそもそのように重要な数値であるならばなおさら正
確な数値の提供が可能な法務省から直接情報提供を受けるべきであ
る。

個人
経済産業省

法務省

産業競争力強化法では、創業者に身近な市区町村を中心に多様な創業支援を行う主
体が相互に連携して創業支援を推進できるよう、市区町村が創業支援等事業計画を
策定し経済産業大臣が認定する仕組みとしています。経済産業省では、創業支援等事
業計画の認定を受けた市区町村に対して、以下のとおり年２回の調査を行っておりま
す。
①毎年冬頃、登録免許税の租税特別措置による減収額の試算を国会に報告するた
め、前年度の適用件数と、当該年度及び次年度の適用件数見込みの算出のための調
査。
②毎年春頃、産業競争力強化法第１４４条第３項の規定（主務大臣は認定市区町村に
対して認定創業支援等事業計画の実施状況について報告を求めることができる）に基
づく、年度毎の施行状況把握のための調査。

産業競争力強化
法

対応

①の国会報告のための調査に関しては、租税特別措置法の条項ごとの適用件数及び
登録免許税の納付額について、法務省から経済産業省に情報提供を受けることで市
区町村への確認を行わないよう見直す方向で、検討を進めます。
なお、②に関しては、法律に基づき実施しているものであり、市区町村ごとの創業支援
等事業計画の施行状況について確認する必要があることから、引き続き実施すること
といたします。

173 令和2年11月24日 令和3年1月14日
「マイナポータル」
webpageに行き易
くしてほしい

国務大臣/衆議院議員 河野
太郎 様
標題につきましてご提案いた
します。
たとえば、日本国内で発売す
るPCやスマホにはマイナポー
タルへすぐにつなげられるソ
フトやアプリが入っていなけれ
ば発売できないような規制や
誘導が必要と存じます。ご一
考願います。

せっかくマンナンバーカードを持っていても、web上の「マイナポータル」
webpageにたどり着くのは現状、極めて難しい状況です。ユーザーが、マ
イナンバーカード内のICチップを読み取るためのリーダーを用意しなくて
も、PCとスマートフォンがあれば、それぞれにソフトやアプリをダウン
ロードして、この二つをBluetoothで接続すれば、「マイナポータル」
webpageにたどり着けるらしいことは、内閣府のwebpageを拝読して承知
しております。しかしながら、このような準備は、PCやスマホの上級者で
なければ、簡単には実行できません。もっと容易に「マイナポータル」
webpageへたどり着けるようご改善をお願いいたします。

個人 内閣府

マイナポータルへログインするにはICカードリーダライタ又はマイナポータルAPに対応
したスマートフォンが必要となります。ICカードリーダライタを利用せずにパソコンでマイ
ナポータルへログインするには、マイナポータルAPをインストールしたスマートフォンで
パソコンに表示された２次元バーコードを読み取り、マイナンバーカードを認証すること
で、パソコンでマイナポータルを利用することができます。この場合、パソコンとスマート
フォンをBluetooth接続する必要はございません。

なし 対応

ご指摘をいただきました、マイナンバーカードの読み取りやマイナポータルへのログイ
ン方法の難しさについては、より多くの国民の皆様にご利用いただくために改善が必要
であると考えており、マイナポータルの利便性を抜本的に改善し、UX・UIの最適化を
図ってまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

174 令和2年11月24日 令和2年12月16日

GOTOトラベル事
業に伴う地域共
通ｸｰﾎﾟﾝ取扱事業
者登録のオンライ
ン申請について

Excelデータをダウンロードし、
申請書、他PDFで添付書類を
作成するような仕様になって
います。商業施設は、用意し
た書類をzip形式で添付する
事でオンライン申請が出来ま
すが、商業施設以外の事業
者は、エクセルに纏めた内容
を90分以内にオンライン上で
入力する仕様の為、事業者情
報、店舗情報を全て再度入力
しなければなりません。1事業
者で数百数千の店舗がある
事業者が90分以内に入力す
る事をお考えになられました
でしょうか。
添付方式を採用されているの
なら、全てzipファイル添付で
オンライン申請を済ませる仕
様にし、簡潔に申請が出来る
様にされるべきと考えます。

書類を全てプリントし郵送し、その内容を該当事業者店舗のWeb上での
公開に当たり、今度は紙の書類を見て店舗名、住所、電話番号、URL、
営業時間等、これら全て手入するのでしょうか。全くもって非合理的で、
人為的ミスも考えられます。これでは、現場の皆様はどれだけの労力と
時間を費やさなければならないのでしょうか。
郵送申請よりオンライン申請の方が早く登録できると記載されておりま
す。その通りだと思います。ダウウンロードした内容をアップロードすれ
ば済む事ですので。
事業者登録が出来なければ、ｸｰﾎﾟﾝを利用したい国民がいつまでたって
も利用できません。
是非とも早急にシステムの見直しをお願い致します。

民間企業 国土交通省

商業施設か否かに関わらず、11店舗以上の店舗を有する事業者が地域共通クーポン
取扱店舗の申請をする場合においては、ホームページからダウンロードいただいたエ
クセルに各店舗情報等を取りまとめていただき、当該エクセルをオンライン上の申請
フォームに添付いただければよく、エクセルにまとめた情報を再度オンライン申請
フォーム上に入力いただく必要はございません。
また、郵送による申請を望む事業者もおられると考えられるため、オンライン、郵送の
どちらでの申請も可能としております。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

175 令和2年11月24日 令和3年6月16日

医療・介護保険に
関する当事者の
情報共有につい
て

　介護保険（障がいについて
も）の当事者について、認定
区分、医療、薬剤、介護記
録、日常の生活などについて
デジタルに一元的に情報共有
ができるシステムを検討いた
だきたい。
（ブロックチェーンの利用によ
り改ざんなども難しくする？）

　現在介護福祉を中心に携わっておりますが、居宅での介護において、
介護サービスを利用するに当たって、各事業所においてアセスメントを
行い、契約をし、記録を書き、モニタリングを行い、報告を行っています。
それらについてはケアマネジャーに集められていますが、各事業所で書
式が違うためわかりづらく、また同様のことを何度も行うことが無駄であ
ると思われます。またすべての情報がすぐにわかるわけではないので、
訪問介護の時の変化を通所介護ですぐに把握はできません。
　デジタル化することで、その方の情報をすぐに取得でき、すでにあるア
セスメント用紙作成の時間削減、情報提供の時間の削減が可能と思わ
れます。介護保険証の情報もそちらに載せることで各事業所で用紙の写
しを取る必要もなくなりますし、区分更新などで誤請求を行うことも少なく
なります。
　また医療では本人、家族からとなっている情報が偏りにくくなり、データ
をみることで普段の生活も見えますので、画面越しとなる遠隔診療など
でも状態把握が行いやすくなるかとおもわれます。
　とにかく介護では、書類が多く求められます。それらはどんどん削減
し、当事者と向き合う時間を増やすことが介護士の定着にもつながるの
ではないでしょうか。
　上記から、個人情報という危険なものではありますが、情報一元のシ
ステムにより書類、時間の削減、そこから費用の削減も図れるとかんが
えます。

個人 厚生労働省

右記省令において、
「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に
対して、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第二
十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準において
位置付けられている計画の提出を求めるものとする。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把
握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービ
ス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う
ものとする。」とされています。

指定居宅介護支
援等の事業の人
員及び運営に関す
る基準
13条12号（平成30
年1月18日厚生労
働省令４）

検討に着
手

介護現場における情報連携の取組を推進し、従業者の負担を軽減しながら、介護サー
ビスの質を向上させることは重要と考えています。このため、厚生労働省では、
・居宅サービス計画について、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所が異なる介
護ソフトを使用している場合であってもデータ連携を可能とするため、必要なデータ項
目や形式を規定した「標準仕様」を作成するとともに、
・介護事業所のICT化を促進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した「ICT導
入支援事業」を令和元年度に創設し、補助要件として、上記「標準仕様」に対応した介
護ソフトとすることを明記する等
等の対応を行ってきました。

また、医療機関と介護事業所間の情報連携が円滑に進むよう、入退院時情報提供書、
訪問看護計画書等の標準仕様案の作成を行ったところです。

今後、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で交わされる標準仕様に基づ
く居宅サービス計画のデータを安全に共有できるシステムの構築に向け、検討してま
いります。

なお、事業者の文書に係る負担軽減のため、「介護分野の文書に係る負担軽減に関す
る専門委員会」を中心に議論を進めており、介護サービス事業所の指定申請等につい
て、介護サービス情報公表システムを活用して、対面を伴わない申請書類の提出が可
能となるようなシステム改修を行うことを予定しています。

176 令和2年11月24日 令和3年1月14日

法令データの更
新が1年以上遅れ
ている状況を改善
し、デジタルファー
ストを実現せよ

「e-Gov法令検索」で1年以上
も更新されていない法令デー
タがあるので、政府には可決・
成立した法令を即時にe-Gov
に反映する体制を整えてほし
い。

法令を調べるとき、今日では多くの人々がインターネットを利用する。政
府が運営する「e-Gov法令検索」は、インターネット上で国内の法令を閲
覧できる。
e-Govに掲載される法令データは各府省が更新作業を行っているが、更
新があまりにも遅すぎる。私が会社でドローン（無人航空機）の活用を検
討し、ドローンの飛行に関する規制を調べたところ、重要な法令である
「航空法施行規則」が2019年９月18日に大きく改正されたにもかかわら
ず、2020年2月時点で掲載されていたのは改正前の条文であった。
2月12日にe-Govの運営機関にそのことをメールで指摘したところ、4月
30日に「所管府省（注：国土交通省と思われる）において確認の作業を
進めている」と返信があったが、9月25日の時点でいまだに改正前の条
文のままである。一応は更新作業が行われているようだが、重要な法令
の改正から1年以上経っても反映されていない状況は深刻だ。
最新の法令をインターネットで閲覧できる環境は企業や国民にとって必
要不可欠であり、現状においてe-Govは法令に関するインフラ機能を
担っている。デジタル・ガバメントを推進し、デジタル三原則の一つである
「デジタルファースト」を実現するため、政府には可決・成立した法令を即
時にe-Govに反映する体制を整えてほしい。現時点では様々な制約から
全ての法令を即時に反映することが難しいようであれば、せめて数日あ
るいは数週間といった期間内に反映するようにしてほしい。

個人 総務省

e-Gov法令検索においては、各法令を所管する府省等が個別に確認した条文を掲載
することとしており、同検索のシステムを所管する総務省からも、改正法令が公布され
る都度、新しい条文の確認を各府省等に要請しているところです。

なし その他

上記確認に当たっては、新しい条文のデータについて、各府省等において厳密なチェッ
クを行う必要があるところ、各府省等における体制や業務の繁閑の状況等によって時
間を要する場合もあると承知していますが、引き続き、各府省等に対し、改正法令公布
後の速やかな条文確認を促してまいります。

177 令和2年11月24日 令和3年9月10日
要介護認定等延
期通知書

介護保険法では、要介護認定
等申請から30日以内に認定
できない場合には、保険者が
申請者に延期通知を行うこと
とされています。要介護認定
者は年々増加しており、市町
村の義務負担は限界を迎え
ています。30日以内で認定す
ることは困難です。職員の負
担の一つが延期通知書の発
出業務です。これは、本当に
形式的で意味のないものだと
思います。廃止すべきです。

社会保障費の削減 個人 厚生労働省

　要支援・要介護認定の結果は、原則として申請日から30日以内に通知する必要があ
り、認定調査票や主治医意見書の準備に時間がかかったり、申請が一時的に集中した
りすると、30日以内に認定結果を通知できない場合があります。そのような場合に、認
定結果の通知が遅れている理由や通知見込み時期を記載した延期通知書を送付する
必要があります。

介護保険法第27
条第11項

対応不可

　申請者の視点に立てば、延期の理由（申請者が集中しているために認定審査会の開
催が遅れている等）や処理見込期間を確認することができる延期通知書は、有益なも
のであり、これを一律に廃止することは困難であると考えます。
　なお、更新申請については、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことが出来
る場合であれば、申請から30日を超えても延期通知を省略して差し支えないとの運用
にしています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

178 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根氏の葬儀
の9000万円支出
について

中曽根氏の葬儀に一般会計
予備費から支出することに異
議を唱えます

民営化、小さな政府を進めた中曽根氏の葬儀に
国税を使うことは彼の栄光に反するかと信じます
コロナ禍で経営、生活が苦しくなっている方に、
国税をお使いください
過去ではなく未来に投資をしてください

個人 内閣府
合同葬儀の執行については、その御功績、合同葬儀の過去の先例等を総合的に勘案
して、内閣と自由民主党の合同葬儀として、執り行うことを閣議決定したものです。

閣議決定 対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

179 令和2年11月24日 令和3年1月14日
住宅用家屋証明
について

標記について、各自治体で
行っている発行業務を廃止し
ていただきたい。

住宅の保存登記の際に、標記書類を添付することによって、登録免許税
が軽減されるため多くの住宅取得者が利用しています。

これは当該家屋が住宅の用途であること。
床面積が一定面積であること。
申請者が居住していることを証明している書類ですが、住民票や登記簿
の内容などで明確に上記の事実がわかるものについては、当該証明書
がなくても、登記官自身が判断できるものです。

自治体が発行業務を廃止することによって、自治体職員の負担軽減を
図れるはずです。

また、自治体においても窓口で発行業務を行う際、申請者に求めている
添付書類のほぼ全部が、当該自治体自身が発行するものや法務局が
発行するものなどです。

証明書発行にあたって、自治体職員が提出書類について専門的な判断
を要するものはありません。

このような証明は廃止して、登記官自身が提出された他の添付書類から
判断するようにすれば全国自治体の行政コストの無駄を省けるはずで
す。

個人
法務省

国土交通省
財務省

住宅用家屋を新築・取得した個人が所有権の保存登記等に係る登録免許税率の軽減
を受ける際、専ら当該個人の居住の用に供されるものであること等が当該家屋の要件
とされており、当該家屋を当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又
は特別区の区長が証明することが租税特別措置法施行令で規定されております。

租税特別措置法
施行令第41条、第
42条

対応不可

住宅用家屋証明書の発行に当たっては、専ら申請者が当該住宅用家屋を居住の用に
供することや、区分建物においては、耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること等
が要件となっているところ、登記所においては、その本来業務の性質上、図面、区分建
物の耐火性能を確認するための確認済証及び検査済証等の書類等から適合性を確
認することができず、店舗併用住宅や事務所併用住宅等が住宅用家屋に該当するか
否かや、居住の用に供されているか否か、また区分建物が準耐火建築物に該当する
か否か等の判断も困難であるため、発行に係る要件の審査を行うことは困難です。

180 令和2年11月24日 令和3年1月14日

街の書店で学校
教科書が扱える
ようにしてくださ
い。

私は書店を経営しておりま
す。学校で使用する教科書
は、一定の期間が過ぎないと
一般書店では入手できませ
ん。新学期の期間です。教科
書供給協会という天下り団体
があって特約店制度を設け
て、それ以外の書店の新規参
入はできません。特約店は教
科書配布を利用して学校現場
にアクセスできるので、教科
書以外の商品も有利に営業
できます。税金で賄われてい
る教科書が特定の書店だけ
に有利に利用されるのはおか
しいです。教科書供給協会は
いろんな存在意義を主張しま
すが物流が整った現代ではす
べてクリアできる事です。何十
年も続いているバカな慣習を
打破してください。

私の経営上の怒りもありますが、こんな制度がいまだに残っていること
に又、怒っています。官僚の方々は退官したら、みんなと同じにハロー
ワークへ行くべきだと思います。優秀な人材であれば、すぐに就職が決
まるでしょう。教科書の利用者は
転校してきても、その地区の教科書が入手しやすくなるし、別の地域の
教科書も容易に入手できると思います。法律の改正も
含んでいるかもしれませんが、まだある不条理なことをわかった時点で
是正していく、それこそが一等国の振舞いではないでしょうか。

個人 文部科学省

教科書発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負います。供給方法
については、法的な根拠はありませんが、教科書発行者が供給機能を持っていないた
め、教科書発行者の責任のもとで教科書供給契約を結んだ民間供給会社に委託し
て、学校まで教科書を供給する義務を履行している状況です。

教科書の発行に
関する臨時措置法
第10条第2項

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

181 令和2年11月24日 令和3年6月16日

（厚労省）特別児
童扶養手当の証
書に関する事務
について

特別児童扶養手当の証書は
繊細な情報で取り扱いに注意
が必要なわりに使用する機会
がなありません。発行にかか
る事務が無駄と感じるので、
廃止するか必要な時に証明
書を発行するなどに変えるこ
とを提案します。

　標記手当を受給しており、障害のある娘の養育にとても助かっており、
ありがたいです。
　市役所に手当の受給を申請し、受給が決定すると、厚生労働大臣と書
かれた証書に県知事の文書がついて市から郵送されてきます。
　受給申請は最初の１回ですが、毎年現況届を提出し、この時に証書を
返納し、のちに新しい証書が送られてきます。手当は口座振込で、この
証書は使うことがありません。紛失しても何も困りません。返納の際に紛
失しましたと届けるだけです。昔はこの証書を持って市役所に手当を受
け取りに行っていたのでしょうか。この証書を担保にお金を借りるような
方でもいるのでしょうか。
　この証書を印刷し、国から県、市、受給者まで届けるためにどれだけの
事務がかかっているのでしょうか。不要な事務だと思います。事務手続
きが増えれば増えるほど、個人情報が漏れてしまう恐れも増えます。
　この件について厚労省の意見窓口にメールしたところ、１カ月以上経過
して「手当の受給資格者であることを公的に証明する役割を担っている
ことから、必要なときのみ発行することで生じる影響等を考える必要」が
あるとの回答でした。「ご要望に今すぐお応えすることが出来ず誠に恐縮
ですが、引き続きより良い制度となるよう努めて」くださるとのことでした。
　必要なときというのは私にはわかりませんが、影響等は考えられたの
でしょうか。大変ありがたい制度なので、行政の方の事務と不要な重要
書類を保管する受給者の負担が軽減されるとよいと思います。

個人 厚生労働省
特別児童扶養手当の証書は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第
17条第1項の規定により、受給資格者を認定した際に交付することとしております。

特別児童扶養手
当等の支給に関す
る法律施行規則第
17条第1項

対応不可
特別児童扶養手当の証書は、手当の受給資格者であることを公的に証明する役割を
担っていることから、必要なときのみ発行することで生じる影響等を踏まえると、廃止す
ることは困難です。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

182 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根氏の葬儀
に予備費から九
千万円

このコロナ禍において、なぜこ
の様な大金を予備費、税金か
ら捻出するのか。金額の妥当
性についても甚だ疑問に思う
が、自民党の費用で賄うべ
き。

税金のムダ遣いをやめて、医療従事者などにお金を回してあげてくださ
い。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

183 令和2年11月24日 令和3年6月16日
ハローワークと労
基署の一体化ま
たは連携強化

ハローワークが求人相違等の
トラブルを端緒とした調査の
結果違法状態を認識しても、
労基署はそれを証拠に臨検
できない。一方、労基署が臨
検を行った結果違法状態を確
認し、当該企業がハローワー
クに求人を掲出中であって
も、ハローワークはそれを証
拠に求人掲載停止等の措置
が取れない。

両者を一体化、または連携強
化することで、こうした事態は
防止できるのではないだろう
か。両者は同じ庁舎内、また
は目と鼻の先に存在すること
が大半なのだから、本気でブ
ラック企業を根絶するつもりな
ら、関係機関においても現状
の問題点と真剣に向き合い、
解決願いたい。

・求人トラブルの相談の際、ハローワークと労基署の両方に足を運ぶ必
要がなくなる。求人トラブルの中には、それが違法である可能性を孕む
ものも少なくないため。
・現状、ハローワークと労基署では守備範囲が異なるが、両者が求人情
報に関わることで、より安全で正確な求人情報の提供が可能にのるもの
と思われる。

個人 厚生労働省

　労働基準監督署と公共職業安定所は、それぞれが所掌する事務について、行政運
営上問題が認められる事案又は問題が発生するおそれがある事案を発見した場合
には、それらに係る情報の提供や交換を行うなどの連携を図っているところで
す。
　いずれの機関に相談していただいても、情報提供等により、適切な対応に努め
てまいります。

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

185 令和2年11月24日 令和2年12月16日

国土強靱化地域
計画における交
付金等の重点化
の改善

国土強靱化地域計画に基づく
交付金等の重点化等の扱い
及び計画記載の簡素化

国土強靱化地域計画については、交付金等の重点化により自治体に策
定を事実上強制していることが地方分権に反しているうえ、その重点化
の枠組みについては内閣府が簡素・効率的な仕組みを構築することな
く、重点化の方法や国土強靱化地域計画への事業の記載方法等を各省
庁の判断に委ねていて縦割りになっており、交付金等の申請方法や計
画への記載方法がバラバラとなり事務が非常に非効率であり、簡素な仕
組みに統一すべきである。

個人 内閣官房

国土強靱化基本法第１３条において、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域におけ
る国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計
画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市
町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」と規定されています。
関係府省庁において、所管する補助金・交付金の交付要綱等に基づき、予算交付の
重点化等が行われております。

強くしなやかな国
民生活の実現を図
るための防災・減
災等に資する国土
強靱化基本法（平
成２５年１２月１１
日法律第９５号）

現行制度
下で対応可
能

地域の国土強靱化を実効性あるものにするためには、自治体が国土強靱化地域計画
に基づいて、国土強靱化の取組を推進することが重要です。計画策定及び取組に対す
る政府による支援策の一環として、令和2年度予算における国土強靱化地域計画に基
づき実施される取組等に対する関係府省庁の支援を講じる交付金等（重点化を行うも
の）は7府省庁27の交付金等があり、交付金等の申請方法は各府省庁の交付金等ごと
の制度に基づき行っております。また、内閣官房としては、国土強靱化地域計画への
事業の記載方法について、自治体の事務負担の軽減や効率化等のために、関係府省
庁と調整し、とりまとめて自治体に対して情報提供をしたり、国土強靱化地域計画策定
ガイドライン（第７版）（策定・改訂編） <P25～P29>で、国土強靱化地域計画を策定済み
団体での効率的な事業の記載方法等の事例について掲載する等しており、今後も、事
例の充実や周知に努めてまいります。

186 令和2年11月24日 令和3年1月14日
行政調査の削
減、効率化

たとえば医療関連産業では薬
事工業統計、医薬品医療機
器産業実態調査をはじめ行政
から重複した調査が散見され
る。
スポット的にも製品毎の価格
帯調査や、優遇税制の対象
有無の確認調査なども行われ
ている。
原因としては行政の縦割りが
あり、省庁をまたいだ情報の
連携・活用はもちろんのこと同
じ省庁の課をまたいだ連携・
活用も行われていないことに
起因していると考える。

調査依頼される企業・業界団体の負担軽減、民間データを活用する行
政の効率化が実現できる。 個人

総務省
厚生労働省

　統計調査を行うには統計法に基づき総務大臣の承認を得る必要がありますが、各府
省の統計調査の承認審査事務を行うに当たっては、報告者の負担軽減等に留意して
対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。

187 令和2年11月24日 令和3年1月14日
少子化対策と高
齢化対策の考察

高齢者の介護福祉施設の不
足を補う方策として、少子化に
より余剰となった学校等の施
設の有効利用を促す。例え
ば、小学校の空き教室を改造
して老人介護施設に利用する
などです。

教育施設は文部科学省が管理し、老人介護施設などは厚生労働省など
が管理していて、個々に管理されているものと推察します。相互に利用
ができれば、既存施設の有効利用が促され、施設不足の問題解決に意
義があるのではないかと思います。空き施設を民間に開放して老人介護
施設の運営を委託しても良いと思います。
例えば小学校や保育所と老人介護施設が併存した場合、子供と老人の
コミュニケーションによる相互効果も見込めるのではないかと思います。
子供は身近にいる老人から学ぶこともできると思いますし、老人は子供
と接することで良い効果も見込めるのではないかと思います。

個人
文部科学省
厚生労働省

文部科学省においては、公立学校の廃校施設や余裕教室について、有効活用を促進
する取組を行っています。活用用途の実例としては、老人福祉施設、保育施設、民間
企業の事業所など、様々なものが含まれますが、個々のケースでどのように活用する
かについては、当該施設を管理する地方公共団体において、地域の実情を踏まえて適
切に判断されるものと考えています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
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対応の概要

提案の具体的内容 備考
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189 令和2年11月24日 令和3年1月14日
民間企業の給与
調査

民間企業の給与調査は、厚
生労働省、財務省、経済産業
省、人事院等が、同じような調
査を行っており、非常に非効
率である。

民間企業の給与調査をどこかの省庁で一本化すれば、各省庁で無駄な
調査をすることが無くなり、企業の担当者も負担が軽減される。コストの
大幅な削減にもなるし、各省庁の担当者の調査に係る業務が軽減され
る。大幅な超過勤務を削減できる。

個人

総務省
人事院
財務省

厚生労働省
経済産業省

　統計調査を行うには統計法に基づき総務大臣の承認を得る必要がありますが、各府
省の統計調査の承認審査事務を行うに当たっては、報告者の負担軽減等に留意して
対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。

190 令和2年11月24日 令和3年6月16日

保育園の空き人
数情報を都道府
県が一元化して
オープンデータ化
し、ビジュアライズ
を行う

保育園の空き状況を各自治
体が管理するのではなく、都
道府県が一元管理して、地図
上に可視化してほしい。

以下は渋谷区と新宿区の保
育園の空き情報である
https://www.city.shibuya.toky
o.jp/kodomo/hoiku/hoiku_aki.
html
https://www.city.shinjuku.lg.jp
/kodomo/file04_07_00034.html

以下は渋谷区の保育園の空
き状況を地図上に可視化した
サンプルである。
https://next-
int.github.io/nurserymap/
これと同じものを都道府県レ
ベルで作って欲しい。

子育て世代が引っ越し先を探す際に、引っ越し先の候補の物件を見つ
けてから、その自治体のウェブサイトに行き近隣の保育園が空いている
かどうかを確認する必要があり、引っ越し先の検討に著しい時間がかか
る。
また、子供がいる状態で離婚した世帯や、転勤で遠方から引っ越してく
る場合など、4月以外に保育園に入園させたいニーズが常に一定量存
在する。また保育園の待機児童を抱えているため、引っ越しをしてでも
待機児童状態を解決したいというニーズも存在する。

保育園の空き状況を都道府県が一元管理し、オープンデータ化し、地図
上に可視化する。これにより、どこの地域に引っ越しをすると保育園に入
れやすいのかが一目で分かるようになり、保育園入園を目的とした引っ
越しが増える。そして、子育て世代の労働人口が増えることで、国として
は税収が増えるはずである。

保育園の申し込みはその自治体に住んでいないと行うことができず、
引っ越しというハイリスクの行為を行った後でないと、保育園への申し込
みができない。そのため引っ越しに躊躇している世帯が多い。
その自治体に引っ越すことを条件とした保育園の申し込みができるよう
にしてほしい。

株式会社
NextInt

厚生労働省
内閣府

保育所の利用申込みは居住していない自治体に対しても行うことが可能です。
また、引っ越し等に伴い転園を検討している保護者等が、近隣の施設を探す際にご活
用いただけるよう、利用定員数など、子ども・子育て支援法58条に基づく特定教育・保
育施設の情報公表に係る情報、幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施
設等の情報を収集及び公表できるシステムを保護者の選択に資するものとなるよう構
築し、地図情報とあわせて、インターネット上で閲覧可能な形でオープンデータ化してお
ります。（子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」）
本システムは令和２年９月に公開したところであり、上記の公表情報の充実を図ってい
るところです。
本システムに掲載されていない情報については市町村が把握しており、保護者のニー
ズに応じた情報提供をしています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

191 令和2年11月24日 令和2年12月16日
障害児に関わる
手続きについて

６歳の障害児の母親です。
きょうだい児である妹が保育
園に入る際、介護の実態を理
解されず悔しい思いをしまし
た。
また、相談に行く度に対応して
くださる方によって回答が異な
り大変困惑しました。
身障者手帳を取得する際な
ど、専門医からの詳細な診断
書を提出しています。
こうした情報や相談に行った
ときの話の内容等が電子カル
テのように役所内(または関係
機関内)で共有されれば、課
や機関をまたいでも客観的な
データに基づいて話を聞いて
もらえたり、毎回一から説明し
なくていいのにと思います。

きょうだい児の入園に関しては、重度障害児が家におり、なかなか外出
も難しい状況の中、市役所の方に状況を理解していただくために市役所
に何度も足を運びました。
障害児の状況を理解していない方と話をしても、時にとても冷たくあしら
われ、とてもしんどかったです。

他の市町村に住んでいる保護者の方々も同じような経験をされていま
す。

福祉課と他の課や関係機関と障害児の情報共有がされれば(保護者の
同意のもとで良いと思いますが)、保護者がこんな思いをせずに済むかと
思います。また、役所の方の業務の効率化にも繋がると思います。

個人 厚生労働省 番号13の回答を参照してください。

192 令和2年11月24日 令和2年12月16日 覚書について

https://twitter.com/twittanon
/status/130909712111989965
5
https://twitter.com/twittanon
/status/130909889449260237
0

Twitterでこのような官僚の皆
さんのつぶやきが散見されて
います。読んだ限りでは、一
国民である私もこの方に賛成
です。提出を急がせるのであ
れば、リストアップや精査は行
革担当側が負担するべきでは
ないでしょうか。
そこまで大変なら急ぐことはな
いなど、誤解があるのであれ
ば、担当部署への説明も必要
ではないかと思います。

スピードも大事ですが、担当部署の現在の働き方も大事です。
SNSではこうしたコメントが可視化され、国民は見ています。
実のある改革に向けて一歩ずつ進めていってほしいと考えます。

個人 内閣官房

　行政の透明性の確保等の観点から、各府省等の行政運営等に関し取り交わされた
覚書について把握するため、取り交わした主体である各府省等に対して、現時点で効
力のある覚書の一覧の提出をお願いしたところです。
 本調査に当たっては、府省等によって作業量に差異があるため、作業量が多い府省
庁からの相談を踏まえつつ、提出期限を延長する等、各府省の負担に配慮した対応を
行っているところです。

対応
対応については「制度の現状」欄に記載の通りですが、今後も各府省等の負担に配慮
してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
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対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

193 令和2年11月24日 令和2年12月16日
役所のFAX、ハン
コ利用廃止を

国や行政で使っているFAX、
ハンコを全面廃止し、オンライ
ン化してデジタル署名を使う
など電子化を強制すべきで
す。

紙やハンコなどアナログ文化の根強い日本ではそのくらい大胆なことを
しない限り、大きな変化は望めません。

私はなんでもオンラインで完結したいデジタル人間なので、いまだに紙を
プリントして手書きをして、ハンコを押して郵送やFAXで送るなんてアナロ
グなことをやっているのにはストレスを覚えます。

こんな昭和みたいなことをやっていたら日本は世界から取り残されて競
争力を失ってしまうと思います。日本の家電メーカーが競争力を失った
のもデジタル化の波に乗れなかったからです。

日本のメーカーの決断・実行スピードが遅いのもいまだにこんなアナロ
グなことをやっているからだと思います。コロナでも日本のアナログ文化
のせいで給付金申請・給付や検査集計の欠陥が見つかりました。

今の日本には早期に大胆な変革が必要です。

個人
内閣府

内閣官房

【内閣府】
規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、各府省は、所管する行政
手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めているも
の原則として全てについて、年内に、順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の
改正やオンライン化（年内の対応が困難なものについては、見直しの方針示す）を行う
こととされています。

【内閣官房】
規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）において、各府省等は、会計手続、人
事手続等の内部手続について、書面・押印・対面の見直しを行うこととされています。

該当なし 対応

【内閣府】
・内閣府からの9月24日付の照会に対し、各府省からは、国民や事業者等に押印を求
めている行政手続の99%以上について、見直しを行う方針との回答が示されています
（各府省の見直し方針はホームページに公表済です）
・押印に続いて、書面についても、規制改革実施計画を踏まえ、取組を進めています。

【内閣官房】
行政改革推進本部事務局では、各府省等における、会計手続、人事手続等の内部手
続について書面・押印・対面の見直しを推進し、オンライン化等の必要な措置が講じら
れるよう取組を行っております。

194 令和2年11月24日 令和2年12月16日 国土交通省
国土交通省の建設業課は打
ち合わせや報告の際のweb会
議を推進して欲しい。

国土交通省の建設業課は業界団体や企業を都度都度本省に呼び出し
て面談させるのをやめて欲しい。コロナ禍の中、感染拡大防止を呼びか
けているにもかかわらず矛盾している。
移動コストの削減やコロナの感染防止の効果ぎ期待できる。

民間企業 国土交通省
打ち合わせ等については、対面型式のものに加え、オンライン形式のものも行っていま
す。

なし 対応
現在も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンライン形式の打
ち合わせを導入しており、今後も継続してまいります。

196 令和2年11月24日 令和2年12月16日
ハンコ廃止につい
て

行政手続きをハンコ廃止で電
子化するなら、ハンコの代わり
にマイナンバーと紐付けた国
民1人ひとつのアカウントをハ
ンコの代わりあるいは実印の
代わりとして使えるようにして
ほしい

いま、銀行の登録印は物理的なハンコでとてもじゃないくらい脆弱性が
あるだろうし、
更には無くしやすい。
で、全ての手続きをオンライン化することと、さらにアカウント認証で発行
されるQR等のアクセスコード(時間制限あり)で実印の代わりと銀行印の
代わりに使えるシステムが欲しい。
あと、銀行関連は2段階認証がないところも多いのでお金の不正引き出
しが怖いから困る。
技術者やってるからこそこういう被害が怖いので対策をしてほしい。
あと、ハンコを止めると言った河野さんですが、自衛隊システムはいつま
でも脆弱性たっぷりのIE使ってるので、システムの理解について全然信
用性ない。

システムについてわからないなら俺が要件やってやるってくらい、随分甘
いと思う。
課題がたくさんあるので、今後もしっかりやってほしい。

個人
内閣府
金融庁

内閣官房

規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、各府省は、所管する行政
手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めているも
の原則として全てについて、年内に、順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の
改正やオンライン化（年内の対応が困難なものについては、見直しの方針示す）を行う
こととされています。

該当なし その他

・内閣府からの9月24日付の照会に対し、各府省からは、国民や事業者等に押印を求
めている行政手続の99%以上について、見直しを行う方針との回答が示されています
（各府省の見直し方針はホームページに公表済です）。
・押印が存続する手続についても、電子署名の活用等により、オンライン化を推進して
まいります。

197 令和2年11月24日 令和3年1月14日

税関と消費者庁
および厚生労働
省等との情報共
有について

輸入申告時に税関が把握し
た原産地および成分ならびに
エンドユーザーについて、国
内における商品の表示を監督
する消費者庁や厚生労働省
等と情報共有をすることで、不
当表示（原産地偽装、成分偽
装等）を効率的に取り締まるこ
とができ、その様な不正商品
から消費者を守ることが出来
る。

原産地偽装された商品を販売する業者は後を絶たず、また国内未認可
の成分が入った医薬品等を服用することによる健康被害が起きている。
税関は輸入申告時に貨物の原産地（原産国）や成分を把握することがで
き、またその貨物のエンドユーザーを知りうることが出来る。
しかし現状ではこれらの情報を他官庁に提供できる法体制が整備されて
おらず、国内販売時の商品表示を監督する消費者庁や医薬品等を管轄
する厚生労働省等は、独自に調査をする必要があリ、非常に非効率で
ある。
税関から各官庁に情報提供できる法体制を整えることで、各官庁による
監督業務は効率化され、不正な原産地表示商品を購入することによる
消費者の損失を回避できる他、未認可医薬品等の国内流通（個人使用
として輸入されたものが販売されている実態がある）を未然に阻止した
り、不正な成分表示がされた食品や医薬品等による健康被害も防ぐこと
が可能となる。

個人
財務省

消費者庁
厚生労働省

現行においても、関係省庁から税関に対して情報提供を求めることができる旨が法令
上規定されており、税関と関係省庁との間で情報共有を行うことが可能となっていま
す。

＜消費者庁：原産地偽装への対応＞
消費者庁においては、不当景品類及び不当表示防止法第35条に基づき、一般消費者
の利益を保護するために必要な情報交換が担保されております。
税関においては、サプライチェーンのエンドユーザーまで把握することが難しいことか
ら、情報提供が必要な輸入申告をある程度特定できるよう、関係省庁から事前情報（ど
ういった貨物に着目すべきか）を頂くことが重要です。
本件については、個別案件ごとに必要な情報が異なり、事前にどのような情報が必要
であるかを一律に定めることはできないため、情報が必要になった都度、消費者庁より
税関に対して情報提供の要請をすることとしております。

＜厚生労働省：不正流通への対応＞
厚生労働省においては、未承認医薬品等が不正に国内に流入することがないよう、医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、薬機法と
いう）第56条の２に基づき、未承認医薬品等の輸入者に対して、薬機法に違反する製
品の輸入でないことについて地方厚生局の確認を受けることを求めており、また、当該
確認を受けたことを証する書類を輸入の際に税関へ提示することを求めております。
なお、未承認医薬品等の輸入に関し税関において疑義が生じた場合には、税関から厚
生労働省へ照会することとしており、また、厚生労働省からも税関へ薬機法に抵触する
おそれがある製品が輸入されようとしている場合には、必要に応じて情報提供の要請
を行い情報共有に努めております。

不当景品類及び
不当表示防止法
第35条
医薬品、医療機器
等の品質、有効性
及び安全性の確
保等に関する法律
第56条の２
関税法第70条

現行制度
下で対応可
能

引き続き、関係省庁から税関に対して情報提供の要請があった際には迅速に対応す
るとともに、しっかりと連携して効率的な事務運営に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

198 令和2年11月24日 令和2年12月16日
目的共通書類の
書式統一

就労証明書のように、目的は
同じだが自治体によって書式
が異なる申請書の類が多く散
見される。多くの自治体で共
通して使用している書類に関
しては、自治体毎に作成する
のではなく中央官庁で統一の
書式を準備すれば各自治体
でそれを作成する必要がなく
なる上に、システムなどもある
程度統一仕様にできる。

・各自治体で書式を作成する工数または人件費が削減でき、必要とされ
る税金の削減につながる
・処理システムを統一化でき、スケールメリットが働くことでシステム開発
費を低減できる
・書類を記入する個人が転居の際に戸惑わない
・大量の書類を処理する必要のある企業の業務効率化が図れる上記を
実現するために提案いたします。

個人
内閣府

内閣官房

・規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、地方公共団体と事業者
等との手続に係る法令を所管する府省は、手続の性格や申請者の構成等を踏まえ、
入力データ等の標準の設定や情報システムの整備等を通じて、地方公共団体と事業
者との手続のオンライン化を抜本的に推し進めるためのプラットフォームを国が統一的
に整備することについて、検討を進めることとしています。
・地方公共団体の区域を越えて広域的に活動する事業者にとって、特に負担となって
いる手続上の書式・様式の違いについて、平成30年及び令和2年の規制改革実施計
画に基づき、各府省において標準化、電子化などの改善方策を推進しております。

該当なし 対応

・特定非営利活動促進法関係手続、道路使用許可、遺失物関係その他の警察関係手
続、火災予防分野における各種手続、社会保障に係る資格における手続、経営革新
計画の申請等手続、建築基準法に基づく昇降機・建築設備の定期検査報告に関して、
各法令所管府省において、プラットフォームの整備・手続標準化の取組を進めることと
されています。
・規制改革推進会議では、書式・様式の改善状況についてフォローアップを行い、「規
制改革推進に関する答申（令和2年7月2日）」において結果等を公表しています。

199 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根さんの葬
式

中曽根さんの葬式には税金
は絶対に使わないで下さい

一個人だから 個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

200 令和2年11月24日 令和3年1月14日
災害時の各機関
の連絡体制につ
いて

河川の氾濫等が発生したとき
の各機関からの情報発信が、
気象台、河川事務所、自治体
とあって非常に分かりにくい。
昨年の東日本台風時には、千
曲川について河川事務所が
把握していた越水氾濫の情報
が正確に地元長野市に伝達
されておらず、発災直後に市
の内部でもこの情報を受理し
ていたかどうかについて錯綜
していた。
各機関からの発信について
も、気象庁の警報注意報、河
川事務所等の水位情報、自
治体による避難指示と、どれ
も必要な情報ではあるものの
関係性がわかりにくく重複して
いるような印象を受ける。
この点について、各機関の連
絡体制の徹底とわかりやすい
情報発信ができるよう改善し
てほしい。

昨年10月の台風災害で千曲川が決壊し、住んでいる地区一帯は浸水被
害を受け、自宅も床上浸水、罹災証明で半壊の判定を受けた。
自分はたまたま仕事で自宅を外していたが、家族が家に残っており、各
所からの分かりにくい情報発信や停電によってテレビを見ることができ
ず、自宅付近まで川の水が来るギリギリまで避難の判断ができない状態
にあった。
地域の避難は自治会等の協力に委ねられている部分が大きく、上記関
係機関でも「タイムライン」の策定に乗り出したとの報道もあるが、関係
する組織が一様に「法令で定められていることをやっているから問題な
い」というスタンスではなく、十分な連絡と迅速な判断で、適切で明瞭な、
住民にきちんと届く形での情報発信をしてほしいと感じた。

個人
内閣府
総務省

国土交通省

ご指摘の通り、災害時には、自治体からの避難に関する情報のほか、河川管理者から
の河川の水位情報や、地方気象台からの雨に関する情報など、様々な主体から多様
な名称で情報が発信されております。そのため、防災関係情報に１～５までの数字を付
し、例えば、「警戒レベル３」が出たら高齢者等の避難に時間を要する人が避難、「警戒
レベル４」が出たらそれ以外の人も危険な場所にいる人は全員避難、というように整理
し、令和元年６月からこの運用を開始しています。従いまして、今後はこの防災情報に
付された「数字」に着目し、避難のタイミングの判断に活用いただければと思います。

また、このような避難情報等は、多くの人に届くよう、可能な限り多様な手段でお届けで
きるようにしております。テレビや防災行政無線（戸別受信機を配布している自治体も
あります）はもちろん、自治体のメールサービスを登録しておけば、重要な情報がメー
ルで届くようになっております。また、ＮＨＫやヤフーはスマートフォン用の防災アプリも
無料で公開しており、お住まいの自治体を登録しておくと、関係する情報だけが届くよう
になるので便利です。こういったものも活用しながら情報収集をしていただき、繰り返し
になりますが、警戒レベル３や４がお住まいの自治体から出されたら、避難していただ
きますようよろしくお願いいたします。なお、情報発信の仕方については、自治体ごとに
特徴・違いがありますので、詳しくは、お住まいの自治体に伺っていただければと思い
ます。

なお、河川の氾濫発生情報については、ご指摘の千曲川でも警戒レベル５相当の氾濫
発生情報は発表しておりましたが、警戒レベル４相当の情報である氾濫危険情報の段
階で避難を開始していただく必要があると考えています。また、把握した情報について
は関係機関間で共有しております。

災害対策基本法
等

対応

　警戒レベルや避難情報等については、令和元年の台風19号なども踏まえ、さらにわ
かりやすく提供できるよう、中央防災会議下に設置されたサブワーキンググループ等で
の議論を通じて一部見直しを検討しているところであり、自治体やメディアとも連携し改
めて周知等させていただきます。
　防災気象情報等、災害に関するそのほかの情報発信についても検討会等の場で議
論を重ね、避難に係る住民の適切な判断を支援できるよう、わかりやすい防災情報の
発信に努めてまいります。また、関係機関間の情報共有についても、引き続き連絡体
制の徹底に努めてまいります。

201 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根さんのお
葬式

コロナのなかなぜ税金でお葬
式をしなくてはいけないのです
か？
国民の税金で約一億近いお
金をなぜ支出するのでしょう
か？疑問です。断固反対で
す！！ご自分の資産のなか
でお葬式をどうぞ。

国民の税金が使われる。
お葬式はご自分の資産でするべき。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

202 令和2年11月24日 令和3年1月14日
公務員への児童
手当支給主体の
変更

現在、公務員への児童手当
は勤務先から支給されるが、
それを他の人と同様に居住地
の自治体から支給させること
で二重行政を解消する。

現状について整理すると以下のとおりである。
・受給者である公務員
勤務先から児童手当を受給するにあたって、勤務先の給与事務担当部
署から各種の証明書類を求められる。
「所得制限に抵触していないことの証明」は居住地の自治体の役所に赴
き所得証明をもらってこなければならないし、公務員同士の夫婦の場合
は、相手の勤務先に「児童手当を支給していないことの証明」を発行して
もらわなければならない。
・受給者の勤務先の給与事務担当部署
制度の理解や書類の審査や支給といった、民間企業の給与事務担当部
署には無い事務を行っている。
・自治体
もともと公務員以外である大多数の住民にたいして児童手当を支給する
という事務を行っている。

これを居住地の自治体による支給に一本化することで、受給者である公
務員やその勤務先の給与事務担当部署は大幅に負担が軽減される一
方、自治体からすればもともと業務として行っていた児童手当支給事務
の対象者が少し増えるだけである。
この提案が実現した際の効果は、追加の業務量の増加に対して省ける
無駄の大きさは計り知れない。
公務員への児童手当が勤務先から支給されるという制度設計にはなん
らかの意図があったと思うが、結局は税金から支払われることに変わり
はなく、結果として無駄が多いだけであるので改められたい。

個人 内閣府

一般の受給者の児童手当等は、国、地方公共団体（都道府県、市区町村）及び事業主
からの拠出金を財源として、居住市町村が認定及び支給を行っています。公務員の児
童手当等は、勤務先である所属庁の財源により、所属庁が支給を行っています。

【参考：児童手当等の財源】
○一般の受給者
　・児童手当（被用者の０歳～３歳未満の児童分）　事業主７／１５　国１６／４５　都道
府県４／４５　市町村４／４５
　・児童手当（上記以外）　国２／３　都道府県１／６　市町村１／６
　・特例給付　国２／３　都道府県１／６　市町村１／６

○公務員
　・児童手当　所属庁１０／１０
　・特例給付　所属庁１０／１０

児童手当法 その他

児童手当の財源及び支給実施主体は支給対象者ごとに異なっており、公務員分は所
属庁の財源により支給されているため、財政当局や国・地方自治体の関係機関との調
整、これらを一本化する際の課題や問題点の整理等を行う必要があり、早急な対応は
困難と考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

203 令和2年11月24日 令和3年1月14日
公立学校の無駄
な銀行手続き

学校保有の口座への入出金
や送金にわざわざ紙に書いて
銀行の窓口に行くのはやめて
欲しいです。

都立高校と区立小学校で働いたことがありますが、口座の入出金や送
金をする時にわざわざ銀行の用紙を書いて窓口に持っていきます。ATM
やネットを使えば書く時間や窓口で待つ時間、窓口を使う手数料も削減
されます。なぜ紙を使うのか聞いたらATMやネットだと犯罪が起きるから
と校長（当時）に言われました。学校事務仲間に聞いたら都内の学校は
そんな無駄なところばかりです。どこ学校も犯罪を防ぐための言ってるそ
うですが、責任者が毎日口座の流れを確認すれば犯罪を牽制できま
す。口座の流れの確認は紙を書いて持っていく時間よりはるかに短い時
間でできます。こんな無駄すぐに辞めて日本中の学校がネットバンキン
グにするようにして下さい。

個人 文部科学省
各学校で管理されている口座については、それぞれの学校で管理方法を決められてい
るものと承知しています。

現行制度
下で対応可
能

口座の管理については、各学校で定められているものであり、運用の仕方によって改
善が図れるものと考えます。
また、文部科学省としては、様々な機会に業務の効率化や事務負担の軽減に関しての
取組を促しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

205 令和2年11月24日 令和2年12月16日
法務省内の電子
決裁推進

法務省においては電子決裁
が全く進んでおらず、未だに
紙決裁で業務が進められてい
ると聞く。また電子決裁を取る
場合でも事前に紙決裁を回し
てから取るなど無駄が多いの
で、紙決裁を原則廃止して、
電子決裁を促進すべき。

紙決裁でも行政文書が要領等に従って適切に保存されていれば良い
が、資料が散逸しても行政文書リストが作成されておらず、公文書の取
扱いがおざなりになっていると思われる。また、紙決裁だと鉛筆書きで適
宜修正が加えられるので、誰がいつ修正したのかが分かりづらく、決裁
文章の改竄も容易に出来てしまい、行政文書の信頼が損なわれている
と思う。
電子決裁ならば決裁・修正した日付やリストが自動的にデータで保存さ
れるので、資料の散逸も起こらず、行政文書の改竄も困難であり、行政
文書が適切に保存されるようになると思う。
法務省以外にも未だに紙決裁（ハンコ押印）している省庁があれば電子
決裁に改めて欲しい。

個人 法務省

　法務省行政文書取扱規則（平成２６年２月１０日法務省秘法訓第１号）において，決
裁を求めるために起案する行政文書は，原則として，文書管理システムを用いて作成
することを定めているところ，平成３０年７月にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定され
た「電子決裁移行加速化方針」を踏まえ，これを具体化するものとして，同年１０月，法
務省電子決裁移行加速化方針を策定し，電子決裁とすることが困難なものとして，例
外に紙決裁を認められるものを類型化し，それ以外については，電子決裁とすることと
しています。

なし 事実誤認
　既に，電子決裁とすることが困難なものを除き，電子決裁とする運用を行っているとこ
ろであり，引き続き，同運用の徹底を図っていくこととします。

206 令和2年11月24日 令和2年12月16日
e-tax申請ブラウ
ザーについて

現在Microsoft社のIEが標準
になっていますが、他のブラ
ウザーも使えるようにして欲し
い。Google Chrome、Safari、
Firefox等々。 是非複数のブラ
ザーでe-tax申請ができるよう
お願いします。

現在標準になっているマイクロソフトのブラウザーだけでは、利用者が日
ごろ使っているブラウザーの20%程度しかない。 Google Chrome等を可
能にして全体の半分、できれば70%を超えるようにするのが妥当と思わ
れます。

個人 財務省

　e-Taxの利用可能ブラウザについては、令和３年１月からGoogle Chrome及び
Microsoft Edge（Chromium）に対応予定です。
　また、MacOSをご利用の方は、現在でもSafariをご利用いただけます。

【参考：e-Taxホームページ】
https://www.etax.nta.go.jp/topics/topics_0205_chrome.htm
https://www.etax.nta.go.jp/topics/topics_mac_020428.htm

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

207 令和2年11月24日 令和2年12月16日
持続化給付金そ
の他の給付金に
ついて

法人税の申告書を必要書類
とし、また、損益や利益等がそ
の給付の重要要素となる給付
金については、初めから税務
署と連携を取るべきではない
でしょうか。

新型コロナに関連する給付金で不正受給が問題となっていますが、必
要書類の少なさ、その給付要件の甘さが明らかに不正受給を誘発して
います。支給後に捜査、逮捕できればある程度は回収できますが、それ
でも不正受給を予防するよりは効果が低いでしょう。
すでに税務署へ提出済みの申告書等の書類については、原則として税
務署へ照会をかけることで書類の提出を省略することで書類の偽造は
ほとんど防げますし、事業実態のない申請も大半は防げていたと思いま
す。
また、一目では不正受給とは判断しずらいケースでも税務調査の優先
案件としてピックアップしておくことで、不正受給もしくは過少申告として
税金を取り戻すことができるでしょう。
もちろん、税務職員の負担増という問題はありますが、持続化給付金に
おいて1件5万円と言われている事務処理費用を考えれば臨時の人員増
などで対応できると思われます。
少なくとも、持続化給付金のザル審査に1件5万円の価値はありません。

個人
経済産業省

財務省

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている
事業者に対して、事業の継続を支えることを目的としており、必要な方に迅速に給付す
るべく、申請手続は簡素なものとし、審査も適切かつ柔軟に行ってきています。こうした
制度を悪用して不正受給が疑われる者に対しては、中小企業庁で調査を行い、不正受
給の事実が認められた場合は、加算金を上乗せして給付金を返還させるとともに、事
業者名の公表を行うこととしています。併せて、警察とも情報共有を行っています。
国税当局においても、捜査当局が行う不正受給に関する犯罪捜査への協力要請が
あった場合には、法令に則って必要な協力を行うことととしています。　
税務職員には国家公務員法上の守秘義務に加えて、国税通則法により国家公務員法
よりも重い守秘義務が課されており、納税者から提出を受けた申告書等の書類につい
ては、原則として、他の行政機関を含め外部に提供することはできません（国家公務員
法第100条、国税通則法第127条）。
国税当局には、法人税等に関する調査について必要があるときは、納税者に対して質
問検査を行うことが認められておりますので、課税上の問題があると認められる者に対
しては、税務調査等を実施し、必要な場合には、更正処分等の課税処理を行います
（国税通則法第74条の２）。
しかしながら、国税当局の質問検査権は「犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない」と規定されており、持続化給付金の不正受給を解明するために、当該権限
を行使することはできません（国税通則法第74条の８）。
また、国家公務員法及び国税通則法に基づく守秘義務により、中小企業庁に対して税
務調査等の結果（調査を実施したか否かを含む）をお伝えすることはできません。
なお、持続化給付金事業は執行中であり、給付件数や事務局経費の額が確定してお
らず、1件給付するのに要する事務局経費が5万円であるという事実はございません。
なお、御参考までに、6月末までの給付件数は219万件であり、事務局経費の見込みは
294億円です。
その上で、審査体制の強化やデジタル技術の活用等により、約400万件もの申請（12
月時点）について、申請から概ね2週間での迅速な給付を実現することなどにより、新
型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者の事業継続の支
援を行っているところです。

国家公務員法第
100条、国税通則
法第127条、国税
通則法74条の２、
国税通則法74条
の８

対応不可

　
中小企業庁では、国税通則法等の法令に基づく国税当局からの求めに応じて、個別に
給付実績等の情報提供を行っています。
税務署へ提出済みの申告書等の書類について、中小企業庁から税務署へ照会いただ
いたとしても、国家公務員法第100条及び国税通則法第127条に基づく守秘義務によ
り、回答することは出来ません。
国税当局においては、持続化給付金を受給したにも関わらず、その収入を申告してい
ないと疑われる者を含め、課税上問題があると見込まれる者に対しては、税務調査等
を実施し、必要な場合には、更正処分等の課税処理を行います。
また、国税庁においては、不正受給防止や不正受給を行っている者を見つけた場合や
不正受給の勧誘を受けた場合の情報提供窓口の周知を目的とするチラシを各税務署
庁舎に掲示する等、中小企業庁と連携を取っています。
さらに、中小企業庁及び国税庁においては、捜査当局が行う不正受給に関する犯罪捜
査への協力要請があった場合には、法令に則って必要な協力を行うことととしていま
す。　
なお、持続化給付金事業は執行中であり、給付件数や事務局経費の額が確定してお
らず、1件給付するのに要する事務局経費が5万円であるという事実はございません。

人事評価制度が真に機能で
きるよう、
１．標語の偏り是正（標準的な
分布割合を示し、一定基準を
超える場合には、評価者に何
らかの説明責任を負わせる）
2．評価の客観性担保（縦の
上司だけで評価を決める現状
を改めて、360度評価の導入・
反映や、評価委員会（人事当
局や関係管理職で構成）での
討議等のプロセスを加える
３．報酬への効果的反映（業
績評価結果はより大きな上下
幅で賞与に反映する一方、号
俸への反映は能力評価のみ
とする）
４．組織評価制度の導入（総
理や大臣の方針を踏まえ、局
や課等の組織単位で、目標や
結果を公表することで、説明
責任とチームワークの向上を
図る。賞与への反映もできれ
ば望ましい）

人事評価制度の
抜本改善

個人

現状の評価制度は、評価を行うことありきで、必ずしも十分に機能してい
るとは言えない状況。民間のノウハウも活用した抜本改善が必要。

１．については、Aに集中している現状を改め、標語分布をより細かくす
る仕組み化で、一人ひとりの意識を高めることが必要。
2．他方で、そのためには上司だけが事実上の判定を行っている現状を
改め、民間のノウハウも踏まえ、より透明性を高めた仕組みの導入が不
可欠
３．また、職員の意識を高めるには、やはり報酬との連動が重要だが、
現状ではその関係性があいまい。業績評価はあくまでも当該期間の実
績に対する評価である以上、長期的な給与増につながる等級増ではな
く、賞与の支給率によりきめ細かく反映させることが適切。
４．組織単位での目標と評価を明確化することで、チームワークや対外
的な説明責任の向上が期待できる。例えば、非常に重要かつ難易度の
高い政策を実現した部署には、組織全体として高い評価を与え、できれ
ば、所属職員全体の賞与に反映することも一案。

【内閣官房】
人事評価は、能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となるものであり、重
要な役割を担っていることから、今後も適切に人事評価が行われるよう努めてまいりま
す。

【人事院】
制度の現状欄に記載のとおりです。

現行制度
下で対応可
能（３ポツ
後段の昇
給に関する
部分につい
ては、その
他）

【内閣官房】
・人事評価の基
準、方法等に関す
る政令
・人事評価の基
準、方法等に関す
る内閣官房令

【人事院】
一般職の職員の
給与に関する法律
第19条の７第１
項、第２項

人事院規則９―８
（初任給、昇格、昇
給等の基準）
第37条

人事院規則９―４
０（期末手当及び
勤勉手当）
第13条、第13条の
２

期末手当及び勤
勉手当の支給につ
いて（通知）
第36項、第37項

（１・２・４ポツ）
【内閣官房】
・一般職の国家公務員については、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力
と挙げた業績を把握した上で勤務成績の評価を行う、人事評価の仕組みがあります。
・評語の分布について、人事評価は、職員の処遇（給与、任用、分限等）や人材育成等
の人事管理の基礎となるものであるため、職員一人一人の能力や実績を客観的に把
握できるよう、絶対評価によることとしていますが、適正な評価の実施の観点から、各
評語に対応する行動の明確化、上位・下位の評語を付与する場合の理由の記載の徹
底、評価者や調整者を対象とした研修の充実等に取り組んでいます。
・評価の客観性について、人事評価においては、調整者による調整の仕組みがあり、
調整者は、評価者による評価に不均衡等があるかどうか審査を行い、不均衡等がある
場合には、評語を付け直すことや、評価者に再評価を行わせることが可能です。
また、人事評価の仕組みの他、部下職員等による観察を通じ、対象者である管理職員
等に対して「気づき」を促すことにより、マネジメント能力の向上と組織全体のパフォー
マンスの向上につなげることを目的として「多面観察」の取組も行われています。
・組織単位での目標・評価について、組織として高いパフォーマンスを発揮するために
は、組織として達成すべきミッションを踏まえて、個々の職員の目標が設定される必要
があるため、人事評価の業績評価における個人目標は、組織目標との整合性等を
チェックした上で設定され、期末に評価を行うこととしています。評価結果は、前述のと
おり、職員の処遇にも活用されています。

（３ポツ）
【人事院】
国家公務員の賞与（勤勉手当）は、業績評価の結果が成績率（支給額）に反映される
仕組みとなっています。例えば、直近の業績評価の全体評語（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段
階）が上位の段階(Ｓ・Ａ)である職員は、全体評語が上位の者から順に「特に優秀」、
「優秀」又は「良好(標準)」のいずれかの成績区分に決定することとしています。「特に
優秀」の成績率については、平均支給月数の約２倍までの範囲内で設定が可能であ
り、現行制度下においても、業績評価をきめ細かく反映させる形で成績率を設定するこ
とが可能な仕組みとなっております。
国家公務員の昇給は、評価期間中の職務遂行において発揮した能力の程度（能力評
価）と果たした役割の程度（業績評価）を踏まえて判断する必要があるものと考えてお
り、制度の仕組みもそのようになっております。

内閣官房
人事院

204 令和2年11月24日 令和2年12月16日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

208 令和2年11月24日 令和3年1月14日
地方行政アドバイ
ザリー制度の構
築について

私は、行政の縦割り＝チェック
機能の不備にあると考え、国
による地方行政のチェック機
能の強化を図るべく、地方行
政アドバイザリー制度を提案
いたします。

具体的には、予算の使途に関
わる監査等だけではなく、服
務等の働き方やデジタル行政
度、国の指示等に関する対応
状況など、地方行政機能を総
合的かつ多角度的にチェック
し評価します。評価点が低い
場合には、国による強い権限
に基づくアドバイス（指示命
令）ができるようにします。

効果は、地方行政機能を客観
的に数値化、見える化する事
で欠点を浮き彫りにする事で
地方自治体間で競争原理が
働き、悪しき前例が正され、一
億総活躍社会の実現に寄与
すると確信しています。

人が変わらなければ組織は変わらないから 個人 総務省
普通地方公共団体の事務の適正な執行の確保については、議会による執行機関の監
視、監査委員による監査、住民による直接請求、内部統制体制の整備、国による法令
に基づく関与などの制度が設けられています。

地方自治法等
現行制度

下で対応可
能

　地方自治法第１条の２では、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本
として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされて
おり、地方公共団体の事務の適正な執行の確保については、まずは、当該地方公共
団体で行われるべきものと考えています。
　地方公共団体の適正な事務の執行の確保については、執行機関の監視機関たる議
会制度、監査委員による監査制度、住民による直接請求制度、執行機関自ら適正な事
務の執行の確保を図るための内部統制制度、各地方公共団体の評価制度、政策評価
に係る地方公共団体への調査などをはじめ、種々の制度が設けられており、こうした制
度を活用することで、地方公共団体の適正な事務の執行が確保されるものと考えてい
ます。
　また、地方公共団体の事務の処理が法令に違反している場合や著しく適性を欠き、
公益を害している場合においては、国が当該事務の処理について、違反の是正や改
善のための措置を講ずべきことを求めることができるとされているほか、地方自治法そ
の他の法令に基づき、国は地方公共団体に対し、技術的助言等の一定の関与を行う
ことができるものとされています。
　地方公共団体の適正な事務の執行については、多様な主体が関わることで、その確
保が図られるものであると考えており、国が一元的に地方公共団体を「チェック」及び
「評価」をするものとすることは適当でないと考えています。

209 令和2年11月24日 令和5年4月14日 翌日開票
選挙の当日開票を止め、翌日
開票とする

開票結果は当日を翌日に変更しても変わるものではない。
開票には多くの人員が必要であり、夜間の作業は人件費の高騰を招く
他、深夜に及ぶこともあることから働き方改革にも反するものである。以
前（十数年から二十年程前）の選挙では翌日に開票していました。

個人 総務省

中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会
及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるよ
うに努めなければならないこととされています。
また、開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行うこととされてい
ます。

公職選挙法
第６条第２項、第
64条及び第65条

事実誤認

選挙の結果は選挙人に対して速やかに知らせるように努めることとされております。
公職選挙法第65条の規定は、開票をすべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日
に行うことを定めたものであり、それぞれの選挙につき、市町村の選挙管理委員会に
おいて適切に判断されているものと考えています。

210 令和2年11月24日 令和3年1月14日
国家公務員の転
勤にかかる費用

国家公務員は転居を伴う異動
が多い（単身赴任含む）。2年
から3年の異動で転居した場
合には引越し費用が支払わ
れており莫大な税金が使われ
ている。異動については特に
問題ないがこのご時世ワーク
ライフバランスの観点からも
転居を伴う異動を減らすべ
き。どこの省庁が毎年度どれ
だけ引っ越し費用を支出して
いるか公表すべき。

3月、4月の引っ越し繁忙期における、引っ越し業者の負担減少、引っ越
し費用削減による税金の支出減。

個人 内閣官房
転居を伴う人事異動を含む国家公務員の人事異動については、多岐にわたる行政課
題や業務の繁閑への的確な対応、職員の能力及び適性、人事管理上の必要性、ワー
クライフバランス推進の観点等も踏まえて総合的に勘案し実施しております。

なし
現行制度
下で対応可
能

転居を伴う人事異動を含めた国家公務員の人事管理については、引き続き適切に
行ってまいります。

211 令和2年11月24日 令和2年12月16日
手書きの履歴書、
経歴書の廃止

出入国管理庁に提出する履
歴書、経歴書の手書きを廃止
し、同時に書類を紙ベース（要
印鑑）から電子化し、オンライ
ンで提出できるように、出入国
管理庁の”習慣”を改める。

私は外国人留学生向けの日本語教師をしていますが、日本語学校から
出入国管理庁へ提出する履歴書、経歴書は手書きに限られています。
一度、パソコンで作った履歴書を学校に提出したところ、手書きでないと
入管は受け取らないと聞き、手書きで再作成しました。
このような時代錯誤的で、根拠のない”習慣”を廃止し、日本語学校や日
本語教師の仕事を効率的になるように、入管の”習慣”を変更していただ
きたい。
また、留学生は学生ビザを申請する場合も、多くの手書きの書類を提出
する必要があり、（文字の判別が難しい）手書きで提出をしています。留
学生にとっても非効率であり、またそれをチェックする学校側も労力が必
要です。審査官も留学生の手書き文字を判読するのは大変だと思いま
す。

個人 法務省
日本語教育機関に係る教員の変更報告等において提出いただいている履歴書につい
て，自筆等により作成を求めています。そのほかの留学に係る在留諸申請の提出書類
については，手書きでの作成は求めていません。

対応
日本語教育機関に係る教員等の変更報告等において提出いただいている履歴書につ
いては，署名欄を除き，自筆でなくても差し支えないものとするため，令和２年中に出入
国在留管理庁ホームページを改訂します。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

213 令和2年11月24日 令和2年12月16日 縦割り成功へ

縦割り改革は素晴らしいこと
だと思います。ただ現在でも
幅を利かしている財務省が、
改革後に更に影響力をもつよ
うになっては本末転倒です。
アイコンとして脱ハンコやデジ
タル庁は良いですが、まず財
務省を歳入省と歳出省に分け
なければ影響力が必ず足枷
になります。
歳出省は景気動向の確認と
政府方針に沿った予算立て、
予算の適正な執行を監視監
督する。
歳入省のは、税務・歳入関連
に加えて歳出省の監視および
予算使い切り慣習の撤廃を目
的とする。
これを先に実現しないと、縦
割り改革は財務省の影響力を
増大させるだけになってしま
います。

予算の無駄遣いの排除
各省庁のパワーバランスの適正化
政府方針への官僚の影響力を排除
永田町の悪しき慣習の一蹴

個人 財務省
 財務省は、「健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現」等を図ることを任務とし
て規定されています。その任務を達成するため国の予算等の作成や、租税の企画立
案、内国税の賦課・徴収に関する事務をつかさどることとされています。

財務省設置法
第三条・第四条

その他
　健全な財政の確保等の財務省の任務を適切に遂行するため、税収・国債などの歳入
面と歳出面を一体的に調整する体制を引き続き継続することが必要と考えています。

214 令和2年11月24日 令和3年1月14日
保育士等の処遇
改善加算制度の
簡素化

保育士等の保育従事者の確
保や待遇を改善するための制
度として、処遇改善制度があ
ります。
目的は以下であると思いま
す。
(1)保育従事者の給与昇給
(2)キャリアアップ研修等修了
者への手当支給
煩雑な手続きや事務処理を改
善して頂きたいです。
昇給総額と手当総額を提出
証明資料として賃金台帳と納
税証明
これでいいのではないでしょう
か。

印鑑やファックスを廃止する事も大切だと思います。
しかし根本の手続きを簡素化する方が国民の負担は減るのではないで
しょうか。

印鑑を押す作業より
ファックスを送る作業より
手続きのための新たな資料作成や事務作業。
これらの行政が求める煩雑な事務手続きを改善する方が効率的なので
はないでしょうか。
民間だけでなく地方自治体職員もこれで疲弊していると思います。
漢の高祖による法三章は故事として有名です。
現在のように複雑かした社会で三法では無理でしょう。
しかしその精神は国民に分かり易く、簡素な法で、生きやすくするかでは
ないでしょうか。
法のために人があるのではなく、
人のために法がある。
そう思っております。

本来の業務に費やす時間を大切にする。
どの分野でも重要ではないでしょうか。
提案させて頂いた業務の簡素化で、
保育所等の施設では、本来の子どもに関わる時間を増やす事ができる
と思います。

河野太郎大臣
若輩者の生意気な発言をお許しください。
応援致しております。
宜しくお願い申し上げます。

個人 内閣府

処遇改善等加算は、教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のた
め、公定価格において、
・職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用
・職員の賃金の改善やキャリアパスの構築の取組に要する費用
・職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金の改善に要する費用
を確保することにより、賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構
築し、もって質の高い教育・保育の安定的な供給に資するものです。

こうした趣旨を踏まえ、必要な手続き並びに様式記載事項を設定しております。

― 検討を予定

処遇改善等加算の報告様式の記載事項については、加算を職員の確実な賃金改善に
つなげるという制度の趣旨を踏まえ設定しているものであり、一定の事務負担について
はご理解を頂きたいと考えております。
しかしながら、現場の事務業務の負担軽減は重要であると考えており、国としても、負
担軽減を図る取組として、保育業務のＩＣＴ化を進めるとともに、施設型給付等の請求様
式の統一化についても検討しているところです。
引き続き、現場の皆様の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。

215 令和2年11月24日 令和2年12月16日

自衛隊内に災害
対策・復旧援助出
動部隊を創設す
る。

１）現行の自衛隊の定年は民
間企業より遥かに若く、60歳
から53歳である。50代半ばは
まだ壮健である。
2）上記の定年に達した者で希
望者を冒頭の災害対策・復旧
援助部隊に吸収・採用し、そ
の任務にあたらせる。
３）日本各地の台風・地震等
の大災害時に、この部隊が出
動し災害復旧に従事する。
４）この部隊員の定年は60歳
～62歳とする。（年金受給年
齢まで）
５）従来、大災害発生時に県
知事に要請で出動していた各
地の自衛隊の部隊は本来の
軍事・国防任務に専任する。

１）自衛官が50代半ばで退職を余儀なくされても、まだ高校生や大学生
のお子さんを抱えており、再就職が絶対条件である。
2）再就職は防衛省の就職監視分科会が斡旋すると聞いているが、様々
な制約もあって、再就職先はかなり限定されているのが実情で、定年後
の生活設計は容易ではない。
３）コロナ禍の最中にも拘わらず、中国軍は尖閣諸島の
領海侵入を繰り返し、隙きあらば占拠する構えである。
かような中国軍にとって台風や地震で大災害に見舞われた時の日本
は、侵略・占拠のチャンスと見て押し寄せる可能性は大いに有り、常時
それえの備えが絶対条件である。
４）依って常備軍は国防本来の任務に専任し、大災害の復旧援助は新
設の「災害対策・復旧援助部隊」がその任にあたる。自衛官の退職後の
生活設計の一助と共に、自衛隊には
常時本来の国防に専念願う一石二鳥の施策と考え提案する。

個人 防衛省

・「災害対策・復旧援助部隊」について、現状その様な組織はありません。災害が発生
した際には、自衛隊が直ちに出動できるよう、全国の初動対応部隊が待機態勢を維持
しています。

・自衛官の定年年齢は、自衛隊の任務の性格上、組織を常に精強な状態に維
持する必要があることから、若年定年制をとっており、５０代半ばとしています。ま
た、高齢者の労働力活用の観点から、定年後においても引き続き隊員として働く
能力と意欲のある者については、再任用隊員として改めて採用する制度を設け
ているところです。
　再任用制度については、自衛隊の精強性を損なうことがないよう、自衛隊とし
ての任務を遂行し得る体力や能力等を保持する者のみを採用することとしてお
り、その業務についても教育、研究、補給などの比較的体力を要しないものに限
定していることから、災害派遣に従事する部隊の業務については対象外としてお
ります。

再任用に関する訓
令（平成１２年防衛
庁訓令第８６号）

その他

　自衛隊では、今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震をはじめとした
様々な大規模災害に備えて、平素から関係省庁や自治体と連携しており、共同訓練等
を重ねています。また、災害が発生した際には、自衛隊が直ちに出動できるよう、全国
の初動対応部隊が待機態勢を維持しているほか、一人でも多くの被災者を救助できる
よう、装備品の充実強化を図るなど、国民の期待に応えるため、常日頃から不断の取
組みを進めています。
　このように、自衛隊は、大規模災害等への迅速かつ適切な対応に必要な態勢を保持
しており、現時点においては、災害派遣専門の部隊を新編する計画はありませんが、
引き続き、必要な取組についてはしっかりと対応していく所存です。
　人口減少や少子高齢化が進展する一方、自衛隊に求められる多様な活動を適
時適切に行っていくためには、豊富な知見を有する人材の一層の有効活用を図
るなど、自衛隊の活動を支える人的基盤の強化はこれまで以上に推進していく
必要があると考えています。
　そのため、現防衛大綱・中期防では自衛官の定年年齢を引き上げることとして
おり、現中期防期間中に１歳、次期中期防期間中に１歳のペースで、各階級毎、
段階的に引き上げることとしており、令和２年１月に先ずは１尉から１曹の定年年
齢を１歳引き上げたところです。
　また、再任用制度についても、対象となる業務について「港務」を追加する見直
しを実施するとともに、定年退職した自衛官の再任用数は、これまでの取り組み
により拡大する傾向にあり、引き続き積極的に推進してまいりたいと考えていま
す。
　いずれにしても、自衛隊の精強性を維持しつつ、若年定年制の自衛官が安ん
じて勤務できるように、必要な取組について検討してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

216 令和2年11月24日 令和3年1月14日

役所等における
申請書のマイナン
バー記載の廃止
について

市役所等に提出する申請書
におけるマイナンバー記載欄
の廃止を要望します。

マイナンバー記載欄がある申請書において、マイナンバーを記入した場
合には追加で確認書類の写しが必要だと言われました。マイナンバーを
書かなければ必要ないとのこと。
マイナンバーを書いても、書かなくても申請できるのであれば、最初から
マイナンバーの記載欄をなくしてほしいです。
市民の負担はもちろん、役所職員の窓口での確認等の負担軽減になる
と思います。
マイナンバーについて、窓口でよく声を荒げてる市民をよく見るので。

個人 内閣官房

住民票の写しや課税証明書等の添付が必要な手続においては、個別法令に基づき、
申請時にマイナンバーの提供を義務付け、当該マイナンバーを用いた情報連携によ
り、他の機関が保有する情報を取得することで、行政機関における正確で効率的な事
務処理や、添付書類の省略を実現しています。

個別法令 事実誤認

申請等におけるマイナンバーの提出は任意で提出を求めているものではなく、当該申
請等に係る各制度の個別法令の規定に基づき提供することとが義務付けられているも
のです。
関係省庁等と連携し、制度が厳正に運営されるよう努めてまいります。

217 令和2年11月24日 令和2年12月16日

税務署職員と、法
務局職員の退職
後の特権につい
て

税務署職員が年数を経て退
職すると税理士の資格が、法
務局職員の退職後には、司法
書士の資格が無条件で貰え
るというのはどう考えてもおか
しくないですか？

みんな一生懸命勉強して資格を得るのに、ただ単に勤め上げただけで
資格を得られるなんて、どう考えても戦前の公務員の特権としか思えま
せん。あまりにも不公平だと思います。

個人
財務省
法務省

【財務省】
　税理士法第８条においては、税理士試験について、
・一定の資格を有する者に対しては、その資格に基づき、
・一定の職業、事務に相当年数以上従事している者については、その経験に基づき、
税理士となるために必要な学識・応用能力を十分有していると認められる場合には、そ
れぞれの資格及び経験に応じた試験を免除することとされています。

【法務省】
　法務事務官としてその職務に１０年以上従事した者で、法務大臣が、司法書士として
の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めた者は、司法書士の資格を有
することとなります。

【財務省】
税理士法第８条第
１項第10号

【法務省】
司法書士法第４条
第２号

事実誤認

【財務省】
　税理士資格については、国税職員としての勤務実績のみをもって資格を得るというこ
とはなく、23年以上の実務経験に加え、国税審議会が指定した会計学に関する高度な
研修を受講し、税理士となるために必要な学識・応用能力を十分有しているかの確認
を行うための修了試験に合格しなければ税理士試験を免除されません。
　すなわち、たとえ23年以上の実務経験を有した者であっても、上記試験に不合格と
なった場合には、税理士となるために必要な学識・応用能力を十分有しているとは認め
らませんので、当然、税理士試験は免除されず、税理士としての資格は与えられませ
ん。

【法務省】
　司法書士法第４条第２号に規定する法務大臣の資格認定を希望する者に対しては、
その者が司法書士業務を行うのに必要な知識及び能力を有しているかの確認を行う
ため、法務局及び地方法務局において、口述試験及び必要に応じて筆記試験を実施
し、認定に相当するか否かの判断を行っており法務事務官として勤務した実績のみを
もって資格を得るということはありません。
　そもそも、本制度の趣旨は、法務事務官として永年従事したことによって培われた法
律に関する知識と実務経験を社会において有効に活用することによって、国民の権利
の保護や取引の安全のために貢献させようとするところにあり、たとえ１０年以上法務
事務官の職に従事した者であっても、上記試験において、司法書士業務を行うのに必
要な知識及び能力が不足していると判断された者については、当然、司法書士として
の資格は認められません。

218 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根元総理の
葬儀について

国民の血税についての国会
議員の抜本的意識改革が必
要。自分の金も国費も区別で
きず、また金銭感覚も狂って
いる。前例を覆すのが行政改
革のはずでは？政党助成金
(既得権かつ曖昧で多すぎる
が)もしくは賛同する議員個人
のポケットマネーで行うべきで
ある。平均的国民意識として
は500万円位で十分出来るは
ずである。

前例主義や既得権を打ち砕く意識なくして国民からの信頼回復や国政
への参画意識は上がらないと思う。今が抜本的行政改革の最後のチャ
ンスだと思います。選挙対策や口先だけの人気対策ではなく本気で議員
各人が意識を改革してほしい。今回の葬儀問題だけでなく天下りや財団
法人の廃止などの諸悪に抜本的に取り組んで頂きたい。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

219 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根葬儀費用
支出について

　この葬儀に、１億円近くの血
税を、使う必要がない。

　国民は平等であり、元総理と言えども、その間は血税から相当の給与
を支払っているのに、このような多額の血税を支出する理由がない。
　河野大臣に直訴する。

　河野大臣からの返事を待つ。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

221 令和2年11月24日 令和3年1月14日
マイナーポータル
の利用手順がば
らばら

基本的にはマイナンバーカー
ドを読み取る(認証作業)には
スマートフォーンでは直接に、
パソコンでは
ICカードリーダを用います
パソコンをメインに使いたいが
ICカードリーダを
あらたには購入できない場合
第三の方法としてパソコンで
QRコードを表示させそれをス
マートフォーンで読み取り、
そのスマートフォーンでマイナ
ンバーカードを認証させ
パソコンでの作業を可能にさ
せるやり方があります
(マイナーポータルHP参照)
問題なのは申請する対象によ
りこの方法はだめとか
あの方法はだめとばらばらに
なっている
すべての申請対象ですべて
の認証方法が使えるように
してほしい

60歳以上のかたはスマートフォーンの入力作業が不得意です
PCとスマートフォーンを連携させた第三の方法が新たな出費も
なく使い易いと思います
認証方法がばらばらなのは申請対象のソフトを作成したIT企業
あるいは官庁の著作権等の問題があるのかもしれませんが
その入り口部分（認証作業）は中央で管理できないものでしょうか

個人 内閣府

マイナポータルへログインするにはICカードリーダライタ又はマイナポータルAPに対応
したスマートフォンが必要となります。ICカードリーダライタを利用せずにパソコンでマイ
ナポータルへログインするには、マイナポータルAPをインストールしたスマートフォン
で、パソコンに表示された２次元バーコードを読み取り、マイナンバーカードを認証する
ことで、パソコンでマイナポータルを利用することができます。
なお、パソコンでの健康保険証の利用申込をする際には、２次元バーコードはご利用で
きません。ICカードリーダライタをご用意いただくか、マイナンバーカードに対応したス
マートフォン単体で申込してください。

なし 対応
ご指摘をいただきました、マイナンバーカードの認証方法に係る問題点については、よ
り多くの国民の皆様にご利用いただくために改善が必要であると考えており、マイナ
ポータルの利便性を抜本的に改善し、UX・UIの最適化を図ってまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

222 令和2年11月24日 令和5年5月17日

個人の印鑑証明
と住民票を同時に
とるときに矛盾が
生まれる。

市役所に印鑑証明と住民票を
同時に申請しました。印鑑証
明の申請は市民カードを提
出、まず印鑑証明を受け取り
次に住民票を受け取ろうとす
ると免許証等を求められまし
た。今、受け取った印鑑証明
と住民票の記載内容がすべ
て一致しているので本人に間
違いないわけだから不要で
は？と訴えましたが本人確認
が必要だと！印鑑証明は市
民カードを持っているから本
人確認できたが住民票は本
人だという確認ができない。記
載内容が同じなので疑る余地
なしと訴えたが最終的に自宅
まで免許証を取りに行かされ
た。同時申請で何故そこまで
疑られるのか？この矛盾に納
得がいかないのです。完全行
政の縦割りだと思います。

市民カードで印鑑証明だけでなく住民票も申請できるようにしてほしい。
財産（不動産、普通車）が売買できる印鑑証明を市民カードで発行でき
るのに何故、印鑑証明程法的効力のない住民票に免許証等必要なの
か？例えば市民カードを自宅玄関前で紛失し、近隣の人が取得された
場合に住所、氏名を知られている可能性（自治会名簿）は十分あり得ま
す。拾ったカードを持ち市役所でなりすまし印鑑証明の交付は可能で
す。（申請は住所、氏名、生年月日、市民カードのみ）印鑑証明に身分確
認、住民票に市民カードと真逆の気がします。提案１：犯罪抑止の為に
市民カードにも暗証番号を設けるべきである。提案2：市民カードで住民
票等市役所で発行される書類すべて完結できるようにするべきである。
本人確認に市民カードと身分証明など無駄を感じます。役人側は同時
申請の本人確認時間短縮及び申請者側の身分証明持参と持っていな
い場合自宅まで取りに引き返す手間の省略。マイナンバーカードも追加
されカードだらけ１枚ですべて完結してください。

有限会社　
二十萬石
ウエスト
パーム

総務省

　本人からの住民票の写しの交付請求にあたっては、住民基本台帳法第12条第３項に
より、個人番号カード（番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以
下同じ。）を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当
たっている者が本人であることを明らかにしなければならないこととされています。
　印鑑証明の事務については、市町村固有の事務として実施されており、各市町村の
条例等を根拠として行われているものです。
　総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

住民基本台帳法
第12条第３項

対応不可
制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、自治体の条例に基づき、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用する（マイ
ナンバーカードによって印鑑登録証明書を発行する）ことは可能です。

223 令和2年11月24日 令和3年1月14日

地方自治法第2条
第9項第2号にか
かる事務の棲み
分けの徹底

地方自治法第2条第9項第2号
に定める県から市への法定受
託事務制度の徹底及びそれ
を実現するための地方自治法
をはじめとする法令による制
度的補完
県から市へ法令で定められて
いない事務を実質的に命じた
と認められる場合、外部機関
による業務改善命令ができる
制度

県の事務を市町村が行うことは法令に定められた事務に限られている
が、市町村が法令に定められていない事務を機関委任事務的に県から
口頭や通知によって事務を命じられることは日常茶飯事である。このた
め、市町村には、電話・窓口応対、本来の自治事務・法定受託事務に加
え、法令外の県からの事務を市町村が行う事となり、現場に過重な負担
がかかり、市町村事務(サービス)の質の低下に直面している。
法令外の県からの事務がなくなる場合の利点として、まず、市町村事務
の機動性が確保され、住民へのサービスの迅速化につながる。また、県
と市町村との間での事務の横割りが明確化されるため、県と市町村を住
民が往来するような「たらい回し」が減る。加えて、県が住民と直接対話
する機会が増えるため、多様な意見を反映することになり、行政手続の
適正化が見込まれる。更に、事務の横割りの明確化により、本当に必要
な職員数が県でも市でも分かるようになるため、定員数の適正化にも寄
与することになる。
事務の横割りは、上意下達の行政文化のため、なし崩しとなる可能性が
あるため、行政チェック機構としての議会、監督機能としての中央省庁、
住民側から直接行政を監督する審議会等の外部機能が求められる。

個人 総務省

地方公共団体の役割分担については、地方自治法第２条において、市町村は、都道
府県が処理するものとされているものを除き、地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを一般的に処理するものと
され、都道府県は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令
により処理することとされるもののうち広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に
関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でな
いものを処理することとされており、具体的な事務配分については、個別の法律又は政
令で定められております。
その上で、地方自治法その他の法令の規定に基づき、都道府県は市町村に対し、一
定の関与ができるものとされています。

地方自治法等
現行制度
下で対応可
能

地方公共団体の役割分担については、地方自治法その他の法令の規定により定めら
れております。
また、都道府県から市町村への関与については、地方自治法第245条の２の規定によ
り、法律又はこれに基づく政令によるものとされています。
具体的な関与の方法については、地方自治法その他の法令で定められているところで
すが、例えば、地方自治法第245条の４の規定により、都道府県知事その他の都道府
県の執行機関は、その担任する事務に関し、市町村の事務の運営等に対する技術的
な助言や勧告をすることや、事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資
料の提供を求めることができるものとされています。

224 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公営住宅の入居
時提出書類の煩
雑さについて

最近県営住宅に入居が決まり
ましたが、提出書類が非常に
多く私は障害者の車いす住宅
に入居するので健常者以上
に多く全部で17種類になる。
車いすを常用することを証明
するために医師の診断書が
必要ですが、福祉部局で何回
も出した診断書をまた料金を
払って取らなければいけませ
ん。あとは車いすなどの補装
具給付の時には自己負担額
を決める所得調査を委任でき
るのに、公営住宅入居では新
たに課税証明や生活保護証
明を取らなければなりませ
ん。同じ役所内なのに住宅と
福祉と税務部局などが連携で
きていないために入居者本人
が多くの書類を集めないとい
けない。少なくとも障害者ゆえ
に出さなければならない書類
を減らして健常者同様にして
欲しい。

その為には役所内の情報交換連携を強くして入居者本人の負担を減ら
して欲しいです。個人情報の保護が壁になると思われますが、補装具給
付などの課税調査では承諾欄がありそれにサインすれば役所で調査を
してくれます。その方法で公営住宅の入居書類も考えて欲しいです。どう
しても住宅部局は本庁と離れていたりして孤島のようになっていて他の
部局より遅れていると感じます。少なくとも他の部局でできてることです
ので住宅部局も考えて欲しいです。国土交通省の公営住宅部局としても
ルールを簡素化して欲しいです。似たようなことで水道局の水道料減免
やごみ収集（自宅に収集に来る制度）の部局も障害福祉部局に情報をも
らってそれほど提出書類が多くないです。いずれにしても入居申込書に
マイナンバー記載欄があるのに全然提出書類の簡素化が図られていな
いことが疑問です。なお、この17種類の提出書類の中に発行手数料が
必要な書類も多く1500円以上はかかっています。戸籍謄本、住民票、課
税証明書など。こういった自己負担の発行手数料も縦割り行政の解消で
減らせるのではないでしょうか？

個人 国土交通省

　公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき定められるこ
ととしており、その申告の方法については、収入を記載した書面及び公営住宅法施行
令に規定する控除に該当する場合は、当該控除に該当する旨を証する書類を提出し
ていただく必要があります。
　また、公営住宅法第48条において、「事業主体は、公営住宅法で定めるもののほか、
公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。」
と規定されており、公営住宅の入居の申し込みについては、公営住宅管理標準条例第
７条第１項（以下「モデル条例」といいます。）において、事業主体が条例で定めるところ
により行うこととなっております。また、申込書の様式等についても、モデル条例第７条
の説明文において、別に規則等で明示すべきとされております。
　さらに、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
第19 条第７号の規定に基づく情報照会及び同法第22 条第１項の規定に基づく情報提
供については、平成29 年11月13 日から本格運用が開始されているところです。

・公営住宅法第16
条第１項、第３項、
第６項、第48条
・公営住宅法施行
規則第７条
・公営住宅管理標
準条例第７条第１
項
・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
法律第19 条第７
号の規定に基づく
情報照会及び同
法第22 条第１項
の規定に基づく情
報提供

現行制度
下で対応可
能

　公営住宅の入居決定の申請手続き等については、各事業主体が条例等で定めるこ
ととしており、必要な提出書類については、事業主体の判断において定めているところ
です。
　なお、公営住宅の管理に関する事務では、マイナンバー制度の活用が認められてお
り、各事業主体において地域の実情等を踏まえた活用が可能となっております。国土
交通省としても、マイナンバー制度の活用は入居者等の負担軽減に資すると考えてお
り、平成２９年１２月に各事業主体に対して、マイナンバー制度の活用に向けた積極的
な取組みを依頼しております。
　引き続き、マイナンバー制度の活用について、公営住宅管理担当者が集まる全国会
議や研修会等の場を通じて周知して参ります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

225 令和2年11月24日 令和3年1月14日

公文書管理と情
報公開請求対応
業務の効率化、
BPR

公文書管理と情報公開請求
への対応（文書整理、文書検
索、黒塗り等）が相当程度、職
員の業務負荷となっている現
状を踏まえ、

○BPR的な視点で公文書管
理と情報公開請求への対応
で割かれている工数や可能な
効率化策を分析検討するとと
もに、
○簡易に公文書管理出来る
仕組みの導入、
○単価の引き上げなど、〇〇
に関する資料一式のような過
度な情報公開請求を抑止する
方策の検討や、
○AIを活用した文書検索や非
公開ヶ所の特定を行えるシス
テムの構築等を検討する

かつてはなかったが、現在の霞が関の若手職員の時間とやる気を奪っ
ている一つの要因が、これです。

法律上の必要性は理解するものの、いかに効率化するか、という視点
が現在は不足していると思います。

個人
内閣府
総務省

（公文書管理について） 
公文書等の管理に関する法律においては、第１条において、「行政文書等の適正な管
理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に
運営されるようにする」ことを目的として掲げており、また、「行政文書の電子的管理に
ついての基本的な方針」（平成31年3月内閣総理大臣決定）においては、「今後作成す
る行政文書については作成から保存、廃棄・移管までを一貫して電子的に管理するこ
とにより、体系的・効率的な管理を進め、行政文書の所在把握、履歴管理や探索を容
易にするとともに、文書管理業務の効率性を向上させる 」、「将来的には、このような文
書管理業務の処理の自動化や行政文書の探索・利用を含め、確実かつ効率的に管理
を行うことができる枠組みを構築することにより本格的な電子的管理を実現する」と記
載されています。

（情報公開について）
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）は、行政文書の開示請
求権を定めることにより行政機関の保有する情報の公開を図ることを目的としており、
行政機関の長は、開示請求者に対しては、同法第５条各号に掲げる情報（不開示情
報）のいずれかが記載されている場合を除き、開示請求に係る行政文書を開示しなけ
ればならない旨を規定しています。

（公文書管理につ
いて）
公文書等の管理
に関する法律（平
成二十一年法律
第六十六号）

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針（平
成三十一年三月
二十五日総理大
臣決定）

（情報公開につい
て）
行政機関の保有
す
る情報の公開に関
する法律（平成十
一年法律第四十
二号）第五条

（公文書管
理につい
て）
対応、検討
に着手

（情報公開
の効率化
部分）対
応、検討に
着手

（情報公開
のシステム
部分）
検討を予定

（公文書管理について）
デジタル化の取組の今後の流れを踏まえつつ、「行政文書の電子的管理についての基
本的な方針」（平成31年3月内閣総理大臣決定）に基づく行政文書の電子的管理の推
進等により、行政文書の管理及び行政の適正かつ効率的な運営が図られるよう、取
組・検討を進めていきたいと考えております。

（情報公開について）
情報公開請求への対応に要している作業量については、必ずしも定量的に把握するこ
とは困難ですが、一定の把握に努めているところです。また、開示請求手数料引き上
げ等の開示請求の制限につながり得る方策は必ずしも適切ではないと考えられるもの
の、確実かつ効果的に業務を行うことは重要であると考えております。
一方、システム化については、開示対象となる行政文書の管理が電子化されることが
前提であり、内閣府における行政文書の電子的管理への取組状況を踏まえつつ、中
長期的な視点で検討していきたいと考えております。

227 令和2年11月24日 令和2年12月16日

自動車税のクレ
ジットカード払いし
た場合の確認方
法の簡素化

自動車税をクレジットカード決
済した場合、納税証明書が発
行されないため、車検業者が
都道府県税事務所に電話で
確認を行う運用を改め、車検
業者がオンラインで確認出来
る仕組みにするか、納税時の
サイト画面の提示等で可能と
する。

自動車税をオンラインでクレジットカード払いした場合、車検業者が納税
確認できないため、都道府県税事務所に電話で確認を行わないと検査
完了とならないようである。
特に、土日に確認する方法がないようであり、土日に車検が完了できな
い事態になっている。
確認方法をオンライン化することで、車検事業者の事務効率化、納税者
の利便性向上、都道府県税事務所の確認作業の省力化、自動車税の
オンライン納税率の向上が図られる。

個人 総務省

　 道路運送車両法の規定により、継続検査（車検）の際には自動車税の「滞納がない
ことを証する書面」を提示することが求められています。これについては、平成２７年４
月から、自動車税納付確認システム（JNKS）が稼働し、運輸支局のシステムから各都
道府県の税基幹システムに対して自動車税の収納情報を電子的に照会することにより
原則、「滞納がないことを証する書面」の提示が不要となりました。

道路運送車両法
第97条の２
道路運送車両法
施行令第12条
道路運送車両法
施行規則第63条

現行制度
下で対応可
能

　 制度の現状欄に記載のとおりです。

228 令和2年11月24日 令和2年12月16日
官民交流の大幅
拡充

民間企業経験のない職員を
原則全員、民間（特にベン
チャーや中堅中小企業）に派
遣するとともに、民間職員の
受け入れも大幅に増やせるよ
う、官民交流の対象者を抜本
的に拡大する。

役職特有のコスト意識、緊張感、スピード感の低さや、前列主義などは、
大学卒業後、役所しか経験していないことに起因することが大きい。
一人一人の意識を高めるには、遠回りだか、民間企業を経験させること
が最も効果的。

個人
内閣官房
人事院
内閣府

国の職員を民間企業等に派遣する制度として、「国と民間企業との間の人事交流に関
する法律」（官民人事交流法）があります。
官民人事交流法では、職員を民間企業に派遣（交流派遣）することによって、行政課題
に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図ると
ともに、民間企業から効率的かつ機動的な業務手法を体得している者を職員として採
用（交流採用）することによって、行政運営の活性化を図り、もって公務の能率的な運
営に資することとしています。
交流派遣は、幹部候補育成課程対象者をはじめとする将来の行政の中核的要員と見
込まれる職員その他の行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対
象とするものとし、交流派遣からの復帰後継続して公務部内で勤務し、交流派遣の成
果を発揮することが見込まれる職員を選定することとしており、交流派遣職員が、交流
派遣の成果を公務に活かすことを通じて、その他の職員を含めた公務部門全体への
官民交流による成果の還元を図っています。
また、官民人事交流法の対象となる「民間企業」は、所管関係により交流が制限される
場合がありますが、民間企業の規模（資本金、従業員数等）、業種は問わないものとし
ています。

国と民間企業との
間の人事交流に
関する法律（平成
11年法律224号）
人事院規則21-0
（国と民間企業と
の間の人事交流）
　国と民間企業と
の間の人事交流

に関する基本方針

その他

複雑・高度化する行政課題に対し公務員の対応能力を高め、国民の皆様の負託に応
えていくためには、「官から民」、「民から官」の双方向の交流のより一層の拡充を図る
ことが必要であるという観点のもと、今後も、関係する機関と連携し、国と民間企業等と
の間の人事交流を一層幅広くかつ積極的に行ってまいります。

229 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中央省庁の一部
機能の関西移転
についての提案

　中央省庁の半分をたとえば
関西圏にまとめて移転させ
る。
　関東圏と関西圏はネット
ワークを通じて結び、会議や
国会運営で不都合が生じない
ようにする。たとえば、コロナ
渦テレビ局が行っているよう
に、別室を結んで一つの報道
番組を放送するような形態を
応用すれば、東京霞が関と関
西の打ち合わせ会場を結んで
会議を行うことは可能と思い
ます。国会にしても、国会議事
堂と関東または関西の省庁を
結んで国会を運営することは
できるのではないでしょうか？

　関東地方は、いつ大きな地震に襲われるかわからない状況にあり、中
央省庁の機能が関東一極に集中していると、国の機能が一度に麻痺し
てもおかしくないと思います。
　そこで、各中央省庁の機能の半分を例えば関西圏にまとめて移転させ
ることを提案します。
　関西圏であれば、関東と同等のインフラ（国際空港、国際会議場、新幹
線、公共交通網）や商業施設が整っており、これらを一から整備する必
要もないと思われます。
　また、関東圏と関西圏は新幹線や飛行機で太く結ばれているので、往
来のストレスも抑えられると思います。
　国会対応や、省庁内、省庁間、または省庁と民間企業間での打ち合わ
せにおいて、地方に機能が分割されるのは効率の面で問題があるかも
しれませんが、そこはデジタル化を推進して工夫すれことにより解決可
能ではないかと思います。たとえば、コロナ渦テレビ局が行っているよう
に、別室を結んで一つの報道番組を放送するような形態を応用すれば、
国会運営や打ち合わせでも、関西の会場を結んで行うなどの対応は可
能だと思います。
　具体的な効果は表現しにくいのですが、関西の活性化につながり、関
東一局集中が緩和されると思います。関東の交通渋滞の緩和や、公共
交通機関の利用者の減少による感染症対策にもなると思います。また、
関東一局集中の緩和により、３世代同居の家庭が少しでも増えるのでは
ないかと考えます。
　少子化の原因の一つには、共働きの夫婦が親元から遠く離れて生活
するため、子供が生まれた場合に保育施設に頼らざるをえないところに
あると思います。３世代同居の家庭を増やす取り組みは、少子化対策に
なると思います。

個人 内閣官房

中央省庁の地方移転の取組については、平成28年に決定した「政府関係機関移転基
本方針」等に沿い、中央省庁７機関、研究機関・研修機関等23機関50案件に関して進
めてきたところです。
これらには、文化庁の京都への全面的な移転や、総務省統計局統計データ利活用セ
ンターの和歌山への設置など関西圏への移転も含まれているところです。

なし 対応

令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、
中央省庁７機関、研究機関・研修機関等23機関50案件の地方移転の取組について、
「2023年度中に地方創生上の効果、国の機関としての機能の発揮等について総括的
な評価を行い、これを踏まえ必要な対応を行う」こととされています。
まずは、2023年度中の総括的評価に向け、具体的な成果が得られるよう、関係省庁に
おいて、総合戦略を踏まえ、取組を着実に進めるとともに、内閣官房においては、有識
者からの意見も考慮しつつ、取組のフォローアップを進めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

230 令和2年11月24日 令和2年12月16日 GoTo事業一本化

GoToTravel（国交省管轄）と
GoToEat（農水省管轄）、これ
から行われるGoToEvent（経
産省管轄）とGoTo商店街
（？？管轄）はすべて一つの
事務局で処理するべき。
少なくとも、どの事業も利用す
る店舗のデータベースは同じ
なので、それを根底の基盤に
置き、その上に各事務局を構
築するという構想のほうがよ
かった。
今更それはできないという場
合、今後同じような事業を行う
際は一本化するように後学と
するべき。

飲食店は、GoToTravelの地域共通クーポンの加盟店となるためには、
GoToEatにも参画していなければならない。
実際は、結局どちらも申請する内容は同じ。処理する事務局の仕事も同
じ。
飲食店にはそれぞれに同じ内容で申請が必要となり二度手間をかけ、
事務局処理は行っている事務局は異なるものの、処理内容は結局同じ
なので、結果的に二重の税金が使われている。

個人

内閣官房
農林水産省
経済産業省
国土交通省

令和２年度第一次補正予算において、経済産業省で一括して計上、執行は、各省がそ
れぞれの分野で運営事務局等を選定しています。

対応不可

それぞれの事業分野にノウハウを有する各省、事業者を通じて執行しているため、そ
れぞれの事務局で執行していくことが適切です。他方で、GoToトラベルの地域共通
クーポンにおける登録飲食店は、GoToイートの登録飲食店とそろえており、事業全体
で整合性を持って実施しています。

231 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公文書のずさんな
管理の改善につ
いて

公文書が､ずさんな管理をして
いるので改善を提案します。

民間では､ＩＳＯ(日本品質保証機構)の指導により､各社で､
品質文書､品質記録を定義し､品質文書には､業務をどのよ
うに進めていくのかを明示し､関係部署に知らせ理解して
貰う必要があり､定期的に品質文書どうりに業務を行って
いることで､ＩＳＯの認証を受ける仕組みがある。
文書の保管については､品質文書､記録については､内容の
重要性ごとに保管期間を明記する必要があり､重要な文書
については､最低でも保管期間は５年以上です。

今回､明らかになった､公文書の保管期間が１年以内とは
驚きです。
ぜひ､民間で行われている､ＩＳＯの認証を受けることを進
めます。

個人 内閣府

行政文書の適正な管理は重要であり、国の行政機関においては、公文書管理法の
ルールに基づき、文書を管理することとしております。具体的には、公文書等の管理に
関する法律施行令別表により保存期間を定めるとともに、別表掲載以外の行政文書に
ついても、この表を参酌して、行政機関の長が保存期間を定めることとしています（別
表中の文書の多くが保存期間５年以上とされています）。また、同施行令や「行政文書
の管理に関するガイドライン」（内閣総理大臣決定）においては、行政文書が歴史公文
書等に該当する場合には、１年以上の保存期間を設定することや、歴史公文書等に該
当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が
全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必
要となる行政文書については、原則として１年以上の保存期間を定めることとしていま
す。さらに、保存期間を１年未満に設定し得る行政文書については、「他の文書の写し」
「定型的・日常的業務連絡・日程表」「公表物」など、類型を明確化して限定しています。
こうした枠組みが適切に運用されるよう、各府省において、文書管理の点検・チェックを
ハイレベルで行う公文書監理官が設置され、また、内閣府の独立公文書管理監が各府
省における文書管理を第三者の立場でチェックしています。

公文書等の管理
に関する法律施行
令（平成二十二年
政令第二百五十
号）第八条

行政文書の管理
に関するガイドライ
ン（平成二十三年
四月一日内閣総
理大臣決定）第４
【整理】

現行制度
下で対応可
能

公文書管理法の下、同法施行令やガイドラインによって共通のルールを定めており、こ
のルールに沿って、所管の業務に知見と責任を有する各行政機関において、それぞれ
作成・取得した行政文書の保存期間を適切に設定、管理することを基本としています。
公文書管理に関する制度・仕組みの周知・徹底や研修の充実、実効性のある取組の
チェックを通じて、各行政機関で適正な公文書管理が行われるよう、取り組んでまいり
ます。

232 令和2年11月24日 令和2年12月16日

神戸運輸監理部
を近畿運輸局と
同格としている奇
妙な組織構成に
ついて

神戸運輸監理部は「近畿運輸
局の傘下にある」としながら、
「近畿運輸局と同格である」と
いう奇妙な組織構成を、
国土交通省はとっています。
神戸運輸監理部は近畿運輸
局と完全に統合し、「近畿運
輸局の海事部門が神戸にあ
る」という形に再編し、局長級
のポストを１つ減らすべきで
す。
近畿地方整備局の場合は、
すでに完全統合されており、
「近畿地方整備局の港湾空港
部は神戸にある」という形に、
再編されています。
近畿地方整備局にできて、近
畿運輸局にできない理由は、
何なのでしょうか。
旧運輸官僚の抵抗に負けたと
しか思えないです。

神戸運輸監理部と近畿運輸局に関する奇妙な組織構成を、近畿地方整
備局のようにすっきりとした形に再編してください。
局長級のポスト（神戸運輸監理部長）を減らすことができ、コスト削減とな
ります。
組織変更にコストは殆どかかりません。
「神戸運輸監理部長」という役職をなくして、組織図を書き換えるだけで
す。
神戸運輸監理部のある建物を、「近畿運輸局神戸庁舎」と呼び方を変更
するだけです。

個人 国土交通省

兵庫県は西日本最大の国際貿易港であり、国際戦略港湾に指定されている神戸港
や、国際拠点港湾でありエネルギー基地、工業製品取扱港として重要な位置づけを持
つ姫路港を有し、また、瀬戸内海を中心に運航する多数の内航貨物船・旅客船の発
着、寄港地となっております。

加えて、兵庫県神戸市においては、神戸税関をはじめ、港湾・海事関係の国の機関や
海事関係企業の本社・支社機能が集積しております。

このため、神戸港を中心とした兵庫県に係る地域だけでも、他の地方運輸局に匹敵す
る膨大で高度な海事関係の行政需要が集中しており、これを近畿運輸局に統合した場
合には、近畿運輸局内において海事関係の業務実施体制が著しく大規模化せざるを
得ず、局長、次長、関係部長の負担が著しく増大し、事故対応時の迅速性が失われる
など業務遂行に大きな支障を来すこととなり、我が国の海事産業の一大集積地である
兵庫県における海事行政等のサービス水準が著しく低下することとなります。

以上のことから、神戸運輸監理部と近畿運輸局を統合することは不適当であり、兵庫
県における海事行政等サービス水準の低下を招くことのないよう、引き続き、同県にお
いては神戸運輸監理部が海事行政等のサービスを提供する必要があるものと考えて
おります。

なお、神戸運輸監理部においては、局長（指定職）級のポストは存在しておりません。

・国土交通省設置
法（平成十一年法
律第百号）第三十
六条、
・国土交通省組織
令（平成十二年政
令第二百五十五
号）第二百十五条
・地方運輸局組織
規則（平成十四年
国土交通省令第
七十三号）第八十
五条～第百一条

事実誤認
国土交通省では、今後とも、海事行政等のニーズを踏まえ、適切な行政サービスを提
供してまいります。

233 令和2年11月24日 令和2年12月16日

故・中曽根元首相
の合同葬に予備
費「約1億円」の改
善案

故・中曽根元首相の合同葬に
予備費「約1億円」が使われ無
駄だという意見が多数ありま
す。

民間に合わせて､オンラインツールを利用しはどうでしょう。
どうしても､来日したい方は､自国の費用を使ってもらいま
しょう。移動時間､飛行機代､宿泊代､警備代の節約になります。
内閣府は､民間の見本になるように仕事をしましょう。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

234 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根元首相の
合同葬

予備費からの支出の廃止
まさに前例踏襲としか言えないのではないか。予備費はコロナ対策のた
めに使うのでは無かったのか。コロナで苦しんでいる人を助けるのが優
先ではないか。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

235 令和2年11月24日 令和2年12月16日

地方農政局の農
業土木部門の地
方整備局への移
管

地方農政局の業務のうち、農
地の区画整理や農業水利な
ど、「農業土木部門」を、国土
交通省地方整備局へ移管す
べきです。
土地の区画整理のうち、農地
は地方農政局で、宅地は地方
整備局というのは、典型的な
縦割りであり非効率です。
農業用水路は地方農政局で、
河川は地方整備局というのも
同様です。
北海道開発局は「農業土木部
門」の業務も担当しているの
ですから、これに倣って、ほか
の地方も再編すべきです。

農業用水路は地方農政局で、河川は地方整備局などという縦割り行政
は、同じような業務を分けて行っており非効率です。
北海道開発局のような形に再編すべきです。
北海道開発局で出来て、他の地方で出来ないというのはおかしいです。

個人
農林水産省
国土交通省

　地方農政局の農村振興部は、高収益作物の導入や担い手への農地の集積・集約の
加速化などの食料・農業・農村施策推進の一環として、農村活性化や中山間地域の振
興に取り組むほか、土地改良事業（農地の区画整理、かんがい排水等）に関すること、
農業水利に関することなどの事務を行う行政機関です。
　北海道開発局は、国土交通省の地方支分部局として設置され、北海道開発法（昭和
25年法律第126号）に基づく北海道総合開発計画の推進のため、北海道における河
川、道路、港湾、空港、農業基盤、漁港といった社会資本の整備等を行うほか、都市・
住宅行政に係る地方公共団体への支援、建設業・不動産業等への指導・監督、官庁
営繕などを行う総合行政機関です。

農林水産省設置
法第４条、第18条
国土交通省設置

法第31条

対応不可

　農林水産省は、食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）に基づき、食料の
安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展及び農村の振興という４
つの基本理念を具体化するための施策を推進しています。そのような考え方の下、地
方農政局がこれらの推進に必要な農地の区画整理や農業水利に係る事務を所掌し、
高収益作物の導入や担い手への農地の集積・集約の加速化などの食料・農業・農村
施策と一体的に推進しています。
　今後とも、農地の区画整理や農業水利に係る事務は、食料・農業・農村施策推進の
一環として地方農政局が所掌する必要があります。
　なお、北海道開発局は、北海道開発法（昭和25年法律第126号）に規定する北海道総
合開発計画の推進のための総合行政機関として、地方農政局の所掌事務のうち国の
直轄公共事業に関する農地の区画整理、農業水利等に係る事務を担当しています
が、食品の安全性の確保、米・野菜等の生産状況や担い手の動向の把握などの事務
は担当していません。

236 令和2年11月24日 令和3年1月14日
歳入庁、子ども・
家庭省の設置に
ついて

歳入庁は財務省の外局であ
る国税庁と独立行政法人化し
た年金機構事務センターの一
元化、子ども・家庭省は幼稚
園と保育園を認定こども園へ
の一元化を進めてほしいで
す。

歳入庁と子ども・家庭省はかつて、民主党政権下、行政刷新や事業仕
分けとして設置計画が進められました。没案になった理由は定かではな
いですが、歳入庁を設置すれば、国税も年金保険料の支払いも一か所
で済みます。
子ども・家庭省とは、文科省と厚労省からそれぞれ、子育て支援に関わ
ること全て同じ部署に統一する事で縦割り行政をなくします。幼稚園と保
育園を認定こども園に一元化に進めば、待機児童も少なくなると思いま
す。

個人

内閣官房
財務省

厚生労働省
文部科学省

【歳入庁について】
　ご提案の「歳入庁」の創設については、政府の検討チームにおいて国民年金保険料
の納付率向上の観点等から検討が行われ、平成25年８月に「年金保険料の徴収体制
強化等に関する論点整理」が取りまとめられました。
　この「論点整理」においては、現在非公務員が行っている年金業務を公務員に行わ
せることとなり、行政改革の取組に逆行することや、十分な人員の手当が行われない
場合には、年金保険料の納付率向上に資さないばかりか、徴税能力まで低下するおそ
れがあること等の問題点が指摘され、組織を統合して「歳入庁」を創設すれば国民年
金保険料の納付率向上等の課題が解決するものではないと整理されました。
　また、同チームが平成27年６月にまとめた「マイナンバー制度の活用等による年金保
険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム（報告書）」においては、マ
イナンバー制度の活用等による税・年金保険料の手続の効率化や行政当局間での情
報連携の強化等に関する具体的な施策が取りまとめられ、以後、関係省庁において、
この「アクションプログラム」に沿って、マイナポータルを通じた手続のワンストップ化等
の様々な取組みを進めてきたところです。今後も関係省庁間で連携し、取組みを進め
てまいります。
　なお、ご指摘いただきました国税・国民年金保険料の納付は、いずれも口座振替やク
レジットカード等の様々な納付方法に対応しております。一度口座情報（国民年金保険
料についてはクレジットカード情報を含む。）をご登録いただきますと、その後の納付は
自動的に完了するため、税務署や年金事務所の窓口等にお越しいただくことなく納付
することが可能です。
　登録方法等の制度の詳細は、国税庁・日本年金機構のホームページからご覧いただ
けます。

【子ども・家庭省について】
幼稚園や保育所を含めた子ども・子育て支援のための基本的な施策等については、企
画立案・総合調整等を行う特別の機関として、内閣府子ども・子育て本部が設置され、
同本部を中心として関係省庁が緊密な連携を図りつつ、政策を推進しています。

なし

【歳入庁に
ついて】
その他

【子ども・家
庭省につい
て】
現行制度
下で対応可
能

【歳入庁について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【子ども・家庭省について】
引き続き、関係府省が緊密に連携しつつ、子ども・子育てに関する施策を切れ目なく運
用していきます。

237 令和2年11月24日 令和3年1月14日

国立大学の支援
業務・施設整備業
務の都道府県へ
の移管

業務効率化のため、国立大学
の支援業務および施設整備
業務は、都道府県への移管
するべきです。
３桁国道などの国道管理を、
都道府県が行っているのと同
じように、国立大学の支援業
務および施設整備業務は、都
道府県の知事部局が行うの
が良いと思います。
県立大学と国立大学の整合
の取れた効率的な運営が出
来るようになると思います。

国立大学の支援業務および施設整備業務を、文部科学省が直接行うの
は無駄で非効率であると思われます。
都道府県の知事部局が県立大学の支援業務および施設整備業務が
行っているのですから、国立大学についても、都道府県が行うのが良い
と思います。
これによって、県立大学と国立大学の整合の取れた効率的な運営が出
来るようになると思います。
現状でも、国立大学の教育や研究には、国は学問の自由によって、口を
出させないのですから、都道府県に支援業務および施設整備業務を移
管しても、何も問題は起こらないと思います。

個人 文部科学省

高度の学術研究と優れた人材の養成という高等教育の基幹部分の実施は国家発展の
基盤を形成するものとして国の責務と考えられており、このような高等教育政策上の見
地から、国立大学を設置し、運営する国立大学法人を国が自らの責任で設置していま
す。
このため、公共上の見地から確実に実施することが必要な国の事業(※1)として国立大
学の設置・運営を位置付け、それを担う国立大学法人は、我が国の高等教育及び学術
研究の水準の向上と均衡ある発展を図る（※2）という目的を定めています。

※１ 準用通則法
第３条第１項

※２ 国立大学法
人法第１条

対応不可 左記のとおり

238 令和2年11月24日 令和3年1月14日
国勢調査と住民
票の統合

国勢調査と住民票が求める内
容が違うから、国勢調査する
とのことですが、一本化したら
よいのではないでしょうか？
また、国勢調査は、ウソかい
てもわからないのですが、そ
の問題はどう解決するので
しょうか？

国勢調査について。
一つは、住民票との二度手間を省いてほしい。 個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

239 令和2年11月24日 令和2年12月16日

林野庁は林業経
営から森林環境
保全に業務内容
を変更すべき

林野庁は現在、林業経営を主
たる業務としていますが、主た
る業務内容を森林環境保全
に変更するべきだと思いま
す。
林野庁の業務から「林産物の
安定供給の確保、林業の発
展」は外すべきです。
森林環境保全の副産物とし
て、木材の売り払いもあるとい
う形にすべきです。
輸入木材は経済産業省が所
管すべきです。
林野庁を農林水産庁の外局
としているのも問題で、環境省
の外局とすべきです。

林業自体が復活が見込めない衰退産業であるのに、林野庁の主たる業
務を林業経営とすることは、過去の惰性による無駄な業務です。
日本の森林に今必要なことは、森林環境保全です。
林野庁は森林環境保全を主たる業務とし、森林環境保全の副産物とし
て木材の売り払いをするべきです。
森林環境保全を主たる業務とするならば、林野庁は環境省の外局であ
るべきです。
国内の木材生産は振興するべきではなく、木材は輸入が大半ですの
で、輸入木材は経済産業省に業務移管するべきです。

個人
農林水産省
経済産業省

環境省

　農林水産省設置法においては、第４条第１項において省全体の所掌事務を規定し、
第23条において林野庁の任務を、第24条において前条に規定する任務を達成するた
めに第４条において所掌する事務を規定しているところです。
　御提案内容に記載いただいている林野庁の事務「林産物の安定供給の確保、林業
の発展」については、同法第23条に林野庁の任務として同様の規定があるほか、関連
する林野庁の所掌事務として同法第４条第１項第62号、第63号等の規定があると認識
しております。
　加えて、御提案内容にございます「森林環境保全」に関する事務としては、同法第23
条中「森林の保続培養」を林野庁の任務としているほか、同法第４条第１項第55号、第
56号等の規定があり、林野庁において既に所掌している事務であると認識しておりま
す。
　また、木材の輸入に関する事務としては同法第４条第１項第62号、農林水産省組織
令第96条第16号、農林水産省組織規則第104条に規定する事務として、林野庁におい
て所掌する事務であるとされているところです。

・農林水産省設置
法第４条第１項第
２号～第５号、第
10号～第13号、第
33号～第34号、第
39号、第48号、第
55号～第66号、第
83号～第86号、第
23条、第24条
・農林水産省組織
令第96条第16号
・農林水産省組織
規則第104条

対応不可

　我が国の森林は、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えたことを背景に、
国産材の供給量は近年着実に増加しており、林業産出額や従事者給与も増加してい
るほか、木材自給率も上昇しているところです。

　このような中で林野庁としては、この豊富な森林資源を「伐って、使って、植える」とい
う形で循環利用することを通じ、林業の成長産業化と森林の適切な管理を両立していく
ことが必要と考えています。

　引き続き森林の有する公益的機能の持続的発揮を図り、林産物の安定供給の確保
や林業の発展に取り組むとともに、林産物の輸入については、国内の林業・木材産業
への影響にも配慮して対処してまいります。

240 令和2年11月24日 令和2年12月16日

官報等政府刊行
物の印刷取止め
と国立印刷局と造
幣局の統合

官報等の政府刊行物の印刷
は紙資源の無駄であるので止
めて、デジタル化すべきです。
官報等の印刷を止めると、国
立印刷局の業務が紙幣発行く
らいしかなくなるので、国立印
刷局は造幣局と統合すべきで
す。

官報等の政府刊行物の印刷は紙資源の無駄であるので止めて、デジタ
ル化すべきです。
官報等の政府刊行物の印刷を止めると、国立印刷局の業務が紙幣発
行くらいしかなくなるので、国立印刷局は造幣局と統合し、幹部ポストを
削減するすべきです。

個人 財務省

独立行政法人国立印刷局法において、銀行券の製造のほか、官報の編集、印刷及び
普及を行い、並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊
行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を
図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び
印刷物の製造等を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的としております。

独立行政法人国
立印刷局法第3条

対応不可

　政府刊行物のうち官報については、紙の発行部数が10年前から比較して50％以上減
少していますが、インターネット官報の提供を行う等、デジタル化にも対応してきており
ます。
しかしながら、特に法令の公布は官報の重要な役割であり、紙の官報が印刷局から発
送され、一般希望者において官報を閲覧し、または購読し得る場所等に到着したことを
もって法令の公布とされていることから、紙の官報は引き続き必要です。
　造幣局と統合すべきとのご意見については、
・製造対象が、銀行券製造（製紙業、印刷業）と貨幣製造（金属加工業）という大きな違
いがあるため、偽造防止技術の内容に重複分野がないこと
・生産設備、製造方法、製造技術等が全く異なること
といった観点から、各機関において、引き続き機動的かつ円滑な業務運営により、一層
の効率化を図っていくことが適当であると考えます。

241 令和2年11月24日 令和3年1月14日

東扇島基幹的広
域防災拠点施設
(内閣府所管)の
売却又は国土交
通省への譲渡

東扇島基幹的広域防災拠点
施設(内閣府所管)の売却又
は国土交通省への譲渡を提
案致します。

・東扇島には、災害時に救援物資輸送等の支援を行う基幹的防災拠点
がありますが、同じ敷地内に(1)内閣府所管の東扇島基幹的広域防災拠
点施設と(2）国土交通省所管の首都圏臨海防災センターの2つの箱物施
設が存在します。
・(1)内閣府所管の東扇島基幹的広域防災拠点施設については、職員が
常駐しておらず、災害発生時に同施設のカギを持った職員が霞が関か
ら東扇島に駆け付ける必要がありますが、交通の寸断も予想される災
害時に、稼働に時間がかかる施設の実効性に疑問があります。
・一方で、(2)国交省所管の首都圏臨海防災センターには、国交省職員
が常駐しており、いかなる時でも即座に災害対応に移る態勢が整ってお
ります。
・上記を踏まえ、実効性に疑問が残る(1)の施設は売却等により廃止し、
(2)の施設内で内閣府及び国交省の職員が業務を行うべきと考えます。
又は、常駐する職員を出している国交省に(1)の施設を譲渡すべきと考
えます。
・なお、令和2年版防災白書によれば、内閣府は、立川災害対策本部予
備施設及び東京湾臨海部基幹的広域防災拠点の施設の管理に104百
万円(令和元年)の予算を使っています。単純計算でこの半分の約50百
万円/年の費用が災害時に機能を発揮できるか疑問符が付く箱物の管
理に使われていることになります。
・同じ敷地内に、所管省庁が異なるとの理由で同じような機能を持つ施
設は2つも不要です。また、内閣府の施設が災害時に機能するとはとて
も思えません。

個人
内閣府

国土交通省

「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（中央防災会議幹事会
決定）」において、発災時、
・緊急災害対策本部及び国土交通省は、陸路による移動や輸送が困難な場合、海上
輸送拠点に指定された港湾や河川の活用を検討する。
・港湾管理者は、陸路による移動や輸送が困難な場合の港湾の活用に備えて、海上
輸送拠点に指定された港湾の点検を行う。
・国土交通省及び港湾管理者は、港湾施設の応急復旧等を行う。
・東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）は、周辺の港湾施設を活用して、
配、搬出等物流に関するコントロール機能を担う。
とされています。

首都直下地震等の大規模災害が発生した場合、当地区を海上輸送拠点として使用可
能とするべく、迅速に点検・応急復旧を行う必要があります。その初動対応の自律的な
実施、および運用段階での当地区内の高度な物資の荷捌きを実現するための支援が
国交省首都圏臨海防災センターの業務であり、そのために職員常駐体制が確保され
ています。

一方、人命救助・緊急輸送ルート啓開などの最初動期の次の段階における、各都県の
広域物資輸送拠点への海上輸送を実施するにあたって、災害現地対策本部の物流コ
ントロール機能の一部を担う形で、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地
区）または各都県庁に設置される現地対策本部との密接な連携のもと、当地区におけ
る輸送計画の作成や搬入・搬出に係る総合的な調整を実施することが内閣府施設で
の業務となっています。

首都直下地震にお
ける具体的な応急
対策活動に関する

計画

一部対応

事実誤認

（施設の実効性について）
・内閣府施設に職員が常駐していないことはご記載のとおりですが、発災直後の施設
使用可能性の確認等については、施設警備業務の受注者により実施することとしてお
り、24時間を通して施設へ25分以内に参集が可能な場所に業務従事者を待機させるこ
とを契約事項とすることで、災害時における迅速な施設の立ち上げが可能な体制を確
保しています。
・また、内閣府施設が物流コントロールセンターとして業務を実施する段階では、現地
対策本部要員の参集手段として使用する緊急輸送ルートが一定の水準で使用可能と
なった状況であり、さらに、使用開始までに交通網の回復が見込まれない場合にはヘ
リによる当地区への到達も可能です。
・今回の提案を踏まえ、東扇島地区全体の発災時の運用シナリオの深堀り等を進め、
本施設に求められる業務に係る一層の実効性の向上に努めてまいります。
（建物の廃止・売却等の可能性について）
・内閣府施設は有明の丘地区の施設との一体的な運用を前提として計画されており、
現在国交省施設が立地している位置では北側に位置する首都高換気塔によって有明
との直接通信が遮蔽される懸念があったことから現在の位置に整備されているため、
国交省施設にすべての通信機能を移し内閣府施設を用途廃止することは困難と考え
ております。
・また、敷地は川崎市管理のふ頭用地であり、防災拠点施設設置を目的として利用許
可が与えられています。利用を廃止する場合には市港湾施設条例に基づき更地返還
となるため、建物は売却できません。
（移管の可能性について）
・内閣府施設においては、発災時に機材の持参なしに本部体制の立ち上げが可能とな
るよう、内閣府防災の業務ＰＣや中央防災無線等の通信機器などの機材を常設してい
ます。これらの機材は内閣府の管理する他の防災拠点に設置しているものも含めて内
閣府にて一元的に管理を行っており、庁舎管理と機材管理の主体が分かれることは
却って非効率を招く等の課題があると考えております。
・なお、内閣府施設の管理費については、令和元年度の実績で年間7.4百万円、内訳と
しては維持管理・光熱費が6.1百万円、修繕費が1.3百万円となっています。

242 令和2年11月24日 令和3年1月14日
ＰＴＡ組織の見直
し

ＰＴＡ組織の解体。
ＰＴＡ組織の無駄を見直す。
無意味な役員の仕事や会議
の開催を減らす。
教職員の負担を減らす。

ＰＴＡが発足したのは70年近く前のこと。今は当時と社会情勢も異なり、
男女ともに正社員の家庭、24時間365日交代勤務の職で勤務している家
庭、ひとり親家庭で仕事を複数掛け持ちしながら生活をしている家庭な
ど、各家庭により状況が異なるが、「ＰＴＡ役員は強制でひとり1回」など
の暗黙の了解で行われている。本来ならばＰＴＡ加入は任意なのに、学
校入学と同時に保護者の意思確認なく強制加入させられている。家庭
の事情などＰＴＡ役員ができないと断っても強制的に役員をさせられてい
る。ＰＴＡ役員のために仕事を休むなど、有給もＰＴＡのために消費し、自
分のために消費できない、有給が足りないために欠勤になり給料が不足
するなど悪循環に陥る。
夜、子どもだけを家に残し、会議に出席しなくてはならならず、子どもたち
の安全すら脅かされている。
話をきいていれば、わざわざ集まって会議をしなくてもよいことが多かっ
たり「子どものため」といいながら、本当に子どもたちのためになっている
のか？疑問に感じる行事などが多数ある。
役員をやりたくないと感じている保護者が多く、嫌々引き受けている保護
者が多数のこの組織は不要だ。
学校を監視できなというなら、違う方法で学校と繋がれるルートをとれば
よい（参加日の日に気になったことを学校側に直接伝えるなど）。
わざわざ役員を立てる必要はない。
入学式や卒業式の保護者代表もＰＴＡ会長など役員の肩書がついてい
る人が行う必要はない。希望制でよい。
ＰＴＡのことを気にしなくてよくなれば出生率も上がる（ＰＴＡやりたくない
から子どもを産まない人もいる。多数児をあきらめている家庭もある）

個人 文部科学省

　ＰＴＡは、児童生徒の保護者と教員により組織される任意団体であり、社会教育法第
10条の「社会教育関係団体」として、これまでも地域や学校で大きな役割をはたしてき
たものと承知しています。
　ＰＴＡの組織の在り方や活動については、それぞれのＰＴＡが主体的に決定、運営す
るものです。

- その他
いただいた御意見は、社会教育関係団体の運営に係る事項であり、各団体において主
体的に御判断いただくべきものと考えます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

243 令和2年11月24日 令和5年5月17日
手続きに伴う
キャッシュレス化

住民票の取得やタクシー券の
購入時など窓口支払いの時
に、現金だけでなく電子決済
を利用したい。

人件費削減によるコストダウン。
待ち時間の減少。

個人
総務省

経済産業省

既に電子決済サービスを開始している自治体もあるものと認識していますが、行政の
手続におけるキャッシュレス化の推進については、規制改革実施計画（令和４年６月７
日閣議決定）に基づき、支払件数が年間１万件以上のものについて、オンラインでの手
数料納付について検討が進められています。

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

244 令和2年11月24日 令和2年12月16日
農業関係の施策
について

農業関係の無駄な施策や調
査について

現在市町村の農業担当課では人農地プランが実施されています。ただ、
この施策は国の指示により行われており、実施されないと他の農業補助
金が貰えないなどの脅しとも取れることが実施されています。ただ人農
地プランといっても地域それぞれの地形、作付け作物、その他事情によ
り国の指示よりそれぞれ地域に応じたやり方があります。この無駄な施
策のおかげで担当課、農業者は無駄なアンケートや会合を実施しなけ
ればなりません。５年後の農業後継者問題も大事だが今現在の状況の
方が大事なわけである。地域の担い手に集積しろと言うが、小規模農家
や兼業農家のことは一切考えられていない。集積される農家も限度と言
うものがある。いちいち国から言われる筋合いはない。
また、農業関係の調査はほかにもある。担当課によると同じような調査
が複数あり年度末になると事務量が多すぎて通常業務ができないと聞
く。この調査も担当課だけでできるものではなく農業委員にも依頼がく
る。その調査内容もだれも得をしない調査ばかり。そんな調査を出したと
ころで誰も利益を生まない。働き方改革と言いながら県・市町村職員・農
業委員・農業者に無駄な作業をさせるべきではない。市町村は県や国の
顔色伺いながら仕事をしても無駄だ。農業者の顔をみて対話して施策を
考えるべきである。
また、耕作放棄地の所有者にも固定資産税を約1.8倍にするなど脅しを
かけているが、無駄である。安い農地の税金を1.8倍にしたところで痛く
はない。農業課と税務課が無駄な作業が増えるだけだ。もう少し、農業
関係は市町村に任せるべきだ。同じ県内でも山間地域、中山間地域、平
坦地でも大きな差がある。

個人 農林水産省

　農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中で、地域農業を担う
経営体や生産基盤となる農地を確保していくことが必要であり、集落・地域での徹底的
な話合いを通じて、地域農業の５年後、10年後に抱えるであろう危機を認識・共有する
とともに、今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体の将来展望などを明確
化し、合意形成することが重要です。
　このため、現在、各集落・地域において、地域の農業者の年代分布や後継者の有無
といった地域の状況を把握するためのアンケートの実施、アンケート等で把握した地域
状況等の地図化、話合いを通じた地域の中心経営体への農地の集約化に関する将来
方針の作成を行う人・農地プランの実質化の取組を進めるとともに、これらの取組と各
種施策の一体的な実施により、担い手への農地の集積・集約化を進めています。

　農林水産省では、現場主義に立ち、地域の実態に即した施策の展開を図るため、現
場の課題やニーズを積極的に把握することを目的として、可能な限り全国各地での意
見交換を実施しているところです。一方で、地域の実態を網羅的に把握するための手
段として、各種調査等についても併せて実施しているところです。

　農業委員会は毎年１回、農地の利用状況を調査した上で、遊休農地の所有者に対し
ては、自ら耕作するか、誰かに貸し付けるか等の意向を調査しております。
　当該遊休農地の意向調査の結果、所有者が意向を表明しない、表明したもののその
後放置している等の場合、農業委員会は所有者に対して、農地法第36条に基づく農地
中間管理機構と協議する旨の勧告を実施し、この勧告遊休農地の情報を課税部局に
提供しております。
　この勧告が固定資産税の賦課期日である1月1日に継続している者については、農地
売買に係る軽減措置（正常売買価格に55％を乗じた額を評価額とする）を適用しないこ
とにより、課税が約1.8倍に強化される仕組みとなっております。

農地中間管理事
業法第26条
農地法第36条
地方税法附則第
17条の３

現行制度
下で対応可
能

　人・農地プランの取組を進めるためには、地域の農業者と、地方公共団体、農業委員
会、農業協同組合、土地改良区といったコーディネーター役を担う組織や農地中間管
理機構が一体となって、地域の状況に合わせて取り組んでいただくことが必要であると
考えております。
　このため、アンケートの実施、地図の作成、地域の話合いといったおおまかな手順を
示しておりますが、その具体的な実施方法や進め方は、現場の市町村・地域に委ねて
いるところです。また、農地集積につきましても、営農実態や地域の農業者の意向を踏
まえて、現場に即した方針を決めていただきたいと考えています。
　今後とも、人・農地プランの取組が地域の状況に合わせて適切に進められるよう、推
進に必要な経費への支援や取組事例の各地域への普及等に努めてまいります。

　農林水産省では、現場主義に立ち、地域の実態に即した施策の展開を図るため、現
場の課題やニーズを積極的に把握することを目的として、可能な限り全国各地での意
見交換を実施しているところです。一方で、地域の実態を網羅的に把握するための手
段として、各種調査等についても併せて実施しているところです。今後も調査内容が重
複しないよう極力留意して調査等を実施しつつ、施策に反映してまいりたいと考えてお
ります。

　固定資産税の課税強化の措置については、農地中間管理機構を活用して、意欲ある
担い手への農地の集積・集約化を加速し、農業の成長産業化を図る観点から、農地中
間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置と併せて創設したものであり、
引き続き、措置する必要があると考えております。
　また、勧告した遊休農地については、年に１回、農業委員会から市町村の税務部局
へ情報提供しておりますが、提供に当たっては、税務部局の業務負担を減らす観点か
ら、電子媒体で提供するよう指導して参ります。
　現在、政府において、農地台帳や固定資産課税台帳等の各種台帳の情報を、一元
的なデータベースとして整備すること等を検討しており、更なる業務の軽減に努めてい
きたいと考えております。

246 令和2年11月24日 令和3年1月14日
地震用食料の風
水害時解放につ
いて

小学校等には、地震のための
食料が備蓄されている。しか
し、風水害時には、解放でき
ず、風水害時に小学校等に避
難した国民は食料を持参しな
ければ、ならないと言われた。
食料の使用用途を地震に限
定せず、風水害にも解放す
る。

【提案理由】上記のとおり
【予算的影響】特になし。
【法整備】確認していないが、何らかの法改正が必要になる可能性があ
る。

個人 内閣府
市町村は避難所における食料等の配布など、被災者の生活環境の整備に必要な措置
を講ずるよう努めることとしており、地震、風水害等の災害種別による限定は行ってお
りません。

災害対策基本法
第86条の６

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

247 令和2年11月24日 令和3年6月16日

６国立高度医療
研究専門センター
への本部機能設
置

６NCの経営管理と事務部門
の統括を行う、本部機能を設
置する。本部機能とは、それ
まで個々のNCで行っている経
営管理を統括的に監査、指
導、改善する役割を持つこと
を想定する。
本部機能の立ち上げ時には、
外部有識者（特に、医療機関
の経営に秀でた人材を官民
問わず確保）を主体に、６NC
が本来の医療政策課題を遂
行するために、健全経営を担
保する。
実際には、月次での決算管
理、マチュアな事務人材を
ベースとしたNC事務部門の人
事を行う。また、経営指導を適
宜行い、適正な財源確保に努
める。

一つのNC事例で言えば、医科保険適応の高度医療を実施していても、
診療報酬で正しく請求事務が出来ていないことで、いわゆる「取り漏れ」
が日常的に発生している。また、診療報酬業務に携わる職員は、他の組
織の人事によりローテーションで配置されるため、必ずしも当該業務に
精通しているわけではない職員が、2～3年周期で配置換えとなり、当該
業務のレベルアップを経年的に望むことが困難な状況である。日々の算
定業務は委託会社職員であるが、それら職員の管理指導も不十分な状
況にある。高度な医療の対価を現在得られていない状況である。また、
診療報酬請求業務以外の事務においては、医療機関の経営手腕に長
けた職員はおらず、数十億円単位のプロジェクトもミスがあり、多額の損
失が発生している。これらについては、財源の無駄使いとみなされるべ
きであるが、詳らかにされることはない。
一例をあげたが、各NCに差はあるものの、診療報酬請求による適正な
医業収益が確保できないこと、優秀な事務人材の確保、分配が出来な
いことで、最も疲弊している現場医療職の採用や働き方改革にも消極的
（見えにくい部分のため、コストをかけないようにする）、これにより本来
のNC機能を損なう恐れがあることを危惧している。NCに本部機能、特に
経営・事務職管理機能を持たせることで、各NCの運営状況を透明化、標
準化を図ることが今後NCが存続し、国民に必要な高度医療を提供する
うえで大変革新的な事業であると考える。なお、例に挙げたNCで言え
ば、おそらく年間億単位の損失が発生しており、患者の軽症化がみら
れ、集患状況の弱体化、患者の他施設への分散も傾向として把握でき
ています。

個人 厚生労働省

国立高度専門医療研究センター（以下「ＮＣ」という。）には、それぞれ事務部門が設置
されており、その中に経営管理業務や診療報酬請求業務を担う部署があります。
事務部門においては、現在でも他のＮＣと連携して医薬品等の共同購入の実施や監事
を中心とした内部監査を実施するなど、効率的な法人運営に取り組んでいます。
なお、提案理由にある経営管理業務や診療報酬請求業務を担う優秀な人材の確保に
ついては、ＮＣは職員の定員数が定められていないため、各ＮＣの状況に応じて必要な
人材を独自に採用することができます。

高度専門医療に
関する研究等を行
う国立研究開発法
人に関する法律

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

248 令和2年11月24日 令和2年12月16日

「官・官」の補助金
事業における公
印の廃止および
通知の電子化

現在、国庫や県費の補助金
の交付決定や実績報告は、
公印（大臣や知事・市長印）を
押印し、紙ベースで施行（郵
送）している。公印の押印を廃
止し、同時に電子施行とす
る。

【内容および理由】
現在、国庫や県費の補助金の決定時、公印（大臣や知事・市長印）を押
印し、紙ベースで郵送している。
よって、印刷費・公印を押す時間・郵送時間等が必要になっている。
しかし、現時点でもLGWANメールやLGWAN掲示板等、公官庁専用の
ネットワークは整備済であり、公印（大臣や知事、市長印）を廃止し、当
初・変更交付決定や実績報告をPDFデータとし、施行することにより、電
子化が可能。
【想定される効果】
印刷、郵送費の削減。押印に伴う時間の節約等。
【予算的影響】
特になし。
【法的根拠】
不明。ただし、都道府県や市町村の文書管理規定にて、長が施行するも
のは公印の押印が必要と規定されている。
よって、国・県・市の文書管理規定等の改正が必要。
【その他】
報道では、行政手続における実印や銀行印以外の三文判やシャチハタ
印の使用の廃止が主張されているが、「官・官」の公印を廃止することに
より、膨大な補助金業務の簡素化が可能。

個人
内閣府
総務省

本年の骨太方針（「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決
定））において、「書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足
を運ばなくても手続できるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行
政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結
するよう見直す」とされており、各府省において取り組んでいるところです。

※手続きによる 対応

補助金関係の手続きを含めた国・地方間における行政手続きの見直しについては、本
年12月18日に閣議決定した「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」におい
て改めて記載しており、引き続き各府省において見直しを進めてまいります。

地方独自の取組に関する行政手続きの見直しについては、各府省の見直し状況を踏
まえつつ、総務省等において地方公共団体向けに技術的助言を行う予定です。

249 令和2年11月24日 令和2年12月16日

機構定員管理手
法の抜本見直し
（特にデジタル
化、データ共有等
のBPRと合わせた
現業部門の見直
し）

年金、税、調査など現業かつ
デスクワークで多くの職員を
投入している分野を中心に、
IT、AI活用、他機関（自治体含
む）とのデータ共有等、大胆な
BPR策とパッケージで、サービ
スレベルを維持向上させつ
つ、大幅な定員、人件費削減
が可能となる分野、手法の検
討を行える仕組みを構築すべ
き。 
 こうした議論はデジタル庁や
今後の政府自治体ICT投資の
検討と合わせて行うこととし、
過去のような一律の人件費
カットではなく、合理的分析に
基づく算出を行うべき。

日本の公務員は少ないと言われるが、実際には年金、税、調査など大
量の職員を抱える出先機関や独法、特殊法人の業務には、デジタル化
やAIの活用でサービスレベルを維持、向上させつつ、相当程度、定員の
削減が可能な分野が残っている。
自治体も含めて年間数兆円にもなる公務員（独法、特殊法人含む）の人
件費負担や今後の労働力人口不足を考えれば、こうした部門での人
員、人件費をスリム化し、例えば児童相談所や介護セクターなど人員が
不足している部門に人的資源の大胆な最配分を行えることが重要。
競争による淘汰が期待出来ない公的セクターでは、第三者が業務分析
をした上でBPRを促す必要が強いが、現行定員を前提に機関側に定員
要求を行わせて査定する現在の機構定員管理の手法では、IT投資や他
機関との業務連携とパッケージで抜本的な業務定員を見直す議論が惹
起されることは期待出来ないため、新たな管理手法の確立が必要。

個人 内閣官房

　国家公務員の定員管理につきましては、閣議決定（「国の行政機関の機構・定員管理
に関する方針」（H26.7.25閣議決定））に基づき、内閣の重要政策への対応に重点的に
増員するための原資として、各府省において定員合理化に取り組む仕組みとしており
ます。
　定員合理化については、各府省において、それぞれの現場の実情に応じて、ICTの活
用や組織の集約化、民間委託などの業務改革等の努力を継続して進めているところで
す。

行政機関の職員
の定員に関する法
律（昭和四十四年
法律第三十三
号）、
行政機関職員定
員令（昭和四十四
年政令第百二十
一号）

現行制度
下で対応可
能

　今後とも、毎年度の機構定員審査の中で、関連部局の取組と連携を図りながら、効
率的・効果的な業務処理の在り方を不断に検証し、府省の枠にとらわれない大胆な定
員の再配置など、さらに実効が上がるような定員管理の在り方を模索してまいります。

250 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根元総理の
葬儀代

内閣・自民党の合同葬の費用
のうち、内閣(政府)からの拠
出は、現在のご時世からして
見送るべき。

現政権は、前例主義を打破すると言っているわけだから、慣例的なもの
から見直すことが肝要だと思う。すでに予備費の閣議決定を行なったと
聞くが、改めて閣議決定を行えば済む話であって、現政権なら、それは
可能だと思うが、いかがか。
葬儀代の支出を削減して、コロナ関連(特に観光業、飲食業)への対策費
に回せば、国民の誰も文句は言わないだろう。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

251 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根元首相の
葬儀への税金投
入

菅首相は、自助、共助を掲げ
るなら、自民党の金で、葬儀し
たらどうですか。国民には、コ
ロナ禍でも、自己責任を求め
るのに、相変わらず身内同士
は税金の大盤振る舞い。河野
大臣もさすが身内には、大甘
ですね。

この件で河野大臣は、きちんとマスコミの前でコメントして下さい。
あわせて税金の使い方、改革叫ぶなら、内閣官房機密費の使い方を明
らかにして下さい。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

252 令和2年11月24日 令和3年1月14日
市役所の開庁時
間帯

　市役所に行きたくても市役
所の開庁時間帯が、8:30から
17:15で仕事終了後には市役
所に訪問できない。市役所の
開庁開始時間帯の8:15を9時
または10時にして、開庁時間
終了時間17:15を18時に変更
または、市役所職員業務開始
時間帯を通常業務開始時間
帯と通常業務開始よりも遅い
時間帯開始時間帯にして市役
所開庁時間帯を18時までには
できないですか？

　市役所に行きたくても市役所開庁時間帯8:30から17:15で仕事を休むと
生活に影響します。市役所開庁時間帯の開始時間帯を9時または10時
に遅らせて終了時間帯を18時までまたは、通常業務開始時間帯と通常
よりも遅い業務開始時間帯で18時までだと生活に影響ないです。

個人 総務省

地方公共団体の庁舎の開庁時間については、特段、国の制度上の定めはなく地方公
共団体の規則等で定めることとされております。
一方、地方公共団体の職員の勤務条件等については、地方公務員法第24条第4項に
おいて、国及び他の地方公共団体の間に権衡を失することのないよう適当な考慮を払
わなければならないとされております。また地方公務員の労働時間には労働基準法の
適用があり、1週間あたり40時間を超えて、また1日に8時間を超えて勤務することはで
きません。
しかし、地方公共団体が開庁時間をたとえば8時30分から18時と設定した場合であって
も、その開庁時間内において当該地方公共団体の職員に異なる勤務時間を設定する
ことで、業務に対応することは可能です。

地方公務員法
労働基準法
等

現行制度
下で対応可
能

上述の現行制度を踏まえれば、当該市役所において各職員に異なる勤務時間を設定
することにより、従前より長い開庁時間を設定することは可能と考えられます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

253 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公務員の若手幹
部登用について

私は国家公務員ですが、課長
以上級のポストが年功序列で
最後のポストとなっている現
状では、そのポストの者は積
極的に業務をこなすわけでは
なく、事勿れ主義を望む傾向
にあります。一方民間企業
は、責任ある地位の者は現状
維持では評価されないため、
積極的に業務改革をしながら
組織の向上に努めている。こ
のような差は公務は民間業務
とは異なることから、仕方ない
とされてきたものの、実際に公
務員として働いている私は、こ
れに違和感を覚えます。そこ
で、公務員の年功序列を廃止
し、能力ある若手を幹部登用
し、給料も部下より上げるべき
だと考えます。勿論、勤務年
数が長いというだけで給料を
上げる必要はなく、降格や給
料を下げるべきです。

国家公務員の業務量は多いですが、あくまで、公務員全体が懸命に業
務をこなしているわけではなく、民間と違い、まず降格がないこと、能力
に関わらず給料があがるシステムがあるため、懸命に働いてない者が
足を引っ張る人事システムに問題があります。そこで、若手幹部登用に
し、年功序列を廃止することにより、税金の削減、役職に見合った仕事を
する者が増え、上司より部下の給料が高いという矛盾も解消されると考
えます。
　現行の人事評価システムの中では、どうしても若手幹部登用の前例が
ないため、評価者も慣例人事をしてしまうため、政府の強いリーダーシッ
プで打開していただければ、より良い官僚組織になると考えます。

個人 内閣官房

国家公務員法において、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採
用年次や合格した採用試験の種類にとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切
に行われなければならないとされております。
勤務実績の良くない職員については改善措置を講じ、なお改善が見られない場合に
は、適切な降任等の措置を行うことになります。

国家公務員法第
27条の2

現行制度
下で対応可
能

国家公務員の人事管理については、引き続き適切に行ってまいります。

254 令和2年11月24日 令和2年12月16日
省庁再編と地方
移転

縦割り行政の問題点は、本来
政治家の主導性のないことに
問題があります
政治家としての誇りと使命を
まず自覚して貰いたいが、省
庁再編も必要です
まず、霞が関に官庁統合組織
を、各官庁は、地方に分散す
べきです

1　政治主導及び横串効果の有効性
2    地方再生
3　行革の本気度を国民に提示、小さいものでは、本気度が、不明
　　象徴的改革を
4    官僚への地域調整手当削減
5    霞が関の各官庁施設を売り、そのお金で地方移転、及び国庫予算
へ
6 
  
 

個人 内閣官房

 中央省庁組織については、内閣機能の強化、国の果たすべき役割の見直し等といっ
た観点から平成13年に再編がなされ、その後も必要性に応じて、例えば平成21年に消
費者庁、平成27年にスポーツ庁が設置されています。
官庁の地方分散の取組については、平成28年に決定した「政府関係機関移転基本方
針」等に沿い、中央省庁７機関、研究機関・研修機関等23機関50案件に関して進めて
きたところです。

なし 対応

　時代の変化に対応した政策を実現していくため、行政組織の在り方について見直しを
していくことは必要であり、行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行するための
突破口として、デジタル庁を創設してまいります。
官庁の地方分散の取組に関しては、令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」においては、中央省庁７機関、研究機関・研修機関等23機関
50案件の地方移転の取組について、「2023年度中に地方創生上の効果、国の機関とし
ての機能の発揮等について総括的な評価を行い、これを踏まえ必要な対応を行う」こと
とされています。
まずは、2023年度中の総括的評価に向け、具体的な成果が得られるよう、関係省庁に
おいて、総合戦略を踏まえ、取組を着実に進めるとともに、内閣官房においては、有識
者からの意見も考慮しつつ、取組のフォローアップを進めてまいります。

255 令和2年11月24日 令和3年1月14日
学校PTAの廃止・
変更について

現行の学校PTAを廃止し、数
名（学校規模により1～5名）を
雇用する形で代用する

現在PTA活動として行なって
いる、運営・集金・行事の企画
や計画・準備・実施などを勤
務時間内に行う

人数を集めての行事は、保護
者へ参加（ボランティア）を募
り実施する

働く保護者が増える中、相変わらず保護者（主に母親）の負担ばかりが
多い
PTA活動は仕事を理由に辞退できない場合がほとんどで、働く保護者は
仕事を早退・もしくは休んで活動しなければならず、その負担からやりた
がる者は多くない（教育庁の方々にも毎年の役員決めの殺伐とした時間
を、是非経験して頂きたいぐらいだ）

雇用という形にすると、毎年の役員決めがなくなり、引き継ぎなどによる
伝達漏れもなくなる

数名の同じ者のみが主に活動することで、教諭との連携もとりやすくなる

保護者の負担がかなり軽減される

雇用が促進される（子供が小学校低学年など小さい場合、仕事をしつつ
長期休みを同じように取得できることを望む保護者も多い）

今と生活状況も異なる戦後から続くPTA活動を、是非とも見直してくださ
い
よろしくお願いします

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。

256 令和2年11月24日 令和3年1月14日
都内公立学校の
教員の異動につ
いて

現在、公立学校の教員の異
動には「通勤時間60～90分程
度」「3地区回らなければなら
ない」などのきまりがあります
が、これらを撤廃もしくは改善
すべきです。

第一に、我々教員の仕事は子どもたちを健全に育てることであって、通
勤をがんばることが仕事ではないこと。60分も90分も時間をかけて通勤
しなくとも、自宅の近辺にはそこここに学校はあります。
第二に、通勤時間が長くなるということは、それだけ交通費がかかるとい
うこと。無駄です。
第三に、大地震や台風など有事の際に、教員のなかに帰宅困難者、出
勤困難者を出すべきでないこと。教員にも生活があります。また出勤で
きなければ学校の子どもたちを見る者がいなくなります。
理由を挙げればキリがありませんが、職住近接は教員、児童生徒、都
民、誰にとっても良いことです。逆に、遠くに異動させることに何のメリット
もありません。せめて「3地区」でなく、「3市区町村」にするなど、少しでも
通勤時間を減らすようにするべきです。都の教育委員会は「ワークライフ
バランス」を声高にうたっていますが、通勤時間60～90分は、相反するこ
とです。今年はコロナのこともあり、見直されるかと思いましたが、従来
通りとのこと、空いた口が塞がりません。早急に改善すべきです。

個人 文部科学省
公立学校の教員の転任等については、任命権者である各教育委員会において、適切
に判断いただくものです。

地方公務員法第１
７条

現行制度
下で対応可
能

関係法令等に基づき、各地方公共団体において対応しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

257 令和2年11月24日 令和2年12月16日
歳入庁の創設を
急いでください

税金と社会保険料の徴収を
別々にしているのは、先進国
では日本ぐらいです。まさに縦
割り行政の極みです。

百歩譲って財務省の外局でもいいので国税庁と日本年金機構を統合し
てください。

個人
内閣官房
財務省

厚生労働省

　ご提案の「歳入庁」の創設については、政府の検討チームにおいて国民年金保険料
の納付率向上の観点等から検討が行われ、平成25年８月に「年金保険料の徴収体制
強化等に関する論点整理」が取りまとめられました。
　この「論点整理」においては、国民年金保険料と国税の徴収対象は重なりが小さく、
国民年金保険料の納付率向上への効果は限定的であることや、現在非公務員が行っ
ている年金業務を公務員に行わせることになり、行政改革の取組みに逆行すること
等、「歳入庁」に関する様々な問題点が指摘され、その上で、組織を統合して歳入庁を
創設すれば、国民年金保険料の納付率向上等の課題が解決するものではないと整理
されました。
　また、同チームが平成27年６月にまとめた「マイナンバー制度の活用等による年金保
険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム（報告書）」においては、マ
イナンバー制度の活用等による税・年金保険料の手続の効率化や行政当局間での情
報連携の強化等に関する具体的な施策が取りまとめられ、以後、関係省庁において、
この「アクションプログラム」に沿って、マイナポータルを通じた手続のワンストップ化等
の様々な取組みを進めてきたところです。今後も関係省庁間で連携し、取組みを進め
てまいります。

なし その他 　制度の現状欄に記載のとおりです。

259 令和2年11月24日 令和3年1月14日

幼稚園・保育園・
認定こども園等と
女性活躍等の所
管省庁の一本化
について

就学前の子どもたちが通う幼
稚園等の所管省庁は、幼稚
園は文部科学省、保育園は
厚生労働省、近年できている
認定こども園、地域型保育事
業及び企業主導型保育事業
は、内閣府と3つの省庁に分
かれています。
また女性の働き方などに関す
る所管省庁も、厚生労働省、
内閣府と別れています。
このような状態で、1つの施策
を行うにあたり意思の統一が
できないのではないかと思わ
れます。
そこで、修学前の幼稚園等の
1つの所管省庁にする必要が
あると思われます。女性施策
を考える所管省庁も同じ省庁
で行うほうが良いと思われま
す。（例えば「女性・子ども未
来庁」として内閣府に置く）以
上提案いたします。

現在の所管省庁は、幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省で認
定こども園法以降に誕生した就学前施設は、内閣府となっている。その
ため幼稚園と保育園が認定こども園になれば所管省庁が内閣府に替わ
ります。
新しい「保育所保育指針」は保育園も就学前の教育・保育を行う施設と
して、幼稚園教育要領等との整合性が図られています。
　大型の台風が直撃しそうな場合に、幼稚園は休園ができますが、保育
園は、休園が認められません。職員は、危険を冒しても出勤して園を開
けなければなりません。
同じ省庁であれば、危機管理も少し柔軟な対応ができると思われます。
各省庁で施策が行われていけば、すべての就学前施設がバラバラに進
んでいきますが、幼稚園等就学前施設に横串を通して施策の一本化を
図る必要があります。そのためには、所管省庁を１つにまとめることが唯
一の方法だと思われます。
　また就学前の子どもたちと一緒に考えるべき、女性の活躍等に対する
施策を考える部署です。
女性の活躍などの施策と幼稚園等の就学前施設をまとめること同じ省
庁で行うためには、内閣府の中に幼稚園等就学前施設と女性の活躍等
を所管する部署「（仮称）女性・子ども未来庁」を新設することが、幼稚園
と保育園のように歴史のある施設とのしがらみもなく、認定こども園以降
は内閣府が所管省庁となっているし、女性に対する施策を考えても近年
は、内閣府に比重が集まっていると思われますので、まとめられると思
われます。
ぜひ幼稚園、保育園と認定こども園等が１つにまとまり、併せて女性に
対する施策を考える部署を一元化するための議論を今スタートとさせて
いただきたいと思います。

個人

内閣府
文部科学省
厚生労働省
内閣官房

　子ども・子育て支援施策については、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度
の施行に合わせ、子ども・子育て支援施策を総合的に推進するため、内閣府に子ども・
子育て本部が設けられ、同本部を中心に、関係省庁と緊密に連携して取り組んでいま
す。。
　女性活躍・男女共同参画の実現のための施策については、あらゆる分野に関連する
ことから、内閣府男女共同参画局が中心となって企画立案・総合調整等を担うととも
に、各分野の施策は関係省庁が担い、緊密に連携して取り組んでいます。
　子ども・子育て支援施策と女性活躍・男女共同参画の実現のための施策の一体的な
実施についても、それぞれの総合調整機能を発揮し、相互に連携を図っています。

内閣府設置法第4
条第1項第20号、
第21号及び第29
号、第3項第16号、
第17号、第27号の
3、第27号の4及び
第27条の5、第18
条の2

その他

　就学前の子どもの教育、保育等に関するものを含め、子ども・子育て支援施策につい
ては、子ども・子育て本部がその機能を十分に発揮し、関係府省の緊密な連携を図り
ながら、総合的に取り組んでまいります。
　女性活躍・男女共同参画の実現のための施策についても、関係大臣等から構成され
る男女共同参画会議における調査審議や、男女共同参画基本計画の策定・推進等を
通じ、関係省庁と連携して取組を進めてまいります。
　子ども・子育て支援施策と女性活躍・男女共同参画の実現のための施策の一体的な
実施についても、引き続き、しっかりと連携を図りながら取組を進めてまいります。

個人

例えば行政文書の保存期間については、最短でも保存期間を3年とし
て、各省庁における行政文書の保存期間を統一すべきである。「桜を見
る会」の招待者推薦名簿のように同一内容の行政文書の保存期間が各
省庁で異なることがあってはならないからである。
また、国民の情報公開請求についても、全文公開の原則を徹底する方
針のもと、黒塗りすべき項目の基準を明確にして(例えば個人情報と他
国関係のみに限定して)、それを厳格に運用することを検討すべきであ
る。

さらに、行政機関における審議会、委員会などの公開や議事録の作成
について、非公開や議事録を作成しないことの理由として、そうしないと
「本音で率直で自由闊達な議論できない」などが挙げられるが、会議体
の在り方や議事録の作成について、国民への公開を原則として検討す
べきである。公的機関の会議において、公開や或は議事録を残すので
あれば、率直で自由闊達な議論できないという委員がいるとすれば、そ
の委員の任命自体が問題である。委員は公的な立場で発言するのであ
るから、自らの発言について責任を負うのは当然であり、委員はそのこ
とを自覚している場合が圧倒的に多い。
非公開や議事録を作成しないことの理由として「率直で自由闊達な議論
できない」と言っているのは、審議会や委員会を運営する行政機関であ
り、運営側に不都合な発言を隠すための方便である場合の方が多い。

行政府は国民から権限を委託されて行政権限を行使しているのである
から、行政権の行使について国民に公開することは、民主主義の基本
中の基本であることを踏まえ、行政改革として、まずは行政の透明化の
検討から始めるべきである。

行政改革は、行
政の透明化から
始めてもらいた
い。

令和3年1月14日令和2年11月24日258

（公文書管理につ
いて）
公文書等の管理
に関する法律施行
令（平成二十二年
政令第二百五十
号）第八条一項、
二項

行政文書の管理
に関するガイドライ
ン（平成二十三年
四月一日内閣総
理大臣決定）第３
【作成】

（情報公開につい
て）
行政機関の保有
す
る情報の公開に関
する法律（平成十
一年法律第四十
二号）第五条

（公文書管理について）
公文書管理法は、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独
立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされ
るようにすることを目的として制定されています。国の行政機関においては、公文書管
理法のルールに基づき、文書を管理することとしており、具体的には、公文書等の管理
に関する法律施行令別表により保存期間を定めるとともに、別表掲載以外の行政文書
についても、この表を参酌して、行政機関の長が保存期間を定めることとしています。
また、同施行令や「行政文書の管理に関するガイドライン」（内閣総理大臣決定）におい
ては、行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、１年以上の保存期間を設定す
ることや、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営
され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の
合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として１年以上の保存
期間を定めることとしています。さらに、保存期間を１年未満に設定し得る行政文書に
ついては、「他の文書の写し」「定型的・日常的業務連絡・日程表」「公表物」など、類型
を明確化して限定しています。一方で、こうしたルールの下、具体の公文書の管理につ
いては、所管の業務に知見と責任を有する各行政機関において、それぞれ作成・取得
した行政文書の保存期間を適切に設定、管理することを基本としています。なお、同じ
内容の文書であってもその扱いや位置づけが部局などによって異なる場合があり、そ
れに応じて保存期間が異なることはあり得るものです。
また、こうした枠組みが適切に運用されるよう、各府省において、文書管理の点検・
チェックをハイレベルで行う公文書監理官が設置され、また、内閣府の独立公文書管
理監が各府省における文書管理を第三者の立場でチェックしています。

（情報公開について）
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）は、行政文書の開示請
求権を定めることにより行政機関の保有する情報の公開を図ることを目的としており、
行政機関の長は、開示請求者に対しては、同法第５条各号に掲げる情報（不開示情
報）のいずれかが記載されている場合を除き、開示請求に係る行政文書を開示しなけ
ればならない旨を規定しています。

（審議会等について）
審議会等や懇談会等については、ガイドラインにおいて、当該行政機関における経緯
も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的
に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言
者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする、とされています。
また、審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
（平成11年4月27日閣議決定）を踏まえ、個別の審議会等を所管する各府省において
適切に対応しているものと承知しております。

内閣府
総務省

（公文書管理について）
行政文書の保存期間については、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガ
イドラインの別表の形で、各府省に共通する典型的な業務の類型ごとに、保存期間の
基準を示しており、別表に記載がないものについては、行政文書の具体的な性質、内
容などに照らして、所管業務に知見と責任を持つ各行政機関において保存期間を設定
する仕組みとなっており、行政機関によって位置づけや扱い等が異なることから、保存
期間に違いが生じることがあります。引き続き、各行政機関において法令やガイドライ
ンに則り適切な保存期間の設定がなされるよう、制度の周知・徹底に取り組んでまいり
ます。

（情報公開について）
情報公開法は、行政文書の開示請求権を定めることにより、政府の諸活動を国民に説
明する責務が全うされるようにすることを目的としています。一方で、個人、法人等の権
利利益や、国の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示することの
利益と開示しないことの利益とを適切に比較考量する必要があります。
このため、情報公開法では、開示請求があったときは、個人に関する情報や法人等に
関する情報等、情報公開法に規定する不開示情報が記録されている場合を除き、行
政文書を開示しなければならないとされており、不開示情報については一般的には黒
塗りされることとなります。
一方で、行政機関が行う開示・不開示の決定に対し不服申立てが行われた場合には、
第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会への諮問が原則として義務付けら
れており、行政機関は審査会からの答申を踏まえて、開示・不開示の判断について見
直しを行うこととされており、これらの仕組みにより開示・不開示の判断の適切性が確
保されるものとなっています。
これらの制度が適切に運用されるよう情報公開制度を推進してまいります。

（審議会等について）
審議会等や懇談会等については、「ガイドライン」の留意事項において、「当該行政機
関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業
の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席
者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする」とされて
おり、また、審議会等の公開について「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
（平成11年4月27日閣議決定）が定められております。
各行政機関において、これらの規定に則り適切に対応がなされるよう、制度の周知・徹
底に取り組んでまいります。

（公文書管
理につい
て）
その他

（情報公開
について）
現行制度
下で対応可
能

（審議会等
について）
現行制度
下で対応可
能

行政改革は、行政の透明化
から始めてもらいたい。「桜を
見る会」の招待者推薦名簿の
保存期間が省庁によって異
なっていたが、その理由は明
確でなく、行政や政治にとって
都合の悪い行政文書につい
ては国民に知らせないように
保存期間を恣意的に短期間
にして廃棄できるようにしてい
た疑いがある。また、国民が
行政府に対して情報公開を求
めても黒塗り文書(所謂のり
弁)があまりにも多い。
行政の透明化を進めるにあ
たっては、まず国民に対する
政策決定過程や政策の実施
結果の公開を徹底するという
基本方針を立て、行政文書の
管理、情報公開の在り方を検
討すべきである。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

58

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

260 令和2年11月24日 令和2年12月16日
公務員の定年延
長と賃金について

１．６０歳を超えてからの賃金
を「50歳代後半の水準から3
割程度減らす方針」と報道さ
れているが中小企業と比べ高
水準であり再任用と同程度の
半減とする。
2．賃金総額は少なくても現在
の人件費予算を超えず人口
減少を、高齢化による収入減
を見据えて抑制を速やかに進
める。

１．賃金水準は、民間小規模事業従業員と比べて高額であることから、
公的年金額の2倍程度までげんがくし、国家予算全体が少なくなるように
工夫を願いたい。公務員の多くは、職の安定から職業を選び、国や地域
のために働くとする意識や行動が希薄。
2．人口減少による収入減は必至であり、定員、賃金の大幅な抑制を期
待する。

個人
内閣官房
人事院

【１．について】
第201回国会に提出され廃案となった国家公務員法等改正案においては、人事院の
「意見の申出」に基づき、当分の間、60歳超職員の年間給与水準を60歳前時点の7割
に設定することとしていたものです。
なお、「意見の申出」においては、民間企業における高齢期雇用の実情（多くの民間企
業で再雇用制度により対応していること等）を考慮し、当分の間、60歳超の職員の年間
給与を60歳前の7割水準に設定することとされています。

【２．について】
国家公務員の総人件費は、毎年度の給与水準及び定員によって決まるものです。
このうち、①給与水準は、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を尊重
する基本姿勢の下、民間準拠を基本として決定される必要があり、②定員は、その
時々の行政需要に的確に対応する観点から決定される必要があるものです。
このため、あらかじめ抑制に向けた目標を設定することは困難ではありますが、政府と
しては、厳しい財政事情に鑑み、「国家公務員の総人件費に関する基本方針」に基づ
き、その抑制を図っているところです。

国家公務員の総
人件費に関する基
本方針（平成26年
７月25日閣議決

定）

その他

【１．について】
定年を引き上げる場合の給与水準については、労働基本権制約の代償措置として給
与勧告制度を所管する第三者機関である人事院の専門的見地から出された「意見の
申出」に基づき設定される必要があると考えており、それらも踏まえ、必要な検討を
行ってまいります。

【２．について】
定年引き上げ後の総人件費の抑制への対応については、厳しい財政事情を踏まえ、
引き続き、「国家公務員の総人件費に関する基本方針」に基づき、簡素で効率的な行
政組織・体制を確立することによりその抑制を図るとともに、能力・実績主義を一層徹
底し、コストパフォーマンスの高い政府の組織体制を確立することで、人件費の生み出
す価値を一層高めていくことに努めてまいります。

261 令和2年11月24日 令和3年1月14日
PTA・ベルマーク
運動について

学校のPTAが強制的でないこ
との周知と、ベルマーク運動
の強制、仕事を休んでまで参
加しないといけないベルマー
クの点数確認の廃止

多くの学校・PTAにおいて、加入が当然とされていると思いますが、活動
内容などから鑑みて、現代社会にそぐわないのは明らかです。
また、ベルマーク運動について、子供たちはベルマークを探すなど悪く
は思ってないようですが、後々紙・袋についた小さい大量のベルマーク
を１つ１つ見て点数確認しないといけないのは明らかに非効率です。こ
れを親が苦痛に思ってまでやるべきことなのでしょうか。
それをやらないといけないのは学校教育に十分にお金が足りていない
からではないでしょうか。

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。

262 令和2年11月24日 令和2年12月16日
中曽根氏合同葬
儀について

国が費用を負担すると決めた
ようですが、納得がいきませ
ん。
費用の内訳を公表し、世論に
問うてください。

9600万円もの歳出、一個人に対して行うのは非現実的。
一般企業においては、稟議をあげ、承認を取るのが当たり前であり、行
政のトップが国民に対して事後報告であるのは異常なこと

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

263 令和2年11月24日 令和3年1月14日 国勢調査の回答

首相官邸、各省庁、都道府
県、市町村のホームページの
トップに、国勢調査のインター
ネット回答のページに飛ぶバ
ナーが貼ってない。

　国勢調査は、国家的一大事業に関わらず、各省庁や、都道府県、市町
村の意識が低すぎる。調査書には、検索サイトからの誘導を促している
が、えせ国勢調査回答サイトへの誘導が危惧されているのに、信頼でき
る省庁、地方自治体のホームページトップから、バナーで国勢調査の
ページに行くことができないのは不合理である。

個人 総務省
　令和２年国勢調査の実施に当たっては、各府省庁や企業・団体等に対し、調査の周
知に係る協力依頼を行ったほか、都道府県・市町村においても、ホームページから「国
勢調査オンライン」へのリンク設定を行うよう努めたところです。

その他
　御提案も踏まえ、調査の周知及びインターネット回答の推進について、今後とも鋭意
取り組んでまいります。

264 令和2年11月24日 令和2年12月16日
日本たばこ産業
の完全民営化に
ついて

日本たばこ産業の政府が保
有する株を売却し完全民営化
する。

本来タバコを規制しなくてはならない側の政府が、タバコ製造業者である
日本たばこ産業の大株主となりタバコが売れれば収入が増えるという関
係にあることは、タバコ規制に悪い影響をもたらすと考えるから。

個人 財務省
　日本たばこ産業株式会社法により、政府は、常時、日本たばこ産業株式会社（ＪＴ）が
発行している株式の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならないとさ
れおります。

日本たばこ産業株
式会社法第2条

対応不可

　「たばこ事業法」は、たばこ関連産業の健全な発展を通じ、地域の雇用や経済の発展
に貢献することや、国及び地方の財政収入の安定的確保に寄与することを目的として
おります。
　この目的を達成するため、「たばこ事業法」において、葉たばこ農家の経営安定を図
るため、ＪＴによる全量買取契約を実質的に義務付け、これと一体の関係にあるＪＴの
国内たばこの製造独占を認めるとともに、製造独占の弊害を防止し、小売店の経営を
安定させるため、卸売価格及び小売定価の認可制を定めております。
　政府がＪＴ株式を保有しているのは、こうしたＪＴの全量買取や適正な業務運営等を担
保するためであり、ＪＴ株式の売却による完全民営化については、葉たばこ農家や小売
店への影響等、様々な考慮すべき課題を総合的に判断しつつ、検討していくことが必
要と考えております。

265 令和2年11月24日 令和3年4月16日
警察署の管轄に
ついて

警察署の管轄違いでの対応
について改善の余地がある、
と思います。

先ほどフジテレビ「ザ・ノンフィクション」という番組を観ました。
その中で特殊詐欺に加担した少年が地元警察に出頭したものの、管轄
違いで帰されるというシーンがありました。
罪を犯した地域の警察署に行けとのようです。
そこで疑問に思ったのですが、管轄違いという理由で自ら出頭した人物
を帰していいのでしょうか？
今回はたまたま逃げずに翌日その地域の警察署に行ったようですが、
気が変わって逃亡する可能性も否定できません。
これは縦割り行政の弊害ではないでしょうか？
こういった場面を見ると「こんなんじゃ犯罪なんて減るわけないよな」
「やっぱり警察ってそんなもんだよな」「面倒だから関わりたくないんだろ
な」などと感じてしまいます。
やっぱり日本の警察は頼りになるなって思えるようにして頂きたいと思い
ます。

個人 警察庁
  犯罪捜査規範（昭和32年国家公安委員会規則第２号）第63条第１項において、司法
警察員たる警察官は、自首する者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうか
を問わず、これを受理しなければならない旨が規定されています。

犯罪捜査規範（昭
和32年国家公安
委員会規則第２
号）第63条１項

現行制度
下で対応可
能

  引き続き、都道府県警察において、犯罪捜査規範等の関係規定に基づいて適切な対
応がなされるよう取り組んでまいります。
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266 令和2年11月24日 令和5年4月14日

市民の救命率向
上のために、救急
隊を消防から独
立した運用に

総務省消防庁管轄の市町村
消防局（組合や広域消防含
む）から救急業務を分離し、厚
生労働省管轄下の救急局と
言うような組織として救急業務
を運用する。

現在の救急隊は、各市町村の消防本部（局）の一つの隊として救急業務
を担っている。そもそも消防組織がお行っている警防・救助・救急業務は
総務庁消防庁の政令等の定めに基づいて行っているが、救急業務を
行っている救急隊員は、主に厚生労働大臣免状を取得した救急救命士
により、医療行為や医学的立場からの観察や応急処置等を実施してい
る。総務省管轄の組織で厚生労働大臣からの免状で業務を実施してい
るねじれ状態である。救急隊の業務内容は医学的な事柄が中心であ
り、病院の医師や看護師、ドクターカーで現場に臨場した医師と連携
し活動することもある。実際に、消防隊が活動する現場には傷病者がお
り、救急隊を必要とする現場が多いことは事実である。しかし、警察と消
防のように現場で連携し１つの事案を解決することが出来ているように
救急業務が独立してもさほど支障はないと考えられる。救急隊が消防の
組織に属する理由が少ないと思われる。厚生労働省の管轄下の組織に
なることで、病院との連携など業務の改善や救急隊及び救急救命士の
知識や可能となる処置が拡大し市民の救命率の向上につながると考え
られる。

個人
総務省

厚生労働省

消防組織法第１条において、「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身
体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこ
れらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと
を任務とする。」と定められ、救急業務は消防の任務に含まれると解されます。

消防組織法

【総務省消
防庁管轄
の市町村
消防局（組
合や広域
消防含む）
から救急業
務を分離す
ることにつ
いて】
対応不可
【厚生労働
省や医療
機関との連
携につい
て】
事実誤認

　消防機関が担っている消火活動や救助活動などの業務は、その活動の中で傷病者
が発生することが多く、また、急病人についても、消防隊等が救急活動を支援するPA
連携による対応を行うなど、救急隊は消防隊・救助隊等と効果的に連携しながら、24時
間365日、当該傷病者を迅速に医療機関等に搬送しています。
　また、厚生労働省や医療機関との連携については、各地域においてメディカルコント
ロール体制を構築し、救急救命士が行う観察・処置に対する医学的観点からの質の確
保や、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定を通じ、地域の救急搬
送・救急医療リソースの適切な運用を図っています。
　これらを踏まえ、救急業務については、引き続き消防機関が担うべきものと考えま
す。

267 令和2年11月24日 令和2年12月16日

独）石油天然ガス
金属鉱物資源機
構（JOGMEC)の
石油天然ガス開
発及び資源備蓄
（石油石油ガス）
の廃止

JOGMECの石油天然ガス開
発事業及び資源備蓄（国家石
油・石油ガス備蓄事業）を廃
止する。なお、本件は河野大
臣が行革大臣の頃、廃止を含
む縮減の方向で議論されてい
たと記憶しております。当時、
時間切れということで棚上げさ
れた案件だと思われます。今
般、内閣が変わったところで
すので、時間をかけて充分に
議論していただき、廃止に向
けた一定の方向性を示してい
ただければと考えます。

石油開発事業及び国家石油備蓄事業は1970年代の2度に亘るオイル
ショックを受けて、多大な政府資金を投入して石油公団にて実施してきま
した。オイルショックから40数年経過し、その間に石油の状況は大きく変
化しています。特に、1980年代にニューヨーク市場で原油が上場され、
その後の原油先物市場が発達し、現在原油は需要供給に基づき市場で
取引される商品といえます。1970年代のように産油国が原油の公示価
格を4倍引き上げることは不可能です。したがって、石油開発や石油備
蓄に巨額の財政資金をつぎ込む時代ではありません。また、日本の産
業構造も40年前とは大きく変化し化石燃料に過度に依存する時代は終
わりに近づいています。
〇石油開発については、国際石油開発帝石株式会社という立派な核と
なる法人がありますので、JOGMEC石油開発は行政改革の観点から見
直しが必要です。
〇石油備蓄については、1970年代のオイルショック級の供給途絶に備え
るセーフティネットの役割を担っています。一方、この40数年間供給途絶
の事態が起こっていませんので一度も国家石油備蓄を大量に放出した
ことがありません。やはり石油市場の発達や化石燃料時代の終焉を考
慮すると供給途絶の可能性は極めて低く石油備蓄の膨大な維持管理コ
ストを毎年財政資金（税金）で賄うことは国民目線からして不合理です。
エネルギー関連の政府予算は聖域として扱われてきましたが、世の中
の状況からすれば大幅に見直す時期にきていると思います。

個人 経済産業省

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）は、独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構法に基づき、石油・天然ガスの探鉱等に必要な資金の供給
やその他石油・天然ガスの開発を促進するために必要な業務（技術開発や情報収集、
地質調査等）を行っています。
また、経済産業省は、石油の備蓄の確保等に関する法律に基づき、石油及び石油ガス
の国家備蓄を行っています。

独立行政法人石
油天然ガス・金属
鉱物資源機構法
（平成十四年法律
第九十四号）

石油の備蓄の確
保等に関する法律
（昭和五十年法律
第九十六号）

対応不可

国際的なエネルギー需給構造が不安定性を増す中、資源のほぼ全量を海外からの輸
入に依存する日本において、その安定的かつ低廉な調達を行うためには、国際市場か
ら調達するのみならず自主開発の推進を図ることが極めて重要です。自主開発権益の
確保に継続的に取り組んでいくためには、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機構（JOGMEC）による民間主導の原則に基づくリスクマネー供給や技術支援等が必
要です。
日本への石油等の供給が不足する事態等においても、石油等の安定的な供給を確保
するためには、国家備蓄が必要です。国際エネルギー機関（IEA）加盟国（日本を含む）
は、石油供給の緊急時に備え、石油備蓄の義務を課されています。
なお、平成27、28年の行政事業レビューにおいて、国家石油備蓄基地の原油管理につ
いて、更なるコスト削減に取り組むべき、とのとりまとめ・指摘がなされました。これを踏
まえ、平成29年の入札において、競争性向上に向けた入札手続きの改善を行った結
果、複数者応札や新規参入者の落札等を実現し、5年間で約91億円のコスト削減となり
ました。

271 令和2年12月4日 令和3年1月14日
公務員試験障害
者枠採用につい
て

数年前まで、公務員試験の障
害者枠は、身体障害者手帳
所有者が対象でした。知的障
害者、精神障害者は、受験で
きませんでした。今まで受験
できなかった知的障害者、精
神障害者のためにも、年齢制
限を撤廃もしくは、緩和を検討
願います。

今まで公務員試験障害者枠の受験対象外の、知的障害者、精神障害者
年齢制限撤廃や緩和することに受験の機会を与え、知的障害者、精神
障害者の雇用促進につながります。

個人
総務省

厚生労働省

　地方公務員の採用試験における受験資格については、地方公務員法（昭和25年法
律第261号）第19条に基づき、各地方公共団体において設定されるものです。なお、労
働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する
法律（昭和41年法律第132号）第９条では、募集・採用における年齢制限については、
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者等を対象とする場合など一部を除
いて、原則禁止とされております。地方公務員に同法の適用はないものの、総務省とし
ては、その趣旨を踏まえ適切に対応するよう各地方公共団体に助言しているところで
す。
　また、地方公共団体における障害者の募集・採用については、公正な採用選考の観
点から、他の障害種別の障害者を含め、応募者に広く門戸を開き、能力・適性のみを
採用基準とする選考採用を行うことが求められているところ、特定の障害者を募集の
対象から排除することがないようにする必要があります。
　総務省としても、厚生労働省からの依頼を受け、地方公共団体に対し、合理的配慮
の提供が行われれば業務遂行できる者について応募を制限する募集及び採用は障害
者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）の趣旨に反するものである
ことに留意し、より一層配慮するよう要請しているところです。
　いずれにしましても、各任命権者が、これらの助言等を踏まえ適切に対応すべきもの
であると考えます。

地方公務員法第
19条

障害者雇用促進
法第36条

現行制度
下で対応可

能
制度の現状欄に記載のとおりです。

272 令和2年12月4日 令和3年1月14日
各種調査の統合・
結果の共有

国、都道府県、市区町村、商
工会議所、経営者協会、銀
行・シンクタンク・大手企業等
が、それぞれにおこなってい
る各種調査を統合し、調査結
果の共有を図ってはどうか？
合わせて、それぞれの調査の
必要性自体も見直したらよ
い。

民間企業の総務に勤務していますが、国、都道府県、市区町村、商工会
議所、経営者協会、銀行・シンクタンク・大手企業等から毎月のように
様々な調査が送られてきます。
総務赴任当初は真面目に調査に回答していましたが、あまりに調査が
多く、また調査母体間で似たような内容が多いので辟易します。その結
果、興味のないものには回答しなくなり、今では自分が調査結果を参考
にしたいものだけ回答しています。残りは適当に答えるか、無視してお
り、それらの調査結果は見もしません。民間企業には調査回答専任の
人を確保する余裕などありません。
酷い例は、毎年６～７月頃に行われる賃金構造基本統計調査・高齢者
雇用調査・障害者雇用調査・外国人雇用調査（厚労省管轄）で、国・都道
府県・市区町村・商工会議所が同時期にほぼ同じ内容で調査をしていま
す。
調査する側から見れば一つの調査なのでしょうが、調査される側から見
れば同じことを４回も回答しなければならず、しまいに腹立たしくなってき
ます。
国が代表して調査をし、結果を公表・共有すれば、他の調査母体は調査
の必要がなくなり、日本全体で見れば大幅なコスト削減になるのではな
いでしょうか？
つまらない調査を廃止することも合わせて検討すれば、地方交付金を減
らすことに繋がり、国にも多大な恩恵があると考えます。ひいては、税の
節約につながることでしょう。

民間企業
総務省

厚生労働省

　統計法は、公的統計、特に国が行う統計調査の調整に念頭をおいて定められていま
す。
　一方で、民間企業が行う統計調査については、それぞれの企業活動の必要性から行
われているものであり、国において規律することはなじまないことから、その判断により
行うものと考えます。
　国の統計調査を実施するに当たっては、統計法に基づき総務大臣の承認を得る必要
がありますが、統計調査の承認審査の過程において、報告者の負担軽減等に留意し
て対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度

下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

273 令和2年12月4日 令和3年1月14日

所有権移転登記
における「事前通
知」不着の場合の
対応について

個人的な事情があり、前住所
地に住所は置いたままにして
実際は住んでいないという
ケースが家庭内別居や借金
取り立て等で十分に想定さ
れ、その場合は登記ができな
いということを放置する状況に
なってしまっている。期間内に
申出がないときに申請を却下
されてしまうだけでは、あくま
で本人が売却意思があり、売
却することで生計維持する必
要性がある場合に明らかに
「生存権」を害してしまう結果
となるので、事前通知だけに
よらない本人意思確認手段を
検討いただきたい。

個人的事情により前住所に実際に住んでいないということだけで売却が
できないとなれば民間の商取引に重大な支障を及ぼす。登記官による
本人確認調査を広義に運用し、実際に窓口に本人が出向いて登記申請
意思を表示するということであれば登記所から電話による呼び出しを行
い、登記受付する運用が必要なのではないかと考える。これは、法的に
整備するまでのことでもなく、省内通達でも十分可能なことである。
また、本人が登記所窓口に実際に出頭して、本人確認に応じる意思が
あるにも関わらず、司法書士や公証人の証明を優先するという現行制
度も全く理解ができない。本来支払わなくて済む司法書士等の証明費用
を運用で対処できる程度の法的制限により支払わされてしまうという点
で国家主導の権益保護という名の司法書士や公証人への不当利得にも
当たると考える。 

合同会社
エナジー・

ベース
法務省

　不動産の所有権の移転の登記等の登記名義人本人からの申請であることを確認す
る必要のある登記の申請については，原則として登記識別情報の提供を求めていま
す。登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときには，その代替手
段として，事前通知制度があるほか，資格者代理人による本人確認情報の提供及び
公証人による認証も認められています。

不動産登記法第２
２条及び第２３条

対応不可

　制度の現状に記載のとおり，不動産の所有権の移転の登記については，その所有権
の登記名義人となった登記の際に通知される登記識別情報の提供を求めているところ
であり，事前通知による本人確認は，全ての申請において必ず行う手続ではありませ
ん。
　また，平成１６年の不動産登記法の改正により登記申請における出頭主義が廃止さ
れたことに伴い，手続における利便性の向上が図られており，また，正確性及び迅速
性の確保といった観点から，事前通知や資格者代理人による本人確認等を認めてい
るものであり，出頭による本人確認を認めることは困難です。

274 令和2年12月4日 令和3年6月16日

地域密着型サー
ビス外部評価と介
護サービス情報
の公表の統一

介護保険施設種別において1
「地域密着型サービス外部評
価」と2「介護サービス情報の
公表」とがあります。1は調査
員が施設を来訪した上でサー
ビスの評価を行います。又約
１０万円の費用がかかりま
す。加えて事前に約100項目
の質問や内容について回答を
記載しそれを提出し、それを１
つ１つ確認しながら9時～16時
まで調査が行われます。2の
「介護サービス情報の公表」
は年に1度インターネットを通
じ回答します。それが事業所
のサービスの情報として反映
されます。
提案は1と2を統合して、非効
率でなお、費用が１０万円もか
かる「地域密着型サービス外
部評価」制度を廃止し、「介護
サービス情報の公表」に統一
した方がいいと思います。

この１０年施設の利用を検討している利用者や家族が施設を選ぶ際に1
の外部評価を参考にしたした事例は弊社では0件です。つまり無駄であ
るということが言えます。
1年に1度といえども、介護報酬が下がり続ける中、人件費用が高騰して
行く中、無駄な調査に10万円の費用負担は重いです。
またスタッフの時間と労力だけが消費され廃止・情報の公表との統合に
より施設で勤務する管理者の業務軽減につながります。
具体的には１００項目ほどの調査内容に記入返答する業務が減る。
調査日は調査員のヒアリングが1日ある為、1日通常の業務ができず、緊
急対応もできずその日にやらなければならない業務が残業となる。
その後の調査員とのやり取りと行政への報告業務がなくなることで、残
業が減り、管理者の負担が減ります。
施設が負担する費用のコスト削減
無駄なことに１０万も支払うのであれば、職員の昇給や施設の職員と利
用者で日帰り旅行などに充てたい。
それぞれの違いは「サービスの評価か情報か」になるわけですが、サー
ビスの評価も情報も、行政の実地指導で十分評価はできますし、必要で
あれば、利用者のご家族や本人は見学に見え、実際の施設や職員の雰
囲気を見て決定されます。その際に質問して頂けますし、またお試しで
施設を利用することもできます。

民間企業 厚生労働省

（外部評価制度）
地域密着型サービスである認知症グループホームは、都道府県が定める実施回数に
従い、自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、都道府県が選定する外部評
価機関から、手数料を支払ってサービスの評価をうけ、それらの結果を公表し、常に改
善を図ることが求められています。

（情報公表制度）
介護サービス情報公表制度は、利用者が介護サービスや事業所･施設を比較･検討し
て適切に選ぶための情報を都道府県及び政令指定都市（以下、都道府県等）が提供
するために、介護保険法の規定に基づき平成18年4月から実施しています。契約の一
方の当事者である事業者が、利用者の選択に資する情報を自ら公表することにより、
利用者が適切な事業者を評価･選択すること、事業者の努力が適切に評価され選択さ
れることを支援しています。
介護サービス事業所・施設は、年一回、直近の介護サービス情報を都道府県等に報告
し、都道府県等は、事業所から報告された内容について、国が管理する「介護サービス
情報公表システム」により公表しています。報告内容について都道府県等が必要と認
める場合は、事業所･施設に対して訪問調査を実施することができます。

指定地域密着型
サービスの事業の
人員、設備及び運
営に関する基準第
97条８項
介護保険法第115
条の35

検討に着
手

（外部評価制度と情報公表制度との関係）
地域密着型サービスの外部評価制度と介護サービス情報公表制度との関係について
は、
・外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質
の改善を図ることを狙いとしている一方で、
・情報公表制度は、利用者によるサービスの選択を支援するため客観的な事実情報を
公表するものです。
このように、両制度は異なる目的のために行われるものであることから、いずれの制度
も引き続き実施する必要があると考えています。

（外部評価制度と運営推進会議との関係）
一方で、今回のご提案は外部評価制度に係る事業者の費用及び業務負担の軽減を求
めるものですが、左記の通り、令和３年度介護報酬改定において、認知症グループ
ホームでは、運営推進会議（※）と外部評価の双方で「第三者による評価」が行われて
いたことについて、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕
組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれ
かから「第三者による外部評価」を受けることとする見直しを行いました。当該見直し
は、外部評価制度に係る事業者の費用及び業務負担の軽減に資するものと考えてお
ります。

※　各地域密着型サービス事業者が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、
提供しているサービス内容等を明らかにして、事業者による利用者の「抱え込み」を防
止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的とし
て、自ら設置すべきもの。

275 令和2年12月4日 令和3年6月16日
介護保険等に係
るソフトについて

介護保険手続きにかかわるソ
フトが多数販売されており
各事業所により違っていて、
互換性がなくケアマネも利用
者情報を登録する、通所介護
事業所も、リハビリ事業所も
訪問介護事業所もそれぞれ
に入力している。これを一つ
にして、無償で配布し、国保連
などとも共有できればそれだ
けで介護事業者の省力化で
必要な費用は莫大に削減でき
ると思う。以前国交省が建築
確認申請を電子化したとき申
プロというソフトを無償で配っ
たように。今でも無償で更新で
きる。ぜひ介護保険と障害者
総合支援法に関するソフトを
国で一つにしていただきたい。

介護事業者は規模も小さく人数もぎりぎりで電子化したいのはやまやま
だけど、結局のところ各事業所の規模に応じた電子化しかできていなく
て、全体での互換性がない。
例えば障害者総合支援法と介護保険を併用する場合も別プログラムに
なる。これを一つのソフトでできれば最初に出会った事業者が家族構成
や今までの経過などを入力して、共有することによってずいぶんと手間
が省略できる。保険者に請求するときも同じソフトでできるので、お休み
の日なども1事業所入力したものがケアマネに行き、保険者にも行くの
で、調整確認の手間が大幅に減る。
個人情報の洩れに対する対策だけなので、ワンタイムパスワードの交付
をその時の実際の利用事業所にしか交付できないなどのシステムで可
能だと思う。

NPO法人
ソーシャル
サポート相

談室

厚生労働省

（給付管理）
居宅介護支援事業所は、給付管理のため、利用者が受けたサービスに基づき、給付
管理票を作成するため、介護サービス事業所に利用実績を確認する必要があります。

（記録の整備）
指定居宅介護支援事業者は、居宅介護支援台帳等の記録を整備し、その完結の日か
ら二年間保存する必要があります。

指定訪問介護事業者等は、訪問介護計画等記録を整備し、その完結の日から二年間
保存する必要があります。

（障害者自立支援給付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　障害福祉サービス費について、市町村は支払事務を国保連合会に委託できること
としていますが、支払事務の委託に当たり、全国共通の支払システムで運用していま
す。

指定居宅介護支
援等の事業の人
員及び運営に関す
る基準
13条12号（平成30
年1月18日厚生労
働省令４）指定居
宅サービス等の事
業の人員、設備及
び運営に関する基
準（平成11年厚生
省令第37号）　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　障害者総合支援
法第29条（平成17
年法律第123号）　

検討に着
手

ご提案にある介護サービス向けのソフトや障害福祉サービス向けのソフトについては,
現場のニーズを踏まえて、民間企業がそのノウハウ等を活用し、競争しながら開発す
る方が、ソフトの質向上や、民業圧迫の観点からも望ましいと考えておりますが、ソフト
間の互換性を確保することは極めて重要であると認識しています。

このため、介護現場における情報連携の取組を推進し、従業者の負担を軽減しなが
ら、介護サービスの質を向上させる観点から、
・居宅サービス計画について、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所が異なる介
護ソフトを使用している場合であってもデータ連携を可能とするため、必要なデータ項
目や形式を規定した「標準仕様」を作成するとともに、
・介護事業所のICT化を促進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した「ICT導
入支援事業」を令和元年度に創設し、補助要件として、上記「標準仕様」に対応した介
護ソフトとすることを明記する等
等の対応を行っております。
上記「標準様式」の普及はソフトの開発に係るコストの低廉化にも資するものと考えて
います。

今後、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で交わされる標準仕様に基づ
く居宅サービス計画のデータを安全に共有できるシステムの構築に向け、検討してま
いります。

276 令和2年12月4日 令和3年1月14日

国内で死亡した外
国人の遺体搬送
のための死亡受
理書の発行につ
いて

国内で死亡された外国人が、
家族の希望、宗教上の理由で
国際移送する場合がある。遺
体の引き渡し後に死亡届出の
役場、外務省、在日大使館の
手続き、書類発行の順を経
て、航空会社のフライトの予
約ができるが、死亡届先の役
場によって、死亡を受理したこ
との証明書発行期間の幅が
大きい。各国向けには現在は
死亡届の記載事項証明書で
手続きができている。半日以
内の場所もあれば、2週間待
たされた地域の事例もある。
発行までの過程は開示される
ものでなく、上司確認,決済に
ある程度の時間が欲しいとい
われる。経験のない地域の役
場もまだあると思われる。現
行の証明書が特例で速やか
な発行、もしくは新しい書式で
の対応の提案を希望する。

現在の死亡届における記載事項証明書の本来の目的を確認しました。
年金、保険、お金の受領に関することなので、身元の確認、調査には時
間がかかることは認識してます。外国人の死亡の証明に使われた発端
は探せませんでしたが、速やかに発行してほしい理由があります。待っ
ている母国の遺族の心労は当然であるが、死亡後からフライトまでの期
間があく間、遺体を預かる場所は民間の場所となります。その冷蔵保管
料が日々累積されることです。2週間以上かかればそれだけの遺族負担
が10万円以上する場所もあります。また、死亡届の届出人の条件が、本
来の使用の範囲では速やかに確定できないことがあります。例えば故人
が単身で住まれていた場合、葬送の業者が条件に沿って届出人となれ
る方を探し、依頼しても、届出人になりたくない方もあり、速やかに役場
に伺えない事例もありました。各国大使館は緊急のことと判断し、時間
外でも取り持っていただけます。しかし、役場はこれまでのこの書の発行
手続き方法なので、緊急性で動けないものと経験より判断しております。
死亡届出先の条件となる役場が制限されてますので、地方行政の理解
での変更なのか、戸籍法の特例事項の追加なのか、外務省の方で新た
な方法として工面していただけるのかはこだわりません。近年は国際
化、観光増加もありますが、外国人死亡者も増えております。小さい案
件かもしれませんが、この事例でも外国人が日本をいい国と思い続けて
いただける迅速な対応方法をご検討いただけましたら幸いです。よろしく
お願いいたします。

株式会社　
ディーサ
ポート

法務省

　市区町村において，戸籍法第８６条第１項に基づき死亡届出がされた場合，市区町
村長において必要な審査を行った結果，届出に必要な要件が満たされていることが確
認された上で受理されます。
　また，市区町村長が届出を受理した後，届出を受理した市区町村に対して，戸籍法
第４８条第１項に基づく，届出の受理の証明に係る請求があった場合，必要な審査を
行った上で，受理証明書が交付されます。

戸籍法第８６条第
１項
戸籍法第４８条第
１項

対応不可

現状，市区町村長において死亡の届出や受理証明書の請求に係る内容を審査した結
果，届出又は請求に必要な要件が満たされていることが確認された場合には，速やか
に届出の受理又は受理証明書の発行が行われていることから，新たな制度の導入は
要しないものと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

277 令和2年12月4日 令和3年1月14日
2対１ルールの適
用

新しい規制１つに対して、2つ
の古い規制、不要な規制を撤
廃するルールを設ける

2対１ルールを適用することにより、規制が減り、結果的に経済活動が活
発になる。
日本では規制コストが計算されて発表されることは皆無なので、国民に
知らされていない。
それは大半の学者が行政機関の御用学者となっていること、
政府が自らの政策がもたらす説明責任を果たさないこと、そして小さな
政府を是とする政党が存在しないことに起因する。
日本では1990年代から失われた時代で「立法爆発」という現象が発生
し、2017年3月段階で1970年代の約2倍となる1967本の法律を含む合計
8307本以上の法令が施行されるようになった。（規制数はそれ以上の数
が当然存在します。）
このような規制を増やし続けていければ日本経済の成長が鈍ることは必
然であり、日本でも規制による経済損失の計算を公表し規制改革の議
論を進めるべきである。
官僚、行政は今こそ手元の収支を気にするだけではなく、日本経済を俯
瞰し、結果的に税収が上がることを目標とする機関に転換していくべき
である。

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

278 令和2年12月4日 令和3年1月14日
2対1ルールの採
用

規制を一つ作るときには、規
制を作る側がいらなくなった規
制を最低二つ以上持って来さ
せる

現在、公務員の長時間労働が問題となっている
役所の手続きが煩雑であり、規制が複雑であることが原因と考えられる
規制を減らしてほしい民間側ではなく、役人に持って来させることで公務
員の長時間労働を減らせることができると考えられる
時代に合わなくなったものや、存在意義の薄い規制は役人側がよく知っ
ているはずなので、そのような規制を彼らに持って来させることで、行政
の対応がスムーズになり、公務員の長時間労働がなくなっていくと考え
られる

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

279 令和2年12月4日 令和3年1月14日
2対1ルールの導
入

新たな規制を1つつくる場合、
既存の規制を少なくとも2つ廃
止する。廃止する規制は、そ
の経済効果が新たな規制と同
等もしくは上回るものでなけれ
ばならない。

総務省のHPを見てわかるように、年々規制が増え続けており国民の経
済活動が阻害される状況となっています。そこで、不要な規制を撤廃し
て自由な経済活動を促進すべきです。それにより、起業・イノベーション
が促進され、経済成長を実現することができます。経済成長が実現でき
れば、国家財政や国防力の整備にも寄与します。
また、規制を廃止することで不要な事業が整理され、公務員の仕事も削
減されます。それにより、昨今問題となっている国家公務員の長時間労
働の解消にも役立ちます。つまり、公務員の働き方改革につながりま
す。

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

280 令和2年12月4日 令和3年1月14日
規制の2対1ルー
ル適用について

トランプ政権で行われている、
規制の「2対1ルール」の適用
を求めます。一つの規制を作
りたければ二つの規制を廃止
しなければならないルールで
す。
これにより、無駄な規制が減
ります。

日本は立法爆発と呼ばれるほど規制が増え、結果自由競争が阻害され
ています。
民間の競争力を取り戻すためにも無駄な規制を減らすべき

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

281 令和2年12月4日 令和3年1月14日

規制の削減と規
制コストの管理に
関して（日本版2：
1規制撤廃ルー
ル）

新たに規制を１つ作るときは、
規制を作る側がいらなくなった
規制を少なくとも2つ以上持っ
て来させて廃止しなければな
らない。

規制は年々増える一方であり民間の新規事業創設の妨げになってお
り、国際競争力の低下に繋がっていると危惧する。また、現在において
公務員の長時間労働が問題となっています。
役所の手続きが煩雑で、行政手続きが複雑であることが原因と考えられ
る規制を減らして欲しい民間側ではなく、規制を作った役人側に廃止す
べき規制を持って来させることで公務員の長時間労働を減らせることが
できると考える。
時代に合わなくなったものや、有名無実化し負担が増えるだけの規制は
役人側が最も理解しているはずであり、そのような規制を役人に持って
来させることで、行政の対応がスムーズになり、公務員の長時間労働が
減っていくと考える。
アメリカ大統領13771を参考とする。

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

282 令和2年12月4日 令和3年1月14日
2：１ルールの導
入

新たな法規制を導入する際は
2つ以上の既存の法規制を廃
止すること。

アメリカトランプ大統領が導入し大きな効果を上げている政策を是非日
本でも行っていただきたいと思います。
既存の法規制の中には何故あるのかわからないものも多数あり、民間
産業の足かせとなっているように思います。
トランプ政権がこのルールを実施した成果として、新たな規制1本につき
22本の規制を廃止するという成果を生み出しました。
また、2017年中に連邦政府は計画されていた1579本の規制について、
635本を撤回し244本が活動停止、700本が延期されることになりました。
これによって2017年だけで連保政府機関は、将来にわたる＄8.1Billion
（約１兆円弱）、そして年間＄570Millionの経済損失を削減することに成
功しました。ホワイトハウスによると2018年にはやはり将来にわたる規制
コストを＄9.8Billion削減することが約束されています。
行政コスト削減には大きな効果があるルールだと思いますので、良い所
は他国から学び是非導入して頂きたいと思います。

民間団体
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

283 令和2年12月4日 令和3年6月16日
各種調査書の重
複入力削減につ
いて

現在、社会福祉法人では所属
市区町村、所属都道府県、社
会福祉協議会等から似通った
内容のさまざまな調査書の提
出を求められております。これ
の一元管理を提案します。

質問内容が余りに似通っており、各種団体に同じような回答を行う必要
性が感じられません。社会福祉法人は代表の公共団体等に回答を行
い、社会福祉法人の実情を把握したいその他の団体は当該代表団体か
ら詳細を把握するという流れになると事務量の大幅な削減が期待されま
す。

民間団体 厚生労働省

社会福祉法人は、主に介護報酬や措置費、委託費など、国民負担を原資とする公費
により運営されています。よって、国民の皆様のご理解をいただく上で、その運営実態
を明らかにし、適正な法人運営を確保していくことが求められており、介護、障害者、児
童といった分野毎に、サービスの実施状況や人材の処遇の状況など、制度の運営に
必要な一定の調査を行うことは不可欠と考えております。

なし 対応不可

「制度の現状」で書いたとおり、国民の皆様のご理解をいただく上で、社会福祉法人の
運営実態を明らかにし、適正な法人運営を確保していくことが求められています。その
ため、介護、障害者、児童といった分野毎に、サービスの実施状況や人材の処遇の状
況など、制度の運営に必要な一定の調査を行うことは不可欠であると考えており、各市
町村・都道府県・社会福祉協議会それぞれが事務の遂行に必要な範囲で調査を実施
しているため、御指摘のように一元管理をするような規制を設けることは困難です。

284 令和2年12月4日 令和3年1月14日
経済構造実態調
査

廃止してもいいのではないか
中小企業は記載・入力ができない。税理士等の専門職に委託することで
費用がかさむ。
1月～12月の期間に拘らなければ確定申告書で足りる内容である。

民間企業
総務省

経済産業省

経済構造実態調査は統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査であり、そ
の調査事項は統計委員会への諮問審議を経て、国民経済計算における利活用に資す
る暦年（１～12月）での把握をする形で総務大臣からの承認を受け、定められておりま
す。なお、確定申告書等には記載のない詳細な事業活動別の経理事項等も把握して
おります。

統計法 対応不可

制度の現状欄に記載のとおりです。

なお、本調査は、報告者の皆様方の負担軽減を図る観点から、３つの調査
※

を統合・再
編し、必要最小限の事項を把握する形で2019年に創設しております。今後も引き続き、
記入負担の軽減に努めて参ります。
※サービス産業動向調査（拡大調査）、商業統計調査、特定サービス産業実態調査
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

285 令和2年12月4日 令和3年6月16日
薬局での生活習
慣病予防の取り
組みについて

「検体測定室」と「健康サポー
ト薬局」の統合的な推進

厚生労働省では薬局での指先検査によるセルフメディケーションを推進
する「検体測定室」に2014年から取り組む一方、「健康サポート薬局」と
いうしくみも2016年からスタートしています。
これらは両者とも、全国に約1800箇所に増えてきていますが、その重な
りは約10%(約190薬局)に留まっております。
この両者は趣旨からして本来、連動すべきものと考えられますが、実際
にはその連動が図られていない理由は、所掌の部署が前者は医政局、
後者は医薬・生活衛生局と、分かれているためと考えられ、まさに「縦割
り」の弊害の典型例と思われます。
両者を統合的に所掌し、セルフケア施策を推進して頂けますよう、行政
改革のお取り組みの方、どうぞ宜しくお願い致します。

検体測定
室連携協

議会
厚生労働省

検体測定室は、健康診断や医療機関受診への動機付けを高める観点から、受検者が
自ら採取した検体について、事業者が血糖値や中性脂肪などの検体検査を行う施設
です。検体測定室における血液感染の防止等のため、厚生労働省医政局において「検
体測定室に関するガイドライン」（平成26年４月９日医政発0409第４号厚生労働省医政
局長通知）を発出しています。
また、健康サポート薬局は患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主
体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局であり、その
基準は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準」（平成28年厚生
労働省告示第二十九号）で示しています。

検体測定室に関す
るガイドライン（平
成26年４月９日医
政発0409第４号厚
生労働省医政局
長通知）
医薬品、医療機器
等の品質、有効性
及び安全性の確
保等に関する法律
施行規則第一条
第五項第十号に
規定する厚生労働
大臣が定める基準
（平成28年厚生労
働省告示第二十
九号）

その他
検体測定室及び健康サポート薬局について、両者を所掌する部署が異なることによる
具体的な弊害等が不明であるため、まずは検体測定室連携協議会と意見交換を行
い、必要な対応を行ってまいります。

286 令和2年12月4日 令和3年6月16日
新型コロナ慰労金
の申請様式（統一
感なし）

新型コロナに関し、医療・介
護・福祉等の従事者に慰労金
が支給されます。所属施設が
申請を代行する形になります
が、その申請様式（対象者の
一覧リスト）が不統一で、それ
ぞれに応じた形式にしないと
いけない。
様式の作り手も、様式の数だ
けかかっていることになるし、
様式に入力する側も、リストの
加工に手間が倍かかる。

慰労金申請書に付属する対象者リストについて、
医療では、漢字姓名間に全角スペース、フリガナは半角カナで姓名の間
に半角スペース、生年月日は西暦表記となっている。
福祉（障害）では、漢字姓名間のスペース不要、フリガナは全角カナで姓
名間のスペース不要、生年月日は元号表記と、
各分野で様式が異なっており、統一がなされていない。
申請書本体はそれぞれの様式でも構わないと思うが、付属様式の対象
者リストの様式がバラバラで、それに合わせて手持ちデータを加工しな
ければならない。様式が統一されていれば、同一リストから単純切り出し
で対応できるので、2倍、手間化ががる。
この勢いだと、審査機関である国保連での対象者二重計上チェックの流
れも、バラバラということになる。
最初から最後まで非効率で不経済。
やることは決まっているのだから、最初からフォーマットを統一すべき。

社会福祉
法人びわ
こ学園

厚生労働省

（医療）
　都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職
員に対して慰労金（20万円）を支給しています。
※実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行っていない医療機関等である
場合は10万円。
　その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事
者や職員に対して慰労金（5万円）を支給しています。
（介護・障害）
　新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し
利用者と接する職員に対して慰労金（20万円）を支給しています。
　上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金（5万円）を支
給しています。

※慰労金交付事業は令和２年度（令和３年３月）で終了しております。

予算措置 その他

　新型コロナウイルス感染症への対応における慰労金については、令和２年度補正予
算成立後一日も早く医療・介護・障害それぞれの対象者に慰労金をお届けすべく事務
を執行しました。慰労金の趣旨は医療・介護・障害で相違はありませんが、執行のス
キーム（医療に関しては単独事業、介護・障害については他の支援事業と一体）等が
異なるため、医療機関や介護事業者等ができるだけ簡便な方法で申請を行い、給付対
象の方々に速やかに慰労金をお届けできるよう、事業の実情を踏まえて、医療・介護・
障害それぞれで申請書様式を作成しました。慰労金の申請受付は多くの都道府県で
令和２年７～８月に始まり、令和３年３月の事業終了まで今まで多くの給付対象の皆様
にご申請頂きました。給付対象の方々へ迅速な給付へ対応に努めて参りましたのでど
うかご理解頂きますようお願い致します。
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ＮＥＤＯ等委託事
業での押印強要
について

ＮＥＤＯや総務省からの委託
事業を受託している組織の者
です。
行政だけではなく、国家プロ
ジェクトにおいても印鑑を廃止
するよう命令していただきたく
存じます。

組織内で最近、すべての書類に押印をするように命令され始めました
（コロナ後）
業者にも見積書・納品書・請求書に押印を強要しています。
しかも、紙の原本の提出を命令します。
組織内の書類も全て押印原本を提出させられるため、業務に６倍以上
の手間がかかるようになりました。
電子ファイルでＯＫであればファイルを添付するだけで済みますが、現在
は
1.電子ファイルの作成
2.紙に印刷
3.押印
4.スキャン
5.ＰＤＦを購買システムに添付
6.本部へ郵便で押印原本を提出
本部では一度電子ファイルをプリントアウトしてファイリングし、ＮＥＤＯの
検査後　原本に差し替えてプリントアウトの方はシュレッダーするそうで
す。
（ＮＥＤＯの検査がコピーで実施されるため、一度電子ファイルをプリント
アウトしています。）
差し戻し修正がある場合、1から6までやり直しです。
電子ファイルでＯＫなら、1の修正だけですが。
組織に改善を求めましたが、ＮＥＤＯから指示がなければやめないそうで
す。
ＮＥＤＯの検査はコピーを見るだけなので、押印があっても原本を提出さ
れられていることまではわからないと思います。
行革の趣旨に反する　このような事態は、他のプロジェクトでも行われて
います。
行政だけではなく、国家プロジェクトにもＮＯ印鑑を命令していただけまし
たら多くの研究者が助かります。

民間団体
内閣府
総務省

経済産業省

【経済産業省】
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、委託事業に係る証票類への押印
について、委託事業者の経理処理に配慮し、押印は求めておりません。そのため、委
託先において押印を見直すことが可能です。

【内閣府】
なお、契約に当たり、押印をしなくても契約の効力に影響は生じない旨や、文書の成立
の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、証拠全般に照らし、
裁判所の自由心証により判断される旨等、押印の必要性や効果について、内閣府及
び法務省・経産省において整理を行い、周知を行っています。

【総務省】
総務省で実施している委託研究開発の現行制度において、見積書等の各種信憑書類
に押印を必須とする規定はありません。

なし

【経済産業
省】
現行制度
下で対応可
能

【内閣府】
その他

【総務省】
現行制度
下で対応可
能

【経済産業省】
NEDOでは、委託事業に係る証票類への押印について押印を求めておりませんが、実
態との相違があればNEDOにおける当該委託事業の担当部局までお問い合わせ下さ
い。

【内閣府】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりですが、引き続き研究機関の負担軽減が図られるよう取
り組んでまいります。
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子ども子育て支援
新制度における
管轄先の増加に
ついて

幼保を一体化するということを
最終目標に始まったはずの
「子ども子育て支援新制度」で
すが、従前管轄省庁が2か所
だったものが、新制度に移行
することにより内閣府・厚生労
働省・文部科学省の3か所に
増加し、当初目指していたも
のと逆行している。

「子ども子育て支援新制度」の内容をみると、当初幼保を一体化すると
いう議論のもとに検討が始まったはずであるが、最終的には現在のよう
な事業者も利用者もわかりづらい複雑な仕組みになってしまった。
利用者側から見れば、施設類型がかえって多様になり、教育保育認定
など手続きも複雑化してしまった、昨年スタートした教育保育無償化に伴
い、さらに複雑さが増している。事業者側から丁寧に説明しても、理解し
ずらいとの意見もいただいている。
事業者側から見ると、認定こども園への移行手続きも非常に複雑であ
り、必要書類なども多い、新規開設園でない場合にはかなりスリム化で
きるのではないか。
省庁からの確認・調査類の提出書類が内容にそれほど相違がみられな
いものも3種類提出しなければならず、事務工数がかなり増加してしま
う。
法人本体に事務専門職を複数配置し、業務をおこなえる法人はよいが、
地方の一法人一施設の脆弱な運営体制ではかなり厳しい。
本来業務は教育・保育であり、類似の事務対応・不要な手続きに割く時
間を、教育・保育の質の向上や職員の研修、働き方改革への対応に充
てていきたい。
細かくはさらにあると考えるが、少なくとも以上のことが改善されること
で、利用者・事業者ともに負担が多く軽減する。
省庁間で共有できる情報、国・県・市町村で共有できる情報を増やして
いくこと、もしくは、そもそもの管轄を国・地方公共団体とも一本化するこ
とが良いのではないか。
行政サイドの業務もかなり削減されると予想される。
利用者が利用しやすい、事業者が運営しやすい制度・行政にしていただ
きたい。

民間団体
内閣府

文部科学省
厚生労働省

　子ども・子育て支援施策については、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度
の施行に合わせ、子ども・子育て支援施策を総合的に推進するため、内閣府に子ども・
子育て本部が設けられ、同本部を中心に、関係省庁と緊密に連携して取り組んでいま
す。
　なお、認定こども園への移行については、希望する幼稚園、保育所の円滑な移行が
図られるよう、幼保連携型認定こども園に係る認可を一元化したほか、認定こども園の
認可・認定に係る窓口を都道府県・政令市・中核市にそれぞれ一本化するなど、手続
面での改善を行っているところであり、認定こども園の数は、新規開園や既存の幼稚
園、保育所等からの移行により、年々増加しています。
　また、保育所等における事務職員の配置に係る経費について、公定価格において、
基本分単価に含まれる週３日相当に加え、加算による週２日相当を計上するなど、教
育・保育の質の向上に資する措置を行っているところです。

内閣府設置法
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律
学校教育法
児童福祉法
子ども・子育て支
援法

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

289 令和2年12月4日 令和3年1月14日
出勤簿のハンコ
押印の停止

公務員の朝は出勤簿にハンコ
を押印することが第一です。し
かし、何時に出勤したのか又
何時に退庁したのかが分から
ず闇残業未払いが横行してい
ます。職員はすべてシステム
を使用するため、ログインおよ
びログアウトで時間の管理が
できるものの、そこには手を付
けません。

職員の出退勤の管理をシステムのログイン・ログアウトで管理し、紙台
帳は廃止する。 個人

人事院
内閣官房

職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うことと
なっており、出勤簿に押印することは必須とはしておりません。その上で、出退勤管理
の具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用することとされておりま
す。

・給実甲第576号
第2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

290 令和2年12月4日 令和3年1月14日

地方自治体内に
おける私債権等
の滞納者情報の
共有化

滞納者情報の共有が実現で
きれば、複数債務の滞納者に
対して、各債権所管部署がそ
れぞれ納付交渉を行う必要が
なくなり、相談窓口や提出書
類等の一本化及び債権所管
部署の一元化が可能となり、
債務者の負担軽減、債権管
理に長けた職員の集約等、行
政事務の効率化が図られる。
また、資力調査の情報が共有
できるようになり、債権所管部
署が保有する滞納者情報に
バラツキがなくなり、支払督促
等法的措置による債権回収
が強化され、収納率の向上が
期待できるほか、資力が乏し
い滞納者には、適正な徴収緩
和措置を講じることができるよ
うになるため、効果的かつ効
率的な債権管理に取り組むこ
とができる。

地方自治体の金銭債権のうち、強制徴収公債権（保険料等）について
は、当該自治体に滞納者の資力調査権及び滞納処分の自力執行権が
法的に認められてるため、効率的な債権回収が可能である。一方、非強
制徴収公債権及び私債権（福祉資金貸付金等）については、法的にそ
の権利がないうえに、強制徴収公債権と滞納者が同一である場合、庁
内で滞納者情報を保有しながらも、法的に滞納者情報の共有が禁じら
れているため、債権を所管する部署がそれぞれ債務者から資産等の情
報を収集する等、非効率な債権管理を実施せざるえない現状がある。※
地方公務員法第３４条（守秘義務）、地方税法第22条（秘密漏洩罰則）
そこで、非強制徴収公債権及び私債権の管理について定めた地方自治
法第2４０条について、普通地方公共団体の長は地方税の管理上取得し
た情報を活用できる旨を明文化する。又は、地方税法第22条の秘密の
定義について、地方自治法第2４０条の管理を行うに必要な範囲内にお
いては、当該秘密に当たらない旨を但し書きすることで、情報共有が可
能となり、現状の運用から改善される。※地方自治法第2４０条（地方税
等を除く債権）

地方自治
体

総務省

　地方税の調査等の事務に従事する職員（以下「税務職員」という。）の秘密の保持に
ついては、地方公務員法上の守秘義務に加えて、地方税法第２２条（秘密漏えいに関
する罪）において罰則が規定されています。
　税務職員自身が、その事務に関して知り得た私人の秘密（勤務先や預金口座などの
税務情報）を本人の同意なく第三者に知らせることは、同法の予想しない権利の侵害と
考えられるため、そのような権利侵害が現実に発生することを防止するという趣旨で設
けられています。
　税務職員が第三者に税務情報を提供する場合で本条に規定する罰則を科されない
ものと解しうるためには、そのような行為を適法なものとして許容したと認めるに足りる
法律の規定が必要になります。
　強制徴収公債権については、国税徴収法第１４１条の規定が適用されます。滞納者
等は、財産に関する必要な質問及び検査への応答が義務づけられます。
　そのため、当該税務情報は滞納者との関係においては秘密に当たらないと考えら
れ、同条の規定に基づく情報提供の求めに対して税務当局が当該税務情報を提供し
ても、地方税法第２２条に規定する罰則は科されません。

地方税法第２２条 対応不可

　御提案にある非強制徴収公債権及び私債権を徴収するために、滞納者の意に反し
てその税務情報を利用することは、滞納者の権利侵害となり、地方税法第２２条の規
定による守秘義務が守られるべきものであることから、地方自治法第２４０条や地方税
法第２２条において税務情報を共有することができる旨を規定することは適当ではない
と考えます。

292 令和2年12月4日 令和3年1月14日
各種統計調査の
刷新

鉱工業投入調査票が届いた
が、紙。オンラインでの回答が
不可となっている。
調査品目名が固定されている
から、その後の材料費内訳も
固定されており、現在のビジ
ネス内容とギャップが有る場
合、回答が出来ない。
回答内容も税務申告内容と類
似している点が若干あるの
で、情報連携すれば不要にな
るだろう。
売上原価などは欄外に注記
番号がめちゃくちゃふられて
おり、都度確認するのが本当
に手
また、構成比の記入を行う必
要がある。電卓で計算して記
入しろという形式。
回答する気が本当に失せる
し、こんな形では統計としての
精度も低くなるだろう。統計調
査としての意味を為していな
いのでは？

会社側の事務コスト削減
国側の統計調査精度向上と集計簡素化

民間企業 経済産業省

本調査は、産業連関表の作成に必要となる製造品等の投入構造（原材料構成）を把握
するため５年ごとに実施しています。産業連関表は、GDPの計算に使用されるなど経
済効果の測定に広く利用されています。投入構造は他の統計調査では把握困難であ
り、その把握のために必要な統計調査です。

次回（令和７年調査）から産業連関表の作成方法が大きく変わるため、現行の産業連
関表のための令和２年鉱工業投入調査においては、政府オンライン調査システムを利
用していませんが、エクセルファイル形式の調査票に記入し、メールによるオンライン
提出も可能です。

調査票には、記入する負担を軽減するため、あらかじめ過去の産業連関表において調
査品目となった主な材料を材料費内訳の欄に印刷していますが、回答内容に合わせて
材料の費目を変更していただけます。

税務申告は統計調査とは異なる目的で別の法律に基づいて行われるものであり、現在
は納税者の情報保護の観点から連携ができておりません。なお、平成３０年に策定さ
れた第３期公的統計の整備に関する基本計画において、既存の統計の補完や代替の
ための行政記録情報の活用について検討することとされています。

欄外の解説は、記載方法を明確にし、回答後に報告者にお尋ねすることのないよう記
載しているものです。

原材料等の費用構成比は、金額（実額）による記入が困難な場合に回答をお願いして
います。金額と構成比の双方に回答する必要はありません。

統計法 検討を予定

平素より、鉱工業投入調査を始めとした各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上
げます。
令和７年に行われる次回調査までに、以下の改善について検討します。

○産業連関表の作成方法の変更に伴う本調査の見直しにあわせて、政府オンライン
調査システムの利用可能を含め、より便利なオンライン回答を可能にする。

○報告者の負担軽減のため調査票の記載方法を改善する。具体的には、　
　　
　　
　
①調査品目の選定方法を分かりやすく記載する。また、実態に合わせて材料費用等を
変更して回答できる旨を分かりやすく記載する。
②構成比の記入は必須ではなく、金額を回答することが困難な場合に限りお願いする
旨を分かりやすく記載する。
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防災省（または、
防災庁）の設立

〇気象庁は気象現象、海象
現象、地象現象の実況監視、
予測に徹し、防災に関して
は、新規設立する防災省と市
町が行う。

〇避難情報を発令している市
町はの防災部門は、市町に属
するが、防災省の傘下に入れ
る（役所の組織の在り方につ
いては具体的な提案ができま
せん）。

〇気象庁は気象現象を予測するが、災害を予測できない。

気象庁が発表する大雨、洪水警報には、災害の危険度を示す内容を発
表している。
現状の防災情報の発表する体制下では、気象庁が発表する危険度分
布は市町、国民に対して非常に有効な情報であるが、これ以上の効果
は期待できない。
地元気象台では、今後降るであろう雨の降水量を予測する能力を有して
いるが、地元気象台は土砂災害や浸水、洪水を予測できない。
災害は危険区域で気象要素以外のことが原因で発生するから気象庁、
地元気象台には気象現象以外で発生する災害の予測できない。あくま
でも、気象台や気象庁は、災害を起こす気象現象の予測を行っているだ
けである。

〇市町の防災部門は、担当する地域の危険度を把握している。
土砂崩れが発生しそうな場所を市町の防災部門は把握している。また、
担当している河川の状況も把握している。

〇雨以外の気象現象やそのほかの現象が原因の災害には市町では対
応できない
風水害と称して、防災計画がたてられているが、降水現象以外の災害を
引き起こす原因で発生する災害に対してほとんどの市町は脆弱である。
台風接近時には、気象庁が暴風に対する注意喚起を行っても、雨と比
べれば十分に対応できない。
雷、高温、低温などに関しても同様である。

株式会社
三隆国際

気象

内閣府
国土交通省

大規模災害が発生した際には、これまでも、過去の災害で得られた教訓も踏まえつ
つ、国と自治体が十分に連携しながら、迅速かつ的確な応急対策と被災地の早期の復
旧・復興に取り組んできたところです。

気象庁においても、防災気象情報の発表に加えて、自治体が適切に防災対応を行え
るよう、様々な支援を行っています。例えば緊急時には気象台長から市町村長に対し
て直接電話で気象解説を行うホットラインや、自治体へのＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援
チーム）派遣によるきめ細かい気象解説を通じて、自治体と連携して防災対応にあたっ
ています。また、地方気象台に地域毎の担当チーム「あなたの町の予報官」を編成し、
市町村等との緊密な連携関係を構築するとともに、気象防災ワークショップの開催等を
通じ、平時から支援の取組を進めております。さらに、地元の気象に精通している気象
庁OB・OGを、防災気象情報の読み解きや助言などを行う「気象防災アドバイザー」とし
て委嘱し、市町村を直接支援する取組も進めております。

気象業務法、
災害対策基本法
等

現行制度
下で対応可
能

防災体制の充実強化は重要な課題であり、自治体との連携のあり方についても不断
の見直しを進め、万全の防災体制の確保に努めていきます。

気象庁においても、左記に記載の取組の一層の充実を図り、自治体と一体となって地
域の気象防災への貢献に努めて参ります。加えて観測・監視体制の充実、予測精度の
向上を図るとともに、防災気象情報がより国民の皆様に利活用されるよう、伝え方の改
善を図って参ります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

294 令和2年12月4日 令和3年1月14日

オンラインシステ
ムについて（Zoom
使用で会議を運
営できないか）

情報セキュリティポリシーが各
省庁で定められているが、情
報漏洩を防止することから契
約に基づかない「約款による
外部サービス」については、
「機密性1情報」のみ扱い、各
種リスクを外部委託先と特約
を締結する、ことが求められて
います。現在、テレワークやオ
ンライン会議を余儀なくされて
いる状況で、省庁で推奨して
いるオンラインシステムを使
用する場合、オンライン会議
を多人数集めると音声・画像
に不具合が生じ円滑に議事を
運営できないため、「情報セ
キュリティーポリシー」を柔軟
に運用して欲しい。

コロナ渦の中、集合形式の全国会議を実施することは困難であり、オン
ラインシステムとりわけZoomやMicrosoftチームスなど、使い勝手の良い
システムを利用したいと考えている。とりわけZoomは各大学のオンライ
ン授業で主要大学で採用しているくらいなので、様々な場面で有用な活
用ができると考えている。しかしながら、「情報セキュリティポリシー」が壁
になり、想定している会議が実現が出来ないことを憂慮しています。 参
考までですが、私は厚生労働省の外部機関に勤務する者です。

民間団体 内閣官房

「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一規範」（平成30年７月25日改定）の
第四条第1項において「機関等は、自組織の特性を踏まえ、基本方針（機関等における
情報セキュリティ対策の基本的な方針をいう。以下同じ。）及び対策基準（機関等にお
ける情報及び情報システムの情報セキュリティを確保するための情報セキュリティ対策
の基準をいう。以下同じ。）を定めなければならない。」とされており、第二十二条におい
て「機関等は、情報システムの利用に際して、情報セキュリティを確保するために職員
等が行わなければならない必要な措置を定め、実施させなければならない。」としてい
ます。
なお、zoom等を使用したオンライン会議の利用は、政府統一基準上「利用者が必要と
する情報セキュリティに関する十分な条件設定の余地」があるか否かにより「クラウド
サービス」となるか「約款による外部サービス」になるかに分かれています。
また、「約款による外部サービス」の利用では、必要なセキュリティ対策が取られている
か確認が取れないことから要機密情報を取り扱わないよう規定することとされていま
す。

現行制度
下で対応可
能

「情報セキュリティポリシー」は各機関において定められているものである為、各機関が
業務の状況を踏まえ、セキュリティポリシーに基づいて適切に判断し対応いただく必要
があります。
なお、オンライン会議システムについて情報セキュリティに関する十分な設定が行える
場合は統一基準上の「約款による外部サービス」には当たらず、要機密性情報を取り
扱うことも許容されます。

295 令和2年12月4日 令和3年6月16日 厚労省ハンコ

雇用調整助成金、心から感謝
しておりますが、いかんせん
支給までの期間が長過ぎま
す。
弊社の申請では、決済される
まで、1ヵ月強。
やっと、決済されたらしいので
すが、振込実行までこれか
ら、また1ヵ月かかるとのこと。
決済後、振込迄1ヵ月かかる
理由がわからない。

ひとつの理由として
雇用調整助成金の申請書の下部に、役所の処理欄が設けられてます。
そこに、担当から局長、所長まで、なんと19人分のハンコを押すスペース
があります。
失礼な言い方ですが、実際書類に目を通すのは、担当の方か、せいぜ
いその上長。
後の方は、回覧板のハンコ押し。めくら判。
19人もいらっしゃれば
ハンコ押しラリーだけで、1ヵ月はかかるのでは？
ぜひ、改善をお願い致します。
せっかくの、ありがたい施策が台無しです。

株式会社
テリーコー
ポレーショ

ン

厚生労働省

雇用調整助成金は、事業主が労働者に対して休業等を行い、休業手当等を支払った
場合に、その一部または全部を助成するものであり、審査に当たっては、休業等の実
施状況及び休業手当等の支払状況を確認しています。
支給申請の内容に不備不足がある場合の他、休業等の対象者が多い場合や事業主
が複数月分をまとめて申請した場合、支給申請が集中する場合には、審査に期間を要
することがありますが、全体としては迅速支給に努めています。

なし 対応

安定所等処理欄においては、審査を行う安定所等において考えられ得る決裁権者を
全て羅列しているものの、実際には記載されている全員の決裁印を求めてはおらず、
また、迅速支給のため、決裁権者は必要最低限とするよう労働局に対して指示済みで
す。

296 令和2年12月4日 令和3年1月14日
国勢調査の廃止
について

住民基本台帳等が整備され
ていることから、住民基本台
帳等を活用することとし、国勢
調査を廃止する。

住民基本台帳が整備されていることから、国勢調査により人口等を把握
する必要性が極めて薄い。
国勢調査で回答してもらえない世帯があり、住民基本台帳等を活用すれ
ば十分。
100年前につくった制度のまま、現在まで継続していることの方が不思
議。
プライバシーの保護の意識が高まり、国勢調査に対する義務の意識が
薄くなっている。
人口減少、人手不足により、調査員の確保が困難。
国勢調査における地方公共団体の事務が膨大で、業務に支障が生じて
いる。
国勢調査に対する苦情や問い合わせで地方公共団体の業務に支障が
生じている。
国勢調査に必要な経費（貴重な税金）をすべて削減できる。
地方公共団体における業務量や人件費を削減できる。
地方公共団体においても、国勢調査に従事する職員の確保が困難に
なっている。
経費を削減でき、国民の手間もなくなるので、国民の理解を得られやす
い。

地方自治
体

総務省 番号18の回答を参照してください。

297 令和2年12月4日 令和3年6月16日
年金機構の調査
について

年金機構の調査においてメー
ルまたはＺＯＯＭミーティング
にて調査ができるように調整
お願いします。

★セキュリティが心配であれ
ばそれ用のノートＰＣを用意し
業務のＰＣを別にして使用ま
た新たにインターネット回線も
それ用にし、ＺＯＯＭミーティン
グを独立させてください。

年金調査は窓口に足を運ぶか大量の紙書類を郵送して対応している状
況です。不合理極まりない状況です。ペーパーレス、国民負担を軽減す
る意味でも早急に対応をお願いします。

★上記で無理であればＩＤ、ＰＷで入れる会社のサイトを作成してもらい
そこにフィルをアップできるようにお願いします。

結社労士
ネットワー

ク
厚生労働省

「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格及び報酬等の調査」において、これまで賃
金台帳や出勤簿等を紙媒体で郵送により提出いただいておりましたが、現時点（令和３
年６月時点）では事務負担の比較的少ない規模の小さな事業所を除き、郵送による調
査は行っておりません。

厚生年金保険法
第100条第１項

検討を予定

「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格及び報酬等の調査」において、これまで賃
金台帳や出勤簿等を紙媒体で郵送により提出いただいておりましたが、現時点（令和３
年６月時点）では事務負担の比較的少ない規模の小さな事業所を除き、郵送による調
査は行っておりません。今後は電子データで提出いただくことを検討してまいります。

298 令和2年12月4日 令和3年1月14日
民有林と国有林
のデータ共有と
オープンデータ

民有林と国有林の森林情報
のデータ共有とオープンデー
タを行う。森林管理は国有林
と民有林（自治体）の縦割り行
政のもとで、異なるデータフォ
－マット、ソフトウエアで情報
共有されていないため、今日
的な流域一帯の森林の総合
管理や効率的な木材生産に
対応できない。
林業先進国の北欧のフィンラ
ンドとスウェーデンは、国や自
治体が計測した森林情報は
デジタル化され、民有林と国
有林の区別なくオンライン
サービスで公開されており、
誰もが無償でインターネットか
ら利用・閲覧でき、ダウンロー
ドにより加工、編集できる仕組
みがある。ＩＣＴによるデータ利
用も活発であり、先進林業国
と同じ仕組みを日本も取り入
れる必要がある。

日本は森林の割合が68.5％と高いが、木材自給率36.6％、林業生産額
2,262億円でGDP0.04％と低い。フィンランドとスウェーデン、ニュージラン
ド、ドイツの林業GDPは3～6％と100倍の開きがある。原因の一つは森
林情報のデジタル化の遅れとオープンデータによる情報共有の仕組み
がないことである。民有林と国有林の森林管理が縦割り行政のもと、森
林情報が分断されており、予算が少ないためデータ更新も進んでいな
い。森林林業は資本力が弱いため補助金制度に縛られ産業イノベー
ションも弱い。
提供する森林情報は、森林計画図の林班、小班の所有者境界、林道な
どの空間情報と森林調査簿の属性情報である。画像情報は、航空レー
ザや人工衛星、標高や傾斜などの地形情報である。データ更新はドロー
ン等による空撮データ、画像解析から樹種や本数の単木情報を追加す
る。間伐や伐採、造林の検査業務にも空撮技術を活用し、現場負担を軽
減して、データ更新に活用する。
経済的又は社会的な効果
・森林情報のデータ整備の予算の重複がなくなり経費が削減できる。
・幅広い分野に森林資源の価値が広がり、資金流入が促され、資産価
値が向上する。
・流域一帯の森林を総合管理できることから、小面積で分散する施業地
の制限や制約から解消され、思い切った森林管理や木材生産が可能と
なる。
・森林所有者と管理者、伐採する林業事業体、川下の製材工場やハウ
スメーカーと情報共有が可能になることから、伐採から製品納入までの
高い生産性を支えるサプライチェーンの基盤が構築できる。
・森林情報の活用から新技術が開発され、ベンチャーが育ち、林業イノ
ベーションがおきる。

個人 農林水産省

　国有林の森林情報については、各種図面は各森林管理局のサイトで公開するととも
に、林小班ごとの資源情報を国土数値情報
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A45.html　G空間情報センターにお
いても公開。）において汎用性のあるデータ形式でオープンデータ化しており、誰でもダ
ウンロード可能となっております。
　また、民有林の森林情報については、森林法第５条に基づく地域森林計画の樹立に
必要な資料として、都道府県が自治事務により、森林簿・森林計画図などを作成してい
るところです。
　これらの資料についても、R2.3現在で27都道府県でWEB上で公開しており（二次利用
できない形式も含む）、オープンデータ化が進んでいるところです。なお、WEB上で公開
していない都道府県においても、民間企業等からの申出に応じて情報提供がなされて
いるところです。

森林法
現行制度
下で対応可
能

　国有林については、オープンデータ化を通じたデータ共有がさらに進むよう一層の周
知に努めます。
　また、都道府県で管理する民有林情報については、官民データ活用推進基本法に基
づくオープンデータ基本方針を踏まえ、都道府県への働きかけを行い、オープンデータ
化を通じたデータ共有の進展を期待します。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

299 令和2年12月4日 令和3年1月14日 国有林の民営化

森林管理や林業技術で民有
林の模範となるように国有林
の民営化を行う。内閣府や農
林水産省が進める「農林水産
業の成長産業化」に向けて、
国有林の役割は重要である。
国有林は国土の20％、森林
の約３割を占め、戦後植栽さ
れた人工林が収穫期を迎えて
おり、豊富な森林資源と技術
力を有効活用して、民有林を
先導する役割がある。一方、
森林管理業務は縦割り行政
になっており、自治体と森林
組合の民有林管理と国有林
の森林管理署は別々であり、
互いの森林情報は空白のた
め、情報を得ることや立入りも
制約されており、流域管理や
森林全体の一体管理ができ
ない。若手職員の士気に負の
影響を与えている。

日本林業は森林の割合（森林率）が68.5％と高いが、木材自給率
36.6％、林業生産額2,262億円でGDP0.04％と低い。フィンランドとス
ウェーデン、ニュージランドの林業GDPは3～6％と日本と100倍の開きが
ある。原因を調べると、林業先進国は1990年代に国有林が民営化され、
すべての森林情報は誰でも利用でき、技術開発と林業生産性の向上に
取組み、林業生産の国内拠点になっていることである。一方、日本の国
有林はビジネス視点より、地域振興で長年の慣行や組織の決まり、前例
踏襲、林業外郭団体（指定調査機関）との繋がり等、若手職員が新しい
ことにチャレンジすることが難しい職場環境にある。また、国有林も労働
力が減少する中で、生産性向上や利益に貢献した給与体系でないた
め、改革意欲のある30代～40代の退職や人材流出も課題となっている。
経済的又は社会的な効果
・国有林が新技術を積極的に導入し、ビジネス視点での林業経営を行う
ことで、優秀な人材や意識の高い若手や女性が入庁し、職場の士気が
高まる。様々な分野で新技術が開発され、ベンチャーが育ち、イノベー
ションがおきる。
・国有林が民営化されれば、森林情報をオープンデータ化して、誰もがイ
ンターネットから利用、ダウンロードできるようにすることで、国民の理解
が進む。
・成熟した人工林資源を、高い生産性をもつ林業事業体と新規の請負契
約することで、収益を上げて、職員の給与に反映させることで、生活面に
おいても魅力ある職場になる。
・生産性の向上と省力化に向けてレーザ計測やドローンによるスマート
林業を推進していき、民有林の模範となる。

個人 農林水産省

　国有林野は、国土保全上重要な奥地脊梁山地や水源地域に広く分布するとともに、
人工林や原生的な天然林等の多様な生態系を有するなど、国民生活に重要な役割を
果たしており、さらに、民有林への指導やサポートなど我が国の森林・林業再生に貢献
するよう、「国民の森林」として国が責任を持って一体的に管理経営する必要があると
されています。
　このため、森林及び林業をめぐる情勢や一般会計への移行等を踏まえ、公益重視の
管理経営を一層推進する中で、組織・技術力・資源を活用し、林業の成長産業化や、
国土保全・生物多様性保全等の公益的機能の発揮など、森林・林業施策全体の推進
に貢献する役割を積極的に果たすこととしています。（平成28年５月閣議決定　森林・
林業基本計画より）

　国有林の森林情報については、各種図面は各森林管理局のサイトで公開するととも
に、林小班ごとの資源情報を国土数値情報のサイト
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A45.html　G空間情報センターにお
いても公開。）において汎用性のあるデータ形式でオープンデータ化しており、誰でもダ
ウンロード可能となっております。
　また、伐採・造林等の作業は既に100％民間事業者に委託して実施している中で、森
林の調査等にドローン等の新技術を活用するとともに、都道府県や市町村と連携して
地域全体への新技術の浸透を図るなど、民有林の技術力の向上に向けた支援の取組
を進めているところです。

国有林野の管理
経営に関する法律

現行制度
下で対応可
能

　制度の現状欄にもございますとおり、引き続き「国民の森林」として国が責任を持って
管理経営を行うとともに、オープンデータ化を通じたデータ共有がさらに進むよう一層
の周知に努めます。
　なお、ドローン等の新技術の活用に当たっては、若手職員が中心となって取り組んで
いるところですが、今後も若手職員の意欲的な取組等が進むよう取り組む考えです。

300 令和2年12月4日 令和3年6月16日
医療機器の承認
申請書の開示請
求業務について

弊社では、医療機器を製造し
ており、その承認にあたって
提出した承認申請書の行政
文書の開示請求に関する開
示作業をすすめるにあたっ
て、厚労省医薬・生活衛生局
総務課の方とやりとりをしてお
ります。現在そのやりとりを
FAXや郵送で行っています
が、メールでのやりとりにする
ことを提案します。

弊社が承認申請を行った医療機器の承認申請書は、承認後に行政文
書の開示請求の対象となるため、厚労省が開示請求を受けたら、厚労
省と弊社で開示範囲についてやりとりを行います。そのやり取りを行う手
段として、FAXや郵送を使っております。５、６年前に、メールでのやり取
りをしたいと担当の方にお伝えしましたが、メールでのやり取りは不確実
なので、受け付けられませんと拒否されました。今時、FAXを使ってのや
り取りは非常に不便です。ちなみに、そのやり取りで捺印は使っておら
ず、メールでのやり取りは問題ないと思われます。
厚労省からの第一報がFAXで届いてから、1週間（実働5日）以内に弊社
開示案の提出が求められますが、その元になる厚労省の開示案が郵送
で届くまでに2日かかり、実質3日で弊社開示案を作成しなければなら
ず、毎回開示請求が届くと焦ります。郵送ではなくメールで届けば、5日
間で開示案を作成すればよく、かなり余裕ができます。
メールでやり取りができるようにご検討をお願いいたします。

澁谷工業
株式会社

厚生労働省

１　第三者意見照会における開示文書案の調整方法について
　情報公開法第13条第１項に規定する第三者に対する任意的意見聴取の方法につい
ては、特段定められておりませんが、対象となる主な文書が承認申請書類といった機
密性の高い文書ですので、セキュリティリスクを低減させる観点から、原則郵送による
対応をお願いしているところですが、状況に応じてメール等によるやりとりも行っており
ます。

２　意見書の提出期限について
　意見書の提出期限については、目安として照会日から５営業日後を設定しているとこ
ろですが、作業量等に応じて個別にご相談いただくことで、期限の延長も行っておりま
す。

行政機関の保有
する情報の開示に
関する法律第13条
第１項

対応 制度の現状欄に記載のとおり、個別事案に応じて対応しています。

301 令和2年12月4日 令和3年1月14日
農地利用状況調
査におけるデジタ
ル情報の活用

　農地法で定められている農
地利用状況調査は、農業委
員会が年に１回、所管する農
地を調査することとされてい
る。
現在、当農業委員会では、紙
媒体の地図を、農地利用最適
化推進委員（平成30年7月32
名設置）に配布し、農地の利
用状況を調査、写真の撮影と
地図の色分け、月一度の報告
を行っている。
　農地の地図情報のデジタル
化を図り、タブレット端末を用
いた調査の効率化を図りた
い。

　農地利用状況調査における地図情報のデジタル化と、タブレット端末
等を用いた調査効率の向上を検討しているが、福島県及び一般社団法
人福島県農業会議では、タブレット端末の導入（リースや購入）のほか、
地図情報を用いたシステムの導入は、既存の農地情報公開システムと
のすみ分けが困難であるとして、補助金の交付が認められていない。
　次年度において、任期を３年とする農地利用最適化推進委員の第17
期を委嘱するにあたり、改めて地図情報の印刷やカメラなど現地調査用
の資材の購入が必要となることから、補助金のメニューにデジタル化の
推進とタブレット端末等の活用をお認めいただきたい。
地図情報の印刷　300万円の削減
カメラなど現地調査資材　150万円の削減
農地利用状況調査の効率化及び時間の短縮
　これに付随し、農水省が進めているデジタル地図の開発と、農地情報
公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発を急いで
いただきたい。

個人 農林水産省

　利用状況調査については、調査計画策定費や現地調査旅費等を補助するため、農
業委員会からの申請を受け、機構集積支援事業で予算を措置しています。
　デジタル地図については、「「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検
討会」において、関係機関が有する農地に関する情報を地図上で紐付け、一元的に管
理するデジタル地図の活用についての検討結果を令和２年３月に取りまとめ、その結
果を受け、デジタル地図を活用して農地台帳や水田台帳等の農地の現場情報を統合
し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林
水産省地理情報共通管理システム」の開発に向けた検討を進めているところです。
　また、農地情報公開システムについては、農林水産省地理情報共通管理システムと
連携するために関係省庁等との必要な調整を行っているところです。

なし 対応

　農業委員会が行う現地調査については、情報収集のスピードアップを図り、得られた
情報を関係機関と速やかに共有できるようにするため、当省としてもデジタル化を進め
ることが必要と考えております。
　そのため、令和３年度概算要求でタブレットの導入経費について計上を行ったところ
です。
　また、まずは農地情報公開システムへの移行を推進していただくとともに、農林水産
省地理情報共通管理システムの開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査
に対応したシステムの開発については、令和４年からの一部運用を目指し、12月15日
に閣議決定した令和２年度第３次補正予算案に計上しているところです。

302 令和2年12月4日 令和3年4月16日

復興庁に提出す
る月報報告の押
印箇所が多すぎ
る

国立大の臨時職員に義務付
けらている月報の押印箇所を
減らす。これまでは毎日の業
務全てに押印していたのを、
月に一度「以上の業務内容を
行った」の欄に１つ押印するよ
うにする。

国立大で復興庁予算で臨時職員をしています。毎月の月報報告１枚に
つき４０箇所以上押印が必要です。形骸化した押印作業のために時間を
かなりロスしています。在宅ワークが許された際も押印のために出勤せ
ざるおえませんでした。エクセルで入力したものを印刷しているのに一日
単位で押印するのはナンセンスだと思います。私はADHDがあるため、
押印の際、滲んだりかすれたり、押す場所を間違えることが多くありま
す。その都度印刷からやり直しすことになります。。形式的な報告書を作
るために半日以上かかることもあり、時間と資源を無駄にしています。私
だけではなく、管理者も時間や労力を消費しています。在宅ワークの際
はほぼ同じ内容で別の書式の報告書も出すように言われ、作業量が倍
になりました。手書きで毎日作る報告書なら押印も毎日あってしかるべき
ですが、実際は月に一度プリントするわけなので、「一日ごとに押印した
体裁」不要なはずです。

個人
復興庁

文部科学省
- -

【復興庁】
事実誤認

【文部科学
省】
対応

復興庁においては、ご提案理由に記載のある月報の提出を求めている事実は確認で
きませんでした。
文部科学省としては、大学内における必要不可欠ではない押印の廃止を要請してまい
ります。

303 令和2年12月4日 令和3年8月18日 保育園を学校に。

保育園は厚労省、学校は文
科省、同じ教育子育てなのに
所管が違うのはおかしいと思
います。これこそ縦割りの弊
害だと思います。

保育園を学校（ほぼ義務化）とすれば、待機児童はなくなるし、保育士を
保育教諭とすれば待遇改善となります。3歳以上は無償化しているので
問題ないだろうと思います。保育要領もあり、学習指導要領と同じ物が
あるので、一定した教育ができます。学校化すれば、子供を安心して預
けられ、女性の社会進出が進み、子育て世代が安心して暮らしやすい
世の中になると期待しています。

個人
厚生労働省
文部科学省

内閣府

我が国の義務教育制度は、学齢（６～１５歳）の子を持つ保護者に就学義務を課すとと
もに、保護者がその義務を履行できるよう、市町村に小中学校の設置義務を課すもの
です。
一方で、幼児教育段階については、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭での教育など
多岐にわたり、また現状の幼稚園、保育所の多くが私立であるなど、小中学校段階と
は異なる実態があります。

学校教育法
児童福祉法
就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律

対応不可

幼児教育・保育の義務化については、幼児を就学させる義務を保護者に課すことをど
う考えるのか、幼稚園・保育所・認定こども園は私立が大部分を占める現状をどう考え
るかなど、学校教育制度全体の在り方に関わるものであり、また、国民の幅広い理解
を必要とするものであることから、慎重な検討を要する課題であると考えます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

304 令和2年12月4日 令和3年1月14日 公務員出勤簿
公務員の出勤簿をマイナン
バーで管理するべき。

公務員の出勤簿は、人事院規則により押印が必要となっているが、テレ
ワーク等の普及により、意味を持たないものとなっており、改善を図るべ
き。また、現在、公務員はマイナンバーを身分証にしているので、これで
管理するべき。

個人
人事院

内閣官房

職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うことと
なっており、出勤簿に押印することは必須とはしておりません。その上で、定時までに
出勤したことを証明する具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用
することとされております。

・給実甲第576号
第2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

306 令和2年12月4日 令和3年1月14日
定年退職後の公
務員の短時間勤
務について

定年退職後の短時間勤務希
望者を全員雇用する。身分は
公務員ではなく、別途雇用契
約を結ぶものとし、兼業を認
める。(労働条件の設定はフ
ルタイム勤務者に準ずるもの
とし、不利にならないように配
慮すること。)

定年退職後の再雇用制度について、民間企業には希望する人は65歳ま
で雇用することを義務付けている。公務員は再雇用にあたりフルタイム
勤務と短時間勤務の２つの選択肢が設けてあり、フルタイムは全員雇用
である一方、短時間勤務希望者は「雇用されないこともある」としている。
実際、短時間勤務希望者が雇用されなかった例はあまたあり、その場合
は無年金者として放り出されている。これは再雇用制度の本来の趣旨ー
定年退職後に無年金者を出さないようにして65歳の年金支給までをつな
ぐーに反している。
国家公務員に準じて地方公務員の制度が各都道府県単位で決められ
ているが、定年退職後の短時間勤務希望者の扱いが都道府県によって
大きく異なり、短時間勤務希望者が極端に少ない県がある。(教員の
例:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/__icsFiles/afieldfile/201
3/02/19/1331020_02.pdf)極端に短時間勤務希望者が少ない県は雇用
調節弁として扱われており、短時間勤務を希望する労働者の権利が侵
害されている。政府は段階的な定年延長を示しているが、それまでの
間、この無年金者問題が放置されるのはどう考えてもおかしい。
また、短時間勤務者はフルタイム勤務者の給与のほぼ半分(約14万円)
になるにも関わらず、公務員という身分のため兼業が禁止される。これ
では生活が成り立たない。大至急、対策を講じられたい。(なお、管理職
に「これはおかしいのではないか」と問うたところ、「そうなんだ、法整備
が遅れている」との返答だった。)

個人 総務省

　地方公務員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当
たっては全力を挙げて専念することが求められています。これは、再任用職員であって
も同様であることから、引き続き、地方公共団体の人事行政に関する根本基準を定め
た地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４等に規定する再任用制度に基づ
き、地方公務員として任用する必要があると考えます。
　再任用制度の運用に関しては、「地方公務員の雇用と年金の接続について」（平成25
年３月29日付け総務副大臣通知。以下「副大臣通知」という。）において、地方公務員
の雇用と年金を確実に接続する観点から、任命権者に対し、当該職員が年金支給開
始年齢に達するまで、原則、常時勤務を要する職（フルタイム職）に当該職員を再任用
することを要請するとともに、職員の年齢別構成の適正化を図る観点や、職員の個別
の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、短時間勤務の職に再任用するこ
とができる旨をお示ししているところです。
　なお、地方公務員の任用は、能力実証に基づいて行わなければならないため（地方
公務員法第15条）、希望者が当然に再任用されるものではありません。
　 また、再任用職員は、短時間勤務職員を含めて定年前の職員と同様の本格的な職
務に従事することから、地方公務員法第38条に基づく営利企業への従事制限等の服
務に関する規定も同様に適用 されます。
　ただし、再任用短時間勤務職員に対する営利企業への従事等の制限の運用につい
ては、副大臣通知において、公務に支障を来したり、公務の信用を失墜させたりするな
どのおそれがないよう十分留意しつつ、再任用短時間勤務職員の勤務形態等を勘案
して必要に応じ弾力的な運用を行うことが可能である旨をお示ししているところです。 
　地方公務員の再任用や再任用職員の営利企業への従事等の許可については、こう
した副大臣通知における要請の趣旨・内容も踏まえつつ、各任命権者が地域の実情に
応じ適切に対応すべきものであると考えます。

地方公務員法第
28条の４、第28条
の５、第28条の６、
第35条、第38条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

309 令和2年12月4日 令和3年1月14日
公募制度の抜本
改善

１．公募手続きに関する透明
性・客観性向上
　事実上出来レースとの指摘
がある手続きを改め、真に有
意な人材を選出するプロセス
とする（現状では数だけ増や
しても意味がない）
　このため公募ポストに対し、
各省人事当局から特定職員
への口ききを禁止し、評価者
に政務を加える、評価者の公
表や評価結果の大臣への説
明等、アカウンタビリティの高
いプロセスとする。

２．内閣官房・内閣府ポストの
定員振替
　特に内閣官房・内閣府のポ
ストは、各省指定席とならない
よう、総理・官房長官の指示
の下、内閣官房・内閣府側に
定員を確保し、出身省庁にか
かわらず意欲と能力が高い人
物を選定できるようにする。

　意欲能力の高い人材の登用には、本当の意味で、そうした人物を選出
できる公募プロセスが不可欠。
　また、縦割りの打破には、引き続き、内閣官房・内閣府のリーダーシッ
プが重要であり、各省や民間から真に有意な人物を集め、各省のしがら
みを排した行政に取り組める環境を整備することが重要だが、現実に
は、内閣官房・内閣府の主要幹部ポストは出身省庁が固定化されてい
るポストが多く、派遣された職員も出身省庁にマイナスとなる政策には取
り組みにくい。

個人
内閣官房
人事院
内閣府

【１．について】
国家公務員の公募については、国家公務員法において、採用昇任等基本方針に職員
の公募に関する指針を定めるものとするとされており、本方針には、求める人材像をあ
らかじめ明らかにするよう努めるとともに、職務の特殊性等を踏まえつつ、採用する官
職、当該官職に求められる専門的知識・技術等を明らかにして公募を行うことを原則と
しております。
なお、幹部職員及び管理職員の公募については、「経済財政運営と改革の基本方針
2020」において、国家公務員制度改革基本法にのっとり、能力・実績主義の人事管理
を徹底し、適材適所の人材配置を図るため、官民公募に重点を置いた公募の推進や
十分な応募が得られるための環境整備等に引き続き着実に取り組むこととしていま
す。

【２．について】
職員の昇任及び転任（職員の幹部職への任命に該当するものを除く。）は、国家公務
員法に基づき、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属す
る職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする
官職についての適性を有すると認められる者の中から行うこととされており、これに則
り実施しております。
また、中央省庁等改革基本法では、内閣官房は、基本的に内閣総理大臣により直接
選任された者によって運営されるべきものとし、このため、行政組織の内外から人材を
機動的に登用することができるよう、必要な措置を講ずるものとするとされていること、
及び、内閣府の内部部局には、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合
調整を行うため、必要に応じ、広く行政組織の内外から人材を登用するものとするとさ
れており、これに則り人材登用等を行っております。

【１．について】
国家公務員法第
54条第2項第6号
国家公務員制度
改革基本法

【２．について】
国家公務員法第
58条
中央省庁等改革
基本法第９条第１
項及び第12条第２
項

【１．につい
て】
その他

【２．につい
て】
対応

【１．について】
引き続き「採用昇任等基本方針」に基づき、多様かつ専門的な能力及び経験を有する
人材を登用するために選考採用を活用する際は、公募を行ってまいります。
また、幹部職員及び管理職員への公募についても、「経済財政運営と改革の基本方針
2020」に基づき、引き続き着実に取り組んでまいります。

【２．について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

310 令和2年12月4日 令和3年1月14日
一括承り窓口を設
置する

各種相談窓口が分からなく、
どこに相談すればよいのかわ
からない場合が多々ある為、
内閣府に総合案内窓口を設
置、そこで受け付け各省庁お
よび部署に振ってもらう体制
を作っていただきたい

総合病院では『総合診療科』という科があり、初診患者で、どこにかかれ
ばよいのかわからない場合、そこで受診してもらいそこで最適な科に
振ってもらえるようになっています。
行政も、例えば（学校の問題でもすべてが文部科学省でなく問題によっ
ては総務省であったり厚生労働省であったり、国ではなく自治体です）
と、不明確であり、また省庁の人間もうちではないけど何処かわからない
と、平気で放棄するケースが数多くあります。それをなくすために、少なく
とも相談者が駆けずり回ることのないようにできる、総合責任案内窓口
の設置をしていただきたいです。
またその窓口に各省庁の人間が数か月単位で出向という形で直接国民
の声を聴けるように、配置することも併せて提案します。出向者は例え
ば、昇進時に義務付けるなどすると、ほぼ全職員が当たることになり、他
の省庁の仕事内容が垣間見られ、また省庁間のコミュニケーションの場
になると思います。

個人
内閣府
総務省

総務省において、行政相談窓口が設置されており、国の行政全般について苦情や意
見・要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から関係行政機関に必要なあっせ
んを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営
の改善を図っております。また、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分から
ない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、
有効に対処しております。

なし その他 制度の現状欄に記載の通りです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

311 令和2年12月4日 令和3年9月10日
国民年金保険料
の徴収について

厚労省で国民年金保険料の
徴収がきちんと出来ないので
あれば
財務省が税金として納めるよ
うにすれば良いと思います。
少しは老後の暮らしが安心で
きるのかと思います。今のま
まで進めていくのであれば脱
税者と同じようにしてほしいで
す。支払わない人が困ると最
終的には生活保護に逃げる
のでずるいです。

国民年金保険料の納付率が悪く老後貰える年金が少なくなっています。
今の老後は明日が見えない人が多数いると感じます。ある程度の年金
が頂けるようにならば安心してお金を使い消費も増えると思います。今
のままで進めていくのであれば脱税者と同じように徴収してほしいです。
支払わない人は法律でさばいてほしいです。
結局支払わない人が困ると最終的には生活保護に逃げると思いますの
でずるいです。税金、年金を支払っている人が損をする社会では良くな
いと思います。
また、生活保護ですが給付を受けている健常者は仕事が見つかるまで
市町村などの手伝い（例えば公共施設、公園や路肩の清掃、草むしりな
ど他にも何か役立つこと）をしてもらう仕組みにすればその手伝いに使っ
ている税金を他に回せるし、働く練習になると思います。この制度を使っ
て朝から酒を飲み遊んでいる人が多数います。上記のような手伝いなら
老人でも出来ますし程よい運動は健康にも良いので医療費も減ると思
います。

個人
財務省

厚生労働省

【国民年金法】
　国民年金保険料の未納者が増加し、納付率が低迷することは、
①　国民年金保険料の納付が国民の義務とされている中で、保険料を納めている方と
納めていない方との公平性の問題や、年金制度への信頼性の問題があるとともに、
②　低年金・無年金となる方の増加など、年金受給権の確保の問題、
があると考えています。

【生活保護法】
生活保護制度は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるも
のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるもので
す。

国民年金法第88
条、第95条、第96
条及び第109条の
５

生活保護法

【国民年金
法】
事実誤認

【生活保護
法】
対応不可

【国民年金法】
納付率は、近年、改善傾向にありますが、更なる納付率の向上に向けて、
①　公的年金制度の周知・教育や広報を一層推進するとともに、
②　口座振替やコンビニエンスストアでの納付、クレジットカード納付など、納めやすい
環境の整備を進めていくほか、
③　十分な所得がありながら、度重なる納付督励に応じず、保険料を納めていただけな
い方に対して、差押までに至る強制徴収の対象を拡大し、平成３０年度から「控除後所
得３００万円以上かつ未納月数７月以上」のすべての滞納者に督促を実施する
こととしており、今後とも収納対策に引き続きしっかり取り組んでいきます。
なお、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によって滞納処分をするほか、国民年金法
第１０９条の５の規定に基づき、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認め
るときは、滞納処分の権限を財務大臣（国税庁）に委任しています。

【生活保護法】
生活保護制度は、本人の自立助長をその目的としており、保護の実施機関において
は、本人の自立に資するよう、就労支援として、就労に向け一定の準備が必要な方へ
の日常生活習慣の改善等の支援や就労支援員による就労に関する相談・助言等の支
援を行っているところであり、画一的な仕組みとすることは憲法上職業選択の自由があ
ることからも適切ではないと考えています。

313 令和2年12月18日 令和3年1月27日

誘導灯の交換
は、軽微な工事な
のに手続きが複
雑すぎる

誘導灯は、主に2種類あり防
火扉と連動していて音声とフ
ラッシュのある分　それ以外に
単に光り続けるだけの物の2
種類ですが、光り続けて停電
時にバッテリーで光る単体の
誘導灯の交換に関して写真だ
け提出すれば良い事にすれ
ば　日本中の古い誘導灯は、
姿を消すのではないでしょう
か　古い誘導灯は、蛍光灯を
光らすための安定器が劣化し
火災の原因にもなり危険です
し蛍光灯は水銀が含まれてい
るので安易に捨てる事ができ
ません

私は電気工事士と消防設備士　甲４類をもって誘導灯の交換をしまし
た。しかも　単に光っているだけのものですが、交換は、ネットで調べれ
ば昔の20型は、現在ではこの大きさと簡単に分かる上に　交換作業も照
明の交換と全く変わらない難易度です。
しかし　書類が
1．消防用設備等設置届出書
2．工事の場所の地域地図
3．別記様式１　防火対象物　製造所の概要表
4．別紙様式台17　誘導灯及び誘導標識試験結果報告書
2枚組
5．別紙様式第28　配線の試験結果報告書
2枚組
6．任意かもしれないが　製品の配線図
7．建物の平面図　どこに設置したか
8．施工前　施工後の写真
配線の絶縁抵抗など活線で出来ないし　活線で漏電を見るには漏電テ
スターで測れるがそもそも最初の設置時の値で十分　とにかくこのあたり
の書類を見てください　まったく意味不明です。　電気工事士の免許が
あって交換前　交換後の写真だけで十分伝わるはずです。　だから　40
年も前の誘導灯が今日に至って使い続けられているのです。たまに査
察もするのだから光るだけの誘導灯は、届出書なしでも十分かもしれま
せん　しかし　消防署は、市の管轄なので国としては、写真だけで交換し
てもよい今年にしなさいと指導してほしい　　そもそも消防設備に誘導灯
があるのですか　甲4の試験には、まったく出ません
これと同様で　コロナで天井に換気扇を付けるた時　差動スポット感知器
を1メートルずらした時も軽微な工事のわりに消防署へ３回通い　山の様
な書類が必要でした。　電線は４本しかないのに　

個人 総務省

消防法で設置が義務付けられる消防用設備等を一定の用途及び規模の防火対象物に設置（交
換を含みます。以下同じ。）したときは、その旨を消防署等に届け出て、当該消防用設備等が設
置の段階から有効にその機能を発揮できるよう消防法で定める技術基準に従って設置されてい
るかどうかを消防機関が確認することとされています。消防用設備等のうち、簡易消火用具等に
ついては、消防機関が設置時に検査をしなければならないほど複雑なものではないことから、届
出及び検査の対象とされていませんが、誘導灯については、設置の段階から有効にその機能を
発揮できるよう消防法で定める技術基準に従って設置されているかどうかを消防機関が確認する
べき消防用設備等の一つとされています。

消防機関に対する届出については、消防用設備等設置届出書のほか、当該消防用設備等が消
防法で定める技術基準に適合するものであることを確認するため、添付書類として、「当該消防
用設備等に関する図書」及び「当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書」を提出することと
されています。このうち、「当該消防用設備等に関する図書」については、運用通知（平成９年12
月5日付消防予第192号）において、「設計書、仕様書、計算書、系統図、配管・配置図、平面図、
立面図、断面図等」と示しているところですが、建築時の手続き等において既に消防機関におい
て保有している図書については、変更部分に係る図書の差し替え又は不足図書の追加をもって
足りることとしています。また、変更部分に係る図書の差し替え又は不足図書の追加を行う場合
の平面図、立面図、断面図等については、同一の防火対象物において同一時期に提出される複
数の設置届出がある場合は、位置書の届出に代表して添付することにより、個々の届出書への
添付を省略できるものとしています。
これら以外の書類については、各市町村が独自で定める条例や各消防機関の独自の運用にお
いて、追加で提出を求めている場合があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び行政サービス等におけるデジタル化の推進の
ため、消防法令に規定される押印を廃止し、①各種届出等については電子メール等により提出す
ることが可能になったこと、②電子メール等による申請等を行う場合において複数の申請で共通
する添付ファイルについては重複して提出を求めないようにすることが適当であることを、都道府
県及び消防機関に通知しています。（「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直
し及び手続のオンライン化について（通知）」（令和２年12月25日付け消防総第812号））

消防法第17条の３の
２
消防法施行令第35
条
消防法施行規則第
31条の３
消防用設備等試験
結果報告書の様式を
定める件（平成元年
十二月一日付け消
防庁告示第４号）
「消防用設備等に係
る届出等に関する運
用について」（平成９
年12月５日付け消防
予第192号）
「消防用設備等に係
る執務資料の送付に
ついて」(平成10年５
月１日付け消防予第
67号)
「消防関係法令に基
づく書面規制、押
印、対面規制の見直
し及び手続のオンラ
イン化について（通
知）」（令和２年12月
25日付け消防総第
812号）

検討を予定

交換前及び交換後の写真だけの提出では、電気工事士の免許があったとしても、誘導
灯の作動状況（適切な輝度が確保されているか等）の確認や配線の安全性（必要な絶
縁抵抗が確保されているか等）の確認ができないと考えますが、設計書、仕様書、計算
書、配置図、平面図、立面図、断面図等については、変更部分に係る図書の差し替え
又は不足図書の追加を持って足りる等の省略が可能となっています。
なお、消防庁においては、引き続き、消防法令に基づく届出書類については、合理化に
ついて必要な検討を行ってまいります。また、各市町村が独自で定める条例や各消防
機関の独自の運用において求めている書類についても、合理的な運用を検討していく
よう、引き続き、必要な働きかけを行ってまいります。

314 令和2年12月18日 令和3年8月18日
自殺予防対策電
話相談窓口の一
本化について

自殺対策の電話相談窓口の
電話番号を、#〇〇○のように
短く、簡単にする事で電話し
やすいようにする。
または、時間帯、曜日で分け
るのではなく、一つの電話番
号にする。

最近、芸能人の自殺が続いていて、とても不安になる事がある。
SNSでもTVでも、訃報の後に自殺予防相談窓口が紹介されるが、時間
帯や毎月10日にはここへなど、電話番号がいくつもある上に覚えにくい
なと感じた。
自分が本当に悩んでいるときや、ふと死にたい衝動に駆られたとき、こ
の電話番号では覚えにくく、調べる気力も無いのではないかと思った。
#189のように、覚えやすく、かけやすいものにすれば、衝動に駆られたと
きに助ける事も出来るのではないかと思う。日々死にたい、消えたいけ
どどうしたら良いかわからないと悶々としている場合のために他の電話
番号も残しておいてもいいかと思うが、突然、何の前触れもなく死のうか
なって思った時に、ふと思い留まれるような番号があって欲しいと思う。
周りの人間がおかしいと感じて電話をするのにも覚えやすいのではと思
います。
人手不足や法人との連携などで困難かとも思いますが、悲しむ人が1人
でも少なくなるように、衝動で自殺する人が1人でも減りますように対策を
お願いしたいと思います。

個人 厚生労働省

自殺対策の電話相談窓口については、平成20年9月10日より、都道府県・政令指定都
市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の連絡
先として「こころの健康相談統一ダイヤル（0570-064-556）」を設置し、全国どこからでも
「こころの健康相談統一ダイヤル（0570-064-556）」に電話すれば、電話をかけた所在
地の公的な相談機関に接続される仕組みを構築しています。

なし 対応
公的な自殺対策の電話相談窓口は、全国共通の電話番号として「こころの健康相談統
一ダイヤル（0570-064-556）」の運用を行っており、引き続き、悩みを抱えた国民の方
が相談できるように当該ダイヤルの周知に努めてまいります。

315 令和2年12月18日 令和3年1月27日

税務官へのメー
ルアドレスの付与
（外部との連絡
用）

税務官へのメールアドレスの
付与（外部との連絡用）

私は会社員ですが、数年に一度税務監査を受けております。
質問をされて後日回答になる場合、回答は書面でFAXを送るように指示
されます。
担当税務官への連絡はいつも電話を使用してのやり取りになります。
業務の効率化、及びやりとりの記録方法を簡潔にするためにも外部とや
り取りできるメールアドレスを税務官に付与してくださいませんでしょう
か。

個人 財務省

　税務調査は、多くの場合、税務職員が納税者（法人等）の管理・支配する場所（事務
所等）等に臨場して実施していますが、税務調査を開始する前の調査開始日時・場所
等の事前通知や臨場後の追加資料の提出依頼等のために納税者（法人等）に連絡す
る際には、電話等により行うこととしています。
　また、調査に関係する資料を提出していただく際には、郵送によるほか、ＦＡＸを利用
することもあります。

国税通則法第１２
７条

検討に着
手

　国税の職場では、納税者の皆様の機微な情報を大量に取り扱っており、情報流出等
に細心の注意を払っているところです。インターネットメールの利用については、誤送信
などにより情報流出リスクが高いことから、納税者の皆様の機微な情報の取り扱いを
制限しておりますことをご理解いただきますようお願いいたします。
　なお、納税者の皆様の利便性向上のため、インターネットを利用したメール以外の安
全な方法について既に検討を進めており、早ければ令和３年度中の利用開始を目指し
ております。利用可能となりましたら、皆様にお知らせしたいと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

316 令和2年12月18日 令和3年1月27日
行政の年度の区
切りと予算

年度ごとに予算を決めるのは
当然の事ですが、各自治体の
各部署が３月末に向けて予算
を使い切らなければ次の年の
予算が削減される風習で、無
駄遣いや、建設工事の工期圧
迫等、古いしきたりがたくさん
残っています。
特に建設工事は年度末に作
業員が不足し、下請は元請に
休日出勤を強要され、事故も
多く働き方改革と逆行してい
るのが現状です。
民間工事も同じく年度末に売
上計上が高い企業が良いとさ
れ繁忙期になります。コンスタ
ントに売上が安定した企業の
方が優良だと思いますが、金
額や規模に応じて適正工期を
法的にしばる事は出来ないも
のでしょうか。

建設業に携わる人口比率も少なくは無い為、土曜日が休日となれば消
費も拡大されると思います。
何よりも日本の物作りの１つである建築関係の若い職人は、休日が少な
い業種に魅力を感じません。

個人
国土交通省
農林水産省

番号45の回答を参照してください。

317 令和2年12月18日 令和3年1月27日

地方公務員の
ボーナス額の人
事院勧告との連
動を止めて頂きた
い

現在、地方公務員のボーナス
は地方の人事委員会で決め
られているが、国の人事院勧
告のボーナス月数に連動させ
ているところがほとんどであ
り、地方の民間給与に比べて
高額を払い過ぎているため、
勧告と連動させることを止め
て欲しい。

地方公共団体の財政は少子高齢化の影響もあり、年々悪化していま
す。また、地方本社の民間企業はどこも年々給与が減っています。その
ような中でも、地方経済を反映させない地方公務員の給与は、国の人事
院勧告に合わせて増加しています。人口数万人の財政基盤が弱小自治
体においてさえ、現行年間4.5ヶ月分ものボーナスを得ています。地方企
業の実態から大きく乖離しており、地方においては公務員が貴族化して
います。地方分権と叫んでいるからには、自治体職員の給与も地方企
業レベルに合わせるべきであり、それを担保する制度導入を国に求めま
す。（総務省をなんとかしてください）

個人 総務省

   地方公務員の給与は、地方公務員法の趣旨を踏まえ、地域民間給与の水準と均衡
させることを基本に行われる人事委員会による勧告等に基づき、それぞれの地方公共
団体における議会で十分に議論の上、条例で定められるものです。

地方公務員法第
14条、第24条第１
項、２項及び５項

現行制度
下で対応可
能

　 総務省としては、人事委員会において、人事委員会機能を発揮し、地域の民間給与
を的確に反映させる観点から、公民較差の精確な算定、公民比較の勧告への適切な
反映、勧告内容等に対する説明責任の徹底などの取組を行うよう併せて助言しており
ます。
　 また、各地方公共団体においては、人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏
まえつつ、地域における民間給与等の状況を勘案して適切に対処するよう助言してお
ります。

318 令和2年12月18日 令和3年1月27日
厚労省の電子セ
キュリティー規定
の不合理の改善

厚労省は過去に情報漏えい
問題を繰り返しておりますが、
そこで医療情報システム等に
関して、勝手なガイドラインを
作って「セキュリティーを強化
した」気になっているようで
す。これが、実際は、情報を雁
字搦めにして、医療全体の情
報共有を阻害し、旧態依然と
した「ハンコと手書き」から脱
却できない原因でもあります。
まずは、厚労省の前時代的パ
スワードセキュリティー規定だ
けでも、政府全体でチェックす
ることから始めて、徐々にでも
全体を改善していただきた
い。

医療情報の共有化は著しく阻害されている。例えば、クリニックと門前の
薬局で、同一患者の情報の一端の共有すら許さない（薬局の独立性の
確保）ために、未だに、門前の薬局では病名すら分からない中で調剤
し、無駄な疑義照会を行い、家内制手工業的な調剤という前時代的業務
に６年間大学に通った薬剤師が浪費され、待ち時間は増大し、患者にも
不利益である。病院間の情報共有も同様。これを合理化しようとしても、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（通知）」を見れば、
要するに「情報を共有して合理的な未来を目指す」視点はなく、単に、情
報の秘匿のために無用に厳しく雁字搦めにして合理化を阻害し、ハンコ
と紙から脱却しにくくしている。小さいことだが「パスワードは定期的に変
更し（最長でも 2 ヶ月以内）、極端に短い文字列を使用しないこと。英数
字、記号を混在させた 8 文字以上の文字列が望ましい」などと前時代的
な非常識を、地方厚生局が「守れ」と指導するような業界、一事が万事で
ある。
もし、情報共有により医療の合理化を目指せば、病院や施設間の受け
入れ等の質の向上は語る必要も無いが、薬に限っても、現在の６万軒の
門前調剤薬局は、電子処方箋の送付、配達対応ができれば、地方市町
なら「調剤センター」が１～２軒もあれば、機械化調剤と配送で対応可
能、それだけでも、兆円規模で費用削減となる。待ち時間という概念も無
くなると考える。（さらに言えば薬系大学の乱立＝文科省費用増大も、家
内制手工業的な調剤薬局を支えるための無駄な支出（海外では調剤士
の仕事：世界では薬剤師は普通、調剤しない）ともかく、上記ガイドライン
を見て、笑って欲しい。

個人 厚生労働省

厚生労働省では、平成17年に、個人情報保護に資する情報システムの運用管理と ｅ-
文書法への適切な対応を行うための指針として「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」を策定し、技術動向等に合わせて改定を行い、現在第５版（平成29年改
定）を発出しています。

医療情報システム
の安全管理に関す
るガイドライン第５
版

対応

厚生労働省では、医療情報の共有について、令和３年３月から稼働予定のオンライン
資格確認システムを活用し、患者の医療情報を、患者本人の同意を得た上で、全国の
医療機関や薬局で確認できる仕組みを推進することとしております。

なお、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインは令和２年度中に改定する
予定であり、御提案に記載のパスワードの要件についても技術動向に合わせた記載と
する予定です。

319 令和2年12月18日 令和3年8月18日
深夜時間帯の自
殺防止相談窓口
の創設について

深夜時間帯の命の相談窓口
を作って下さい。一番は、専用
電話ダイヤルの設置。夜9時
～朝9時まで等。自死や自殺
は人により悩みやストレスはさ
まざま。ですが、話を聞いてあ
げるだけで意味があります。
死ぬ人は、深夜から明け方が
多い。家族がいて電話できな
い人用には、効果落ちるかも
しれませんが、LINEやメルア
ド。この際はすぐに何かしら返
信してあげてほしい。昼間、命
の相談電話ダイヤルをした事
があります。「まずは、電話を
くれた事にありがとうと言いた
い」と言われそれだけで最低
限、癒された。看護師で言うと
ころの夜勤、命の電話夜勤
バージョン。内閣府省庁また
いで。有識者精神科医他も。
第三者委員会も。コロナ期間
限定でも。

経済的又は社会的な効果について、（消費や投資の促進、コストの削
減、許認可等取得期間の短縮など））。
↓
国民1人1人の命より大事な事はない。コロナは、東日本大震災、福島原
発、リーマンショックがいっぺんに来たも同じ。
経済的効果: 飲食・宿泊・文化芸能、等、心が苦しんいる人達を少しでも
すくい、ふんばらせ、引き続き、その業界で頑張れる事により、いつかま
た、お客さんが来てくれる。ファンが、演劇ミュージカル・映画・テレビにお
金を使ってくれる。食べに来てくれる。泊まりにきてくれる。経済活動の再
開・増進(消費や投資)。
社会的効果: 貴重な国民の命を守る。自殺者、自殺の連鎖、心の病を減
少させる事ができる。
◎いますぐ、死を考えている人を助けて下さい。サポートし、寄り添って
あげて下さい。
直近の国からのコロナによるLINEの一斉メールで、メンタル面をやられ
ている事はわかっているはず。7月から自殺者増加もわかっているは
ず。実際の具体的解決論はすぐにはできなくても、心を助ける、ひたすら
話を聞いてあげる。心の相談専門スタッフに深夜料金の時給を払って下
さい。有志のスタッフ、元看護師さん、引退した元相談員。誰かにお願い
できませんか。
LINEによる、コロナ一斉調査の際に、文字数限定でも、具体的悩みを記
入できる欄を作る。等。なんでもやって下さい。返事もらえなくても、本人
が文字化して悩みを文章化する事により、客観的に自分をみる事ができ
る。今の自分の悩みに気づく事ができる。皆、悩みの原因は、一つでな
く、二重、三重、ある。

個人 厚生労働省

自殺対策の電話相談窓口については、平成20年9月10日より、都道府県・政令指定都
市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の連絡
先として「こころの健康相談統一ダイヤル（0570-064-556）」を設置し、全国どこからでも
「こころの健康相談統一ダイヤル（0570-064-556）」に電話すれば、電話をかけた所在
地の公的な相談機関に接続される仕組みを構築しています。
また、コロナ禍の状況を踏まえ、地方自治体における相談可能時間の延長や新たに民
間団体が夜間時間帯の電話相談の受付を開始するなどの対応をしております。

なし その他
公的な自殺対策の電話相談窓口は、全国共通の電話番号として「こころの健康相談統
一ダイヤル（0570-064-556）」の運用を行っており、相談先となる地方自治体に対して
は、相談可能時間の延長を検討いただくように働きかけを実施してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

320 令和2年12月18日 令和3年4月16日
警察官もデジタル
化、国際化対応を

交番勤務の警察官はこのデ
ジタル時代にいまだに紙の地
図を多用しています。道を聞く
と必ず紙の地図が出てきま
す。いい加減に交番にタブ
レットを配備して下さい。タブ
レットで検索すれば一発で調
べられるじゃないですか。紙
の地図では駐輪場やマニアッ
クな場所など細かい場所はど
うしても調べにくいです。ここ
でもアナログ文化が根強く
残っていると感じました。

東京に６年住むとある外国人が自転車で帰宅中に深夜に路上で寝てい
る人を見つけました。呼んでも反応なしです。この人は日本語が少ししか
分かりません。近くの交番に助けを求めましたが、５０～６０代の年配警
察官はいきなり紙の地図を広げてどのあたりか確認してきました。外国
人はそこまで日本語で説明するのは難しかったようです。自分の持って
いるスマホ地図でこの辺と教えましたが、警察官は紙をペラペラして手
間取っています。
この人が出動してくれるのかと思いきや、管轄外だったようで、電話して
出動を要請しました。数分しか離れていないのになぜ自ら行かないので
しょうか？こういうのも無駄な警察官の縦割りだと感じます。管轄外でも
近くなんだからあなたが助けに行けばいいのに…。電話した後に戻って
も案の定、警察官が来る気配がありません。紙の地図だったので場所も
うまく伝わっていなかったのかも。
仕方なくその外国人は自転車に乗って近くを巡回している警察官を探し
ました。すると、若そうな警察官が自転車に乗って巡回していました。そ
の人に声をかけて一緒についてきてもらい、その路上に寝ている人を教
えました。そこでうまく対応してくれたのでその外国人は安心して帰宅し
ました。
東京には外国人も多くいますし、交番勤務の警察官は簡単な英語はで
きるように訓練すべきです。その年配の警察官はまったく英語で話そうと
しないし、簡単な単語すら分かりませんでした。警察官や交番にポケトー
クのようなリアルタイム翻訳機を配備するとかテレビ電話で繋いで多言
語対応の通訳の方を呼び出せる仕組みもあるといいと思います。警察
官も業務のデジタル化と国際化対応を願います

個人 警察庁

　交番・駐在所では、パトロールや巡回連絡等の様々な活動を通じて、地域住民
の意見・要望等に応えるべく、管轄する地域の実態を把握し、その実態に即した
活動を行っています。
　また、外国人への対応のため通訳が必要となった場合、携帯型端末を利用す
るなどして電話通訳を行い、外国人との迅速・的確な意思の疎通を図っていま
す。

地域警察運営規
則（昭和44年国
家公安委員会規
則第５号）

検討を予
定

　地域警察の在り方については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や犯罪
の状況等を踏まえ、運用を適切に見直していくことが重要であることから、様々
な技術の活用を含め、検討を進めてまいります。

321 令和2年12月18日 令和3年6月16日
成育省の新規創
設について

子どものことを、医療・教育・
就職・少子化・など、出生前の
妊婦から成人になるまでトー
タルで見ていく省として、子ど
も省もしくは成育省を独立した
省としておいてください。どこ
かの省に属する庁、たとえ
ば、厚労省や文科省では結局
縦割りとなるので、各分野を
広く抑えるために独立した省
が必要だと思います。

私は小児科クリニックの医師です。子どもの医療は乳幼児医療証により
各自治体でほぼ無料となっていますが、このことは医療関係の人した知
らないようで、市町村の単位でも医療予防課は知っていても子育て課が
知らないという実態があります。おそらく省庁でも同じではないでしょう
か。予防接種、乳児健診についても、市町村で担当が異なります。私の
市では健診は課の方針で予診票を送りますが、予防接種は別の課の方
針で送りません。お母さんたちは混乱して健診も送られていないと思い
忘れてくる方が多くみられます。これも、双方を知らないためにおこるも
のと思います。コロナウイルスに関してインフルエンザのチェックをクリ
ニックでやるように言われています。小児科クリニックは小児科外来診
療料により検査をしてもしなくても定額料金です。インフルエンザやコロ
ナウイルス検査をクリニックでやる方向で国会議員の方は言われます
が、厚労省しか知らないであろう小児科外来診療料のため、発熱患者全
員に検査せざるを得なくなり赤字になります。この状況や検査キットの価
格がどのくらいかも厚労省なら知っていても総務省・財務省・文科省など
知らないでしょう。知っていれば議論になっていると思います。小児科ク
リニックとしては、学校医は文科省・教育委員会の範疇、医療行為は厚
労省の範疇、その間で方針が異なって困ることも多々あります。成育基
本法が成立しており、成育省もしくは子ども省は早期に必要と考えます。

個人
文部科学省
厚生労働省
内閣官房

子ども・子育て支援のための基本的な施策等については、企画立案・総合調整等を行
う特別の機関として、内閣府子ども・子育て本部が設置され、同本部を中心として関係
省庁が緊密な連携を図りつつ、政策を推進しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き、関係府省が緊密に連携しつつ、子ども・子育てに関する施策を切れ目なく運
用していきます。
なお、行政組織の在り方については、その時々の課題を解消するためにどのような体
制を確保していくかという観点で、不断に議論をしていくべきと考えております。

322 令和2年12月18日 令和3年8月18日

LINE相談「生きづ
らびっと」周知広
告と連絡可能時
間帯について

◎相談時間の制限は減らし、
深夜時間帯の枠も作って下さ
い。
◎苦しい人は皆深夜に悩み
深夜に死んでいます。悩みを
生きづらびっとに話すだけで、
衝動的自死を防げます。
◎LINEで、悩み相談できる
「生きづらびっと」というものが
ある事自体が、国民に周知さ
れていない。もっと、このLINE
友達登録について、国民に案
内広告して下さい。テレビで、
ネットで、他。

◎ちょっとでも、うつ状態の最高潮になる深夜時間帯に、LINEで悩みを
聞く“ 国の仕事 ” 、国のサービスを充実させてほしい。
◎この、生きづらびっと、の存在、国民ほとんど、知らない。
ただの見せかけで、サイト作っただけとしかみえない。
◎本気で支えてほしい。

個人 厚生労働省

LINE相談「生きづらびっと」については、以下の時間に相談を受け付けています。
（相談時間）
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・日曜日 17時から22時30分（22時まで受付）
水曜日 11時から16時30分（16時まで受付）

電話相談やSNS相談などの相談先を紹介する特設サイトを開設するとともに、インター
ネットを活用した相談窓口の動画広告やSNS広告の発信、リスティング広告（検索連動
型広告）の拡充を行っているなど、周知広報を強化しています。

なし その他

LINE相談「生きづらびっと」については、相談対応時間の延長について、実施団体に対
して検討を促してまいります。
また、周知広報については、悩みを抱えている方が相談窓口につながるよう、引き続き
努めてまいります。

323 令和2年12月18日 令和3年2月18日
地熱発電の開発
促進

低炭素エネルギー源として積
極的に地熱発電開発を進め
るために，府省庁間の調整を
速やかに行うことが出来る様
に体制を整えるとともに，業界
が積極的に取り組める様に施
策すること．

　再生可能エネルギー開発として，我が国ではまず太陽光発電が先行し
ましたが，所掌が経産省のみであったからの様に思えます．風力発電
も，まず，陸上から始まり，風向きの安定した洋上風力は後回しとなりま
した．送電の難しさもあるでしょうが，矢張り，水産業との折り合いが難し
いからの様に見えます．中でも最も期待される地熱発電について，開発
が遅々として進んでいないのは，省庁縦割りがさらに厳しいからではな
いかと感じられます．
　地熱開発には，風光明媚な国立公園に手を付ける必要があるかもし
れないなど，難しい問題はあるのでしょうが，技術も着実に進歩し，今で
は，地中で水平に井戸を掘ることも可能になっていると思われます．
　我が国のエネルギー問題が深刻な状況にある事は周知の通りです．
電力料金は高止まりし，情報化に多大な電力が必要となる時代にあっ
て，国力停滞の原因となり，産業活動や社会生活全般に悪影響が及ん
でいるのではないかと危惧されます．
　行政は，府省庁間の調整を速やかに進め，地熱開発に係る規制緩和
を進めるとともに，業界が，ベースロード電源として地熱開発により積極
的に取り組める様に，施策的に方向付けおよび促進をすることが重要と
思います．

個人
経済産業省

環境省

　 地熱開発の促進については、エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）にそっ
て取組を進めることとしています。
 　この中で経済産業省では、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）を通じて、地熱開発事業者の地表調査・掘削調査への支援、探査精度・掘
削技術の高度化等の技術開発、地元理解に向けた取組への支援等の取組を行ってい
ます。
 　また、環境省では、国立・国定公園内における地熱開発について平成24年と平成27
年に２段階で規制を緩和し、自然環境と調和した優良事例等について特別地域での開
発を可能としました。
 　しかしながら、各種規制により、円滑な地熱開発に支障が生じているとの指摘を踏ま
え、今後とも、関係省庁で情報共有や意見交換を行いつつ連携して対応を検討してい
きます。

現行制度
下で対応可
能

左記の取組を通じて、地熱開発事業者が積極的に地熱開発に取り組めるよう、今後も
支援を続けてまいります。
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326 令和2年12月18日 令和3年2月18日

故・中曽根元首相
の合同葬に予備
費「約1億円」につ
いて

故・中曽根元首相の合同葬に
予備費「約1億円」について

・高度成長期と､同じ大金を使って良いのですか､と言う
　ことです。
・片方で､国は､税収不足だと言って､国民から税金を巻き
　上げようとしている。
・日本は､他国に対するメンツを捨て､身の丈にあった行
　動をすべきです。
・公開請求しても､廃棄した､黒塗りした資料を出して来
　た､では話になりません。(マスコミ発表から)
・国民は､過去の事例から､政府､官僚を信用していない
　のです。だから､怒りが爆発しているのです。
・過去の国会の議論を見ていても､不信感が増します。
あらゆる面で､国民の不信感を払拭して下さい。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

327 令和2年12月18日 令和3年1月27日
財務省への紙資
料の提出廃止

システムを使って送信した
データ（概算要求書など）や、
財務省が各省からヒアリング
する際の資料を、財務省は紙
で印刷して持ち込むよう各省
に指示する。また、例えば概
算要求書であれば、持ち込み
についても、担当者が事務的
に渡すのではなく、管理職か
ら担当主計官等に渡すことを
求められる。ほんの数分のた
めに往復10分以上かけて財
務省を訪問しなければならな
いことも多々ある。

印刷費用、パイプ式ファイルやインデックスラベル、仕切り紙等の消耗品
に関する費用、資料の準備や持込に要する管理職・職員の業務時間等
が無駄であり、余計な超過勤務の原因にもなっているため。

個人 財務省
　概算要求書については、財政法第46条の3において電磁的方法による提出も可能と
なっています。

財政法
現行制度
下で対応可
能

　予算編成過程で使用される資料については、個々の状況に応じて紙又は電子媒体
により対応頂いているところですが、今後も、両省間でよく相談しながら、事務負担に配
慮した効率的な予算編成となるよう不断の見直しに努めてまいります。

１について
＜麻薬取締官＞
我が国の薬物情勢を踏まえ、薬物対策の強化が求められるなかで、左記のとおり、厚
生労働省においては、麻薬取締官の専門性を活かし薬物対策を有効に機能させてい
ることから、薬物犯罪捜査のみを切り離し、警察庁と統合することは、厚生労働省の薬
物対策の弱体化を招き、薬物乱用の増加をもたらしかねないことから、ご提案について
の対応は不可と考えます。
　なお米国においても、一般警察とは別に、薬物専門の取締機関である麻薬取締局（Ｄ
ＥＡ）が設置され、薬物取締りを実施しています。

＜労働基準監督官＞
制度の現状欄に記載のとおりです。

２について
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき業務上の事由、事業主が同一人でない
二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤
による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために
必要な保険給付を行うことを目的としており、厚生年金とその性質が異なることから年
金機構の事務との一元化は困難です。
また、厚生年金保険事業については、被用者年金の一元化後も、共済組合や私学事
業団が引き続き医療保険のための保険料徴収や給付などを行うことから、公務員や私
学教職員の年金保険料の徴収その他の年金関係事務についても、共済組合等を引き
続き活用することが効率的であると考えており、一元化は困難です。

３について
労災保険については、労働者災害補償保険法に基づき、労働者の負傷、疾病、障害、
死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行うことを目的と
している一方で、協会けんぽは、制度の現状欄にも記載の通り、主に健康保険に係る
保険給付、保健事業等の業務を担っていること、また、それ以外の業務については、日
本年金機構に委託していることから、労働者災害補償保険を協会けんぽへ一元化する
こと及びそれにより業務効率化を図ることは困難です。
ハローワークについては、無償で支援を行う雇用のセーフティネットの役割を担い、地
域の総合的雇用サービス機関として国が運営するほか、都道府県と連携した雇用対策
の推進にも引き続き取り組んでまいります。

１．対応不
可

２．対応不
可

３．対応不
可

１について
-

２について
労働者災害補償
保険法、厚生年金
保険法第２条の５

３について
職業安定法
第５条・第８条
厚生労働省設置
法
第４条・21条・23条

１について
＜麻薬取締官＞
我が国の薬物情勢は、近年若年層を中心に大麻の乱用が拡大し、令和元年の大麻事
犯の検挙人員は、過去最多を記録したほか、覚醒剤事犯の再犯者率は過去最悪を記
録するなど憂慮すべき状況にあります。
厚生労働省の麻薬取締官の約７割は薬剤師の有資格者であり、麻薬取締部の薬物犯
罪捜査においては、麻薬取締官の薬物に関する専門的な知識を活用して、広報・啓
発、医療用麻薬等の適正流通監視、鑑定、再乱用防止対策等と一体的に実施し、有効
に機能させています。

＜労働基準監督官＞
労働基準関係法令の違反事件については、その内容が複雑であり、その捜査に当
たって専門的な知識と経験を必要とすることから、労働基準関係法令に専門的知識を
有し、日常的に事業場に対して行政指導を行う労働基準監督官が、特別司法警察員と
してその職務に当たることが必要と考えます。
引き続き、効果的・効率的な行政運営に努めてまいります。

２について
労災保険については、労働者災害補償保険法に基づき業務上の事由、事業主が同一
人でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由
又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をす
るために保険給付を行っています。
健康保険については、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しく
は死亡又は出産に関して保険給付を行っています。また、全国健康保険協会（協会け
んぽ）は、健康保険の保険者として、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を
管掌していますが、被保険者の資格の得喪の確認、標準報酬月額の決定および保険
料徴収に係る業務については、事務の効率化や事業所の負担軽減等を図る目的か
ら、日本年金機構に委託しています。
厚生年金保険については、保険料を労使折半で負担することで、被用者が将来高齢で
働けなくなったときや、重い障害を負ったとき、一家の大黒柱が亡くなったときなどに、
本人や残された家族に年金を支給することで生活を保障します。平成27年10月に被用
者年金制度が一元化されましたが、一元化後も、厚生年金保険事業の実施に当たって
は、日本年金機構を監督する厚生労働大臣に加えて、共済組合や私学事業団を実施
機関として活用しています。

３について
労災保険については、上記２のとおりです。
ハローワークは、障害者や生活保護受給者の方などの就職困難者や人手不足の中小
零細企業を中心に無償で支援を行う雇用のセーフティネットの役割を担い、地域の総
合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に
実施しています。
仮にハローワークを都道府県に移管する場合には、都道府県の単位を超えた広域的
な職業紹介や全国一斉・機動的な雇用対策ができなくなるなどのおそれがあります。
中でも雇用保険制度を都道府県に移管する場合、都道府県ごとに雇用失業情勢は大
きく異なり、収支状況に大きな格差が出てしまうおそれがあるため、制度を安定的に運
営するためには全国で一つの制度として運用することで、保険集団を大きくしてリスク
を分散させることが望ましいと言えます。加えて、ＩＬＯ条約第８８号第２条においても、
「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構
成される」とされています。

厚生労働省
警察庁
財務省
総務省

文部科学省

個人

1　司法警察として確立している「警察庁」が一元して行うことで，厚労省
の，麻薬取締行政，労働基準行政に要する箱物経費，人員削減が可能
であり，他方，警察庁の２４時間体制下の司法警察や，既に確立された
鑑識機能の活用など，司法一元化により経費削減と，捜査機関の強化
に期待できる。
(警察庁に，仮称「麻薬部」，「労働部」を設ければ足る)
２　同じ厚労省内の事務で，労基署が行っている労災年金。また，共済
組合で行っている共済年金。これら，厚生年金を扱う年金機構の事務と
して一元化することで，組織経費やシステム経費など，大幅な経費削減
ができる。
３　同じ厚労省内の事務で，労基署・職安行政を，労基署の司法警察は
警察庁，労働指導と職安業務は都道府県の労働部，保険関係の労災保
険は協会けんぽ，雇用保険は都道府県の労働部，に，それぞれ組織改
編し，労働局・労働基準監督署・職業安定所を廃止する。
これにより，多大な経費削減が期待できる。
この際，労災診療費は健康保険診療報酬と一元化することで，二重料
金の１２円/点から１０円/点も改善される。

1　厚労省の，司法警察職員
の「麻薬取締官」や「労働基準
監督官」などの司法警察は，
司法警察業務を主として行う
「警察庁」に一元化する。
2　社会保険の年金，「労災年
金」や「共済年金」の事務は，
年金事務を行っている「日本
年金機構」の事務と一元化す
る。
3　社会保険の「労災保険」
は，健康保険を扱う協会けん
ぽに一元化する。
また，職業安定や雇用保険な
どは各都道府県の労働関係
部署と一元化する。労働法指
導も同様。

二重・三十行政の
撤廃

令和3年3月9日令和2年12月18日324
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提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

328 令和2年12月18日 令和3年1月27日
セキュリティ・ＩＴ人
材の確保につい
て

「政府機関におけるセキュリ
ティ・ＩＴ人材育成総合強化方
針」にのっとり、ＩＴ人材の育成
を進めているということだが、
法務省においては、橋渡し人
材等の選定にあたり東京で行
われる研修を必須にしており
居住地により参加機会が制限
されること、平成１３年度以前
のＩＴ関係の国家資格について
は選考の対象外とすることが
決められている。本当にＩＴ人
材を育成する気があるなら
ば、最低でも居住地による機
会不均等を是正するべきでは
ないか。

「政府機関におけるセキュリティ・ＩＴ人材育成総合強化方針」が制定され
た当時は本省勤務の職員を対象に各省で運用等が定められた関係か、
総務省の統一研修「情報システム新任者」の受講が必須となっており、
地方勤務の者にとっては２泊３日の出張が必要となり、機会が均等では
ない。ｅラーニングで全ての項目を受講し終えても　この受講が必須と
なっているためＩＴ人材として認められていないのが現状である。
　また補佐官等の人材育成についても平成１３年度以降の資格を選考
対象としていることから、当時新採用の者でも４０代半ばの年齢となり、
求める人材の年齢層と資格の設定がアンバラスとなっている。平成１３
年以前の情報処理関係の資格を有している職員を選考外とする基準が
不明である。
　本気でＩＴ人材を確保するのであれば、機会は均等に与えるべきである
し、希望する者については資格や実績を勘案し情報関係の職員として登
用を進めていくべきである。
　ＩＴ橋渡し人材等の概念が出来る前から、情報機器の管理等を本来業
務の他に任されている職員がいるが、上層部がＩＴはわからないから、と
放置され続けているのが現状であり、現在のＩＴ橋渡し人材の運用ではＩＴ
関係の人材は確保できないと思われる。
　また転勤を避けるためや、本来業務の他にＩＴ管理を割り振られるため
に申し出をしない職員もいるので、テレワークを利用したり、専門業務と
すると人材確保につながると考えられる。
　なおスキル認定等の要件は法務省の要件で述べているのでは、他省
庁では違うかもしれないが、各省のセキュリティインシデントの状況を聞
いていると同様の状況と思い提案した。

個人
法務省
総務省

橋渡し人材のスキル認定については，「橋渡し人材のスキル認定の基本的な考え方」
（平成29年９月５日各府省庁副ＣＩＳＯ・副ＣＩＯ合同会議決定）及び「橋渡し人材のスキ
ル認定の基準」（平成30年１月31日各府省庁副ＣＩＳＯ・副ＣＩＯ合同会議決定）におい
て，「情報システム企画等業務又は情報システムに係る運用等業務の経験」及び「研
修の修了又は各種資格等の保有」を要件としています。
このうち，「研修の修了又は各種資格等の保有」については，総務省行政管理局が実
施する情報システム統一研修の修了が基本とされており，地方支分部局勤務の職員
にも，同様に修了を求めています。
このほか，各府省庁が独自に実施する研修のうち，情報システム統一研修と同等以上
の内容を有すると認められるものについては，情報システム統一研修の修了に代える
ことができ，法務省では２つの研修が認められています。また，独立行政法人情報処理
推進機構が行う「情報処理技術者試験」等の各種資格等のうち，情報システム統一研
修と同等以上の内容を有すると認められるものについては，情報システム統一研修の
修了に代えることができます。

なし
現行制度
下で対応可
能

情報システム統一研修のうち，中央合同庁舎第２号館で実施されていた集合研修につ
いては，令和２年度第２四半期より順次，講師の準備等が整わないものを除き，WEB会
議サービス（Webex）によるWeb受講を可能としました。
また，各種資格等の保有による情報システム統一研修の代替措置については，橋渡し
人材が，技術の進展等に対応した的確な素養を有する必要があることから，現行の枠
組みとなった平成13年以降の試験に限っています。
政府全体の方針を踏まえて，引き続き，スキル認定の運用改善に努め，関係府省庁と
協力し，法務省におけるセキュリティ・IT人材の育成に向けた取組を進めてまいります。

329 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理　
合同葬について

コロナ対策予備費を使わず出
来ないんですか?
必要であれば、国葬の必要性
と、必要経費の内訳を国民に
提示しなければ、税金を使う
事への納得は得られないで
す。

コロナで亡くなった訳でもないのに、コロナ対策予備費を使うのは間違っ
ています。
使うのであれば、コロナで亡くなり、顔を見る事もなく火葬されてしまった
ご遺族にお見舞い金を出されてはどうでしょう。
そもそも、なぜ国葬が必要なのでしょう?
クラウドファンディングで必要と思う方から集めれば、と言う意見もあるよ
うです。
せめて、国会を開いて、全議員で議論するべき案件だと思います。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

330 令和2年12月18日 令和3年1月27日
自衛隊の行政文
書のデジタル化に
ついて

行政文書の受付の際、デジタ
ル化されているものを一度紙
に刷り、受付印を押してから
再度スキャナーでPDFにして
デジタル登録するという無駄
をやめる。

現在、陸上自衛隊では総務省の文書システムを利用し行政文書を受付
ているが自衛隊の文書管理規則で取得した文書には受付印を押し管理
しなければならないとされており、せっかくデジタル化されているのに一
度紙に刷り、受付印を押し、再度スキャナーでPDFにして再登録するとい
う無駄な作業をしている。
スキャナーでPDF化した後の紙文書はその後シュレッダーで破棄される
が紙の無駄遣いである。
陸幕の関係者は規則改正する予定だと言ってから２年くらい経ち、その
間の紙の消費量は莫大である。
速やかに規則改正をすれば大幅なコストの削減になります。
よろしくお願いします。

個人 防衛省

防衛省行政文書管理細則において、当該業務を担当する課等において接受し、文書
管理システムを用いて受付番号を付与し、及び受付印を押す（電磁的記録は、当該記
録を出力したものに押印し、又は受付の記録を入力する）ものとされていました。これに
伴い、電磁的記録の場合は、当該記録を出力したものに受付印を押印し、再度スキャ
ナ等により取り込んだものを一元的な文書管理システムに登録していました。

防衛省行政文書
管理細則（官文第
４０２６号。２３．４．
１）第４第１項

対応

令和２年１２月１８日付で防衛省行政文書管理細則の一部改正を行い、当該業務を担
当する課等において受付文書に受付印を押すものとしていたところ、原則として一元的
な文書管理システムを用いて受付番号を付与し、受付の記録を入力し及び保存するも
のとする規定を整備しました。

331 令和2年12月18日 令和3年1月27日 国税調査
国税調査を廃止・簡素化して
は

この度国勢調査で感じたことは、
内容は、ほとんどのことが、どこかの省庁？市町村等に届けているこか
なと思います。
あえて、調査員等の費用をかけて、する必要が、あるのかなと感じまし
た。
マイナンバー等で、管理していけば、いいのかなと思います。
また、マイナポイント等（毎年ならいざしらず1回だけで）
マイナンバーカードの普及は、しないと思います。
国民全員配布が、いいと思います。
当方は、住民基本台帳カードから、所持しており
確定申告（電子申告）に利用しています。
しかし、それだけでは、他人にマイナンバーカードは、おすすめできるも
のでは、ありません。
政府が、本当に普及望んでいるなら、全員配布を検討した方が、いいと
思います。
また、現時点では、何とかデジタル化についていけますが、
今後、デジタル難民になる可能性もあります。
そこのフォロー大事だと思います。
確定申告（電子申告）・当別定額給付金
すべて、パソコンでしましたが、電話アドバイスなければ、手間取ってい
ました。パソコンサイトのよくある質問等だけでは、自分で行うのは、常に
難しいと思います。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

332 令和2年12月18日 令和3年1月27日
NHK受信料の見
直し

現在、NHK受信料は支払い義
務とされていながらも、未払い
の人も多く存在しており、不公
平な徴収制度となっている。
公共サービスの一つとして捉
えているのであれば、消費税
などからNHKの経営もすべき
ではと思う。

上述の通り、現運用は不公平さが否めない。もし皆がきちんと支払うこと
ができれば、一人当たりの負担額が減るのでは。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第1
項

その他
ＮＨＫの受信料制度については、国民・視聴者が納得のいく、公平なものであることが
極めて重要であり、不断に検討を行うことが必要であると考えます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

333 令和2年12月18日 令和3年1月27日 国際結婚

国際結婚をするに当たり婚姻
要件具備証明書を申請する
時に
戸籍謄本は区役所に行き婚
姻要件具備証明書は、法務
局へ行かなくてはなりません
その後外務省での認証印が
必要です。
3か所の部署に行くのに数日
掛かり勤め人は、かなり大変
です。

区役所・法務局・外務省と三場所を申請に当たり一箇所に
出来れば、時間的余裕もできます。

個人
法務省
外務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村の窓口において行うほか，郵送によ
る請求も可能です。
また，戸籍謄抄本等の請求は，コンビニ等で専用端末から請求する方法も認められて
おります。
なお，コンビニ等での請求を可能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する市区
町村の判断によることとされており，令和２年１２月現在６４３の市区町村で導入されて
おります。

婚姻要件具備証明書は，本籍地市区町村又は法務局（地方法務局，支局を含む）にお
いて発行が可能です。

外務省の認証については、婚姻要件具備証明書の使用先となる相手国政府機関が求
める場合のみ必要とされるものと承知しており、また、同申請・交付に当たっては郵便
でのやりとりを可能としています。

戸籍法第１０条
戸籍法施行規則
第７９条の２

対応不可
制度の現状に記載のとおりであり，証明書の発行の可否はそれぞれの機関で判断さ
れることから，御意見には応じかねます。

334 令和2年12月18日 令和3年1月27日
法務局の登記相
談の改善

１．登記相談時の登記法に関
する記載事項の相談について
は、添付書類に関するもので
も相談に応じて頂きたい。
２．法人の代表者でなければ
相談すらもできないとする表
記は、過去の内閣府に対する
回答と相違するので、従業員
であっても相談できることを案
内文に明記して頂きたい。
３．税務署であれば、当たり前
のことが、法務省は出来てい
ない。通達をすべて開示し、
相談者には親切に対応をして
いただきたい。
「分からなければ税理士に相
談しろ。受益者負担だ。」など
という税務署は全国どこを探
しても存在しないが、法務省
は全国的に司法書士に誘導
をして、本人申請の相談に誠
実に応じようとしておらず、極
めて不親切である。

平成３１年４月より、法務局の登記相談が非常に不親切になっている。
たとえば、大阪法務局においては、会社法人登記の相談をしようとして
も、「登記の申請人は，土地・建物の名義人や会社・法人の代表者で
す。それ以外の方については，相談をお断りする場合があります。」との
案内が配布されており、従業員や担当役員の相談を拒絶している。
大阪法務局　登記相談予約（ＰＤＦ）
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/300129toukisoudanshougyouhoujin.
pdf
しかも、登記に添付する議事録や証明書については、会社法上では必
要とされない書類であっても、登記において必要とされる記載事項など
が多々存在する。
たとえば、代表印か個人の実印か、それとも認印で良いのかといったこ
とは、多くが法務省による通達で定められ、相談をしなければ分からな
いことが相当に多い。
しかるに、添付書類の相談は受け付けないの一点張りで、「添付書類は
申請してから判断する」といった応対マニュアルが作られたとのことであ
る。
法務省には、登記に関する通達をすべて開示するように求めたが、これ
すらも拒絶している。
さらに、内閣府には従業員による登記の代理・代行は認められると回答
をしながらも、実際には上記の案内をして、代表者以外の相談を排除す
る方法により、司法書士への誘導をしているのが実態である。
もちろん、これは行政手続法に違反することではあるが、行政手続法が
制定されてから平成３１年３月までは、このような不便な取り扱いはされ
ていなかった。
法務省としては、法律の遵守をして頂きたい。

個人 法務省

　法務局・地方法務局では，登記手続の案内窓口を設けており，多くの方をお待たせす
ることなく利用していただくために，一定時間に限定した事前予約制を導入しています。
　なお，これらの手続案内については，登記すべき事項に係る事実が有効に発生して
いることを前提に登記申請手続を説明するものであることから，申請書や添付書類の
内容自体の適否までの確認は原則行っていません。
　おって，これらの手続案内を利用することができる方は，登記申請適格者（登記申請
適格者が来庁することができないことにつきやむを得ない事由がある場合には，その
親族又は代理人を含む。）を対象として行っており，これら以外の者に対する手続案内
は行っていません。

なし その他

　法務局・地方法務局における手続案内については，より質の高い行政サービスを提
供することができるよう，今後も法務局ホームページに掲載している申請書のひな形や
添付書類の記載例等の充実を図ってまいります。
　また，手続案内の利用者については，登記申請適格者（登記申請適格者が来庁する
ことができないことにつきやむを得ない事由がある場合には，その親族又は代理人を
含む。）を対象として行っており，申請人が会社・法人の場合に，当該会社等の従業員
であることが確認できれば，手続案内を利用していただくことが可能となっております。

335 令和2年12月18日 令和3年4月16日
マイナンバー利便
性向上兼義務化
案

現マイナンバー制度では、身
分証明書程度の役割ぐらしか
なく利便性も低いため行政・
民間サービス関わらず使用で
きるようにしてほしいです。

住所や国籍、本籍などの個人を示す行政サービスは個々での申請が必
要ために利便性を欠いている。特に住民基本台帳の申請や本籍移動な
どかなり面倒ですので住民基本台帳を破棄し、個人を示す情報をマイナ
ンバーに集約したうえで民間等の利用を拡充してほしいです。
強いて案するなら各運転免許証・民間の資格や納税システムもマイナン
バーに統合し、発行を義務化してほしいです。
無論、与野党問わず国民に番号を振ることに反対する勢力や情報管理
の甘さを指摘する勢力もいるでしょうが「買収できる民間企業」に情報管
理を任せるほうが危険な発想であり、１００％安全セキュリティなんて存
在しないことを予め説明する義務・トラブルが発生したときの対処する法
律なども制度して整える必要性もあります。

個人
内閣官房
総務省
法務省

マイナンバー制度においては、個人情報を保有する機関がそれぞれにマイナンバーを
含む個人情報を保有し、必要に応じて情報提供ネットワークシステムを使用して情報の
照会・提供を行う、分散管理の方法を執ることとしています。
また、マイナンバーの利用については、社会保障、税、災害対策の３分野を対象とし、
マイナンバーを利用できる場合をマイナンバー法で定め、その範囲内においてのみ、マ
イナンバーの利用を可能としています。

社会保障･税番号
大綱（2011年6月
30日決定）
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
律第3条第2項、第
9条

対応不可

貴重なご意見ありがとうございます。
マイナンバー制度においては、マイナンバーをキーとして、特定の機関に個人情報を集
約して単一のデータベースを構築する方法はとらないこととしております。
これは、万が一そのデータベースから情報漏洩等が生じた場合の影響が甚大なものと
なる危険があることから、各機関がそれぞれ個人情報を保有し、必要に応じて情報提
供ネットワークシステムを使用して情報の照会・提供を行う、分散管理の方法を執るこ
ととしているものです。
また、マイナンバーが広範に利用されれば、マイナンバーと紐づいた個人情報が漏え
いしたり、不正使用されたりしたときのプライバシー侵害は深刻となります。
そこで、マイナンバー制度においては、マイナンバーの利用を社会保障、税、災害対策
の３分野を対象とし、マイナンバーを利用できる場合をマイナンバー法で定め、その範
囲内においてのみ、マイナンバーの利用を可能としています。
何とぞご理解いただけると幸いです。

336 令和2年12月18日 令和3年1月27日
耐震対策緊急促
進事業の委譲事
務について

(1)都道府県から国交相への
進達の押印廃止。同時に書類
の提出を電子メール化(現在
郵送が原則)
(2)都道府県あて来年実施し
ている「交付決定状況につい
て」の調査廃止(もともと国交
相側へ提出済みのデータを集
計するだけのものであり、国
交相側で作成可能なものがわ
ざわざ都道府県へ調査依頼
が来ている。進達時に郵送で
はなく電子メールでエクセルを
送るようにすればお互い手間
がない)
(3)提出必須様式の精査、一
部廃止(同内容の記載を要す
るものが多量)

都道府県職員で、標記事務を担当しています。国から委譲されている事
務でありながら、国交相への進達後、交付決定がおりるのに1～2ヶ月の
決裁時間を要しており、申請した事業者、市町村担当者とともに日々頭
を悩ませています。
せめて、同自治体での押印及び郵送にかかる数日だけでも短縮したい
と考え提案します。
また、郵送から電子メールでのエクセルデータのやりとりへ切り替えるこ
とで、来年実施している(2)に記載の調査についても、わざわざ都道府県
に照会することなく国交相で既に持っている情報のみで、簡便に間違い
なくデータ化することが可能です。
そのためには様式変更が必要になってくると考えますが、もともと類似様
式が多く「なぜここまで細分化する必要があるのか」理解できない状態で
あるので、精査廃止を実施するよい機会になると考えます。様式が減れ
ば、国交相も都道府県も市町村も、審査にかかる時間が減ります。
おそらく、電子メールを用い、エクセルデータをやりとりすることで「国交
相側でデータ改竄をしていないという根拠が薄れる」といった反対意見
がでるのでは、と思いますが、真摯に審査事務に取り組めば全く問題な
い話であり、効率化できる膨大な手間、無駄な時間を見過ごす手は無い
と思います。

個人 国土交通省

耐震対策緊急促進事業は耐震診断義務付け対象の民間建築物の耐震化に係る防
災・安全交付金等の支援に上乗せし重点的に支援する補助事業です。当該補助事業
における交付申請書の受理や、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地
調査等の事務の一部を都道府県が行うこととしております。

なし 検討を予定

（1）について
令和2年8月26日付け事務連絡「補助金に係る事務手続の公印省略等について（周
知）」において、地方公共団体等から提出される交付申請書等については公印が省略
されたものであっても差し支えないものとし、申請等にあたっては、各地方公共団体等
の規則等によることとされたい、とされたところであり、この取扱いは令和2年9月1日以
降に発出する文書から適用されたところです。
また、令和2年12月15日付け事務連絡「補助金にかかる事務手続の公印省略等につい
て（追加周知）」において、地方公共団体等以外の手続きについてはオンライン化を図
る観点から、原則メールを利用することとし、当該文書の真正性を担保するため、
①．民間事業者等の担当者を複数名含めた送受信とすること
②．メール件名または文中に、正式な申請・決定等である旨を記載すること
③．①、②の要件を満たすメールを送受信者双方で保存すること
を満たすこととしており、この取扱いは令和3年1月4日から適用されたところです。

（2）（3）について
「交付決定調査」については、「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」におい
て、事業名、補助金等交付先名等の補助金等に関する事項の公表を行うこととされて
おります。当該調査については、公表に必要ではない内容も含まれていることから、そ
の他の提出様式の内容も含め業務の効率化が進むよう見直しを行ってまいります。

337 令和2年12月18日 令和3年2月18日 葬儀費用

税金での葬儀のとりやめ。
費用は私費とし、香典で補填
(もちろん政党交付金や調査
費などは使用不可)。

税金での葬儀のとりやめ。
費用は私費とし、香典で補填(もちろん政党交付金や調査費などは使用
不可)。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果
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提案
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所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

338 令和2年12月18日 令和3年2月18日

災害や大火など
有事発生時の自
衛隊・海上保安
庁・警察・消防の
統合運用

近年大災害が日本においても
頻繁に起こっています。
災害対応に当たる各官の役
割は決まっていると思います
が
省庁横断的に協力連携を行
える部分を更に詳しく探し
それを基礎として統合有事対
応部を司令塔として作り
自衛隊・海上保安庁・警察・消
防を運用すれば
有事の即応能力が恒久的に
高まると考え提案しました。

自衛隊・海上保安庁・警察・消防が
有事に現在よりスムーズに統合運用できれば
陸・海・空における災害被害など、迅速に対応できます。
それは災害時の部隊移動時、交通網が遮断されている時
顕著なメリットがあります。
統合有事対応部が司令を出すことにより
一元的に迷いなくどの所属部隊がどのように動けば
一番効果的に交通網が復旧できるかが
ほぼ反射的に現場部隊まで伝わるからです。
大火・行方不明者捜索・テロ対応（予防も含む）
また国防分野においても同様なメリットがあるでしょう。
現在進めているデジタル化のシステムを
丁寧に上述の運用に合わせて作り
司令塔となる統合有事対応部の人材として
分析能力に長けた方々を選べば、効果はさらに高まります。
日本社会における国民からの信頼と安心感が得られ
運用によっては、国際社会からも
強い関心と信用が得られると考えます。

個人

内閣府
防衛省

国土交通省
警察庁
総務省

災害発生時には、実働部隊の運用含め、内閣総理大臣の指揮の下に内閣官房や内
閣府が中心となって省庁横断的な取組を行い、各省庁と自治体の適切な役割分担の
もと、迅速かつ的確な応急対策と被災地の早期の復旧・復興に取り組んできたところで
す。

各府省庁合同で災害種別ごとの防災訓練を定期的に実施するとともに、令和２年４
月、内閣危機管理監の下関係省庁局長級が集まり定期的に災害対応について議論を
行う「自然災害即応・連携チーム」を新たに設置し、平時から顔の見える関係を作ること
で、実働部隊含めた各府省庁の連携を一層強化しています。

災害対応のデジタル化についても、各府省庁の適切な役割分担の下、関係府省庁間
で密に連携しながらその取組を推進しているところです。

-
現行制度
下で対応可
能

防災体制の充実強化は重要な課題であり、特に、一刻を争う応急対策の局面において
重要な役割を果たす実働部隊については、適切な役割分担のもとで円滑に連携を行う
ことができるよう、そのあり方について不断の見直しを進め、万全の防災体制の確保に
努めてまいります。

339 令和2年12月18日 令和3年2月18日
電子申告につい
て

e-taxとel-taxを1本化してほし
い。
あるいは法人番号やマイナン
バーなどのシステムを合同で
運用出来るようにしてほしい。

会計事務所に勤める者です。
先日、電子申告を行ったところ、県の役所から
「(株)や(有)ではシステム上違う会社として認識してしまうので、株式会社
や有限会社のように正式な名称で申告してほしい。」
とのお願いがありました。
同じように申告している税務署からそのような話は聞いたことがありませ
ん。
おそらく国税用の整理番号や法人番号で管理しているためだと思われま
す。
こちらの登録の問題でもありますが、法人番号や個人番号ができた時代
にまだ名称で管理するというのは非効率ですし、番号の意味がありませ
ん。
法人や個人の管理方法が1本化できれば、申請者も役所も手間が省け
るのではないでしょうか。

個人
総務省
財務省

　法人住民税及び法人事業税等の申告書への法人番号、法人名及び所在地などの記
載につきましては、地方税法施行規則において申告書への記載事項として定められて
います。
　また、eLTAXで電子申告を行う場合、法人番号を入力することで、申告書の所定の箇
所に法人名及び所在地の自動転記が可能となるため、その場合、法人名の直接入力
は不要となっています。

地方税施行規則
第3条、第5条、第
10条の２等

対応
 　ワンスオンリー原則に基づき、eLTAX又はe-Taxのどちらかに情報を提出すれば、同
様の情報のもう一方への提出を不要とする取組が重要と考えており、国税・地方税を
通じた納税者の利便性向上に、積極的に取り組んでまいります。

340 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理の
合同祭

税金でやるのはやめて下さ
い。

コスト削減。税金でする意味がわからない 個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

341 令和2年12月18日 令和3年1月27日
省庁の任期付職
員採用時提出書
類の簡素化

省庁の任期付職員採用時提
出書類について、転職回数が
多い人ほど在籍証明書を取り
直す手間がかかる。これを簡
素化していただきたい。

5年前に内閣府の任期付き職員として採用されました。
また、現在は地方国立大学の特任教員をしております。
それぞれの採用手続きの際に、過去に在籍していた各社の在籍証明を
提出する必要がありました。
　私は転職回数が多く、今は合併等で別会社となり在籍が確認できない
からと拒否されたり、倒産などで現状存在していない会社もあったり、ま
た、賃金未払いがあり訴訟で争ったことがある会社だと、最初から在籍
証明の発行に協力いただけません。また、自営業の時もありましたの
で、在籍証明を自身で発行することができません。
　そこで、在籍証明に代えて、年金支払記録で確認できるようにしていた
だきたいと思います。それであれば在籍証明がすぐに取れます。

個人 人事院

各府省における職員採用時の給与決定においては、採用前の経歴として、在職してい
た民間企業等の雇用形態や従事していた職務の内容を確認し、職員の給与に適切に
反映する必要があります。そのため、各府省において在職証明書等を求めている場合
があると承知しています。ただし、厚生年金の納入記録や給与明細（通帳の振り込み
記録等）、源泉徴収票等を用いても、各府省において上記の確認を適切に行うことが
可能と判断するのであれば、差し支えないと考えております。

人事院規則９―８
（初任給、昇格、昇
給等の基準）別表
第４　経験年数換
算表

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

342 令和2年12月18日 令和3年1月27日

消費税法インボイ
ス制度への移行
に伴う財務処理
のデジタル化

2023年10月1日より導入され
る消費税インボイス制度につ
いて、インボイスのデジタル化
を国にお願いしたい。日本全
国のインボイスの量は、経済
取引量の総数に相当する数と
なりますが、インボイスを法人
番号、事業者番号ごとに国が
管理するサーバーに保存して
いただくことは可能でしょう
か。保存形式は、お任せいた
しますが、e-TAXでの決算書
形式XBRLの形式が良いと思
います。その保存したビック
データを法人番号事業者番号
ごとにダウンロードができ、財
務の仕訳情報として自動入力
ができるようにしていただきた
い。

１．消費税インボイスの入力や保存の軽減
    取引の都度、紙でインボイス作成及び保存は、中小企業にとって実
務的に不可能である。自社アプリケーションでのインボイス作成保存が
自動化されれば可能となると思いますが、中小企業にとっては、コスト的
及び時間的に耐えられる状況ではありません。たとえばレジと国のサー
バーがつながっていて、顧客の番号がわかれば自動的に会計が終わり
ます。入力しやすいフォーマットを作っていただければありがたいと思い
ます
 ２．中小企業の財務処理の軽減
    現在中小企業の財務処理は、ほとんど税理士に委託し記帳業務とし
て報酬を払っています。インボイスが集約されている国のサーバーから
自社の法人番号を入力すれば、指定期間のインボイス（仕訳データ）が
すべてダウンロードできます。そのデータを利用し自社財務ソフトへコン
バートができれば、売上情報経費情報も自動入力となりますのでほとん
どの仕訳が入力済みとなります。インボイスがない取引は自社入力とな
りますが数は少ないでしょぅ
    財務処理の軽減が可能となり、財務にかかるコストが軽減されます
   ３．セキュリティーについて
    国のサーバーへのアクセス制限ですが、自社の法人番号のみの検
索しかできなくし、他人のデータを見られなくする。
    国税庁のアクセスについては、国にお任せいたします。ただ全部国税
当局に見られている状況は、国民が納得するかどうか疑問です
    最後にインボイス制度のサーバー化は経済産業省国税は財務省に
またがっていますよりよい方法でお願いいたします。

個人 財務省

　令和５年10月以降、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事
業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。適格請求書とは、発行者
の登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する
書類です。適格請求書の交付に代えて、電磁的記録（適格請求書の記載事項を記録し
た電子データ）を提供することも可能です。また、電磁的記録の提供を受けた事業者
は、一定の要件の下、その記録を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも
できます。

消費税法第30条、
第57条の２、第57
条の４

事実誤認

　制度の現状欄に記載のとおり、適格請求書の交付及び保存は電磁的記録により行う
こともできます。紙によるか電磁的記録によるかは事業者の任意です。
　なお、提案理由欄に「取引の都度、紙でインボイス作成及び保存は、中小企業にとっ
て実務的に不可能」と記載されていますが、適格請求書は、日ごろの取引で授受され
ている請求書や納品書に一定の事項を追記するものである旨申し添えます。
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343 令和2年12月18日 令和3年1月27日
経費精算の領収
書現物（紙）取
得、保管

交通費、送料、飲食代等、少
額経費について、領収書現物
を受領し、金額にかかわらず
領収書現物を糊付けし経費申
請・精算しています。
仕組み上、社内チェック（上司
確認）が為されており、領収書
画像データ（写真）で金額内容
が確認できれば、現物領収書
の添付が無しで経費精算でき
ても良いと思います。
税務署への事前申請・承認が
あれば領収書電子化導入可
能と聞きますが、タイムスタン
プの条件など、中小企業レベ
ルでは実質的に対応できませ
ん。
一般的に流通している経理ソ
フトの機能で、容易に導入で
きる位に制度・仕組みに変え
てただきたい。

在宅勤務対応可能
領収書現物保管不要（倉庫費用削減）
現物送料削減
紙の削減
領収書紛失による経費受領不能回避

個人 財務省

　 国税関係書類のうち、決算関係書類以外の書類については、税務署長の承認を受
けたときは、紙とスキャナ画像の同一性の確認やタイムスタンプの付与等の所定の要
件の下で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存（以下「スキャナ保存制度」と
いいます。）が可能となっています。

電子計算機を使用
して作成する国税
関係帳簿書類の
保存方法等の特
例に関する法律等

対応

 スキャナ保存制度については、令和２年12月21日に閣議決定された「令和３年度税制
改正の大綱」において、紙とスキャナ画像の同一性確認の不要化や一定の場合にタイ
ムスタンプ付与を不要化する等の抜本的な見直しを行うこととしております。
　上記の見直しを含んだ令和３年度税制改正法案を令和３年通常国会に提出する予
定です。

344 令和2年12月18日 令和3年2月18日

中曽根康弘氏の
ための「内閣・自
由民主党合同葬」
につて

長きにわたり総理としてこの
国のために尽力された中曽根
康弘氏のために「内閣・自由
民主党合同葬」を実施される
ことをとめるつもりはないが、1
円たりとも税金を使うことはや
めていただきたい。税金は、
先の見えないコロナとの戦い
に、混乱の中で生きていくこと
も難しくなっている人のために
使っていただきたい。

　新しい首相のもと、この国があるべき方向に進み始めるものと期待して
いた。9600万をかける「内閣・自由民主党合同葬儀」を、「内閣」にも、
「自由民主党」にも止める方がおられなかったことに落胆している。9600
万という葬儀費用は、庶民感覚の理解を超えるものである。「元総理」と
「一介の庶民」に違いがあって当然ということなのかもしれないが、この
ようなずれてしまった感性で、この国をあるべき方向に導いていけるのだ
ろうかと不安になる。1806日という長期にわたってこの国のために尽力さ
れた中曽根氏のために「内閣・自由民主党合同葬儀」を実施されること
を止めるつもりはないが、税金を使うことはやめていただきたい。国民
が、コロナとの厳しい戦いの中で苦しんでいるこの時期に、国民を失望さ
せるような税金の使い方をしないでいただきたい。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

345 令和2年12月18日 令和3年1月27日
２対１ルールの導
入制度化を求め
ます。

米国に倣い 日本での２対１
ルールを導入し規制削減の制
度化をするものです。

アメリカではトランプ大統領就任とともに大統領令によって2017年１月に
所謂２対１ルールを発令しました。
これは新しい規制を１つ作る際には少なくとも２つ以上の規制を廃止しな
ければならないというルールです。規制によって民間企業の損失コスト
が発生し、そのコストを加算された製品・商品等が市場の収縮を誘発さ
せておりその損失を軽減し民間に戻そうと言う事です。これによって１つ
の規制に付き22個の規制が廃止・停止等になったという事です。
このルールの利点は新たな規制を作る側に要らない規制を選ばせる事
が出来る事です。
日本では1990年代から規制の数が一気に増加し立法爆発の状態であ
ると言われています。OECDの中で技術力や競争力は上位なのに、経済
成長率がほぼ最下位なのは立法爆発の要因も大きいのではないでしょ
うか。
アメリカはコロナ禍の前迄はトランプ大統領の２対１ルールを含めた経済
政策によって好景気と低い失業率を記録していました。安全保障の規制
はしっかりとしなければならないのとは質を違えて、産業経済の面では
日本もアメリカの良い所は見倣うべきだと思うものです。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

346 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査と住民
基本台帳との連
携について

　総務省が行う国勢調査は、
国が選挙区割りや地方交付
税の根拠値とするために実施
されるものですが、調査には
巨額のコストがかかっている
ものと思われます。
　本来であれば、地方自治体
が管理している住民基本台帳
（住基）の人口総数により国調
人口が算定されるべきと思い
ますが、それを改めて国がコ
ストをかけて調査する必要性
はあるのでしょうか。国の事務
と地方自治体の事務という縦
割りの構造が、無駄な業務と
コストを生じさせてはいないで
しょうか。
　国のすう勢を図るものは、
国、地方の枠にとらわれず、
住基人口に基づくものとの方
向で一本化した方が、スマー
トで効率的と考えます。

　国勢調査に要するコストは、令和２年度の総務省統計予算の伸びで見
ると６００億円以上と推察していますが、調査の目的は、選挙区の区割り
や地方交付税の算定根拠となるデータを得るためとされています。
　地方自治体が管理する住民基本台帳（住基）には、学生や施設入所な
どの異動は必ずしも反映しておらず、実態との多少のずれはあります。
しかしながら、それはコストに見合う拘りなのでしょうか。選挙権や様々な
住民サービスも、住基に基づき生じるものなのですが・・・
　また、世帯の捉え方が、国勢調査では外形的に同一家屋に居住する
単位で捉え、住基では同一生計で捉える場合もあるなどの違いがありま
すが、住基に外形と生計の双方の世帯管理を行える記載項目の追加を
行えば、自治体の課税部門の管理にも役立つと思います。就労状況も、
住基に任意の記載項目として加えれば同様かと思います。
　国調は国の事務であり、住基は自治事務なのですが、住基ネットによ
り住基の情報が国の事務の効率化に活用されたように、国勢調査に巨
額のコストをかけるのであれば、その結果を住基の精度向上に反映する
などの有効活用を考えてはいかがでしょうか。
　課税の分野では、既に国税と地方税での所得情報の連携が図られて
いますよ。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考
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347 令和2年12月18日 令和3年4月16日
道路行政におけ
る各省庁の縦割り
の改善

(1)交通円滑化に寄与する、国
交省と警察のより緊密な連携
(2)道路上の違法行為に対す
る警察の取り締まり範囲の拡
大（国交省管轄、行政管轄と
されている部分）

(1)当方北海道在住ですが、国道における交通円滑化に対する取り組み
が欠如していると感じます。特に、幹線道路などにおける、横断者も通行
者もいないにも関わらず反応する反応式信号や、道路交通法の考え方
と反する道路構造（例：片側二車線から片側一車線に移行する際には
走行車線側が消える。これだと、追い越し車線に速度帯の低い車両が
多数存在し、円滑な交通が妨げられている）です。国交省、警察の縦割
り行政の改善により、こういった状況を改善頂きたい。
→導入に係るコストは道路新設に比べ圧倒的に軽減できると考えられま
すし、費用対効果としては非常に良いと考えられます。また、交通円滑
化に伴い交通事故に減少や物流コストの削減にも寄与すると考えられ
ます。
(2)違法改造ナンバー車や改造マフラー車両の検挙は、国交省の管轄と
しているため、警察車両が取り締まることはほぼありません。しかしなが
ら、縦割り行政のために違法改造車両を一番目にしているはずの警察
が、違法状態を見て見ぬふりをしているのは明らかにおかしいですし、
違法改造車両の所有者も検挙されないのを良いことにやりたい放題の
状況です。
　また、車内から投げ捨てられるゴミも近年非常に多いですが、通報先
が行政の廃棄物担当なのか、警察なのか、国交省なのか分かりませ
ん。そして取り締まる箇所も不明です。（各箇所共に連絡してくださいとし
ています）
　窓口一本化するとともに徹底した取り締まりをお願いしたいです。
→縦割り化を改善し、違法改造車両を減少させることによる道路周辺環
境の改善、また不法投棄廃棄物対策については、道路環境の改善と、
美化に要するコストの削減が見込まれます。

個人
警察庁

国土交通省
環境省

（１）
　信号機については、道路交通法第４条第１項に基づき、都道府県公安委員会が設
置、管理しており、交通環境に応じた信号制御の見直し等の対応を行っています。
　他方、道路については、道路法95条の２第１項に基づき、道路管理者が道路への区
画線の設置、道路の通行の禁止又は制限、道路の交差部分及びその付近の道路の
部分における改築等を行う場合、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に意見を
聴くこととなっております。
　なお、御指摘いただいた道路構造につきましては、車道の幅員が減少する際、沿道
利用が多い地域において左側車線を緩速車用として利用する場合、左側の車線を減
少させていますが、沿道利用が少ない地域において左側車線を連続した走行車線とし
て確保する場合は、キープレフト通行原則を構造的に担保するために、左側車線を連
続した走行車線として確保することが望ましいとされています。

（２）前段
　 警察では、騒音に係る整備不良車両運転、消音器不備、番号標表示義務違反等、
車両の不正改造等に対する取締りのほか、不正改造業者に対する取締りを推進して
います。また、道路運送車両法を所管する国土交通省と連携し、不正改造に関する情
報共有を図り、合同による取締りなどを実施しているところです。

（２）後段
　 道路上を走行中の車内からごみを投棄した場合、道路交通法第76条第４項第４号
及び５号に抵触するおそれがあります。警察では、これら違反行為を認めた場合は、指
導警告や検挙措置を行っているところです。
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、何人もみだりに廃棄物を捨
ててはならないこととしており、本規定に抵触するおそれがあります。各地方公共団体
において、警察等と連携しながら不法投棄の未然防止や早期発見に努めているところ
です。

（１）
道路交通法第４条
第１項
道路法95条の２第
１項

（２）前段
道路交通法第62
条、道路交通法第
71条の２、道路運
送車両法第19条
ほか

（２）後段
道路交通法第７６
条第４項
廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律第16条

（１）
現行制度
下で対応可
能

（２）
現行制度
下で対応可
能

（１）
　信号機について、警察庁では、交通の安全と円滑を図るため、個別の交通実態等を
踏まえ、適切に信号制御の見直し等を行うよう、今後も引き続き都道府県警察を指導し
てまいります。
　また、都道府県警察及び道路管理者においては、渋滞対策や交通事故防止の観点
から、協議を行い緊密に連携して対策を講じているところであり、引き続きこうした取組
を進めてまいります。

（２）前段
　警察においては、制度の現状のとおり不正改造車両に対する取締りを行っているとこ
ろであり、引き続き、国土交通省と連携を図るなど、これら取組を推進してまいります。

（２）後段
　警察においては、地域の実態や住民の意見・要望等を踏まえた活動を行っているとこ
ろ、パトカー等による警ら活動や通報等により違反行為を認めた場合は、行為の態様
等に応じた適切な対応を行っています。なお、車内からごみを投げ捨てる交通違反行
為や不法投棄事案を認めた場合は、最寄りの警察等に通報をお願いします。
　なお、道路への不法投棄については、生活環境の保全のため、各地方公共団体にお
いても、廃棄物の不適正処理の防止の観点から警察等との連携強化を図る等、地域
の実態に応じたスムーズな連絡体制の構築に努めており、これらの取組を引き続き推
進してまいります。

348 令和2年12月18日 令和3年1月27日 2対1ルール
一つの規制を作る場合2つの
不要な規制を廃止する

わが国は立法爆発の時代を経て、規制でがんじがらめであります。
既にアベノミクスの結果が示しているように、
すべての矢は同時に放たれなければ意味がありません。
民間の活力を最大限に生かすためには規制撤廃は不可欠です。
すでに米国が成功例を実現しております。
1つの規制を作る場合は不要な規制を２つ廃止。
規制提案者には少なくとも2つ提出頂くようルールとし設定することが望
ましいと考えます。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

349 令和2年12月18日 令和3年1月27日
自動車輸送統計
調査について

毎月、国土交通省より自動車
輸送統計調査が送付されてき
ますが、電子報告で済ませて
しまえば用紙が必要でなく、国
土交通省が送付する郵便代、
印刷代を削減できると思われ
ます。
電子報告を推進する中で非常
に無駄なことだと思います。

自動車輸送統計調査表については1社に対して営業所が複数あれば、
複数送られてきます。
まとめて送られて来るのであれば判るのですが、同じ住所に複数の営業
所分送られてきます。
郵便代についても馬鹿にならないと思います。
印刷も毎回同じ書き方の指導も封入されており、非常に無駄だと思いま
す。（会社の担当が変われば申し送りで済む話ですので必要ありませ
ん。）
紙ベースでそちらに送付する際に会社の代表者印が必要でないので電
子報告で十分だと考えます。
運輸局からは連絡用のメールアドレスの登録も義務とされていますの
で、そちらに一斉メールで『○月分の輸送統計調査票の提出をしてくださ
い』と頂ければかなりの外注費等の費用の削減が出来ると思います。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

個人 国土交通省

　自動車輸送統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査（基幹統計である自動車輸送
統計を作成するための調査）として、国内で輸送活動を行う自動車を対象に、その輸送
量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政
策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
　自動車輸送統計調査の対象については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(道
路運送車両法第３条)のうち、国土交通大臣が選定する自動車について調査を実施し
ており、毎月（貨物営業用は年４回）、層化無作為抽出により調査対象を選定していま
す。
　調査対象の選定にあたっては、自動車登録ファイル（車検データ）等を母集団名簿と
して利用しています。

　自動車輸送統計
調査規則(昭和35
年運輸省令第15
号)第4条

検討を予定

  本統計調査は、車両単位に調査を実施するため、自動車登録ファイル（車検データ）
等を用いて、車両のナンバープレート単位で調査対象を選定しているところです。
　ご指摘の件につきましては、車両は異なりますが、事業者名称、住所等について、同
一事業者、同一住所であるものが確認できることから、同一事業者、同一住所になるも
のをまとめて発送できるよう、調査対象選定システムの改善、調査票発送時の封入に
係る対応について、令和３年度内に予算要求等を含め検討することとします。
　また、毎月調査をお願いしている調査対象事業者につきましては、記入要領等を年
初１回のみ送付するなどを実施していくことにより、印刷・発送経費の削減をあわせて
検討していきます。
　なお、ご提案のあった電子報告につきまして、本統計調査では、従前よりパソコンか
らのオンライン調査に加え、令和２年４月調査分よりスマートフォンから回答ができる仕
組みを整備し運用しており、調査票に同封しているオンライン調査のリーフレットにおい
ても操作手順等をご案内しているところですが、電子報告を推進するため、調査対象
者への周知徹底を図ることを検討していきます。

350 令和2年12月18日 令和3年1月27日
政府からの調査
依頼の集約化

いろいろな省庁から会社宛て
に調査依頼がきます。出さな
いと督促が毎日のように電話
がかかってきます。
が、各調査、同じようなことを
聞かれていて非常に煩雑で
す。

たとえば高齢者・障がい者に関する報告は機構にも出すし、ハローワー
クにも出します。同じような内容です。
そして、数字が違うと「XXに提出の数字と違う」と言われます。
わかっているならまとめてほしいです。
企業の工数も
関係役所が作成するぶあつい書き方マニュアルも郵送料も督促料も減
らせます。
ほんとに迷惑です。
デジタル庁でまとめてやって（WEB回答）、データベース化してほしいで
す。

個人
総務省

厚生労働省

国の行政機関が行う統計調査の範囲で申し上げれば、調査実施前に、統計法に基づ
き総務大臣の承認を得る必要がありますが、統計調査の承認審査の過程において、
報告者の負担軽減等に留意して対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。
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提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

351 令和2年12月18日 令和3年1月27日

農林水産省競馬
事業の二重構造
と二重免許認可
制度の解消と一
元化

農林水産省の競馬課がJRAと
地方競馬それぞれで行ってい
る競馬事業の一元化を提案し
ます。
競馬の組織自体をJリーグの
ようなピラミット組織へ
調教師騎手及び馬も強いも上
がっていく切磋琢磨する組織
への変換。
JRAとNARがそれぞれで行う
人材育成組織（競馬学校）の
統一調教師・騎手の免許制度
認可の二重構造の一元化

同じ競馬を運営するのに農林水産省の競馬課はJRAと地方競馬の二重
組織で運営されて役人の人件費等無駄が多いのでではないか？一元
化を提案。
競馬の魅力を上げるために組織自体統合一元化した後Jリーグのような
ピラミット組織にして地域性を出し地元から出た馬や騎手をファンが応援
し感情移入できるようにする。
調教師騎手及び馬も強いも上がったり下がったりする切磋琢磨できる組
織への変換が必要である。
カジノ事業などとの一線を図りバランスをとる。
同じ競馬でもJRAと地方競馬の職業格差は甚大で地方競馬で勤務する
人達の生活は致命的です。地方競馬の売り上げが堅調な今変革のタイ
ミングです。
JRAとNARがそれぞれで行う人材育成組織（競馬学校）をもち敷地や教
育環境等すべてが無駄な二重構造。なのに入学者は年にJRAが５～８
名地方競馬は１０～２０名と間口も狭い
その他に調教師・騎手の免許制度認可の二重構造はいかがなものか。
日本国内でそれぞれ違う免許が存在するものは調教師と騎手ぐらい。
自動車運転免許証は国内に２種類ありますか？
分けるなら経験や勝ち数でレベル分けがいい。
早急な一元化をし地方競馬で従事している方への職業差別も無くす必
要がある。

個人 農林水産省

①中央競馬と地方競馬
　競馬は、競馬法に基づき実施されており、中央競馬は、畜産振興及び国家財政への
寄与を目的として日本中央競馬会（JRA)（特殊法人）が実施しています。一方、地方競
馬は畜産振興及び地方財政の改善を目的として、各都道府県等の地方自治体が主催
者となり自ら実施しており、現在、14の都道府県等が実施しています。
　なお、中央・地方競馬（又は地方競馬間）の交流競走が実施されており、中央競馬と
地方競馬の各競馬場等の所属馬、調教師、騎手が交流する場が設けられています。

②調教師・騎手の免許制度
　調教師・騎手の免許は、公正確保の一つの手段として不適格者を排除するためのも
のであり、競馬の施行と密接な関係があることから、免許業務は主催者等が実施する
こととされています。このため、中央競馬については主催者たるJRAが免許業務を実施
しており、また、地方競馬については、地方競馬主催者の意思と責任で運営される地
方競馬全国協会（地方共同法人）が一元的に実施しています。

競馬法第１条の
２、第16条及び第
22条

対応不可

①　制度の現状に記載のとおり、中央競馬と地方競馬では、競馬開催の目的が異な
り、また、地方競馬は、都道府県等が自ら主催者となっていることから、中央競馬と地
方競馬の競馬事業を一元化することは困難です。

②　免許業務を行う者は、制度の現状に記載のとおり、公正確保の観点から主催者等
が行うべきものですが、①のとおり主催者を一元化することは困難なので、免許制度を
一元化することは困難です。

353 令和2年12月18日 令和3年2月18日
公文書管理（情報
公開制度）につい
て

情報公開制度に基づく文書管
理が煩雑すぎる。
保管文書の大分類・中分類等
は各省庁共通でもう少し
簡略化し、文言による表記で
はなくDXを多用した（
例えるならQRコード等を利
用）文書管理システムに
するべき。

森友学園問題を機に政府による公文書管理の（政治的施策のためか）
不手際を現場の公務員に「こうやって情報公開制度に基づき管理しろ
よ」と言わんばかりに押し付けられたせいで、現場では就業時間中にお
ける文書管理が占める割合は少ないとは決して言えない。公務員として
の職務を行うためにも、情報公開制度に伴う文書保存・背表紙表記など
を現場職員の意見をもっと聞き入れてDX技術を流用し、現場職員・情報
公開請求者双方がWinWinになれる情報公開制度に伴う文書管理を見
直して頂きたい。
現場で行っている文書管理業務は、時代に逆行したアナログ業務になっ
ている。

個人
内閣府
総務省

　公文書等の管理に関する法律施行令（平成22年12月22日政令第250号）第8条では、
行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内
容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならないとされていま
す。
　「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年7月20日　行政文書の
管理の在り方等に関する閣僚会議決定）では、取組の柱の一つとして、電子管理の推
進による体系的・効率的管理の実現を目指すこととしており、それを受けて、翌年3月に
「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）を定め、閣僚会議決定で打ち出された電子的文書管理の方向性を示していま
す。

公文書等の管理
に関する法律施行
令（平成22年12月
22日政令第250
号）第8条第１項

行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

共有フォルダにお
ける行政文書の電
子的管理に関する
マニュアル（2019
年２月１日策定　
2019年８月30日改
訂）

現行制度
下で対応可
能

　行政文書の電子的管理についての基本的な方針（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）では、電子媒体を正本・原本として体系的に管理することを基本に、「当面の措
置」として共有フォルダを対象に現行技術で対応可能な範囲で電子的管理を行うことと
し、将来的にこれを自動化・システム化することを掲げています。
「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル」（2019年2月1日内
閣府大臣官房公文書管理課（2019年8月30日改訂））では、共有フォルダの体系的管理
を目的に、①行政文書を保存するフォルダの構造や名称を行政文書ファイル管理簿と
一致させる、②ファイルの名称もルールを定め標準化するという具体策を提示し、各行
政機関で取り組んでいくこととしています。これにより、①分類の設定が容易になるとと
もに、②行政文書の所在把握や探索が容易となることにより、情報公開請求の対象文
書の探索・特定、行政文書該当性の判断を効率的に行うことが可能となると考えてい
ます。また、今後の本格的な電子的管理によるメタデータの付与により、検索性や文書
管理の効率をさらに高められるものと考えています。

354 令和2年12月18日 令和3年1月27日 労働力調査の件

令和２年９月総務省統計局実
施の国勢調査とほぼ同時期
に、当世帯に同局より労働力
調査の依頼がありました。設
問が国勢調査とほぼ重複して
いるため、国勢調査が実施さ
れる年に従来の労働力調査
は不要と考えます。

全国民が対象である国勢調査が行われる年に、わずか4万世帯程度と
はるかにサンプル数が少ない（＝精度が低い）労働力調査を行うこと
は、明らかな無駄であります。調査員への報酬、データ処理にかかるコ
ストのみでなく、回答者にも無駄な労力を強いるものです。
なお、わたくし個人の価値観では、国民生活の改善につながるのであれ
ば、データを提供すること自体を億劫に感じることはありません。しかし
ながら、ほんの１週間前に回答したのとほぼ同じ設問に回答する徒労感
は拭えません。
また、論点は少しずれますが、酷似した調査を短期間に２度実施するな
どという拙い行いを国がするはずが無いと信じる気持ちから、国勢調査
に便乗した詐欺ではないかと疑ってしまった面もあります。

以上より、5の倍数年の労働力調査は廃止、もしくは国勢調査の設問と
の重複を避けることを提案致します。

個人 総務省

労働力調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査で
あり、我が国における毎月の最新の就業・不就業の実態を明らかにするための基礎資
料を得ることを目的に、毎月、都道府県を通じて調査を実施しています。

完全失業率など、現下の雇用情勢を迅速に把握し、提供する必要があることから、無
作為に抽出された約４万世帯を対象に、限られた回収期間で調査を実施することで、
調査月の翌月末には調査結果を公表しています。

統計法
統計法施行令
労働力調査規則

対応不可

労働力調査は、我が国における毎月の最新の就業・不就業の実態を明らかにすること
を目的とした統計調査であり、この調査から明らかになる完全失業率等は、景気判断
や雇用対策等の基礎資料として利用されています。
現下の雇用情勢を迅速に把握し、提供する必要があることから、無作為に抽出された
約４万世帯を対象に、限られた回収期間で調査を実施することで、調査月の翌月末に
は調査結果を公表しています。

一方、国勢調査は、５年に１度、すべての世帯を対象に、国内の人口・世帯の実態を把
握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的に実施する統計調査であり、
調査対象数が多いことから調査の実施、結果の公表には時間がかかります。

それぞれ目的や公表までの期間が異なる統計調査であることから、国勢調査の実施
年においても、労働力調査を実施する必要があります。

355 令和2年12月18日 令和3年1月27日 財務省の分割
財務省から国税庁を切り離す
べきです。

まず先進国では普通のことですし財務省の力が強すぎます。極端な話、
財務省に不利な法案を出す議員等がいれば国税庁動かして徹底的に
調べて逆らえないようにすることも可能です。

個人 財務省 番号93の回答を参照してください。

356 令和2年12月18日 令和3年1月27日

在外公館（大使館
等）の邦人関連業
務改革、とりあえ
ず在外選挙人証
発行の件

在外選挙人証の発行を迅速
かつ簡便にすべきです。
現在の制度では、申請者が在
外公館の窓口で申請し、選挙
人証が発効されるまで２か月
ぐらいかかります。
在外公館と各選挙管理委員
会がネットワークで繋がってい
れば、あっという間に解決す
ると思います。
あるいは、在留届も在外選挙
人登録も全部、個人がスマホ
アプリでパッパとやれるように
出来ませんか？大使館などに
出向かずに。また、紙の選挙
人証自体も疑問です。オンラ
インで登録されているのであ
れば、パスポートで本人確認
ができるはずですので。

タイ国在住ですが、友人たち（日本人）のうち在外選挙人登録をしている
のはごく僅かです。もっと簡便な登録法があればいいのにといつも思っ
ています。国政選挙への参加は国民の大切な権利ですので、在外邦人
へのご配慮もよろしくお願い申し上げます。

個人
総務省
外務省

在外選挙人名簿への登録の申請の方法は、在外公館等に申請する場合（在外公館申
請）と、出国時に市町村窓口で申請する場合（出国時申請）の二つの方法があります。
在外選挙人名簿の登録（又は登録の移転）が行われると、申請者の住所を管轄する領
事官を経由して、在外選挙人証が交付されます。

公職選挙法第30
条の５及び第30条
の６

検討を予定

登録申請手続の利便性の向上については、平成30年６月から、従来の在外公館申請
に加え、国内で出国時に申請できることとしており、これにより選挙人は在外公館に出
向くことなく登録が可能となったところです。

なお、在外選挙人証のオンライン申請の導入及び在外選挙人証の電子化について
は、マイナンバーカードによる厳格な本人確認など在留邦人の本人確認、住所確認を
適切に行う手法の検討が不可欠であり、今後のマイナンバーカードの海外利用の状況
などを見極めながら、検討していく課題であると考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

357 令和2年12月18日 令和3年1月27日
ハローワークの管
轄について

現在、市区町村ごとに管轄の
ハローワークが定められてい
るが、利用者が通いやすいハ
ローワークで手続きができる
よう、変更する。

自身の居住する市にはハローワークは無く、隣のA市にあるハローワー
クが管轄となっている。公共交通機関で通う場合、往復で1300円かか
り、失業手当受給中は毎月通う必要があり、無収入での出費が負担で
あった。反対隣のB市のハローワークが数分のところにあるため、そちら
での手続きにしてもらえないかと相談したが、市町村ごとで管轄が決まっ
ているため不可能であるとの返答であった。
現在、自身は教育訓練給付金を受け、看護学校に通っているが、2ヶ月
に1度通所する必要がある。学校の目の前にB市のハローワークがある
が、居住住所管轄のハローワークまでいく必要があり、開庁時間は学校
のある時間と重複しているため、空きコマとお昼休憩の時間を合わせ
て、なんとか通所している状況である。人によっては、県をまたいで手続
きに行き、また授業に戻ってくる、という状況の人もいる。
時間や交通費を無駄にしないためにも、利用者が通所しやすいハロー
ワークで手続きをできるようにしてほしい。

個人 厚生労働省

ハローワークでは、管轄のハローワーク以外での受給手続きを希望する申出があった
場合、その必要があると認めるときに限り、他のハローワークでの手続きが可能として
おります。

雇用保険法
施行規則第54条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

都道府県の見直
し

令和3年7月7日令和2年12月18日358
国土交通省

内閣府
厚生労働省

個人

陸運局（新車登録）…転居時に登録手続きに本人または委託を受けた
業者が出向く必要がなくなり、手数料負担、窓口の負担がなくなる。ナン
バーは初回登録時のままずっと継続するため、緊急自体宣言化で起き
た「他県ナンバー車に対する排斥」が発生しにくくなる。また、ご当地ナン
バー＋希望番号の上乗せ料金を現状より値上げし、その地方の財源と
する。継続車検、自賠責保険、車庫証明はマイナンバーに紐付け、マイ
ナポータル宛に通知が届き、全てオンラインで手続き可能とする。マイナ
ンバー連携によって継続車検のユーザー車検が増える可能性がある。
保育園・子ども園・学童……同じ管轄エリア内なら、市外への転居でも転
園届の提出だけで済み、手続きが簡素化される。選考基準が州ごととな
り、隣接自治体の園への入園希望者で待機児童数が減る可能性があ
る。自治体ごとに基準が異なり、実態が不明だった待機児童数の正確な
把握も可能になる。
小児医療費無償化……自治体間格差を是正できる。同じ管轄エリア内
なら、転居時に手続き・再交付が不要になる。多すぎる小児科クリニック
の統廃合を促す効果も考えられる。同様に保健所、国民健康保険（全年
齢）、後期高齢者の国民健康保険、介護保険なども広域化し、同じ管轄
エリア内なら保険料負担を同額とする。

【国土交通省】
　道路運送車両法（昭和26年法律第185号）により、自動車（軽自動車等を除く。）は、所有
権の公証及び使用実態等の把握のため、「登録」を受けなければ、運行してはならないこと
とされております。
　その上で、登録された事項の正確性を保持するため、転居等により、既に登録されている
自動車に係る所有者の住所や使用の本拠の位置等に変更があったときには、その転居等
が都道府県を跨ぐか、同じ都道府県内であるかを問わず、「変更登録」を行うことが定めら
れております。
　変更登録を含む自動車の登録は、同法に基づき、国土交通大臣が、全国統一的な取扱い
によって行うものであって、各都道府県知事が、それぞれ異なる取扱いによって行うもので
はないため、道州制導入のように都道府県の廃置分合を行ったとしても、その手続きに変更
はありません。　
　また、ナンバープレートの交付手数料は、地方版図柄入りのものや希望番号のものも含め
て、交付に要する製造原価等の実費に応じて算出した額を収受することとしております。
　なお、 自動車を保有するためには、各種手続（検査登録、保管場所証明）と税・手数料の
納付が必要ですが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス（OSS）」を利用するこ
とによって、これらをオンラインで一括して行うことが可能となっております。また、OSSにお
いては、マイナンバーカード等の電子証明書機能を活用し、本人確認を行っているところで
す。

【内閣府】
子ども・子育て支援新制度内の保育園等を利用する場合においては、居住する市町村に対
し、教育・保育給付認定を申請し、その認定を受けることとされています（子ども・子育て支
援法第20条第１項）。
なお、市町村間において、マイナンバーによる情報連携で、認定を行った際に通知する利用
者負担額の算定のための必要な税情報の取得は可能です。

【厚生労働省】
子どもの医療費については、国として、医療保険制度において、未就学児の医療費の自己
負担を３割から２割に軽減しています。これに加えて、自己負担の更なる軽減を図るために
自治体独自の助成制度が行われています。
このような助成制度を、全て国の制度として創設することは、厳しい財政状況等を勘案する
と、現時点では課題が多いと考えており、慎重な検討が必要です。
隣接自治体の園への入園については、利用者が居住する市区町村と施設・事業が所在す
る市区町村間で調整のうえ、保育所の広域利用が可能です。
放課後児童クラブは、市町村を実施主体とし、市町村が定める地域子ども・子育て支援事
業計画に基づき、事業を実施しております。
介護保険では、住民に最も身近な基礎自治体である市町村を保険者とし、各市町村におけ
る被保険者の所得状況やサービス見込量等に基づき、保険料を設定しています。なお、財
政安定化や事務効率化を図るため、複数の保険者にて広域連合や一部事務組合を組織
し、保険事業を運営することも可能となっております。
保健所が地域保健対策における中核としての機能を果たし、地域の特性を踏まえつつ住民
のニーズに的確に対応することを確保する観点から、ご提案の広域化について対応するこ
とは困難です。
（保健所については、地域保健法において、保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人
口規模を備えた自治体が保健サービスを一元的に実施できるよう、都道府県のほか、政令
指定都市や中核市、特別区等において設置することを定めるとともに、都道府県が設置す
る保健所の所管区域については、医療・介護・福祉等の関連施策と連携を図るため、医療
計画や介護保険事業支援計画の区域を参酌して設定しなければならないこととしていま
す。）
後期高齢者医療制度においては、運営主体は、都道府県の区域ごとに設置されている、当
該区域内のすべての市町村が加入する広域連合であるため、既に広域化されております。
また、広域連合内を構成している各市町村の後期高齢者医療保険料は基本的に同額と
なっております。
国民健康保険制度においては、都道府県が財政運営の主体として中心的な役割を担い、
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴
収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を担うこととされています。なお、財政安定
化や事務効率化を図るため、複数の保険者にて広域連合や一部事務組合を組織し、保健
事業を運営することも可能となっております。
保険料率については、都道府県内で統一することも可能としていますが、市町村ごとの医療
費水準や医療提供体制に差があることに留意する観点から、ご提案の広域化について対
応することは困難です。

最終的な理想は、道州制を導
入し、市町村ごとに異なる行
政サービスの統一化、州（エリ
ア）への移管です。ただし、早
急な移行は反発が予想される
ため、まずは、陸運局（新車登
録）、保育園・子ども園・学童
の認可、小児医療費無償化
は、管轄範囲を広域化し、現
状の県をまたぐ転居時の登録
やり直しの無駄をなくして欲し
いです。広域化後のエリア分
けは当面は、GoToトラベルの
地域共通クーポンの「地方別」
の分け方で問題ないと考えま
す。
【見直し案の詳細】
https://note.com/sfmi/n/ne9
81b737c5b7

【国土交通省】
　「変更登録」は、住所等の自動車登録ファイルに記録されている事項の正確性を保持
するための手続きであり、例えば、自動車のリコールに伴う修理案内の送付、発見され
た盗難自動車の返却、自動車税の納税通知書の送付といった手続きを確実・円滑に
行うことができるようになることから、所有者の住所を正確に把握しておくことが必要で
あると考えております。
　また、ナンバープレートの交付手数料は、交付に要する実費に応じた額を自動車
ユーザー等から収受するものであるところ、この目的を外れて、地方自治体の財源とす
ることは困難と考えられます。
　以上のとおり、自動車登録に際しては、道路運送車両法の規定により、所定の手続き
や手数料が必要となりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
　OSSについては、これまでも対象手続・地域の拡大、利便性向上等を進めてきたとこ
ろですが、引き続き、関係省庁等と連携し、これらの取組を進めて参ります。

【内閣府】
転出入の際の手続き等に関し、マイナンバーによる情報連携で必要な税情報の取得
は可能である旨、引き続き市町村に対して周知するなど、手続きの簡素化を進めてま
いります。

【厚生労働省】
利用者が、居住地以外の保育所の利用を希望する場合を含め、地域の実情に応じた
適切な利用調整が行われるよう、引き続き周知してまいります。
放課後児童クラブについて、地域での多種多様な取組から広がったという背景もあるこ
とから、市町村において地域の実情に応じた事業を行うことが重要であると考えており
ます。
社会保険である介護保険制度においては、市町村を保険者とし、当該市町村における
状況をきめ細かく反映して保険料を設定することが重要であると考えております。な
お、広域連合を構成している各市町村の介護保険料は基本的に同額となっておりま
す。
国民健康保険制度においては、市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差がある
ことに留意し、保険料を設定することが重要であると考えております。なお、都道府県
内の統一に向けた議論を深めることが重要としています。

【国土交通
省】
対応不可

【内閣府】
検討を予定

【厚生労働
省】
対応不可

道路運送車両法
（昭和26年法律第
185号）第4条、第
12条、第27条第1
項及び第2項

子ども・子育て支
援法第20条第１項

地方自治法第284
条
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

359 令和2年12月18日 令和3年1月27日
全国学力・学習状
況調査を抽出調
査に

全国学力・学習状況調査を抽
出調査に変更し、行政調査と
しての役割(教育政策に生か
すため)に絞る。そのことに
よって、調査に係る費用の削
減と教員の負担軽減を図る。

全国学力・学習状況調査は「指導」と「政策」という両立が難しい目的を
掲げており、結果として、いずれの目的も果たせていない。
 「指導」のためテストを使うならスピードが重要であり、結果を即座に一
人一人の指導に反映すべきで、現在のように数カ月もかかっては役に
立たない。(自治体・学校の判断で自己採点を行なっているが、それが教
員の時間外勤務増加の一因になっている)
　「政策」のためなら質が重要で、学力との関連が指摘される子どもの生
活環境を調べることも必要になる。しかし、生活環境もほとんど調べられ
ていない。何より問題なのは、テストでどのような学力を測るかという肝
心な点がしめされていないことである。
　これらのことから、費用に対しての効果が不明確であるうえ、教育現場
に過度な負担を強いる調査方法を取り止め、政策に必要なデータを収
集することに徹することが必要なのではないか。

個人 文部科学省

全国学力・学習状況調査は、
・全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することによって、国や全ての教
育委員会における教育施策の成果と課題を分析し、その改善を図る
・学校における個々の児童生徒への教育指導や学習状況の改善・充実等に役立てる
・そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する
ことを目的として、小学６年生と中学３年生の全児童生徒を対象に、教科に関する調査
と生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を毎年実施しています。

- 対応不可

　全国学力・学習状況調査の制度の現状欄に記載の目的を確実に果たすためには、
調査を通じて、全ての市町村教育委員会において自らの教育施策の成果と課題を分
析し、改善を図ることができるようにすること、全ての学校において個々の児童生徒へ
の教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てられることが必要であり、引き続き、
同調査を悉皆、かつ、毎年度実施することが重要です。なお、教科調査においては、学
習指導要領の示す理念や内容等に基づき出題するとともに、記述式も取り入れ、より
丁寧に児童生徒の学力を的確に把握できるように努めています。そのため、採点に一
定期間を要するものの、より速やかに学校現場において調査結果を活用いただけるよ
うその期間の短縮に努めてきているところです。また、現在、学校現場への負担をでき
る限り軽減する観点から、学校質問紙調査のWeb回答方式への切り替えや児童生徒
質問紙調査におけるWeb回答方式の導入の検証などを進めているところです。さらに、
調査のCBT化（コンピュータ使用型調査）に向けた検討も進めており、これにより調査
用紙の取り扱いの負担軽減や結果提供の迅速化が見込まれるところです。
　なお、学校及び児童生徒質問紙調査では、学習環境や生活習慣等に関する項目を
設け、学力との関連について把握・分析するとともに、より幅広く学力の状況を把握し、
その経年変化や経済的な面も含めた家庭の状況と学力等の状況を把握・分析するた
め、3年に一度程度、「経年変化分析調査」や「保護者に対する調査」を実施し、これら
を国の教育施策や教育指導の改善充実に向け活用しているところです。今後とも同調
査の適切な実施と負担の軽減等に向けた不断の見直しに努めてまいります。

360 令和2年12月18日 令和3年1月27日

独立行政法人、
日本学生支援機
構の手続きに関し
て。

本年度から開始された、独立
行政法人、日本学生支援機
構の給付型支援金などの手
続きが、余りにも煩雑すぎま
す。
また、問い合わせに関しても、
明確に説明できない問題に対
しては、独立行政法人、日本
学生支援機構と大学が、責任
所在の押し付けあいの為、迅
速に手続きが出来ない状態で
す。

独立行政法人、日本学生支援機構の対応は、親権者ではなく、成人大
学生は、本人のみの対応以外は、一切受け付けない現状ですが、成人
大学生であっても、学費の支払いを実行しているのは、親権者でありま
す。
また、親権者世帯主の個人情報を提供する為、親権者手続きも了承す
べき案件です。
また、書類上の手続き、及び、インターネット手続きの両方が必要の為、
大変に複雑であり、無駄な時間を必要とします。
また、非課税世帯の家庭においては、スマートフォンやパソコンを所持
出来ない家庭がある事を伝えても、独立行政法人、日本学生支援機構
は、一切了承しない事態であります。
通学している大学において、書類を親権者に対して配布し、親権者確認
のもと、親権者の個人情報を提供して、親権者が手続きをするべきだと
思います。
また、オンライン環境が無い家庭においては、書類申請のみで、受け付
け対応をするべきです。
さらに、独立行政法人、日本学生支援機構の電話対応窓口は、大変、
不適切な言動が多い為、経費の無駄遣いだと、確信しております。

個人 文部科学省

給付型奨学金の申請手続に係る一般的な問い合わせについては、学生本人でなくとも
可能です。申請は、原則として支援対象となる学生本人が実施することとなりますが、
本人が申請できない特別な事情がある場合は、委任状等を本人が提出することによ
り、親による代理申請が可能です。
手続の迅速化・簡素化、早期の支給開始のため、奨学金の申請は、原則としてイン
ターネットによるものとしています。しかし、家庭にインターネット環境が整備されておら
ず、学内設備等も利用できない状況にある等の場合は、個別に相談いただければ書
類での申請を認めております。

独立行政法人日
本学生支援機構
「業務方法書」第
30条の８第２項

現行制度
下で対応可
能

引き続き申請者への負担が軽減されるように努めてまいります。また、受電対応の改
善、質の向上にも努めてまいります。

361 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査の職業
欄について

国勢調査の職業欄に、会社
名、職業の内容をなぜ手書き
で記入しなければならないの
か？1.会社名を記入して、追
跡調査(統計調査員が会社に
行って、この人いますかと訊く
のか。)もしない。産業分類の
コードや法人番号を記入する
など、何も検討されていない。
2.職業の内容を詳細に書かせ
るのか？書いた内容を統計局
で入力し、分類するのか。労
力の無駄である。本人に産業
分類コードを記入させてれば
よい。内容を見て統計局で分
類するとしても間違いはある
はず。

個人情報保護法ができても、国勢調査は何も改正していない。
職業内容を詳細に書けというが、風俗業(ソープなど)などどう書くのか、
調査される国民の立場に立った調査方法を何も考えていない。

調査用紙へのペンでの記入やネットからの入力でも同じだが、それを統
計局で入力したり、精査することの労力にかかる費用もそ相当なものと
思える。職業内容を統計局が精査するのはなく、産業分類コードにして
申告された調査内容を信用すべき。日本人は教育レベルが高い。ネット
のＱ＆Ａを充実すれば、文字入力をせず、コード入力にできるはず。どう
してもできない人は電話応対など考えればよい。

とにかく、個人情報の保護、センシティブ情報の保護など、何も考えてこ
なかった統計局の怠慢である。

個人 総務省

　国勢調査の調査事項については、統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、
総務大臣からの承認を受け定められております。
　調査事項のうち「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」及び「本人の仕事の内
容」は、産業や職業の分類を正確に行うために把握しているものです。
　国勢調査では、日本標準産業分類及び日本標準職業分類に基づき、約250種類の産
業、約230種類の職業に分類して集計しております。

統計法 対応不可

　制度の現状欄に記載のとおり、国勢調査では、日本標準産業分類及び日本標準職
業分類に基づき、約250種類の産業、約230種類の職業に分類して集計しており、この
中から該当する分類を御自身で調べて回答する方法は、回答者の負担が非常に大き
くなることから困難です。

362 令和2年12月18日 令和3年3月9日

厚生労働省発表
新型コロナウイル
ス感染症状況の
電子データ公開

厚生労働省が，以下のサイト
にて毎日提供している新型コ
ロナウイルスに係る種々の情
報を電子情報としても提供す
る。
https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/000012
1431_00086.html
このサイトでの情報，例えば
【PCR検査に関する参考資
料】
○国内における都道府県別
のPCR検査陽性者数
などは，紙媒体情報と同じよう
な形で提供されています。
つまり，そこから情報を電子で
取得して何らかの解析を行え
るような形では提供されてい
ません。
多くの研究者の英知を集める
ためにも，これらの情報は電
子で取得できる形で提供され
るべきだと考えます。

厚生労働省は毎日，以下のサイトにて新型コロナウイルスに係る種々の
情報を提供しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.h
tml

例えば，
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況
○新型コロナウイルスのＰＣＲ検査総実施件数（都道府県別 ※地方衛
生研究所・保健所からの回答を集計）

しかし，それらは紙情報と同じような形で提供されています。
つまり，そこから情報を電子で取得して，何らかの解析を行えるような形
では提供されていません。
多くの研究者の英知を集めるためにも，これらの情報は電子で取得でき
る形で提供されるべきだと考えます。

個人 厚生労働省

厚生労働省では、PCR検査実施人数やPCR検査の実施状況などについて、オープン
データとして以下のURLにて公開しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

なし 対応
新型コロナウイルスに関する情報について、PDF等の加工不能媒体のみではなく、
CSV形式でも公開しておりますが、今後も加工可能な形式で公開するデータを充実し
ていきたいと考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

363 令和2年12月18日 令和3年2月18日

分散している図書
館機能を取りまと
めて、日本に科学
技術情報のハブ
を設置しましょう。

日本の大学や公的研究機関
などに分散している科学技術
情報源（図書館機能）をとりま
とめ、日本にイギリスのマン
チェスターセンターのような電
子化された学術情報源のハブ
を作りましょう。
科学技術情報源の整備によ
る「科学技術振興」と「金銭的
節約」についての提案です。
電子ジャーナルや学術デー
ターベースの英国型運用によ
り、日本の稼働研究者数を質
的数倍増し、優れた成果を増
やすことが可能です。

　歴代ノーベル賞の獲得数世界第２位のイギリスは研究者の数的に日
本よりも小さな規模です。しかし、本質的な研究を数多く行なっていま
す。この違いは研究情報源の整備の差と存じます。イギリスやカナダで
は、大英博物館→大英図書館→マンチェスターセンターの流れを汲む公
的な科学技術に関する研究情報源をもっています。公開されている科学
技術情報のインテリジェンスは重要です。
　イギリスではどの大学の教員でも十分な電子ジャーナルやデーター
ベースなどの研究情報に接せられます。それにより短期間でアイデアを
研究に結びつけられます。一方，日本ではその情報源の使用料金を各
大学にまかせているため、全体でお金と時間の無駄が生じています。若
い人材を活かせません。アイデアを研究とするために必要な情報収集に
多大な時間がかかります。
　これは「大学や組織間の競争」として行なわれています。本来競争させ
るべきは「研究内容」であり大学や研究者ではありません。底辺大学ま
で含めて、すべての大学教員、研究者が、等しく最上のデーターベース
や電子ジャーナルを使えれば、科学技術の基礎研究力の底上げにつな
がります。量的な増大は質的な向上につながります。
　さらに、情報やその管理を集約することで、設備を節約し、管理のため
の人件費を減らせます。現在、各大学がそれぞれ支払っている費用を
電子ジャーナル発行元にまとめて払うことにより、値引きも可能になりま
す。最近、大学でコンソシアムを作って、マスメリットを引き出しておりま
すが、これを国主導で行なえば、さらに大きな効果を期待できます。
　書籍から電子デジタル情報化された学術情報の新しい入れ物が必要
です。

個人 文部科学省

我が国では、電子ジャーナル、データーベース、電子書籍について、大学図書館コン
ソーシアム連合（JUSTICE)が出版社等と交渉を行い、合意した契約モデルをコンソー
シアムの各会員館へ提示していますが、契約主体は各大学であり、JUSTICE提案の契
約モデルを選択するかどうかも含めて、各大学で判断しています。そのため、契約内
容、契約価格等も大学毎に異なっています。
※大学図書館コンソーシアム連合：平成23年4月に発足。国公私立大学の図書館が会
員館として登録。（1月12日現在の会員館：549館）

英国では、電子ジャーナル、データーベース、電子書籍について、Jisc Collectionsとい
うコンソーシアムが出版社等と交渉し（Jisc Collectionsの交渉対象はこのほか多岐に
わたります。）、合意した標準的な契約モデルをコンソーシアムの各会員館へ提示しま
すが、我が国と同様に、原則、契約の主体は各大学と承知しています。

なし その他

特に、電子ジャーナルにおいては、世界的に継続的な価格上昇等が問題となってお
り、論文等の学術情報へのアクセス確保の在り方について、各国ともに議論・検討され
ている状況です。
なお、国が主導して出版社と契約し、国全体を包括するような一括契約を結ぶことは、
必ずしも価格上昇の抑制につながるものではありません。（「大学等におけるジャーナ
ル環境の整備と我が国のジャーナルの発信力強化の在り方について」平成26年8月
ジャーナル問題に関する検討会）

文部科学省においては、令和元年6月14日に科学技術・学術審議会の下にジャーナル
問題検討部会を設置し、令和3年2月12日に審議まとめを取りまとめたところです。本審
議まとめを踏まえ、引き続き学術情報基盤の整備に取り組んでまいります。

364 令和2年12月18日 令和3年1月27日
ETCシステムの有
効活用について

現在のETCシステムは有料道
路以外で使用できませんが、
利用者番号サービスといわれ
る、あらかじめ登録したETC車
載器の番号を基に生成された
利用者番号とサービス利用時
に生成された利用者番号を照
合することで入退管理サービ
ス・決済サービス・顧客管理
サービスがあります。
このサービスを活用するには
一般財団法人ITSサービス高
度化機構側のデータベースを
基に変化された利用者番号と
の照合が必要になりますが、
ITS側で行う利用者番号の照
会や提供等も民間で行うよう
にできないものでしょうか。

ITS側で行うことを民間で行うことで、民間サービスの拡大に繋がると思
います。
また、有料道路以外でも有料道路のようにETCカードによる決済が可能
になれば、コインパーキング等の活用に繋がり、設備投資の促進に繋が
ると思われます。

個人 国土交通省

　「利用者番号サービス」については、民間からの要望を受け、既存のETCシステムを
直接用いることなく、ETC車載器の機能の一部を料金決済に活用するサービスとして
検討され、平成１８年より利用を開始したものです。

　 その後、国土交通省では、民間事業者によるETCシステムを用いた決済サービスを
可能とするため、令和元年１１月１１日に「ETC多目的利用システムの利用に関する要
綱」を定めています。

　 本要綱に基づき、駐車場やドライブスルー等、高速道路以外の施設におけるETCで
の決済が可能となり、現状では、民間事業者によるサービスの拡大が推進されていま
す。

有料道路自動料
金収受システムを
使用する料金徴収
事務の取扱いに関
する省令

その他 　 「制度の現状」欄に記載のとおりです。

365 令和2年12月18日 令和3年1月27日
地図混乱地域に
おける地図訂正
の簡素・迅速化

国民の財産でもある土地につ
いて、地籍調査及び登記所備
付地図整備が遅々として進ん
でいない地域においては、精
度の落ちる公図を地図の代用
としているため土地売買や地
域の開発に支障をきたす原因
ともなっています。
公図の土地配置誤りや地番
間違いなど単純な地図の訂
正は、住民等からの申し出が
あれば、市町村と共同して調
査、登記官の職権による地図
訂正を義務化し、固定資産税
の適正課税と地図混乱地域
の早期解消を切望します。
本来、国の事業として地図整
備を行うところ、整備遅れから
境界争いなどの問題が発生し
ても民民の問題として国も地
方も当事者意識に欠けた対
応となっている考えます。
菅内閣の実行力を頼りに本提
案を致します。

近畿地方を中心に地籍調査及び登記所備付地図整備が遅々として進
んでおらず、明治期に作成された精度の低い公図を、地図に準ずる図
面として使用していることから、地図と現況の異なる地図混乱地域が存
在している。
この中には、公図自体が土地の位置を誤っているものや地番を誤ったも
のなどもあり、権利関係が明確でないことから土地の売買が出来ない、
地域の開発が滞るなど、社会問題化・経済活動障害などが発生してい
る。
　国土交通省による地籍調査や法務局による登記所備付地図整備は、
半世紀経っても重要な地域では進捗の度合いが著しく低く、前述のよう
に国民の財産権に大きく影響を与えている。
元々、地租徴収を目的に市町村役人が指揮して作成したとされる公図
は、所謂縄伸びなど正確さに欠け、配置も絵図を元にしていることを考
えると、都市部の未調査地域の地図整備には困難さが伺えるが、できる
ところから早急に対応する必要があると考えます。
主務官庁の法務局、固定資産税徴収官庁の市町村は、当事者として地
図混乱の解消に手をこまねくことなく体制を整え、国民からの地図訂正
申し出には国の費用と責任において調査されるよう要望します。
提案者も公図の配置間違いにより財産権を侵害されている一人です。
　

個人 法務省

不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第16条第1項は，不動産登記法（平成16
年法律第123号）第14条第1項の地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある
とき及び同法第14条第4項の地図に準ずる図面に表示された土地の位置，形状又は
地番に誤りがあるときには，当該土地の表題部所有者又は登記名義人等から，その訂
正の申出をすることができる旨を，同条第12項は，登記官は，申出に係る事項を調査
した結果，地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは，地図又
は地図に準ずる図面を訂正しなければならない旨を，それぞれ規定しています。

不動産登記法第
14条第1項
不動産登記規則
第16条第1項及び
第12項

現行制度
下で対応可
能

「制度の現状」欄に記載したとおり，御提案にあるような義務については，既に不動産
登記規則に定められています。

366 令和2年12月18日 令和5年5月17日
マイナンバーカー
ドの仕様変更

マイナンバーカードの普及促
進及びデジタル化に向けて、
早期にマイナンバーカードの
仕様を変更すべきである。
問題点はキーとなるマイナン
バーの全ての桁と住所が印
字されていること。
ICチップ化されていることか
ら、マイナンバーの全ての桁
や住所はカードへ印字する必
要はなく、ICチップからの読み
取りで十分である。

カードで目視できるのは氏名と顔写真でよく、それ以外の情報はICチッ
プからしか参照できないことで機密性が保たれ、国民の不安を低減でき
る。
かかるコストとしては、
これまで発行したカードの再発行コスト。
カードの印字仕様の変更コスト。
偽造カード判別方法の普及と偽造防止仕様の徹底。
効果は、
カード普及率の向上。
カード義務化への促進。

個人
デジタル庁

総務省

マイナンバーカードの券面に記載する記載については、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（平成二十五年法律第二十七号第２条
７項において、「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項」とさ
れています。

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
律第２条７項

検討を予定

マイナンバーカードの券面に記載する事項や、ICチップに記録する情報につきまして
は、様々なご意見があることを承知しております。
今後、次世代のカードを設計するに当たっては、様々な関係者のご意見も丁寧に伺い
つつ、しっかり検討を進めてまいりたいと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

367 令和2年12月18日 令和3年2月18日 e-Tax

関東信越国税局から石油ガ
ス税の申告をe-Taxでという案
内をもらってe-Taxへの移行を
検討してみました。石油ガス
税の申告は、付表を作成し、
そこから申告書に税額が転記
して作成しますが、e-Taxソフ
トで試しに作成してみたとこ
ろ、付表からの転記が自動で
はなかった。どうして？という
感じ。ミスを減らすためにもシ
ステムでできる作業は，自動
化する仕様でなくてどうするの
か？

形だけ電子申告にしたという感じで、システム化のメリットというものが追
及されていない。納付もダイレクト納付にすれば便利だと思って、検討し
たわけだが、どうせ源泉所得税、総務省管轄の住民税特別徴収の納税
もあるので、石油ガス税だけ電子化しても意味がないか？と思ったりす
る。住民税の特別徴収は、これまで1人分ずつ入力するか、csvファイル
を作成するといったシステム的な素養がないとできないようになっていて
（前月分を繰り越せればいいのに）、出来が悪い。縦割りなので、違った
ユーザーインターフェースを乗り越えて、一括でやれるようにするのが、
この投稿の趣旨だとは思うが、それ以前に１つ１つのユーザーインター
フェースが悪すぎる。

個人
財務省
総務省

【財務省】
e-Taxソフトにおいては、基本的には、異なる帳票間で税額を自動転記するといった機
能等は実装されていません。

【総務省】
個人住民税の特別徴収については、令和元年10月から地方税共通納税システムが稼
働しており、すべての地方団体で電子納税が可能となっています。その際は、過去に
行った納付情報の内容を複写し、納付を行うことが可能です。

情報通信技術を活
用した行政の推進
等に関する法律第
６条、国税関係法
令に係る情報通信
技術を活用した行
政の推進等に関す
る省令第５条

【財務省】
検討を予定

【総務省】
検討を予定

【財務省】
e-Taxソフトの利便性向上に向け、利用者のニーズのほか費用対効果も踏まえ、検討
していきます。
　
【総務省】
制度の現状に記載のとおりです。

368 令和2年12月18日 令和3年2月18日
元首相の合同葬
について

元首相等の葬儀費用を閣議
決定のみで、税金から支出し
ないでください。前例踏襲とい
うのであれば、この点を改革
していただきたいと存じます。
現職を除き、必要ないと考え
ます。国が葬儀を行う明確な
根拠があるのでしょうか。どう
しても税金を使用して葬儀を
行いたいのであれば、対象
者、支出の範囲等、国会で議
論して、ルール化した後にして
ください。その場合も恣意的な
運用を防止してください。

１．今年度についての効果
・本年度の財政支出見直し効果
今年度予備費9643万円の削減。
削減分を本年度コロナ対策費に回すことで、一部対象者だけでなく、広く
一般が受益者となる可能性がある。

２．将来的な効果
・将来的な財政支出削減効果
先例と同額程度の葬儀コストが減るのと同時に、突発的な支出がなくな
る。

・どうしても葬儀を行う場合、新ルールに基づき、国会等への報告を経
て、支出を透明化し、支出額を抑える、または、一定額内に収めることが
できる。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

369 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国税庁（e-tax)の
ブラウザ対応につ
いて

国税庁のe-taxのブラウザ対
応が、原則Internet explorerの
みというのは不便すぎます。

他のブラウザ対応を早急にし
ていただきたい。40代以下で、
Internet explorerを使っている
人を見たことがありません。

デジタル化をすすめるためには、必要不可欠ではないでしょうか。 個人 財務省 番号206の回答を参照してください。

370 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査につい
て

国勢調査実施時の紙面配布
廃止及び市町村との連携。
そもそも国民の個人情報は市
町村に全てあると言っても過
言では無い。わざわざ用紙を
配布するのではなく、統計法
を改正し国民の同意が得られ
れば国勢調査の為に個人情
報を利用出来る様にすれば
良い。

国勢調査実施時に人の手で用紙を配り返信するか、ウェブで回答する
ようになっていると思います。そもそも人の手で配る為には費用がかか
る。また、用紙もカラー等あり割高となる。無駄に費用をかけているだけ
の様に思う。紙が減れば環境にも良くコストも下げられる。
個人情報の使用承諾のみ得れば正しい情報が素早く入手でき政策に早
く反映させる事が出来る。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

371 令和2年12月18日 令和3年2月18日

世界水準から大
きく遅れをとって
いる業務統計の
ジェンダー統計化
を強力に促進して
ください

各府省の業務統計における
男女別把握・集計・公表を強
力に促していただきたく、お願
いいたします。

女性活躍は社会にとって重要な課題です。性差別を可視化し、解決のた
めの取り組みを点検・評価するためには、性別情報を把握し、男女比較
がしやすい形で集計し、公表すること（ジェンダー統計化）が欠かせませ
ん。特に、各府省は多くの業務統計を作成していることから、これら業務
統計のジェンダー化が進めば、社会全体で女性活躍を進めるための強
力なインフラとして業務統計を活用することができます。
　しかし、日本の業務統計は、ジェンダー統計という面では、先進国の中
で非常にお粗末な水準にあります。白書やプレスリリースなどにおいて
男女別集計が行われていなかったり、全体計と「うち女性数」の掲出の
みで男女比較が非常にしづらかったりします。
　業務統計のジェンダー統計化については、第四次男女共同参画基本
計画の推進体制の具体的取り組みに明記されましたが、具体的な成果
に乏しいものでした。第五次男女共同参画基本計画の素案においても、
推進体制の基本的な考え方にジェンダー統計の重要性は書きこまれた
ものの、具体的取り組みは四次計画と全く同じで、縦割り行政の弊害に
より、このままではまた成果は上がらないだろうと思われます。
　業務統計のジェンダー統計化により、よりエビデンスに基づく政策形
成・実行が可能になり、経済・社会のあらゆる面で、政策の効果が高ま
ることが期待されます。

個人 内閣府

令和２年１２月２５日に閣議決定された第５次男女共同参画基本計画には、ジェンダー
統計の充実に関して寄せられたご意見等を踏まえ、新たに「男女の置かれている状況
を客観的に把握するための統計（ジェンダー統計）の充実の観点から、各種統計の整
備状況を調査し、公表する。」との文言が盛り込まれたところです。

第５次男女共同参
画基本計画

現行制度
下で対応可
能

今後、同計画に基づきまずは各種統計の現状を把握した上で、更なる充実に向けた取
組みを進めていくこととしています。

372 令和2年12月18日 令和3年1月27日
住居表示変更情
報の共有

登記等に記載されている住所
が住居表示変更によって変
わった場合、登記等と実際の
住所が異なることになるが、
新旧対照表を参照するなどし
て、新住所での申請を受け付
けて欲しい。

住居を取り壊したので建物滅失登記を申請したが、申請者の住所が登
記されているものと異なるため受理されなかった。住居表示変更に伴う
ものであり、実質同じ住所であると説明したが、市役所に行き、その旨の
証明書を取得し提出する必要があるとのことで、証明書取得の手間と交
通費を要した。

個人 法務省

不動産登記法（平成16年法律第123号）第57条は，建物が滅失したときは、表題部所有
者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登
記を申請しなければならない旨を，不動産登記令第３条第１号は，登記の申請に際し，
申請情報として申請者の氏名又は名称及び住所を登記所に提供すべき旨を，それぞ
れ規定しています。
また，同申請に際し，登記記録上の表題部所有者又は所有権登記名義人の住所が，
現在の住所と一致していない場合は，住所の変更を証する書面の添付を要します。

不動産登記法第５
７条
不動産登記令第３
条第１号

対応不可
住居表示は市町村において実施されるものであり，住居表示の実施に係る「新旧対照
表」に類するものは登記所において管理されるものではなく，したがって，登記所にお
いて，申請人の住居表示前後の住所を確認することはできません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

373 令和2年12月18日 令和3年2月18日
特定非営利活動
促進法の改正

都道府県と法務局の二重行
政を回避するため、法務局に
登記するのではなく、都道府
県に登録することのみをもっ
て可とする。
または、最低限の登記で済む
ように法律上の理事の任期を
廃止する。

　都道府県に役員名簿を提出するのとは別に、役員の任期が来たら法
務局へ登記をし直すのが面倒であるし、役所の二重行政である。
　また、法律上の理事の任期が2年より伸びるケースが限定されている
ため、ほぼ確定任期の2年で運用をせざるを得ない。そうなると任期が○
月○日から○月○日までの2年と決まってしまい、総会などの運営上支
障が生じる。
　更に任期が切れた場合、前任者の権利義務を承継する規定が法律に
ないため、仮理事を選任しなければならなくなってしまうなどの不都合が
ある。
　そこで、(1)役員の任期を法律から廃止して登記する頻度を減らす、(2)
役員に任期が切れたあとの権利義務承継を認める改正をして仮理事の
選任をなくし、総会運営をしやすくする、(3)そもそも登記ではなく都道府
県への登録のみにする、などといった方法で手間を削減していただきた
い。

個人
内閣府
法務省

　特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）は、組合等登記令で定めるところに
より、登記しなければなりません。また、登記しなければならない事項は、登記の後でな
ければ、これをもって第三者に対抗することができません。
　こうした登記制度は、登記記録に記録された内容を公示することにより、国民の権利
の保全や商号、会社等に係る信用の維持を図り、もって取引の安全と円滑に資するこ
とを目的としたものです。

　NPO法人の役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とされています。た
だし、再任は妨げられません。
　また、役員の任期に関わらず、定款で役員を社員総会で選任することとしているＮＰＯ
法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定
められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することがで
きます。
　役員の任期を定めておかないと、ＮＰＯ法人の役員が公正に選任される機会を奪うこ
とになります。そこで、役員が民主的に選任されるよう、その選任の公正さを確保する
ために、役員の任期を２年以内の期間を定めて、定款に記載することを求めておりま
す。

特定非営利活動
促進法第７条、第
24条

対応不可

（法務局に登記するのではなく、都道府県に登録することのみをもって可とする提案へ
の回答）
　登記に関しては、登記制度の趣旨に鑑みると、ＮＰＯ法人の活動対象となる相手方保
護のため、ＮＰＯ法人の存在、組織、財産状態等を公示する必要性から法務局への登
記は必要と考えられます。

（理事の任期を廃止するという提案への回答）
　役員の任期を法律で定めるのは、先の趣旨の通り、役員が民主的に選任されるよ
う、その選任の公正さを確保する観点から、必要なものであります。

374 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理の
告別式について

慣例だと思います。河野行革
大臣にはこの時世、この税金
の使い方についても是非斬り
込んで欲しいと、国民として
思っています。河野太郎行革
担当大臣、私は昔から応援し
ておりますし大好きです。是非
国民の声として届いて欲しい
と願います。

コロナ禍で海外の来賓を呼ばずにかける税金では無いと感じました。
国内の様々な業種、形態が支援を欲している中、ここにお金をかけるべ
きでは無いと思いながら、中曽根元総理の功績は凄い物だという事も感
じ、盛大に御見送りしたい気持ちもありながら、河野太郎行革担当大臣
の率直なお考えも知りたいと思いメールさせていただきました。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

375 令和2年12月18日 令和3年1月27日

学校の教員の研
修や調査資料作
成が過大で学校
運営に支障

現況：公立の小中学校など
で、文部科学省からの指示で
教員が研修のために出張す
る機会が多く、他の教員を手
配することが困難な場合があ
ります。文部科学省からの指
示で教員が調査資料作成を
行う機会が多く、生徒との時
間が十分に確保できない場合
もあります。
提案：上記のような状況を改
善するため、研修や調査資料
作成については量を抑え、本
当に必要なものを精査して質
を向上させる施策が必要で
す。調査資料作成は事務員
の増員などで対応可能なもの
は教員がやらなくても良いよう
にする配慮が必要です。

(1) 教員のワークライフバランスを改善することで、教育の質を向上させ
る効果が期待できるため。
(2) 研修や調査資料作成を何のために行うのか、見つめ直すことで、教
育行政全般の改善につながることが期待できるため。

個人 文部科学省

学校に対する調査は、文部科学省から依頼するもののほかに、都道府県や市町村が
独自に依頼するものも多数あり、文部科学省から依頼するものはそのごく一部です。
文部科学省においては、学校の負担軽減の観点から、学校に対する調査等について
見直しや削減を継続的に実施しています。

なし 対応

文部科学省において、これまで調査の廃止や抽出調査への移行・頻度・時期・項目等
の見直しを行ってきており、平成19年度以降、
・定期的な調査については、34件から25件に、
・このうち、毎年実施する悉皆調査は23件から11件に、
削減してきているところです。
また、教育委員会に対しても、学校向けの調査を削減するよう促しているところです。
引き続き学校の負担軽減に努めてまいります。

376 令和2年12月18日 令和3年1月27日 2対1ルール
法律規制を一つ作るなら、役
人にいらない二つの法律規制
を持って来てもらう。

トランプ大統領が2対1ルールで規制緩和をした事によって、民間企業に
活力が戻ってます。
日本も真似して、民間企業の自由な経済活動を推進すれば、就職率が
上がり、新商品が開発されて日本企業が再び世界で活躍できるようにな
ります。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

377 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国家公務員にお
ける出退勤管理
の自動化

　PCのログイン履歴等を用い
た自動化された出退勤管理を
行う。

　現在、職員の出勤については職員本人による出勤簿への押印により、
又、残業時間についてはエクセル等を用いた自己申告等により管理して
いるが、テレワーク推進の昨今、完全に時代遅れである。
　また、出勤簿の管理及び残業時間に対する手当算定に、各省庁の庶
務担当・会計担当による膨大な作業量が発生している。当該業務の自
動化により、効率的な行政運営が見込まれる。

個人
人事院

内閣官房

職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うことと
なっており、出勤簿に押印することは必須とはしておりません。
また、超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している
場合は、これを参照することができることとしています。
その上で、出退勤管理の具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用
することとされております。

給実甲第576号第
2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

379 令和2年12月18日 令和3年1月27日
福祉施設に関す
るアンケート

厚生労働省の「社会福祉施設
等調査及び介護サービス施
設・事業所調査」（9月30日現
在の状況）や大阪府社会福祉
協議会（介護サービス情報公
開センター）の調査（8月現
在）、経済産業省の「エネル
ギー消費統計調査」、厚生労
働省による、「新型コロナウイ
ルスによる経営への影響に関
する実態把握のためのアン
ケート」等、様々なアンケート・
調査が、毎年のように送られ
てきます。また、似たような内
容のものもありますが、調査
月が違うので、一々、集計し
直しております。

福祉現場は、人手不足に加え、ペーパーレス化も進んでおらず、経営者
や管理職は、残業せざるを得ない状況になっているのは、知って頂いて
ると思います。厚生労働省関連のアンケート・調査だけでも多く、他の省
庁からもあるので、出来れば、一本化していただき、重複する内容をなく
して頂きたいです。それにより、少し出も負担軽減に繋がり、より多くの
時間をご利用者様に向けられると考えております。また、同じような内容
の調査ならば、もっと内容を濃くすることで、より効果的な調査になると
考えます。

つつみの
里ケア株
式会社

総務省
厚生労働省
経済産業省

国の行政機関が行う統計調査の範囲で申し上げれば、調査実施前に、統計法に基づ
き総務大臣の承認を得る必要がありますが、統計調査の承認審査の過程において、
報告者の負担軽減等に留意して対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。

380 令和2年12月18日 令和3年1月27日
企画などの統一
化について

仕様書や示方書、マニュアル
類の統一化

私は橋梁を専門とする土木技術者です。表記の通り、鉄道会社や高速
道路会社各社、国土交通省直轄工事等ではそれぞれ設計基準やそれ
を記した仕様書や示方書が別々に存在し、時には内容がJIS等と乖離し
ている場合も存在します。このような状況は技術者の労働時間削減の妨
げになり、生産性向上の観点からも非効率的です。規格類の統一が困
難のは理解できますが、規格を決めている当事者たちが忌憚なく議論
し、仕様書や示方書、マニュアル類を可能な限り減らし、デジタル化して
くれればそれだけでも仕様書や示方書、マニュアル類の消費が喚起さ
れ、投資を呼び込みますし、様々な面でコストの削減につながります。以
上、御検討賜れますと幸いです。

個人 国土交通省

【基準等の統一について】
鉄道と道路の技術基準・仕様書等を統一することについては、電車と自動車で想定す
る荷重等が異なるため、合理的な設計とならないと考えています。
鉄道分野については、国が技術基準を作成し、鉄道事業者に周知しており、鉄道事業
者はそれをもとに自社の実状を反映した詳細な実施基準を作成し、これに基づき施設
の設計を行うこととしています。
道路分野については、国が技術基準を作成し、各道路管理者に周知しており、各道路
管理者はそれをもとに道路の種類（高速道路、国道、県道、市町村道等）に応じた運用
方法を検討したうえで、仕様書等を作成しています。

【基準等のデジタル化について】
鉄道分野については、構造物の設計に関する手引きの一部について、鉄道総合技術
研究所のホームページで公開しています。
（https://railscope2.rtri.or.jp/TechCenterHomeMenu.asp）
道路分野については、国が作成した技術基準をホームページで公表しています。
（https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kozou/ss-kozou-index.html）
また、各道路管理者が作成している仕様書等のデジタル化は、各道路管理者において
対応しています。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

381 令和2年12月21日 令和3年4月16日
公文書の管理方
法について

行政文書についてすべてをデ
ジタル化することを義務付け、
改ざん防止を徹底すると共に
公文書管理の独立機関を作
る。

公文書管理の専門機関は、米国などの他の民主主義国家にも設置され
ていることもあり、日本の公文書の公正な管理という意味で遅れていると
考えます。
その上でデジタル化を進めることで改ざんを防ぎ、情報公開を徹底し民
主主義国家としての、基礎を固めるために必要な事だと考えます。

個人
内閣府
総務省

「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）においては、今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本・原本
とすることを原則とし、将来的には、行政文書の作成から移管・廃棄までを一貫してシ
ステム上で処理することを可能とする「本格的な電子的管理」の実現を目指すこととし
ています。

行政文書の管理については、各行政機関において、行政文書管理規則を制定して行う
という仕組みになっています。
また、「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年7月20日行政文書
の管理の在り方等に関する閣僚会議）に基づき、、各府省に公文書監理官を置くととも
に、内閣府に公文書監察室を設置し、公文書管理法第９条第３項・第４項による行政機
関に対する報告・資料の徴収、実地調査に関する事務、及びこれらの措置の結果に基
づいて行う同法第31条による勧告に関する事務を担わせています。

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

「公文書等の管理
に関する法律」（平
成21年法律第66
号）第10条

「公文書管理の適
正の確保のための
取組について」（平
成30年7月20日行
政文書の管理の
在り方等に関する
閣僚会議）

（電子的管
理につい
て）現行制
度下で対応
可能

（独立機関
について）
その他

文書管理をデジタル化し、「紙」から「電子」へと転換することは、文書管理を確実かつ
効率的に行う上で、大きな意義があると考えています。このため、「行政文書の電子的
管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣決定）などに基づき、
今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本・原本とすることを原則と
し、将来的には、行政文書の作成から移管・廃棄までを一貫してシステム上で処理する
ことを可能とする「本格的な電子的管理」の実現を目指すこととしており、取組を進めて
います。なお、決裁文書の改ざん防止については、決裁文書の事後修正は認めない
ルールについて、各府省の文書取扱規則等の改正及び電子決裁システムの改修で対
応しています。

また、行政文書の管理は、所管業務に知見を有し、その扱いについて責任のある個々
の行政機関が行うこととしております。その上で、「公文書管理の適正の確保のための
取組について」（平成30年7月20日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議）に
基づき、各府省における行政文書の管理の実質責任者である公文書監理官を置くとと
もに、内閣府に公文書監察室を設置し、各府省に対して、実態把握調査、定期監査、
指導・助言等を通して第三者的な立場からのチェックを行わせるという体制整備を行っ
たところであり、引き続き、適正な公文書管理の徹底を行ってまいりたいと考えていま
す。

382 令和2年12月23日 令和3年1月27日
地方公共団体の
行政改革をお願
いします。

・たらい回しをなくす。
・仕事のできない職員の解
雇。
・無駄な人事異動の廃止。
・時代遅れな職員の応対を改
めさせる。
・わかりやすいシステムでの
デジタル化。
・面倒な手続きを極力廃止。

仕事柄市役所や県庁に出向く事があるのですが、度重なる人事異動で
仕事の分からない者ばかりの部署ができたり、所謂民間とかけ離れたお
役所仕事のせいで、たらい回しされ民間の仕事が滞る場合があります、
職員としては慣例に沿った仕事をしているだけなんでしょうが全てが時
代遅れ過ぎます。前例から議員へ相談し働きかけでようやく職員が動く
というお粗末な物が多々見受けられます。そしてまず相談に行くとたらい
回しされるのが慣例です、応対も民間では考えられないくらい酷い、前
例をあげてもまずできないと対応される。役所に行くと心の中で憤慨する
ことが多いです、もっと国民に寄り添った新時代の地方自治体になるよ
う期待します。

個人 総務省

　各地方公共団体においては、行政の合理化、能率化を図るとともに、職員の能力・実
績に基づく人事管理の徹底と人事評価の結果に応じた措置を講じなければなりませ
ん。
　職員の任用と業務の管理については、各地方公共団体が任命権者という地位で責
任を負うべきものとされていますので、質の高い公共サービスを提供できるよう取り組
んでいただくことが重要です。
　また、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」において、地方公共団
体は、情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るため
に必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされています。

情報通信技術を活
用した行政の推進
等に関する法律

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

383 令和2年12月23日 令和3年1月27日 死亡届出
死亡届出を提出の各種書類、
年金。健康保険、等1日掛かり
大変です。

マイナンバーカード利用して１回で済むようにしてほしい。 個人 内閣官房

　「デジタル・ガバメント実行計画」（2019年12月20日閣議決定）において、内閣官房は、
関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相続に
関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタル化
し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺族が、
当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減すると
ともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神的・経
済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体に対し
円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。

該当なし 対応

地方公共団体が、遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作成補助などを行
いながら手続の負担を軽減する、「おくやみコーナー」（死亡に関する総合窓口）を設置
することを支援するためのツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を整備
し、2020年（令和2年）5月にその活用方法を盛り込んだガイドラインを策定し、提供を開
始いたしました。
引き続き、利用上の課題をヒアリングし、順次改善を行うことで地方公共団体における
「おくやみコーナー」設置を推進するとともに、将来的にマイナポータル等を活用し、マ
イナンバーカードを用いてオンラインで死亡に関する手続きが完結する仕組みの構築
に向けた検討も行い、遺族の負担軽減に向けた取組みを行ってまいります。
この度頂戴したご意見につきましては今後の施策推進に向けて参考とさせていただき
ます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

384 令和2年12月23日 令和3年4月16日

子どもたちを性犯
罪や虐待から守
るシステム・機関
づくりをお願いし
たいです。

子どもを持つ働く母親です。
厚生労働省、文部科学省、自
治体と警察庁が連携して、性
犯罪者が、教師や保育士、ベ
ビーシッターなどの職に就か
ないように情報共有もしくは監
視をして欲しい。また虐待に
関しても、転入転出を機に自
治体の連携が取れず、うやむ
やになり、犠牲となったお子さ
んがいるので、それが無くなる
ようして強化して欲しい。シス
テムや統括する機関などを設
定していただくことはできない
ものでしょうか？人員の関係
であれば、警察OBや教育者
OBなどに経験を生かしていた
だき、協力をお願いできないも
のでしょうか？

近年、ニュースで、シッターや保育士、教育者の性犯罪の報道が目につ
きます。シッターや保育士は、採用の際に、犯罪の有無をチェックする機
能することができず、教師の場合、懲戒免職になっても、時間が経てば
免許を再取得できるとも聞きました。また、性犯罪で免職後、他都道府
県で教師を続け、再犯を繰り返したという教師もいます。教員委員会間
で失効情報を共有できるよう、文部科学省が「教員免許管理システム」
の改修を検討したこともあったが、予算不足で断念したという話ですが、
このようなシステムを作っていただくか、統括する部署を作っていただ
き、傷つく子どもたちがひとりでも減るように、そしていなくなるように、親
が安心して子どもたちを預けられるように、ぜひ省庁、自治体を統括して
いる国で動いていただきたいです。

個人

文部科学省
厚生労働省

法務省
警察庁
総務省

○性犯罪者の教師等への就職に係る関係機関の連携について
【文部科学省】
官報に公告された教員免許状の失効情報を、教員採用権者が簡便に確認できるようにした
「官報情報検索ツール」を提供する等の取組を実施しているところです。

【厚生労働省】
（ベビーシッター）
認可外の居宅訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター）については、認可外保育施設とし
て届出が義務付けされており、都道府県等によって認可外保育施設指導監督基準に基づく
指導監督が行われています。
（保育士）
保育士登録を行う都道府県が、欠格事由に該当するおそれがある事案を把握した場合は、
本籍地の市町村に対し、当該保育士の犯罪の経歴に関する情報の照会を行うことを可能と
しています。照会の結果、当該保育士が欠格事由に該当することを確認できた場合には、
速やかに、保育士登録の取消しを行い、保育士証を返還させています。

【法務省】
検察庁では、市区町村が行う身分証明事務等に資するため、罰金以上の刑の有罪の確定
裁判があったときは、その裁判結果を既決犯罪通知書によって、当該有罪の確定裁判の言
渡しを受けた者の本籍地である市区町村長に通知しているところです。

○虐待に関する自治体間の情報連携について
転居した際に自治体間で的確に情報共有を行うとともに、児童相談所と市町村において夜
間・休日を含め日常的に迅速な情報共有を行うことができるよう「要保護児童等に関する情
報共有システム」の構築を進めています。

- 検討を予定

○性犯罪者の教師等への就職に係る関係機関の連携について
「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）において、「教育・保
育施設等や子供が活動する場（放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等）におい
て、子供に対するわいせつ行為が行われないよう、法令等に基づく現行の枠組との関
係を整理し、海外の法的枠組も参考にしつつ、そこで働く際に性犯罪歴がないことの証
明書を求めることを検討するなど、防止のために必要な環境整備を図る。」とされたこと
を踏まえ、必要な対応を行ってまいります。

○虐待に関する自治体間の情報連携について
令和３年度より、全国統一の情報共有システムの運用を開始するとともに、当該システ
ムの利用が進むよう自治体への支援を行ってまいります。

386 令和2年12月23日 令和3年1月27日
ダムの事前放流
方式の補助金適
正化法について

事前放流方式は菅首相が官
房長官時代の功績として、自
負しておられます。水道は厚
労省、灌漑用水は農林省の
補助事業で確保した貯水容量
を治水容量として利用するこ
とは、目的外利用として補助
金適正化法に触れるのではな
いかと考えます。今回これが
可能となったのは、縦割り行
政の改革とは思いますが、適
正化法の解釈をご教示いただ
ければ幸いです。
これが合法となれば、更なる
行革案のご提案が可能となる
かもしれません。
どうぞ宜しくお願いします。

かって、国から指導されていた目的外使用の一例と判断されるため。 個人

厚生労働省
農林水産省
国土交通省

財務省
経済産業省

ダム設置者のように、公共用物たる河川を大規模に利用する権利を有する者が当該
河川の惹起する災害の防除に積極的に協力することは当然の社会的責務であると同
時に、当該権利がその責務を果たす上で一時的な制限を蒙ることは、その権利に内在
する社会的制約の範囲内であると考えられます。従って、各種補助事業で確保した利
水容量を一時的に洪水調節に利用したとしても、補助金適化法に抵触するものではあ
りません。

補助金適正化法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載の通りです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

388 令和2年12月24日 令和3年1月27日

印鑑と稟議システ
ム廃止により、説
明責任と決定権
の一致させ、責任
を持てる体制の
確立と行政の効
率化

現在、印鑑廃止が話題です
が、印鑑廃止と共に、現在の
稟議・承認システム（誰が説
明責任と権限を持っているか
が不明）を廃止する必要があ
ります。これは今後の電子化
承認システムにおいて必須で
す。
少なくとも、承認手順では、発
案者と承認者、必要に応じて
決済者の3名程度に留める手
順とすることで、承認者が権
限と説明責任を有しているこ
とが明確となり、現在の「責任
を取る」体制から「責任を持
つ」体制とすることで、すべて
の行政業務の責任の明確化
と無駄な手順と役職の排除が
可能となる。結果として、電子
化促進、決済の迅速化、責任
の明確化等が可能となり、国
民の税金利用の投資効果が
向上します。

提案理由を以下の列挙します。
印鑑と稟議システム廃止により、説明責任と決定権の一致させ、責任を
持てる体制の確立と行政の効率化により、以下が実現可能です。
１．行政業務の徹底した電子化（現在のままの体制と手順の電子化は不
可能、又は煩雑化を招く）
２．国民への行政サービスの迅速化
３．国民の行政手続きの簡略化（無駄の排除が可能、無駄との指摘に必
要との反論が必ず発生しますが、無駄は必要の中に存在します）
４．行政サービスへの税金の利用の投資効果の最大化
５．行政側の説明責任者と承認者の明確化（現行のままでは、誰が責任
と権限を持っているかが特定不可能、現行の「責任を取る」体制から「責
任を持つ」体制に変革することが必要）

個人 総務省

　政府においては、「電子決裁推進のためのアクションプラン」（2014年（平成26年）４月
25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）等に基づき、これまでも電子決裁
の推進・迅速化のために、決裁者を必要最低限の者に限定すること等に取り組んでき
たところです。
　現在、政府においては、「電子決裁移行加速化方針」（平成30年７月20日デジタル・ガ
バメント閣僚会議決定）を策定して、電子決裁が行われていないものについては何らか
の業務上の困難があることから、業務プロセス全体の見直しを行う中で電子決裁への
移行に取り組んでいるところであり、引き続き業務の効率化・迅速化等に努めてまいり
ます。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

国の補助金等の交付申請や決定等に関する基本的事項については、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律」において規定しておりますが、提案内容にある
「契約書締結」に関する規定は設けておりません。

　河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止
施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園、公営住宅の公共土木施設等の災害復旧事業
は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき実施しています。
　災害復旧の申請に当たっては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規
則、同法事務取扱要綱及び公営住宅整備事業等補助要領に申請書に必要となる書類
が規定されています。
　農地・農業用施設、林道、漁業用施設等の災害復旧は、農林水産業施設災害復旧
事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施しており、各事業の様式を定
める告示等により申請書に必要となる書類が規定されています。

現行制度
下で対応可
能

事実誤認

なし

公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
施行規則
公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
事務取扱要綱
公営住宅法
公営住宅整備事業等
補助要領
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律施行規則
農地及び農業用施設
に係る災害復旧事業
計画概要書等の様式
を定める等の件（告示）
農地農業用施設災害
復旧事業査定要領
林業用施設林道に係
る災害復旧事業計画
概要書等の様式を定
める件（告示）
林道災害復旧事業費
及び林道災害関連事
業費査定要領
林地荒廃防止施設災
害復旧事業計画概要
書等の様式を定める件
（告示）
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律の適用を受ける林地
荒廃防止施設災害復
旧事業査定要領
漁業用施設に係る災
害復旧事業計画概要
書等の様式を定める件
（告示）
漁業用施設災害復旧
事業査定要領

令和2年12月23日
災害復旧事業に
おける契約書の
一部廃止

387 令和3年1月27日

財務省
国土交通省
農林水産省
厚生労働省
文部科学省

環境省

個人

国の指定を受けた災害において、公共施設の災害復旧事業に国の補助
金が交付されるケースがあります。
この場合、たとえ1万円の修繕であっても契約書の締結を求められます。
国民の税金ですので使途について説明責任があるとは思いますが、被
災地の業務を圧迫しないように一定額以下のものは契約書を不要にし
ていただきたい。
また、国へ提出する被災箇所の写真には大きさが分かるようにスケール
等を添えて撮影するように指示されます。
スケール等を添える必要があるのでしょうか？被災箇所は1カ所だけで
なく無数に発生します。極力作業を省力化できるようにご配慮をいただき
たい。

国の指定を受けた災害におい
て、公共施設の災害復旧事業
に国の補助金が交付される
ケースがあります。
被災地の業務を圧迫しないよ
うに一定額以下のものは契約
書を不要にしていただきた
い。
また、国へ提出する被災箇所
写真の撮影をする際にスケー
ル等を添えることを任意にし
ていただきたい。

国の補助金等の交付申請や決定等に関する基本的事項については、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律」において規定しておりますが、提案内容にある
「契約書締結」に関する規定は設けておりません。
なお、多くの公共施設の災害復旧事業については、地方公共団体が主体となって実施
しているものです。

　ご提案の内容からは対象とされている施設が特定できませんでしたが、河川、海岸、
砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港
湾、漁港、下水道、公園、公営住宅の公共土木施設等にかかる災害復旧事業であれ
ば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第５条第２項において「その
他の必要な書類の添付」を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱
第１８において「被害の状況を知ることのできる写真」を、また公営住宅整備事業等補
助要領別表第Ⅰにおいて「住宅罹災写真」を、それぞれ必要となる書類として求めてい
ますが、スケールを添えて撮影するといった指示はしておりません。
　また、農地・農業用施設、林道、漁業用施設等の農林水産業施設災害復旧事業費国
庫補助の暫定措置に関する法律に係る災害復旧事業についても同様に、スケールを
添えて撮影する必要はありません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

390 令和2年12月24日 令和3年1月27日
就労支援につい
て

就労支援関連の一本化を担
当課毎ではなく、一つの担当
課にまとめ、そこから枝分か
れさせてほしい。
またハローワーク職員は国家
公務員、市での就労関係は地
方公務員との区分けと聞いて
いる。これにより、連携を図る
のが難しく、氷河期、コロナ離
職、困窮者、生活保護などに
分岐させる必要性を感じな
い。またハローワークでの紹
介状はハローワークでのみ出
力可であるが、各市の出先機
関でも出力可能にして頂きた
い。

兵庫県内の自治体ですが、就労支援が労政課、厚生課と分かれて、就
労プログラムを推進しているが、担当課を一本化することで、コンペや委
託費など億単位で節約ができると思われる。また相談者を右に左に案
内し混乱させることもなくなると思われる。また就労に向けてのスピード
化が図れる。

個人 厚生労働省

地方自治体とハローワークの連携につきましては、希望する自治体において、自治体
が行う各種支援と国が行う無料職業紹介を一体的に実施する「一体的実施施設」を設
置しております。
ハローワークで受理した求人及び求職の申込みについてはハローワークが職業紹介
を行うものですので、地方自治体が自らハローワークの紹介状を交付することはできま
せん。なお、上記の「一体的実施施設」では、ハローワークの紹介状を交付しておりま
す。

職業安定法第４条
第１項・第5条第３
項
労働施策の総合
的な推進並びに労
働者の雇用の安
定及び職業生活
の充実等に関する
法律第31条

対応
（一部対応
不可）

引き続き、各地方自治体の希望を踏まえつつ、一体的実施施設の設置・運営など、就
労支援における地方自治体と国との連携を推進していきます。

392 令和2年12月25日 令和3年2月18日

国土交通省所管
の事業と農林水
産省所管の事業
の一体化につい
て

国・県・市町村等において、国
交省所管の工事と農水省所
管の工事が区別され、それぞ
れ発注方法・規制内容・積算
方法等に違いが見られる。
この区別をなくし一体化させ、
発注者ならびに受注者の混
乱を減らしてほしい。

'国交省と農水省のルールが違うため、現場で混乱が起きています。
事業目的に違いがあるためある程度の違いは理解できますが、例えば
提出書類について所管の違う職員から全く違うことを言われたり、積算
方法が違うために予定価格の算出を誤り入札に不調が出たりというケー
スが後を絶ちません。
両省のスタンスをより一体化させることで、事業を円滑に進める・部署間
の不公平を是正する・行政における労務コストを減らす・現場での混乱
を避ける等の効果があるのではないかと思われます。

個人
農林水産省
国土交通省

【農林水産省】
①発注方式（総合評価落札方式）：
発注方式については、公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議でとりまとめた
「発注関係事務の運用に関する指針」に基づき、各発注機関において工事及び業務の性格や地
域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し適用していま
す。
　具体的には、農林水産省の通知に基づき適切な入札契約方式を選択し、契約手続を執り行っ
ています。
　また、農林水産省の通知は、都道府県・市町村に参考送付しています。

②規制内容：
ご提案にある「規制内容」が何を指しているのか不明です。

③積算方式：
各事業の特性に応じて農林水産省の各局庁が定めている「土地改良工事積算基準」、「森林整
備保全事業設計積算要領」、「漁港漁場関係工事積算基準」に基づき対応しています。
　また、当該基準は、県・市町村等に参考送付しています。

【国土交通省】
以下のように、国土交通省では、農林水産省を含む関係省庁や他発注機関と、連絡調整及び情
報交換等に取り組んでいます。
発注方法については、関係省庁連絡会議により策定した、全ての公共発注者の指針である「発
注関係事務の運用に関する指針」に記載の通り、工事の性格や地域の実情等に応じ、価格競争
方式、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式を選択するよう努めて
おります。
また、国土交通省所管の直轄土木工事の工事書類におきましては、標準様式を定め、HPにて公
表しています。なお、各自治体等の工事において標準様式を使用するかは、各自治体の判断に
依っています。
積算基準の考え方については、これまでに公共土木工事の発注機関からなる調整会議を設け、
積算基準における間接費の項目や内容の統一などに取り組んでいます。

【農林水産
省】
その他（提
案の具体
的な内容が
不明）

【国土交通
省】
検討に着
手

【農林水産省】
　発注方式等については、事業の性格や地域の実情等に応じて多様な入札方式から
最適な方式を選択しています。本提案の検討にあたり、支障が生じている具体的な事
項とその詳細な情報の提供をお願いします。

【国土交通省】
引き続き、国土交通省では、農林水産省を含む関係省庁や他発注機関と、連絡調整
及び情報交換等を行ってまいります。

発注方式においては、引き続き、関係省庁連絡会議により策定した「運用指針」に基づ
き、工事の性格等に応じた入札契約方式を適切に選択してまいります。また、地方公
共団体に対しても、運用指針の理念が浸透するよう働きかけてまいります。

国直轄事業の工事書類については、標準様式等の公表を続ける等、引き続き、各自治
体と工事書類の標準化を進めてまいります。また、省庁間については、工事書類の様
式について連絡調整を開始します。

積算基準についても、引き続き、公共土木工事の発注機関からなる調整会議におい
て、他発注機関と情報交換を行うとともに、国直轄の考え方について地方公共団体へ
も周知してまいります。

393 令和3年1月27日 令和3年3月9日
危機管理担当省
の設置検討

災害時・事件・事故・火災・急
病・海難事件事故など通報
を、電話番号１１０番、１１９
番、１１８番、に分けて通報が
必要です。米国では９１１番へ
通報するだけで通信指令担当
者が担当組織・部隊又は民間
救急車へ手配してくれます。
日本もワンナンバーへ通報を
統一したらどうか。また、それ
に伴い組織体系も見直したら
よいのではないか。救急車の
利用方法見直し。

省庁縦割りで、国家公安員会下に警察庁更に下警視庁都道府県警察
＆公安調査庁。総務省下総務省消防庁更に下市町村行政区単位消防
局。国土交通省海上保安庁。この様に縦割りになっていて、通報先が異
なり通報する人の個別判断に委ねられていて、判断を誤れば通報受電
から初動にタイムラグが生じます。緊急事態担当若しくは危機管理担当
（省）下へ国家公安員会以下、そして総務省消防庁と海上保安庁を集約
して縦横に更なる連携ができる整理をするのは一考と思います。通報す
る者は、緊急事態担当若しくは危機管理担当（省）管轄下のコールセン
ター（都道府県単位）へ通報するだけで必要な担当行政サービスを受け
られる体制へ変革したらどうかと思う。政府や都道府県も災害時・事件・
事故・火災・急病・海難事件事故など通報が集約されることで情報錯そう
が抑えられ状況把握がし易くならなかと思う。民間救急運営会社もこの
コールセンター下へ連携させて、公的救急車のトリアージに基づく出動を
行う。公的救急車は諸外国と同じく少しの利用料を利用者負担を徴収す
る。細分化しているコールセンターを集約する事で設備や人件費人員を
減らせないでしょうか。

個人
警察庁
総務省

国土交通省

【警察庁】
　各都道府県警察においては、１１０番通報に迅速かつ的確に対応するため、通信指
令室が設けられており、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行
させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を行う体制を構築しています。

【総務省（消防庁）】
　消防においては、119番通報に迅速かつ的確に対応するため、それぞれを管轄する
市町村消防本部に通信指令室が設けられており、直ちに通報内容を消防署等に伝
え、消防車、救急車等を現場に急行させる体制を構築しています。
　また、通報内容によっては、直ちに警察等の各関係機関に転送できる体制も構築し
ています。

【国土交通省（海上保安庁）】
　海上保安庁においては、118番通報に迅速かつ的確に対応するため、管区海上保安
本部に運用司令センターが設けられており、直ちに通報内容を海上保安部等に伝え、
巡視船艇、航空機等を現場に急行させる体制を構築しています。
　また、通報内容によっては、直ちに警察等の各関係機関に転送できる体制も構築し
ています。

【警察庁】
警察通信指令に
関する規則（平成
21年国家公安委
員会規則第９号）
第３条

【総務省（消防
庁）】
消防力の整備指
針（平成十二年消
防庁告示十三）

【国土交通省（海
上保安庁）】
海上保安庁法（昭
和23年法律第28
号）第２条第1項

【警察庁】
その他

【総務省
（消防庁）】
その他

【国土交通
省（海上保
安庁）】
その他

【警察庁】
　警察では、今後も、警察官が迅速に現場に駆けつけられるよう、１１０番通報の受理
や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、消防機関等との適切な連携
を図りながら、様々な警察事象に即応する活動を行ってまいります。

【総務省（消防庁）】　
　消防においては、今後も、消防隊、救急隊等が災害現場に迅速に駆けつけられるよ
う、119番通報の受信や消防署等への出動指令を行うシステムを整備するとともに、警
察機関等との相互連絡を緊密に図ってまいります。

【国土交通省（海上保安庁）】
　海上保安庁では、今後も、巡視船艇、航空機等が現場に迅速に駆けつけられるよう、
118番通報の受信や海上保安部等への出動指示を行うシステムを整備するとともに、
警察機関等との相互連絡を緊密に図ってまいります。

394 令和3年1月27日 令和3年3月9日

国営・公営宿泊施
設(自然の家)の
予約オンライン
化・キャッシュレス
化

国営や公営の施設の予約の
オンライン化やキャッシュレス
化の推進する。

未就学児のこどもを持つ父親です。頻繁に自然の家を利用しますが、予
約のオンライン化・施設のキャッシュレス化がまったく進んでいません。
例えば、国立曽爾高原少年自然の家の場合、予約はHPからできます
が、予約可否は翌日以降メールで回答あり、その後予約に関する書類
(利用の手引きや計画書、食事の注文書など)が郵便で届き、計画書・注
文書をFAXで返信します。自宅にFAXないため、返信に苦労しました
(web FAXを利用)。ほかの施設も電話やFAXが多く、オンライン化はされ
ているのは国民休暇村くらいです。予約をオンライン化・することで、利
用者・施設ともに予約作業の簡便化・迅速化することができ、施設での
入力コストや郵便コストを削減できます。また施設ではほぼキャッシュレ
ス不可で現金を持っていく必要あります。しかし、施設自体のセキュリ
ティが甘い(部屋の鍵がない)場合が多く、不便かつ不安です。キャッシュ
レス化すれば施設側も硬貨・紙幣の紛失を防ぐことができます。国全体
でキャッシュレス化を進めるのであれば、まず国営施設から導入をお願
い致します。国営施設のキャッシュレス化であれば、徴税よりも規模小さ
く導入コストは低いはず、まず試験的に導入してはいかがでしょうか？

個人 文部科学省
国立曽爾青少年自然の家をはじめ、国立青少年教育施設では、予約に関する書類の
メール受付を行っています。また、支払いに関してもコンビニ払いや銀行振込が可能と
なっております。

なし 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

395 令和3年1月27日 令和3年2月18日

国家公務員の勤
怠管理と「働き方
の見える化」も電
子化で

国家公務員の勤怠管理、及
び、河野国務大臣が近々要
請するとされる「働き方の見え
る化」から「判子の廃止」を行
い、代わりにデジタルより行
う。具体的には、各関係行政
機関の入り口に設置されてい
る、入退場ゲートのログにより
行う。

1.報道によれば、河野国務大臣は霞が関の「働き方改革」を進めるた
め、国会の答弁作成のための深夜勤務などの実態調査を進める考えを
示し、全府省庁に10、11月の職員の勤務状況を調べるよう要請するとし
ている。

2.実際、関係行政機関の勤怠は「判子」でなされており、時間は記載しな
い。勤務時間や在庁時間の報告はいくらでも誤魔化せる。大臣の意向
に反し、実態が解明されないどころか、ミスリードの取りまとめがなされる
恐れがある。

3.各省庁の入退場ゲートのログを使うことにより、数ヶ月と言わず、河野
国務大臣のイニシアティブは、恒久的な継続的取組になる。一方で、ロ
グ取りを辞めた途端、その意思決定者は働き方改革に後ろ向きと糾弾さ
れよう。

個人
人事院

内閣官房

職員が定時までに出勤した場合は、これを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら
行うこととなっており、出勤簿に押印することを必須とはしておりません。
超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合
は、これを参照することができることとしています。
その上で、出退勤管理の具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用
することとされております。
なお、国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針（平成26
年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。令和３年1月29日一
部改正） において、各府省等は、勤務時間管理をシステム化し、職員の勤務時間の
「見える化」に取り組むこととなっております。

給実甲第576号
（給与簿等の取扱
いについて（通
知））
第2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

396 令和3年1月27日 令和3年7月20日
独立行政法人も
改革対象にして下
さい

独立行政法人も改革の対象
にして下さい
国立病院機構
書類だらけ、印鑑だらけ、
様々な改革は掛け声だけで進
んでいません
現場の意見は何も届きません
医師や薬剤師、事務など、職
種問わず、当直という名で通
常勤務させる実態も変わりま
せん
退職者も多くみんな疲れ切っ
ていますが、増員は認められ
ません
現場第一ではなく、本部役員
第一で振り回されています
ぜひ独立行政法人も改革対
象にしてください

独立行政法人も改革の対象にして下さい
国立病院機構
書類だらけ、印鑑だらけ、様々な改革は掛け声だけで進んでいません
現場の意見は何も届きません
医師や薬剤師、事務など、職種問わず、当直という名で通常勤務させる
実態も変わりません
退職者も多くみんな疲れ切っていますが、増員は認められません
現場第一ではなく、本部役員第一で振り回されています
ぜひ独立行政法人も改革対象にしてください

個人 厚生労働省

　押印の廃止等につきましては、国の方針に基づき、国立病院機構において、検討を
進めていると承知しております。
　 また、宿日直勤務中は通常勤務に従事させておらず、やむを得ない事情により通常
業務に従事させた場合には、当該時間を時間外労働として扱い、割増賃金の支払いや
振替休日等の措置をとり、職員の負担にならないよう国立病院機構において努めてい
ると承知しております。
　職員の増員や人員配置については、病院毎の患者の状況や経営状況、業務量の変
動等を総合的に勘案し、必要な職員を配置できるよう国立病院機構において努めてい
ると承知しております。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

397 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国職員出張用
シービスについて

国家公務員のお仕事につい
て、シービス（出張旅費を計算
するとともに、出張伺や旅費
請求の手続きをするシステ
ム）入力の負担が大きいの
で、組織ごとに専門員を配置
することや、旅行業者に委託
すること、また、行き先ごとに
旅費の定額支給化すること
で、業務負担を軽減してほし
いです。

国家公務員のお仕事について、シービス（出張旅費を計算するととも
に、出張伺や旅費請求の手続きをするシステム）入力の負担が大きい。
また、出張関係業務の大半を占め、残業の要因にもなっています。

個人
内閣官房
財務省

経済産業省

【内閣官房】
旅費業務の見直しについては、平成27年から28年にかけて、実際に事務処理に長期
間を要した事例を取り上げ、関係者に対し、旅費の各項目の精算手続について実際に
時間を要した要因に踏み込んだヒアリングを行い、分析した結果に基づき、旅費・会計
等業務効率化推進会議において、「旅費業務の効率化に向けた改善計画」（平成28年
7月）が決定されました。
当該計画に沿って、実務の合理化・標準化及びそれを支援するSEABIS改修等を行っ
てきたところです。
また、各府省の取組の統一性の確保等のために必要な連絡調整を行うため、旅費・会
計等業務効率化推進会議の下に、構成府省の実務者クラスからなる「旅費業務効率
化推進タスクフォース」が置かれています。

【財務省】
　出張旅費を含む国家公務員の旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法
律」が規定しています。旅費の支給については、実費支給と定額支給があり、旅費の
種類ごとに、そのいずれかを規定しており、出張における公共交通機関の利用に伴う
旅費（鉄道賃、航空賃等）については、実費支給を採用しています。

【内閣官房】
-

【財務省】
国家公務員等の
旅費に関する法律
等

【内閣官
房】
現行制度
下で対応可
能

【財務省】
対応不可

【内閣官房】
今後も、関係者間で連携し、旅費業務効率化推進タスクフォース等において、各府省
の実務担当者の意見も踏まえつつ、旅費業務の負担軽減に向け、検討を行ってまいり
ます。

【財務省】
　行き先が同一であっても、出張等の態様（行程や利用する交通手段など）によって発
生する旅費の種類は様々であり、公務上必要な旅費を適正に支出する観点から、一律
に定額支給化することは適切ではありません。

398 令和3年1月27日 令和3年4月16日
役所間文書など
の公印省略

役所間などの文書のやりとり
に公印は省略していただきた
い。

国の機関同士の文書は公印が省略されるケースがほとんどだと思いま
すが、国と地方、国と法人の間は頑なに公印が必要とする役所が存在し
ます。

個人
内閣官房
内閣府

【内閣官房】
規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）において、各府省等は、会計手続、人
事手続等の内部手続について、書面・押印・対面の見直しを行うこととされています。

【内閣府】
「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）において、「書
面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続
できるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行政手続を対象に見直
しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結するよう見直す」とさ
れており、各府省において取り組んでいるところです。

【内閣官房】
-

【内閣府】
※手続による

【内閣官
房】
対応

【内閣府】
対応

【内閣官房】
行政改革推進本部事務局では、各府省等における、会計手続、人事手続等の内部手
続について書面・押印（公印も含む）・対面の見直しを推進しております。

【内閣府】
国・地方間における行政手続きの見直しについては、令和２年12月18日に閣議決定し
た「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」において改めて記載しており、公
印の押印を不要とすることも含め、引き続き各府省において見直しを進めてまいりま
す。

400 令和3年1月27日 令和3年2月18日
法律用語（外来用
語の積極的な取
り入れ）

情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律（通
称：デジタル手続法）につい
て、情報処理システム・ネット
ワークなどに関する日本語訳
による用語が非常にわかりに
くい。
今後、デジタル化を進めるに
あたって、可能な限り、社会通
念上確立された外来用語につ
いては、積極的に法律の条項
でも使用し、時代に合わせた
条項へと見直してほしい。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（抜粋）

例）電子情報処理組織
主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計
算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

その他、電子計算器、電気通信回線、電子情報処理組織など

各法令についても同じです。

※法律名もシンプルに「デジタル手続法」とした方が、浸透するのではな
いか。

的外れな提案であれば、非公表扱いでお願いします。

個人
内閣法制局
内閣官房

いわゆるカタカナ語について、内閣提出の法律案や政令においては、例えば、エネル
ギー、インターネットなど、我が国の社会に浸透し、対応する適切で平易な日本語がな
いようなものについて用いられているところです。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

401 令和3年1月27日 令和3年2月18日
既得権益（悪しき
前例）の見直し

国民のために働く政府、国家
公務員の給与の見直し

これについては官主導ではなく民主導で行うべきではないでしょうか。例
えば、今年がよい例で、国民の収入が減っても政府や公務員の収入は
減りません。官の給与の源である税収が少なくても普通に給与を貰って
いては、政策に使えるお金が少なくなります。
国民目線から言えば、本当にそんなに給与が必要ですか？

個人
人事院

内閣官房

　国家公務員には、憲法で保障された労働基本権が制約されていることから、その代
償措置として、国家公務員法は、国家公務員の給与について、国会により社会一般の
情勢に適応するように随時変更することができるとしており、人事院には、その変更に
関して勧告する責務を課しています。
　この勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるこ
と（民間準拠）を基本としていますが、これは、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価
として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異
なり、市場の抑制力という給与決定上の制約がないこと等から、その給与水準は、経
済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して
定めることが最も合理的であると考えられることによるものです。

国家公務員法
第28条

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

402 令和3年1月27日 令和3年2月18日
本籍を廃止すると
ともに戸籍謄本と
か抄本も廃止

本籍を廃止するとともに戸籍
謄本とか抄本も廃止

マイナンバーができたことで不要と思います。特に本籍は、居住してない
場所とか地名変更になった場所もあり、不要と考えます。離婚する時は
本籍地近傍に近親者がいない場合、わざわざ取りに行く必要がありま
す。取り扱う地方自治体の手間も省けるはずです。

個人 法務省

　戸籍は，日本国民の親族的身分関係を登録・公証する唯一の帳簿であり，本籍は戸
籍の編製単位としての機能を有するものです。
　また戸籍謄本や戸籍抄本は，日本国民の親族的身分関係を公証する唯一の証明書
です。
　戸籍謄抄本等の交付請求については，コンビニ等で専用端末から請求する方法も認
められております。
　なお，コンビニ等での請求を可能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する各市
区町村長の判断によることとされており，令和３年２月現在６５０の市区町村で導入され
ています。

戸籍法第６条
戸籍法第１０条等

対応不可

　制度の現状に記載のとおり，本籍は戸籍を特定するために必要な，重要な編製単位
です。
　また，戸籍制度は日本国民の親族的身分関係を公証する唯一の制度であり，代替手
段もないことから，廃止することは相当ではありません。
　なお，コンビニ等での請求のほか，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範
囲内において政令で定める日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は
除かれた戸籍の証明書を取得することができるようになります。

404 令和3年1月27日 令和3年2月18日
通知等の識別符
号の合理化

厚生労働省の通知の名称が
「医薬審第1439号」とか「薬発
第154号」などとなっている
が、検索性が低い。
発行した通知は、データベー
スやGoogle等でひとつに特定
できるような識別子をつけて
欲しい。

・官公庁が発行した通知等が、検索しても見つかりにくい状況自体が異
常であって、分かりやすい識別子をつけることに何の不都合も無いは
ず。
・外国語に翻訳し難く、不要な社会的負荷が発生している。

個人 厚生労働省
厚生労働省では「厚生労働省法令等データベースサービス」において所管する法令・
通知・公示情報を広く国民へ情報提供しており、検索機能を設けて検索ができるように
しております。

なし 検討を予定
「厚生労働省法令等データベースサービス」において検索機能を設けてはおりますが、
ご提案の方法を含め、通知等の検索性の向上について検討を行ってまいります。

405 令和3年1月27日 令和3年4月16日
元総理の葬儀費
用に税金使用の
廃止

元総理の葬儀費用に税金が
使用されることが恒例となって
いますが、これを廃止すべき。

今般、中曾根元総理の葬儀費用１億９千万円のうち９千6百万円が税金
から支払われるということです。元総理の葬儀費用に税金が使用される
ことが恒例となっているからだそうです。
しかし、元総理は私人です。葬儀費用は自民党が全額負担してくださ
い。自民党は、河井夫妻に１億５千万円贈与しました。ですから自民党
には、こういうお金があるわけですから、自民党は、元総理の葬儀費用
の方に自民党のお金をあてるのが当然で、国から支出することはありま
せん。
政府は、自民党に政党交付金として税金から本年度は172億6千万円も
のお金を支払っています。
これまでの恒例であっても理屈に合わない、あるいは税金をコロナ対策
のようにより必須なところで使用してください。こういうことが改革できて
初めて河野大臣は、「改革大臣」の名に値いします。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

406 令和3年1月27日 令和3年4月16日 道州制の推進

省庁間の縦割りを打破するた
めには、国と自治体との役割
の見直し、重複業務の整理な
どもあわせて考えるべき。そ
れに当たっては、現在議論が
停滞ないしは頓挫している道
州制の議論を活性化すべき。
各省庁は以前のような「木で
鼻をくくる」ような回答(対応策
の策定)ではなく、真摯かつ丁
寧な回答を求める。

より効率的な行政運営を行うことで固定費を中心とした費用の削減だけ
でなく、各自治体がより自由で柔軟な発想で施策に取り組むことが出来
ることにより、雇用の創出や経済発展に繋がることが期待される。

個人 内閣官房 道州制に関する制度はありません。 なし 検討を予定

道州制は、国家の統治機能を集約、強化するとともに、住民に身近な行政はできる限
り地方が担うことにより、地域経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の
一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革です。
このような大きな改革であることから、その検討に当たっては、地方の声を十分にお聴
きしつつ、 国民的な議論を行いながら、丁寧に進めていくことが重要です。
国会における議論も踏まえつつ対応してまいります。

407 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の募集に
ついて

公務員の募集については新
卒採用を止めるべきだと思っ
ています。民間企業や自営業
などで一定期間（例えば3～5
年）の経験を条件に中途採用
するやり方を提案します。

世の中のことを知らない新卒で公務員になったとしても、国民や市民の
苦労がわからず、いい仕事ができない。一定の経験を積ませた上で公
務員になった方が、国民目線やスピードの大事さがわかり、遥かにいい
仕事ができるはずである。

個人
人事院

内閣官房
総務省

【国家公務員】
国家公務員の採用の方法としては、新規学卒者に限らず、一定の受験資格の下で採
用した者を長期に部内で育成することを目的とした総合職試験、一般職試験等の採用
試験のほか、民間企業での実務の経験等を有する者を係長以上の官職に採用するこ
とを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・経験を活かせる官職
への選考採用などの中途採用もあります。国家公務員の官職は様々であるところ、
個々の官職の職制上の段階や職務内容等に応じた方法で、任命権者が採用を行って
おります。

【地方公務員】
地方公務員の採用については、地方公務員としての標準職務能力及び適正を正確に
判定することを目的として、職務に応じ各地方公共団体で定める一定の受験資格の下
で採用試験が実施されています。
また、全体の奉仕者としての自覚や意欲並びに住民の視点を持ち、能力の高い職員を
育成することは重要であることから、地方公共団体においては、人材育成基本方針を
策定し、職務や研修等を通じて職員の育成・能力開発を推進しています。

【国家公務員】
国家公務員法
第36条、第45条の
２、第57条等

【地方公務員】
地方公務員法第
19条

【国家公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【地方公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【国家公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【地方公務員】
総務省としては、各地方公共団体に対して、多様な人材の確保を図るため中途採用の
積極的な推進に取り組むよう助言しているところです。
また、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を策定し、職
員の能力開発を効果的に推進するよう助言しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

408 令和3年1月27日 令和3年4月16日
災害時の避難所
における対応につ
いて

災害時の避難所となっている
小・中学校等での、教職員と
市町村職員の連携が取れる
ようにしてほしいと思います。
所属する組織が異なるので、
災害時に無用の混乱を避け
るために、法令等で定めてお
く必要があると思います。

東日本大震災の際に、市町村職員として避難所で市民対応を行いまし
たが、学校側の協力が得られずに苦労しました。特に、大規模断水にも
かかわらず、学校の貯水タンクの水を使わせてもらえず、市民への供給
は給水車を待つことになったことが、その最たるものです。
教職員曰く、学校が再開したときに水が使えないと困るから、とのこと
で、その理屈や教頭としての立場も理解できますが、あの惨事の際にそ
の判断にたどり着くことは問題があると感じました。
どんな人でも、その立場において、目の前の災害に対して迷わず適切に
対応できるよう、仕組みを作っておくべきだと思います。
そうでないと、自分の担当だけを守るために、前述のような狭い視野で
の判断になりかねません。
担当は文部科学省と国土交通省、どちらになるのか分かりません。
よろしくお願いいたします。

個人
内閣府

文部科学省

自治体の防災部局や教育委員会等は、市町村長の所轄の下、一体として行政機能を
発揮するよう、相互の連絡・調整を図ることとされています。
これを促進するため、内閣府において、「避難所における良好な生活環境の確保に向
けた取組指針」において、学校を避難所として指定する場合については、学校が教育
活動の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の
上、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等関係者・団体と調整を図ることとさ
れており、自治体において適切な対応がとられるよう促しているところです。
文部科学省においても、「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する
留意事項について（通知）」（平成 29 年１月 20 日付け 28文科初第 1353 号）におい
て、学校が避難所となった場合に備え、防災担当部局等を中心とした体制の下、事前
に連携・協力体制を構築するよう各都道府県教育委員会等へ示し、取組を促している
ところです。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載の内容につきまして、引き続き周知に努めてまいります。

409 令和3年1月27日 令和3年2月18日
航空機製造に係
る認定事業の一
元化

航空機製造（部品製造を含
む）事業を行う場合、国土交
通省航空局の事業場認定及
び、経済産業省の製造事業
場認定が必要になる。
事業場認定を航空局事業場
認定に一本化してはどうか？
（経済産業省の役人は航空局
に移動）

航空機製造工場は、国際規格ISO9100シリーズ他、特殊工程の国際規
格、航空局の事業場認定等　認定取得のため多くの対応を要求されて
いる。それに加えて経済産業省の認定対応が必要となれば、さらに多く
の人員と組織が必要となる。同じような対応が、省庁間で別々に対応す
るのはムダであり事業者の負担が多くなる。
事業場認定を一本化して、航空局の事業場認定だけにしてはどうでしょ
うか？
　

個人
経済産業省
国土交通省

航空機製造事業法では生産技術の向上等を目的として、高い技術を必要とする航空
機等の製造や修理事業について、法第２条の２に基づき経済産業大臣の許可を必要
としています。また、航空法では国際民間航空条約の規定等に基づき航空機の航行の
安全等を目的として、事業者等を規制しています。

航空機製造事業
法第２条の２

その他

航空機製造事業法は、民間航空機や戦闘機等の製造や修理事業の許可等を通じ、生
産技術の向上を図ることなどにより、産業全体の健全な発展に資することを目的として
おり、こうした航空法とは異なる目的に則って、必要な規制を行っています。
これまでも事業者の管理コスト削減の観点から、許可要件の特定設備の種類を減らす
など、必要に応じて規制の見直しを進めてきているところです。
現時点において、航空法と一本化する予定は無いものの、引き続き、航空機製造事業
法の適切な規制の在り方を検討してまいります。

410 令和3年1月27日 令和3年3月9日
自治体消防制度
の改革

現行の自治体消防制度は昭
和23年3月7日に消防組織法
が施行され確立されている。
それ以降70年余の歴史を歩
んできています。現役の消防
職員として感じるのは、現制
度では自治体間の格差によ
り、地域間における消防サー
ビスの差が顕著となってきて
います。また、近年の災害の
広域化、大規模化を目の当た
りにすると、小規模な消防体
制での対応は困難を極めてい
るのが現状だと思います。そ
こで、この自治体消防の単位
を県単位の組織に改変する
事を提案します。

総務省では消防広域化を推進していますが、未だに十分な広域化が進
んでいないのが現状ではないでしょうか。消防も警察と同様に県単位の
組織とすることにより、広域的な視点での特殊消防車等の効率的な配備
と、119番通報を受信し指令を行う消防指令センターの集約など、重複す
る施設整備費の縮減を図り、大規模な災害や事故への即応体制の確立
や地域間の格差の解消も図られるのではないかと思います。
財政的に余裕がある自治体の住民と、財政状況が脆弱な自治体の住民
では、受ける消防サービスには大きな差があります。職員も同じことが
言えます。命を守るための政策として消防の格差について国主導で検討
して頂ければ幸いです。
私は、1人でも多くの命を救うために、これからも日々努めてまいります。
皆様におかれましては、ぜひ、国の安心安全を第一に頑張ってくださ
い。
まとまらない意見ですが、よろしくお願いいたします。
また、河野大臣には本当に期待しております。頑張ってください。

個人 総務省

　日本の消防制度においては、市町村が当該市町村の区域内の消防を十分に果たす
べき責任を有するとされています（消防組織法第６条）。
　消防に関する責任を果たす方法については、一部事務組合、広域連合、事務委託等
の広域的処理方式や相互応援によることも差し支えないとされており、市町村の広域
化は、消防体制の整備及び確立を図ることを旨として、行わなければならないとされて
います（消防組織法第31条）。

消防組織法（昭和
二十二年法律第
二百二十六号）

現行制度
下で対応可
能

　消防は、住民の日常生活に関係の深い基本的な行政事務として、住民に最も身近な
市町村の責任において処理することが適当であると考えられています。　
　一方で、小規模な消防本部では、出動体制、保有する消防用車両、専門要員の確保
等に限界があることや、組織管理や財政面での厳しさが指摘されることがあるなど、消
防の体制としては必ずしも十分でない場合があるため、消防庁では、広域化に関する
基本指針を定め、広域化を推進しております。これまで２期10年以上にわたる取組み
の結果、54地域において広域化が実現しています。
　制度上、都道府県内の全市町村が合意できるのであれば、都道府県全体で１つの消
防本部とすることも可能です。
　消防庁においては、広域化に係る経費の特別交付税措置や、指令センター整備への
緊急防災・減災事業債の充当、広域化アドバイザーの派遣等の支援を行っており、引
き続き消防の広域化の実現に向けて取組を推進してまいります。

411 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査「回答が
お済みの世帯に
も、、、」のチラシ

　総務省統計局から行われる
国勢調査について、インター
ネットで回答した人にも、「回
答がお済みの世帯にもお配り
しています。」とわざわざ記載
してフォローのチラシを配るの
は国費の無駄だと思う。何の
ために、インターネットで受け
付けてシステム対応している
のかわからん。

　インターネットなど電子情報で受け付けるのは、その後のデータ活用に
資するからが本来のはずです。単純に今の時代に合わせてシステム窓
口つくっただけでは付加価値がなく、システム作った意味がないです。国
勢調査で世帯に資料送っているのですから、送る相手は住民台帳など
で決めているはずです。インターネットから回答したのであれば、誰が回
答したかはデータベースで参照できるはずであり、データベースがある
ならシステム的に突き合わせることができるはずです。
　送った世帯総数は知りませんが、チラシ１枚3円として、送る世帯数1億
だとすると、3億円＋α（配送費）ですよね。
　国費から見れば微々たるお金かもしれないですが、国費は国民の税
金から賄われているので、1円たりとも無駄にしてほしくないですね。
　統計分析するための基本データになる重要な調査であると思ってます
ので、その後のデータ利活をスムーズに進めるためにもシステム的な連
携の課題は早く解消することが必要と思います。

個人 総務省

　国勢調査は、５年に１度、我が国に住む全ての世帯を対象に実施する統計調査であ
り、10月１日を調査日としています。令和２年の調査は、9月14日から調査員が調査書
類を配布し、10月７日までに御回答いただくよう、世帯の皆様方にお願いしています。
　10月7日までに回答の確認ができなかった世帯については、調査員が再度訪問し、回
答のお願いに伺うこととしています。このため、10月７日までの回答をお願いするととも
に、10月１日よりも前に回答した方に対し、回答内容に変更があれば修正いただくよう
呼び掛けるため、10月１日以降、青色のリーフレットを配布しました。

- その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

412 令和3年1月27日 令和3年2月18日
道路管理者につ
いて

国土交通省、都道府県、各市
町村、それぞれ道路管理者を
配置し道路維持や建設工事
を実施しているが、管理を一
元化し効率的な運用の検討。

国道、県道、市町村道と所管が違っても国民が使用する上で道路に変
わりはないと思います。
行政側としては、予算や管理上の弊害があるのかもしれませんが、地域
全体をマクロな視点で考察し必要な場所に予算を投入する、必要のない
公共事業は廃止する。
老朽化してきたインフラ設備の維持やメンテにシフトし、災害に強い社会
基盤を構築することにより日本の技術を世界に発信するチャンスだと考
えます。
また、道路占用申請等の書類の削減やペパーレス化（オンライン）を図
り、占用物件管理の効率化によるコスト削減や期間短縮を期待します。

最後に北海道と沖縄に至っては開発局という名称であるが現代におい
て「開発」といった時代ではないのではないと感じています。

個人 国土交通省

道路の持つ機能によって一般国道、都道府県道、市町村道の種類に分類されていま
す。また、道路法第13条、第15条、第16条にて国道の管理については国土交通大臣又
は都道府県、都道府県道についてはその路線の都道府県、市町村道についてはその
路線の市町村がそれぞれ管理することとしております。

道路法
第13条、第15条、
第16条

対応不可

　道路の持つ機能により国、都道府県、市町村の各道路管理者が行うことで、例えば
国において全国を俯瞰した広域的な視点による幹線道路の管理、市町村において地
域に密着した視点による生活道路の管理など適切な対応が可能となると考えられま
す。
引き続き、各道路管理者において適切な管理を行うとともに、複数の道路管理者が関
係する場合においては連携し効率的な管理を行ってまいります。

413 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止

この会議が政府の意志決定
に役立つものか疑問に思いま
す。国民のほとんどは知ら
ず、民間では非常識な210名
で会議にならないですね。税
金の無駄遣いです。

内閣府の政策決定のアドバイスになるものが、混乱を招くものになって
います。他の所轄の会議も見直しされてはどうでしょうか。
前例主義の打破をお願いします。

個人 内閣府

　日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発
達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、内閣総理
大臣の所轄とされています。
　独立して次の職務を行っており、日本学術会議に関する経費は国庫が負担すること
とされています。
　①科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
　②科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

日本学術会議法
検討に着
手

　令和2年12月16日に中間報告を公表し、日本学術会議のより良い役割発揮に向け
て、日本学術会議において検討を始めています。

日本学術会議のより良い役割発揮に向けて（中間報告）
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo305-tyukanhoukoku.pdf
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

416 令和3年1月27日 令和3年2月18日
ハンコ廃止につい
て

ハンコ廃止について、難しい
事を色々やろうと考えている
ようですが簡単な事から確実
に行ってはどうですか？
例えば、公務員の出勤につい
て未だに出勤したら出勤簿に
ハンコを押印して管理してい
るのを知ってますか。
これなんかパソコンで管理し
たら、残業時間の管理とかも
行え、関係の総務の人員等も
減らせますし、残業時間の管
理にも使えますよ。

ニュースなどでハンコ廃止、IT化など言ってますが具体的な形が見えて
こない。
このままでは過去に「IT立国日本」の政策を掲げ様々(自分のいた省庁
ではほとんど)の申請等をホームページ上からオンラインで出来るように
したが、結局使い勝手が悪く利用されず(何百万円かけて作ったのに年
間の利用者が10件とか)ほとんどが使い物にならなかったのを知ってる
ので。
国民の税金で行うことなので無駄にならないように。
ちなみに電子決済ですが政府機関には「共通ポータルサイト」と言うもの
で既にありますよ、使っているかどうかではありますが。

個人
人事院

内閣官房
番号377の回答を参照してください。

417 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の出退勤
管理の電子化

公務員の出退勤管理は、ハン
コ押印によっており、かつ電子
化されていないため非効率と
なっており、無駄な業務を行っ
ているという意味で税金の無
駄遣いをしている。
電子化の具体策としては、パ
ソコン上で職員は出勤報告と
退勤報告及び休暇申請をでき
るようにして、管理者はそれら
をデータ管理できるようにす
る。

現状は、１：職員は出勤する都度、出勤簿に押印し、管理者がそれを目
視することで出勤の事実を確認している。２：休暇申請もハンコ押印によ
り上司に申請し、管理者はその申請をもとに出勤簿に休暇等の表示を
スタンプしている。３：超過勤務についても、申請者は申請書類にハンコ
押印し、管理者もそれに押印をしている。管理者はその申請書類の数字
を手集計し、担当部署に連絡している。
以上のことから、公務員は出退勤管理において非効率な作業を強いら
れている。国家公務員と地方公務員すべてについて出退勤管理の電子
化が実現すれば、出退勤管理に関して大幅な業務削減の効果が期待で
きる。

個人
人事院

内閣官房
総務省

【国家公務員】
　出勤管理に関して、規定上は、職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤
簿へ必要な記録を自ら行うこととなっており、出勤簿に押印することを必須とはしており
ません。
　超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合
は、これを参照することができることとしています。また、超過勤務等命令簿に押印する
ことを必須とはしておらず、手続を電子化することは可能です。
休暇の請求等の手続は、原則として休暇簿により行うこととされていますが、休暇簿の
「本人の確認」欄に押印することは必須とはしておらず、手続を電子化することは可能
です。
　その上で、出退勤管理及び休暇の請求手続の具体的な方法については、各府省に
おいて適切に判断し、運用することとされております。

【地方公務員】
地方公務員の勤務時間や休暇に関する制度は、原則として適用される労働基準法や
労働安全衛生法を最低基準としつつ、さらに国家公務員制度との権衡を踏まえ、条例
や規則等により定めることとされています。
また、地方公務員の勤務時間管理については、労働基準法等に基づく「労働時間の適
正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」により、職員の勤務時
間を、タイムカードやPC等の電子計算機の使用時間の記録による客観的な方法により
把握することが求められています。
出退勤管理及び休暇の請求手続の具体的な方法については、各団体の判断に基づい
て、運用されています。

【国家公務員】
人事院規則15ー
14（職員の勤務時
間、休日及び休
暇）
第27条第１項、第
２項（、第３項）、第
28条第１項

給実甲第65号（人
事院規則９―７（俸
給等の支給）の運
用について）
第13条関係

給実甲第576号
（給与簿等の取扱
いについて（通
知））
第2第2項

【地方公務員】
地方公務員法第
24条、
労働基準法第109
条、労働安全衛生
第66条の８の３等

【国家公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【地方公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【国家公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【地方公務員】
総務省としては、職員の勤務時間管理についてガイドラインに則り適切に対応するよ
う、各地方公共団体に助言するとともに、地方公共団体における書面規制、押印、対
面規制の見直しに積極的に取り組むよう要請しています。

419 令和3年1月27日 令和3年2月18日
合同庁舎の費用
分担制度撤廃

合同庁舎にかかる経費(清掃
費や光熱費、修繕費等)は、
入居官庁でわざわざ金額を分
担して負担している。管理官
庁で一括して負担することで、
公務員の事務の大幅な削減、
民間企業への負担軽減が期
待できる。

同じ税金から、支払うにもかかわらず分担の手間をかけること自体が無
駄である。現状、全く生産性の無い作業に多くの公務員の人件費が当て
られている。
複雑な契約になれば、金額の分担にも手間がかかり、予算要求や緊急
性のある修繕であってもわざわざ各官庁の足並みを揃える必要がある。
庁舎によっては、分担のためだけにメーター等を設置しており、費用とし
ても無駄である。
また、民間企業の経理事務にも不要な負担を押し付けている。

個人 財務省

　合同庁舎のように二以上の各省各庁の長が共同して使用するため、統一的に管理
する必要がある行政財産については、統一的管理財産の管理者として指定された官
署が、管理経費の予算要求、使用する他の省庁との間で共同使用にあたって必要な
調整等を行うこととされています。
　合同庁舎の維持管理に必要な経費（ガス、水道、電気、その他高熱水量、各所修繕
費、工事費等）については、各入居官署がそれぞれ独立した部屋を持ち各官署の事務
を遂行することにより発生するものであり、原則、各官署が公平に負担していただくこと
が適当と考えているものです。
　このような考えのもと、合同庁舎の維持管理に必要な経費については、特別に予算
措置をしてある場合又は特別の事情ある場合を除き、使用官署に公平に分担すること
としています。

国有財産法第五
条の二

現行制度
下で対応可
能

　左記のとおり、合同庁舎の維持管理に必要な経費については、当該使用官署の事
務・事業の遂行により発生したものであることから、合同庁舎に入居している使用官署
が使用面積や人員、一般会計・特別会計の別に応じて、原則、使用官署において公平
に負担していただくことが適当と考えます。
　ただし、一つの官署に他の官署の会計事務を委任し、合同庁舎の実情に応じて、経
費の支払方法について、使用官署間で協議していただき、負担を調整することは現行
制度下においても可能と考えます。

420 令和3年1月27日 令和3年3月9日
和暦を最小限に，
西暦をデフォルト
に

大学内の文書および文部科
学省に提出する文書に用いる
年号は原則として西暦にして
いただきたいです。和暦は最
小限にとどめていただきたい
です。

　国立大学事務自体もそうですが，教職課程認定など，文部科学省に提
出する書類において，「すべて」和暦で記載することが求められます。当
然論文や書籍の刊行年も含まれます。書類を書く側にとっても，読む側
にとっても昭和，平成，令和が混在することによって非常に煩雑な手続
きと認知処理が求められることになります。外国籍で日本滞在歴の浅い
教員など，わけがわからないでしょう。
　「教育のグローバル化」をうたうのであれば，論文刊行年を和暦にいち
いち換算する手間を研究者に求めるべきではないと思います。和暦は
書類の表紙に記載するごく一部にとどめていただき，その他は西暦を原
則にしてほしいです。

個人 文部科学省

　公的機関の事務については、原則として元号（和暦）を使用するものと考えております
が、公的機関の窓口業務における国民の元号使用はあくまで協力要請であり、基本的
には西暦で記入したものも受け付けられると認識しております。（平成31年４月３日官
房長官会見においてもこの旨説明がなされていると承知しております。）　
　御指摘の教職課程認定に係る書類については、記載例の中で元号（和暦）を使用し
ておりますが、西暦を使用して提出いただくことも可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

　公的機関の事務については、原則として元号（和暦）を使用するものと考えております
が、公的機関の窓口業務における国民の元号使用はあくまで協力要請であり、基本的
には西暦で記入したものも受け付けられると認識しております。
　いずれにしても、文部科学省へ提出する書類について、提出者の負担軽減に資する
よう随時改善に努めてまいります。

421 令和3年1月27日 令和3年2月18日

合同庁舎での各
入居官庁の経費
分担（合庁分担）
の撤廃

合同庁舎の光熱費や建物の
修繕などの共用経費は管理
担当官庁が入居官庁の占有
面積や人数に応じた負担割
合を定め、各入居官庁がその
割合に応じた金額を分担（割
り勘）で払っているが、これを
撤廃し管理担当官庁が一括
で予算要求して、管理官庁が
予算要求、契約、支払の全て
の会計手続きを行うこと。

管理官庁が不要となる主な作業は以下の通り
・分担率を定める作業
・入居官庁に分担額等を通知する作業
・入居官庁に予算要求を依頼する作業
など
また、例えば一つの入居官庁で必要な予算がなかった場合、契約自体
ができず不都合がでる。

契約相手先も入金がバラバラでなく一括で支払われるためわかりやす
い。

とにかく入居官庁が多ければ多いほど分担作業に手間がかかる現状で
あり、どの官庁が払おうが結局は国の予算から支払われるものでありこ
の「合同分担」という方式は非常に無駄である。

個人 財務省 番号419の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

422 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員の旅
費(日当・定額宿
泊料)について

公用車を利用して昼をまたぐ
出張を行なった場合に、昼食
代相当として日当が支給され
るが、これを廃止してほしい。
また、宿泊料もパックを使用し
ない場合は地域により定額支
給となっているが、これを実費
支給にしてほしい。

昼食代が払われる理由がわからない。事務室で勤務しても、外で勤務し
ても、昼ごはんを食べることに変わりはなく、出張扱いとなるだけで昼ご
はん代の支給があることに不公平感を感じる。
また、日当のみ支給の制度がなくなれば事務量が格段に減る。
宿泊料については、(コロナ前は)外国人観光客の増加により、出張先目
的地の近くのホテルを選ぶと、定額宿泊料を超過することもあるが、超
過分の旅費支払いには財務省？などの承認が必要となりハードルが高
くなるため出張者の持ち出しとなっている(宿泊料定額の半額程度のホ
テルもあり、宿泊料の半額程度が宿泊料として利用されず宿泊者の懐
に入ることになる場合もある)。
ホテル利用の証拠書類として、宿泊証明書又は領収書を職場に提出し
ているため、これを領収書のみとし、利用料を確認して実費払いとしてほ
しい。

個人
財務省

内閣官房

【日当について】
　「国家公務員等の旅費に関する法律」（以下、「旅費法」という。）上、日当は、旅行中
の昼食代を含む諸雑費及び目的地である地域内を巡回する場合の交通費を賄うため
の旅費であり、旅行の日数に応じ、一日当たりの定額により支給しています。
　日当の支給に関する標準的な取扱いについては、「旅費業務に関する標準マニュア
ル」において示されています。

【宿泊料について】
　旅費法上、宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給していま
す。

【旅費の減額・増額調整について】
　旅費の減額・増額調整については、旅費法上、以下のとおり規定しています。

○国家公務員等の旅費に関する法律
第46条　各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場
合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅
費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえ
た旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこ
えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができ
る。
２　各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費によ
り旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難で
ある場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。

国家公務員等の
旅費に関する法律
等

その他

【日当について】
　「制度の現状」に記載のとおり、日当は昼食代に特定して支出する旅費ではありませ
ん。
　また、支給については、定額支給であるため複雑な算定等は発生せず、各府省等に
おいて、「旅費業務に関する標準マニュアル」に沿って運用されているものと承知してい
ます。

【宿泊料について】
　宿泊料については、冗費の節約及び行政事務の簡素化の観点から、標準的な実費
額を基礎として計算された定額支給を採用しています。
　その上で、宿泊料の実費に対して定額支給額に過不足が生じた場合には、旅費法第
46条によって減額・増額の調整を行うことが可能であり、各庁の長が適切に対応してい
るものと承知しています。

423 令和3年1月27日 令和3年7月20日
「家庭保安局」の
設置について

１．厚生労働省が制度を所管
する児童相談所と、内閣府が
制度を所管する配偶者暴力
相談支援センターを統合し、
「家庭保安局」(仮称)を設置す
ること。
２．家庭保安局職員（家庭保
安官）に特別司法警察職員と
しての権限を持たせること。

 日々職務に励まれている職員の皆様に感謝申し上げます。私は現在、
法学部で勉強をしています。その中で、DV問題に尽力されている弁護士
のお話を聞く機会がありました。DV被害者の対応機関は、被害者が大
人であれば配偶者暴力相談支援センター、被害者が子どもであれば児
童相談所となります。家庭内で、大人だけが・子どもだけがDV被害に遭
うということはほぼありません。配偶者に暴力を振るう加害者は、子ども
にも同じように暴力を振るいます。逆も同様です。そうであるにも関わら
ず、DV被害者の対応機関を年齢で区分するのは不合理ではないでしょ
うか。大人・子どもの両方がDV被害者だった場合、児童相談所は対応を
しません。どうしても児相に対応を求める場合は、親と子は強制的に分
断されます。
 そこで、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターを統合した「家庭保
安局」(仮称)の設置をお願い致します。配暴センターと児童相談所それ
ぞれが持つ一時保護施設を有効活用できます。当然、DV被害者が男性
か、女性か、子どもか、家族か等によって別個の施設を用意する必要は
有りますが、分散されていた施設・職員を統合することで各機関が有す
るノウハウを一元化することができます。
 さらに、家庭保安局職員（家庭保安官）は特別司法警察職員とすること
で、警察を介入することなく加害者を逮捕することができます。従来は
「被害者が逃げる」というスタンスでしたが、家庭保安局の設置によって
「加害者を排除する」ことも同時に行うことができます。家庭保安局の設
置によって被害者のケアと防護、ならびに加害者の排除を実現するた
め、ぜひご検討ください。よろしくお願い致します。

個人
厚生労働省

内閣府
内閣官房

【内閣府】
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「配偶者暴力防
止法」という。）は、令和元年６月に児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害
者の保護対策の強化を図るため、児童福祉法等一部改正法との一括法として児童虐
待と密接な関連があるとされる配偶者からの暴力の被害者の適切な保護が行われる
よう、相互に連携・協力するよう努めるべき機関として児童相談所を法文上明確化する
とともに、その保護の対象である被害者にその同伴する家族も含めることとする法改正
が行われました。
また、令和２年12月25日に策定された第５次男女共同参画基本計画においても、「配
偶者暴力防止法の改正等を踏まえ、配偶者からの暴力と密接に関連して発生する児
童虐待対応との実質的な連携協力を強化するため、情報共有の在り方の検討を含
め、関係機関間の具体的な取組を促進する。」こととされています。
今後とも、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所の連携・協力に努めてまいりま
す。

【厚生労働省】
令和元年に、児童虐待の防止等に関する法律の改正を行い、児童虐待の早期発見に
努めるべき機関として配偶者暴力相談支援センターを法文上明記したほか、児童相談
所と配偶者暴力相談支援センターの機関連携のためのアセスメントツール・ガイドライ
ンを作成し、現場でのモデル実施を踏まえて修正・更新を行うなど、児童相談所と配偶
者暴力相談支援センターの連携・協力の体制を深めているところです。今後とも、児童
相談所と配偶者暴力相談支援センターの連携・協力に努めてまいります。

【内閣府】
配偶者からの暴力
の防止及び被害
者の保護等に関す
る法律

【厚生労働省】
児童虐待の防止
等に関する法律

【内閣府】
対応不可

【厚生労働
省】
対応不可

【内閣府】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

424 令和3年1月27日 令和3年2月18日
印鑑省略の件に
ついて

自衛隊の補給整備規則では、
整備や補給業務をする際に、
様々なとこで確認印や決済印
が必要な状態です。補給シス
テムで基本ペーパーレスにで
きるにも関わらず、プリントア
ウトして紙の大量使用が行わ
れているのが現状です。規則
上ハンコをもらうことが残って
いるためです。業務の簡素
化、迅速化、効率化に寄与す
るためにも、ハンコレスにして
いただきたい。

１　紙、インクの大量使用による税金使用のコストを削減できる
２　補給システムによるデータ一括管理により、文書保管のスペースの
削減、デジタル化ができる
３　ハンコレスによる業務の簡素化、迅速化ができる。

個人 防衛省
　関係規則に基づき、補給管理システムを使用した業務手続きを実施していますが、現
行規則では、押印等が必要となっています。

陸上自衛隊
整備規則　　　　　
（陸自達７１－４
号）

陸上自衛隊
補給管理規則　　
（陸自達７１－５
号）

対応

　現在、内閣府が推進する「押印・書面提出等の制度・慣行の見直し」に基づき、陸上
自衛隊補給管理規則、陸上自衛隊整備規則の押印省略に係る改正作業を実施中で
す。
令和３年４月以降、同規則に規定する書類は、押印省略されることから、印刷物の軽
減（ペーパーレス）が図られます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

426 令和3年1月27日 令和3年3月26日
省庁の使用ソフト
について

書類作成ソフトは、ほとんどが
Microsoftのoffice、PDFならア
クロバットです。省庁も一般的
なソフトを使ってください。

amed、文科省にワード、エクセルのファイルをメールで送ると、文字化け
してると言われる。ワード、エクセルをPDFにして送れと言うので、PDFに
して送ると、こっちは、ジャストシステムPDFで、アクロバットPDFは使えな
い。ジャストシステムPDFで編集出来るようにしろ、と言われます。
ジャストシステムを使えと言っているのでしょうか？
互換性のないソフトを使用するのは効率的ではありません。
一般的なソフトを使用してください。
よろしくお願いします。

個人 文部科学省

文部科学省においては、書類作成ソフトはMicrosoft office、PDFの編集はJustPDFを
使用しております。いずれのアプリも官公庁に限らず、様々な研究機関、企業等で利用
されており、幅広いPDFのバージョンに対応するアプリになります。

また、AMEDにおいては、職員が利用する端末に、Acrobat Reader DCとJUST PDFを
導入し、PDFファイルの機能を利用しています。いずれのアプリも官公庁に限らず、
様々な研究機関、企業等で利用されており、幅広いPDFのバージョンに対応するアプリ
になります。

なし
現行制度
下で対応可
能

文字化けの問題は、受信側の端末環境（OSやPDFアプリ、端末の設定等）に限らず、
その他端末環境も当該事象の要因となり得るため、一概にアプリの互換性による問題
と断定できません。
文字化けやPDFに係るトラブル等を担当者にご相談いただいた際に適切な対応が提
案できるよう、書類作成ソフトウェアにおける問題発生時に参照できるFAQを充実させ
るなど、職員のスキル向上を図ってまいります。

427 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止

日本学術会議を廃止する。

日本学術会議の使命は
科学に関する重要事項を審議して、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率化を実現すること。
とあるがいずれも他の機関でやれそうであるから。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

428 令和3年1月27日 令和3年3月9日 文科省事前相談

学部、大学院の改組等の場
合に、文科省担当者に事前相
談を行います。コロナ以前は、
地方の大学は東京まで7～8
人で旅費を使って上京し、1時
間程度の相談を数回繰り返す
というのが慣習でした。今は、
コロナのためオンライン相談
です。

コロナが収束しても、可能な限りオンライン相談を継続して頂きたいので
す。いつも思っていました。旅費が勿体ないと。7～8人で東京を往復する
と、かなりの税金のムダ使いです。沖縄や北海道は大変です。1時間の
相談のために宿泊が伴います。全国の大学について、このままオンライ
ン相談としては如何でしょうか？
全大学の事前相談にかかる旅費は、相当な金額と思われます。

個人 文部科学省

文部科学省では、大学等の設置認可申請及び寄附行為変更認可申請手続等に係る
問合せについて、電子メール、電話及び事務相談の実施により対応しています。また、
事務相談については、従来、対面のみにより実施していましたが、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い、令和2年中よりオンラインによる相談を試行しているところです。

なし 対応

本年より、今後の大学等の設置認可申請及び寄附行為認可申請手続等に係る事務相
談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のほか、大学等の移動に伴う
時間的負担等を考慮し、オンラインによる相談を原則とします（相談者の希望で選択）。
なお、事務相談の実施に当たっては、相談内容等に応じて関係部署も同席するなど連
携して対応していますが、引き続き、申請者の利便性の向上に資するよう、関係部署と
連携し、適切かつ柔軟な対応に努めてまいります。

令和3年1月27日425
私立大学の運
営、事務改革

令和3年3月9日
いただいた御指摘を踏まえ、改めて調査自体の精選・検討に努めてまいります。また、
政策や補助金の効果については、引き続き学校法人の職員の皆様の御意見等を伺い
ながら、検討してまいります。

対応

○　設置計画履行状況
調査
①「大学の設置等の認
可の申請及び届出に
係る手続等に関する規
則（平成18年3月31日　
文部科学省令第12
号）」第14条
②「大学設置基準第60
条の規定に基づき、新
たに大学等を設置し、
又は薬学を履修する課
程の修業年限を変更
する場合の教員組織、
校舎等の施設及び設
備の段階的な整備に
ついて定める件（平成
15年3月31日　文部科
学省告示第44号）」第3
③「大学院設置基準第
38条の規定に基づき、
新たに大学院等を設置
する場合の教員組織、
校舎等の施設及び設
備の段階的な整備に
ついて定める件（平成
15年3月31日文部科学
省告示第50号）」第３
④「短期大学設置基準
第45条の規定に基づ
き、新たに短期大学等
を設置する場合の教員
組織、校舎等の施設及
び設備の段階的な整
備について定める件
（平成15年3月31日文
部科学省告示第5２
号）」第３

○　学校法人の寄附行
為及び寄附行為の変
更の認可に関する審査
基準
第６の３ 

○　私立学校振興助成
法
（私立大学及び私立高
等専門学校の経常的
経費についての補助）
第四条　国は、大学又
は高等専門学校を設
置する学校法人に対
し、当該学校における
教育又は研究に係る
経常的経費について、
その二分の一以内を
補助することができる。
２　前項の規定により
補助することができる
経常的経費の範囲、算
定方法その他必要な
事項は、政令で定め
る。

文科省が行う各種調査については、実施にあたり、調査対象、実施時期などを精選し
て、ご協力をお願いしているところです。

文部科学省個人

私立大学が日本の最高学府としての役割を正確、誠実に果たすため、
国立大学だけではなく私立大学でも事務の改革（効率化や省力化）が必
要です。特に教学部門の事務は激務化する傾向が強く、その一因となっ
ているのは文科省からの"なぜその方法、様式で、その内容を回答しな
ければいけないのかわからない"調査にあると感じています。
やるからには、意味のある調査回答、意義のある資料作成を実施し、国
内外における競争力や社会人基礎力とかつて言われていたものの向上
に寄与できるような大学運営部がされるべきと感じており、かつそういっ
た大学運営に携わることのできる事務職員の養成が必要です。
また、文科省から補助金を取得している大学がどれほど日本の教育、国
際競争力に貢献しているのか、その効果は測定されているとは思えず、
やりっぱなし政策、バラマキっぱなしの無駄な補助金交付が散見される
ように思います。
意味のある政策、補助と、その効果をしっかりと測っていく実践性のある
教育への支援を行うため、これからの高等教育の発展を担う若い世代
の大学事務職員を中心に、官僚各位と意見交換を行い今後の大学運営
補助の一助となる会の設置を提案します。

私立大学向けの各種調査等
の意義の説明、明文化とその
期待効果の説明、測定
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

429 令和3年1月27日 令和3年3月9日

国立大学におけ
る無駄なITリソー
スの購入に対す
る提案

国がクラウド・バイ・デフォルト
原則をとっているが国立大学
はいまだにオンプレミスで無
駄なITリソースの購入に縛ら
れている。国立大学版クラウ
ドバイデフォルト原則の発行
や予算費目上の制約をなくす
こと、また事務部門のクラウド
調達に関する啓発などを行っ
て欲しい。

研究室での計算リソース購入や事務システムのインフラ等をオンプレミ
スで学内に置き続けることで無駄なコストが発生している。
・電気代、空調代、物理的な固定資産管理の手間
・限られた計算リソースにより研究のスピードがはやくできない
国立大学に対してもITインフラにクラウドを活用することを第一候補とし
て検討するクラウド・バイ・デフォルト原則を示し、職員の無駄な運用負
荷軽減や、コスト削減を促進して欲しい。

また、予算費目で固定資産を買うことが指定されており、物理的なハード
ウェアを買わないといけないという会計上の制約も取り払い、ITリソース
については資産でもサービスでも活用できるようにして頂きたい。
経理や用度等の部署に対してもクラウドの買い方について啓発の機会
を設定し、スムーズな調達手続きを行えるように取り計らって頂きたい。

個人 文部科学省

国立大学法人運営費交付金等において、クラウドの導入に係る制約は設けておらず、
現行制度下においても、各法人の判断に基づき、事務システム等にクラウドを導入す
ることが可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

文部科学省おいては平成27年1月に各国立大学法人に対し、事務連絡を発出し、クラ
ウドを導入していない法人に対し、クラウドの早期導入を要請するとともに、文部科学
省所管の国立情報学研究所において「大学・研究機関のためのクラウドスタートアップ
ガイド」を公開するなど、国立大学法人におけるクラウド導入を推進しているところで
す。

430 令和3年1月27日 令和3年3月9日
高等教育修学支
援新制度の抜本
的見直し

給付奨学金と授業料減免の
一体支援であるため、JASSO
への申込のみで完結するよう
にすべき。大学の機関要件制
度、学力基準、自宅外証明と
してのアパート契約書の提出
などは、廃止もしくは緩和すべ
き。十分な調整のないまま施
行されており、抜本的な制度
見直しが必要。

１．給付奨学金はJASSOへ、授業料減免は各大学への申請となり、採
用結果もJASSO理事長名での通知と、その通知とほぼ同じ内容の学長
名での減免結果通知を学生に配付しなければならないなど、JASSOと
文科省（大学）へ二重に申し込むこととなっており、学生・保護者が制度
を理解できず、また担当する大学職員も煩雑な処理を強いられている。
２．経営に問題のある大学の排除はすべきであるが、学校教育法に基
づき設置・認可されている各大学について、更なる機関要件を課すこと
は不当である。
３．学力基準については、学修計画書の提出や出席率の確認など大学
における実情と異なる机上の空論となっている。
４．給付額の上乗せをするための自宅外証明として、アパート契約書の
コピーの提出が求められているが、その確認をする大学職員、またその
審査をするJASSO（実際は委託業者）の業務負担は膨大であり、実家を
離れている事実のみで良いと思われる。　

その他、３浪した入学生は申込対象外である、給付採用者は従前の貸
与奨学金が減額される、など学生・保護者にとって不利となる取扱いが
多く、そもそも制度設計において、内閣府と文科省、文科省内での学生
留学生課と国立大学法人支援課、各大学との調整が不十分なまま施行
されたためと思われます。
“経営に問題のない大学に在籍する非課税世帯学生を、マイナンバー提
出のみの申請で、一律に授業料無償とする”など、学生・保護者および
担当職員が理解しやすく、負担とならないという視点での抜本的な制度
見直しをすべきと考えます。

個人 文部科学省

1.高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金の実施主体は独立行政法人日
本学生支援機構（以下、機構）であり、授業料等減免の実施主体は大学等となっており
ますので、双方の支援を受けるためには、別々で申し込んでいただくこととなります。た
だ、支援対象の要件は同一のため、授業料減免の事務においては、機構で判定した支
援区分の情報を活用できるようにし、大学における事務負担の軽減にも配慮しており
ます。
２. 支援を受けた学生の勉学が職業と結びつき、社会で活躍できるよう、学問追究と実
践教育のバランスが取れた教育を実施する大学等を対象機関とするため、一定の要
件を設けています。また、大半の大学等が確認を受けており、既存の取組を充実させ
ることで満たせる要件となっております。
３.学力基準については、大学関係者のご意見を十分踏まえた上で、策定しておりま
す。
４.高等教育の修学支援新制度については、自宅生に比べ自宅外生の方が支給額が
多くなっているため、自宅外通学であることの妥当性を求めております。
5.検討の過程においては、大学や専門学校関係者にも周知を図り、その趣旨を説明し
つつ、ご意見も賜り、また、文部科学省において高等教育関係者の参画する専門家会
議を設け、その結果を踏まえて、制度設計をしました。

大学等における修
学の支援に関する
法律

検討を予定

　大学等における修学の支援に関する法律附則第３条において、法律の施行後４年を
経過した場合において、施行の状況を勘案し、規定について検討を加え、必要があると
認める時はその結果に応じて、所要の見直しを行うものとされていることを踏まえ、引
き続き制度の改善に努めていきます。

431 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員共済
組合連合会の手
続きについて

長期組合員資格取得届がい
まだに手書き（エクセルファイ
ルに入力しても印刷必要）で
あり、ムダと思う。一方で、政
府共通オンラインシステムと
いうのがあるようで、そこでは
事務担当者が組合員の住所
やこれまでの標準報酬額など
を確認できるそう。なぜ組合
員が登録できるポータルサイ
トがないのか。あれば住所変
更や氏名変更などリアルタイ
ムで行えるのではないか。

国家公務員共済組合連合会の手続きもそうだが、共済組合全般の手続
きがいまだに「自署＋押印」が必須とされ、種々の書類を取り揃えて提
出する手間がかかる。保険証もすぐに発行できないようだし、ムダが多
いと思う。旧態然とした法律（国家公務員共済組合法など）が紙ベース
の手続きを想定しているためと思われる。
オンラインに移行すれば、相当スリム化され、国家公務員共済組合連合
会の業務も減ると思います。

個人 財務省
　国家公務員共済組合法には、電子情報処理組織（電子メール、ポータルサイト）での
申請を認める規定が設けられております。（法律の規定はオンライン化の妨げになって
いません。）

国家公務員共済
組合法施行規則
第87条の2第9項、
第132条

検討を予定

　国家公務員共済組合法には電子情報処理組織（電子メール、ポータルサイト等）での
申請が認められているため、現在、国家公務員共済組合連合会において手続きのオン
ライン化の検討を進めているところです。
　なお、連合会に提出する様式の中で、従来、押印を求めていたものについては、既に
押印を求めない様式への見直しを行いました。

432 令和3年1月27日 令和3年2月18日

国家公務員共済
組合が利用する
標準共済システ
ムについて

国家公務員共済組合各省庁
で利用している「標準共済シ
ステム」だが、相当な予算、事
務人員を割いているにも関わ
らず、国家公務員共済組合法
等の縛り？のため紙ベースの
手続きを脱することができな
い。ネットワークへのアクセス
も外部からできないため、テレ
ワークが全くできない。

国家公務員共済組合では「標準共済システム」を利用して事務をしてい
るが、レスポンスも悪く非常に使いにくい。紙ベースが基本のため、伝票
作成などの「紙製造機」となっている。押印も当然必須とされ、非効率な
ことこの上ない。テレワークもいまだにできない。

また、マイナンバーを誤登録すると「情報漏洩」とみなされるらしく、修正
するためには「システムから該当者の登録内容を全て削除して再び登録
し直す」鬼仕様とのこと。

こんなことではマイナンバーカードの保険証利用もスムーズに進められ
るのか、オンライン資格確認時に発生するエラーなどのトラブルが全国
で頻発することが今から想像できます。

マイナンバーを特定個人情報に指定していることからくる不都合だと思
いますが、セキュリティを高めれば当然その運用は不便で使いにくいも
のになります。落とし所が難しいところですが、現状では不便で使いにく
いということは理解してほしいと思います。

個人 財務省

　各府省庁等の国家公務員共済組合（以下「共済組合」という。）が利用している標準
共済システムは、共済業務に係る事務処理を一体的に処理する標準的なシステムとし
て共済組合において共同開発され、導入が図られました。
　国家公務員共済組合法等の規定では、手続きを紙ベースに限定しておらず、電子情
報処理組織（電子メール、ポータルサイト等）での申請等が認められています。
　一方、標準共済システムは、紙出力・押印を前提とした仕様となっており、また、セ
キュリティ上、外部端末からのアクセスも認められていないことから、テレワークへの対
応ができていない状況です。
　なお、マイナンバーを利用した情報連携については、他の行政機関からの情報照会
に対する情報提供のため、標準共済システムに登録されている組合員等の給付情報
等を、共済組合本部において中間サーバにアップロードすることで対応しております
が、マイナンバーを誤登録すると「情報漏洩」とみなされるのは標準共済システムでは
なく、医療保険者等向け中間サーバの仕様かと思われます。また、標準共済システム
には個人番号の変更機能があるため、修正のために「システムから該当者の登録内
容を全て削除して再び登録し直す」といった仕様にはなっていません。

国家公務員共済
組合法施行規則
第132条

検討を予定

　令和２年10月に、共済組合に対し当面の対応として、令和２年中に、組合員等からの
申請等についてID、パスワードで職員個人の認証が可能なメール（職場のメール）での
送受信により、電子媒体の申請書等の受付け等ができる体制を整えるよう依頼したと
ころです。
　一方、電子媒体の申請書等を受け付けた共済組合において、審査・決裁等の内部手
続を完全オンライン化することは現行の標準共済システムでは不可能であることから、
システム改修または新たなシステムの構築が必要となり、実現するためには予算措置
が必要となることも留意する必要があります。
　今後、共済組合及び組合員等の双方の利便性を向上させるための対応の検討を進
めてまいります。

433 令和3年1月27日 令和3年2月18日
学校教員の出勤
簿

出勤簿への押印を未だに毎
日行っている。

すでに勤怠管理はデジタル化し、分単位で勤務時間が管理されている
にもかかわらず、出勤簿が廃止されないまま残っています。県教委によ
る監査対象にもなり、押印の義務化が続いています。出張や年休も帳簿
があるのに出勤簿にも記載しなければならず、事務職員による突合作
業を生んでいます。

個人 文部科学省 番号27の回答を参照してください。

434 令和3年1月27日 令和3年2月18日 出勤簿について
出勤簿の代わりとして指紋認
証可能なタブレット等を使用
することはできないか。

矯正施設では出勤時に出勤簿に押印しなければならないが、紙媒体で
あるため保管及び使用の際に場所を取ってしまうため、自然環境保全
や押印（ハンコ文化）の必要性といったものを考え、指紋認証機能の着
いた端末機器に切り替えることで、印鑑や朱肉を用意して自分の押印箇
所を探す手間や出勤簿に使用する紙のコストも無くすことが出来るので
はないか。

個人 法務省

職員は定時までに出勤したことを証明するため，出勤簿へ必要な記録を行うこととなっ
ており，定時までに出勤したことを証明する具体的な方法については，各府省において
適切に判断し，運用することとされています。
矯正施設では，書面に押印等する方式で出勤状況や休暇取得状況の記録を行ってい
るところです。

給実甲第576号第
2第2項

検討を予定

出勤簿を含めた職員の勤務時間管理については，現在，オンライン化や客観的な方法
による勤務時間の把握等の機能を備えた勤務時間管理のシステム化の実現が求めら
れているところ，御提案のあった方策を含め，どのような方策が矯正施設に適している
のか鋭意検討を進めていきます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

435 令和3年1月27日 令和3年2月18日
教員の勤務体制
について

部活等で時間外労働が多い
教職員に対して、部活などに
対し外部からのパート職員も
しくは再雇用者を雇う提案をし
たいと思います。

時間外労働の削減
就職先を探している人
双方に利点があると思います。
また、部活でも経験者を雇える
質の良い指導が行える
学生にとっても利点だと思います。

個人 文部科学省 番号114の回答を参照してください。

436 令和3年1月27日 令和3年2月18日
在日外国公館関
連書類のデジタ
ル化

他国に比べても日本の在日
外国公館宛の書類はかなりア
ナログです。
外交団リストは毎年、本として
配布されますがデジタルでも
いいのでは。またこの本の校
正も手書きで書き込み出版社
に郵送が求められてます

出版費用の節約、コスト削減
リストがログイン式のイントラで公開されれば、随時新しい情報に更新可
能 個人 外務省

外交団リストの作成については、昨年版の情報を当省委託業者を通じて各在本邦外交
団に紙媒体で送付し、外交団がこれを赤字で修正の上、郵送にて業者に返送し、業者
にて修正作業を行っております。
業者の修正後、外務省において修正内容を確認した上で、冊子として発行し、外交団
及び政府関係者に配布しております。

検討を予定

御指摘を受け、今後の作成に当たっては校正作業を何らかの形でデジタル化できない
か検討いたします。
 また、併せて御指摘いただいた外交団リスト自体のデジタル化については、個人情報
保護の観点や技術面などを踏まえて可能かどうかにつき検討いたします。

437 令和3年1月27日 令和3年3月9日
救急車利用を自
己負担

看護師です。高齢者の救急車
を有料化(一回二万円程度)に
することや高齢者の延命治療
(80才以上の胃ろうや人工呼
吸器は保険外)の自己負担増
額を希望します。

高齢者の緊急時医療の費用の変更によって期待されるのは、高齢者の
健康増進の高まり、日々の健康管理の体制つくり、在宅医療のサポート
増加、医療費の健全化、また他の業種による生活サポートビジネスの参
入などの経済効果などが期待されると思います。
また、テレビで心肺蘇生の練習、誤嚥したときの対応方法などの医療教
育も同時にしてください。
誤嚥や転倒などの救急車コールが多いようです。翌日の受診で構わな
いケースも多々あります。

もちろんお金のある高齢者は、どんどん救急車に乗って高度医療を受
ける自由はあります。大きな問題はおきないと思います。

社会に認知されていけば、いずれは、救急車一回５万円から8万円に
アップするといいと思います。

すでに人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療をされているかたにつきまし
ては、医師の診断書で、２年間の免除にするとか、救済策を同時に提示
するといいと思います。

個人
総務省

厚生労働省

【厚生労働省】
我が国は国民皆保険の下、安全性・有効性が確認された必要な医療は保険診療でみ
ることとしています。
その上で、後期高齢者（原則75歳以上）の自己負担額については、負担能力に応じて
１割又は３割負担としています。

【総務省】
　救急業務によって搬送された傷病者に対しては、当該傷病者の年齢にかかわらず、
費用の負担を求めていません。

【厚生労働省】
高齢者の医療の
確保に関する法律
第67条第１項

【厚生労働
省】
その他

【総務省】
対応不可

【厚生労働省】
我が国は国民皆保険の下、安全性・有効性が確認された必要な医療は保険診療でみ
ることとしています。延命治療を含む終末期医療のあり方に関しては、生命観・倫理観
に関連する問題であり、その自己負担の在り方については慎重な検討が必要です。

【総務省】
　ご提案があった高齢者の救急車利用の有料化については、有識者等からなる検討
会において
「生活困窮者等が、緊急性の高い救急要請を躊躇し結果的に重症化するリスクがある
のではないか」
「お金を払えば、希望する病院に搬送してくれると思われ、傷病者と救急隊との間での
トラブルが増えるのではないか」
といった指摘があるなど、導入には多くの課題があることから、現時点では、高齢者の
救急車利用の有料化は適当でないと考えます。

438 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
解体

標題の通り。今の日本に意味
をなさない団体を養う力はな
いため、即時解体を求めま
す。

活動内容が不透明で推薦されるメンバーの選考基準も不透明。まさに
権威主義の象徴。独立して活動したいのであれば学者たちが独自に予
算を作るべき。税金で賄う意味が全くない。毎年10億円も使われていた
ことに驚いた。無駄。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

439 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議は
民間に移譲すべ
きでは

今般、菅総理が任命拒否した
ことにより、
日本学術会議なるものが公的
機関として存在することを知
り、
今朝の報道番組でも取り上げ
られていて、
Web上でも様々な方が解説し
てくれています。
それらを見ると、学術会議は
本来の設立の趣旨から逸脱し
た
提言などを行って来た事を知
りました。
今回拒否されたメンバーも学
者ではあるが科学者でなく、
任命拒否は妥当なご判断だと
感じています。
そこで、提案ですが、学術会
議は民間に移譲し、
その予算をより有効活用され
ては如何でしょうか。
ご検討願います。

上記にあるように、学術会議は本来の目的から
逸脱した提言を行っており、
軍事関連研究の禁止に関する提言などは、
学問の自由、研究に自由を制限するもので、
不適切だと考えます。
今回拒否されたメンバーの様に、科学者では無い学者も多く、
政府を批判するための活動機関になっているようです。
そのような活動に税金を投入するのは不適切であり、
政府から離れ、それこそ自由に活動して頂いた方が
良いのではないでしょうか。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

440 令和3年1月27日 令和3年2月18日

防衛省航空自衛
隊における早期
退職募集制度の
適正な運用につ
いて

防衛省航空自衛隊において
早期退職募集制度の目的等
を周知徹底するとともに、一
部の階級及び年齢のみに
偏った現状の募集をやめ、航
空自衛隊の更なる発展のた
め、全有資格者に対し公平適
切に募集を実施し、本制度の
適切な運用を求めるもの。

現在、防衛相航空自衛隊においても早期退職募集制度は運用されてい
るものの、現状は募集対象者はそのほとんどが定年間際のＶＩＰ（空将、
将補、１佐）のみであり、以前の勧奨退職制度（例えば航空幕僚長が交
代し、総隊司令官より防大期別が後輩期になると、総隊司令官は退職
するといういわゆる肩たたき）とほぼ同様であり、一部の上級階級層だけ
が有効に活用しており、また、一部他の階級層での募集状況についても
定年直前の者を対象にしたものしかなく、本制度の目的である「職員の
年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ること」には程遠い状況
です。
また、航空自衛隊においては本制度の運用による有能な人材流出を懸
念する観点からあえて本制度を末端の現場部隊までほとんど普及して
いないのが状況です。
定年間際に人に対して本制度を運用しても目的に対して大きな効果は
ないものと考えます。「勤続２０年以上、定年まで１５年を減じた年齢以上
の者」の条件に合致した比較的定年までの年数が長く残っている人に本
制度を適用することで初めて目的は達成されると考えます。
これはまさに見えない規制であり、世間の批判を受けても仕方のない状
況ではないでしょうか？本制度を一般社会及び他省庁と同様に適切に
運用することで初めて開かれた自衛隊として国民の皆さんの理解を得ら
れるものと思います。
従って、まずは本制度を末端の部隊まで広く周知するとともに、一部階
級層及び年齢層のみならず、条件に合致した幅広い階級及び年齢層に
対し募集をすることで本制度を適切に運用していただきたいとの理由か
ら提案させていただきました。

個人 防衛省

早期退職募集制度は、各省各庁の長等が、次に掲げる事項のため、定年前に退職す
る意思を有する職員に対して行う募集となります。
①　職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年前１５年の年齢（退職時に
おいて定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢）以上の年齢である職
員を対象として行う募集
②　組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当
該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集

国家公務員退職
手当法 
（昭和２８年法律第
１８２号） 

早期退職募集の
実施に関する訓令
（平成２５年防衛省
訓令第４０号）

その他

　防衛省においては、国家公務員退職手当法の規定を実施するため、「早期退職募集
の実施に関する訓令」を定めており、防衛省ホームページにも掲載して広く周知してい
ます。
　この中で、防衛大臣の委任を受けた早期退職募集実施権者（航空自衛官については
航空幕僚長）は、職員の年齢別構成の適正化を図る等の観点から、早期退職募集を
適正に実施するものとし、早期退職募集を実施するにあたっては、募集実施要項その
他当該募集実施要項に関する事項を募集の対象となるべき職員に周知しています。
　ご提案である「本制度を末端の部隊まで広く周知するとともに、一部階級層及び年齢
層のみならず、条件に合致した幅広い階級及び年齢層に対し募集をすることで本制度
を適切に運用していただきたい」について、前述のとおり引き続き「募集の対象となるべ
き職員への周知」を行い、「職員の年齢別構成の適正化を図る等の観点から、早期退
職募集を適正に実施」してまいります。

441 令和3年1月27日 令和3年3月9日

大学生の授業料
免除・入学料免除
制度における、日
本人と留学生の
予算二本化

国立大学の授業料免除・入学
料免除は、日本人、留学生を
問わず、税金を原資とする授
業料免除予算によって執行さ
れます。
この予算を二本化し、日本人
と留学生で分けることを提案
します。

日本人については確定申告、源泉徴収票、所得証明書等を駆使して詳
細な家計が把握できる。
一方、留学生については、母国から書類を取り寄せようにも限界があ
り、ほぼ自己申告に基づく通帳等の写しを根拠とする他ない。このため、
海外の富豪の子弟が数多く授業料免除等を受けている現状がある。
しかし、予算が一本立てになっている以上、各大学の建前として、国籍を
問わず平等な基準で審査せざるを得ない。
このため、結果的に、膨大な予算が海外の富豪の学業支援のために用
いられることとなる。
なお、国立大学の留学生は8割方が中国系であり、以前閲覧した中国の
新聞記事には、日本の大学院では経済的に困窮しておらずとも容易に
授業料免除が受けられるため、ねらい目等のことが書かれていた。

個人 文部科学省

文部科学省では、高等教育の修学支援新制度による支援に加え、国立大学の教育研
究の基盤を支える渡し切りの国立大学法人運営費交付金により、各大学が独自に実
施する授業料等免除の一部について支援を行っているところです。

各国立大学が独自に実施する授業料等免除の制度（対象者や基準等）については、
各大学が自大学の状況等を踏まえ、自らの判断により設計し、国立大学法人運営費交
付金以外の様々な財源も活用しながら運用しています。

したがって、御提案の「予算を二本化」することと、各大学の独自の授業料等免除制度
の在り方は、制度上、関連を有するものではありません。

なし 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

442 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議に
ついて

前例主義・権威主義の塊だと
感じています。
学術会議が推薦した学者を学
術会議の会員すること自体が
ブラックボックス化してると感
じています。
戦後すぐの出来た法律で運営
している機関を見直すべき時
期に来ているのでは？

前述しましたが、学術会議の推進で会員が決まること自体、プロセスが
不透明でありブラックボックス化しています。
また、コロナ渦の中学術会議はどのような提言を行い、どう活動して成
果を出したのか判りません。
また、大学や研究機関に対して圧力団となっていると一般国民であるこ
ちら側にも漏れ聞こえてきます。
この学術会議を廃止することで年間１０億円近くの国費が削減できま
す。
諸外国のように政府に頼らずに、学者自らが手弁当で活動を行うべきだ
と考えます。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

443 令和3年1月27日 令和3年4月16日
縦割りによる知的
財産保護への弊
害

著作権法・不正競争防止法
等、日本の知的財産（特に輸
出益が莫大なアニメ・ゲーム
関連）の保護が省庁間の連携
が取れず10年前から状況が
変わらないか法改正が遅れ
（足並みが揃わない・省庁間
で意見がずれ必要な法改正
が妨害される）国内のコンテン
ツを保有する権利者及び関連
企業の知的財産の侵害が放
置される傾向がある。

2年前の漫画村騒動における問題で浮かび上がったIT企業が間接的に
コンテンツ産業に巨額の損失を与える害悪な行為をほぼ黙認している事
に本来それらを管轄すべき経済産業省・総務省がほぼ無力であった事、
漫画村（いわゆるリーチサイト）の根本的対処を盛り込んだ法改正を文
化庁が管轄する文化審議会で何度も提案されていたにもかかわらず今
まで法改正にすら着手していなかった。

IT企業が間接的にコンテンツ産業に巨額の損失を与える害悪な行為の
例としてはドメイン売買とCDN（コンテンツデリバリーネットワーク）の不正
利用が挙げられる。
今現在も日本国の知的財産を海外から侵害している例として海外（米国
のカリフォルニア州やアリゾナ州）拠点のサーバーに日本の知財である
ゲーム・アニメ・漫画の違法コピーデータを保管し、著作権侵害サイトは
おろか児童ポルノ売買サイトにすらドメインを貸与するカナダ企業と漫画
村で悪用されたCDNの「CloudFlare」を利用して日本向けに違法ダウン
ロードや違法コピーコンテンツの公開を行い続けている。

これ等の対処には著作権法・不正競争防止法の抜本改正が必要であ
り、経産省と総務省、著作権法を管轄する文化庁が連携してIT企業の規
制・違法行為摘発をする必要があると思われます。

個人

内閣府
文部科学省
経済産業省

総務省

　令和元年10月に、海賊版対策に関わる関係省庁の連名で「インターネット上の海賊
版に対する総合的な対策メニュー及び工程表について」をとりまとめ、公表しました。当
該対策メニューは、著作権教育・意識啓発、国際連携・国際執行の強化、海賊版サイト
への広告出稿抑制等、関係府省庁や関係者が幅広く連携しながら、段階的・総合的に
対策を実施していくことを内容としたものです。当該対策メニューに基づき、第201回通
常国会において、これらの規制を含む「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録
の特例に関する法律の一部を改正する法律 （令和二年法律第四十八号）」が可決・成
立しました。「リーチサイト対策」については、令和２年１０月１日から、「侵害コンテンツ
のダウンロード違法化」については、令和３年１月１日から施行されています。

対応

　今後も「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表につい
て」に基づき、必要な取組を進めるとともに、それらの取組の進捗や効果等を検証しつ
つ、当該対策メニューを更新し、着実に対策を進めていきます。

444 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公立小学校の都
度現金徴収の廃
止

公立小学校での都度現金徴
収をやめ電子マネーを導入す
る。少額決済のため手数料が
割高になるので、競争入札に
よる業者選定やプリペイド方
式などの工夫が必要。

公立小学校では1～2ヵ月の頻度で教材費を現金でお釣がないように袋
に入れて持たせることが必要になります。また、その金額が984円だと
か、1,989円だとか手持ちにない金種のことが多くそのたびに、わさわざ
買い物に行き、普段使わない現金で買い物をして小銭を手に入れなけ
ればなりません。また、集めた現金の過不足チェックなど学校側も膨大
な工数がかかっています。

個人 文部科学省
各学校で管理されている徴収金については、それぞれの学校で管理方法を決められて
いるものと承知しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

徴収金の管理については、各学校で定められているものであり、運用の仕方によって
改善が図れるものと考えます。
また、文部科学省としては、様々な機会に業務の効率化や事務負担の軽減に関しての
取組を促しています。

445 令和3年1月27日 令和3年2月18日
公務員の児童手
当支給について

公務員以外の児童手当は市
役所から支給されています。
公務員は勤務先から支給され
ています。
このため、各省庁の共済及び
給与事務担当者は毎年6月に
児童手当の事務処理に時間
をとられます。市役所で一括
に支給した方が合理的だと思
います。
公務員の児童手当も市役所
から支給に変更してほしいで
す。

私が過去に官庁で給与事務を担当しておりました。毎年6月は賞与の事
務もあり、繁忙であるところに児童手当の事務が重なりました。
市役所側から官庁勤務の既婚の女性職員について勤務先で児童手当
を支給しているかどうか問い合わせもありました。市役所側も公務員だ
け外すという作業が毎年あると思います。
なぜ公務員だけが勤務先で支給なのでしょうか？
児童手当についてはすべて市役所からの支給に変更してほしいです。

個人 内閣府 番号202の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

446 令和3年1月27日 令和3年2月18日
出勤簿の廃止に
ついて

官公庁における出勤簿の廃
止

民間では、ＩＴで勤務時間を管理している所もあります。官公庁だけいま
だに毎日出勤簿に押印する必要があるのでしょうか？
出勤簿の押印確認のために庶務担当者が毎日時間をとられています。
出勤簿をIT化すると、庶務担当者の減員が可能となり、その人材を専門
部署に配属することも可能になると思います。

個人
人事院

内閣官房
番号304の回答を参照してください。

447 令和3年1月27日 令和3年3月9日
学部生の研究室
事務作業規制の
撤廃

学部生が研究室の事務作業
において雇用することに対し
て、前例が存在しないことを理
由とした、規制の撤廃による
学生の雇用機会創出と大学
教員の時間あたりの研究効率
の改善する。また、事務作業
規制の撤廃のよる大学予算
当たりの研究時間を向上させ
ることで研究の質を高める。

これまで、国立大学において、学部生は経験や前例が存在しないという
法的根拠が存在しない理由で、研究室の事務作業雇用を事務室が拒否
してきた。この問題は単に前例が存在しないというのみで、拒否されてき
ており、このが実現された場合においては、学生の収入源確保と教授・
准教授の研究時間の確保、学部生の研究に対する多面的理解の促進
に繋がると確信している。今日において、学部生のアルバイト機会減少
に伴う収入減少は深刻なものになっている一方で、大学教員の研究事
務作業は裁量労働制や入退室記入、体調管理などによって忙殺されて
おり、その負担を分散させることにつながると言える。
また、これは結果として、学部生に事務作業を委託させることで費用当
たりの研究時間効率を高めることにつながるため、同額の予算で効率性
を高めることにつながると言える。

個人 文部科学省
学部生を研究室で雇用することを禁止する等の法令は存在せず、各大学において、各
大学及び学生等の実情に応じて、学内でアルバイトを提供しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

　学部生を研究室での事務に従事させるため雇用することについて法令による規制は
存在しないところであり、各大学の判断により、学生の学修等に配慮しつつ、ご指摘の
取組を実施いただくことが可能です。
　また、文部科学省としては、新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイト収入が
減少した学生に対して、TAや新入生ピアサポーター等、学内において提供できる働き
口がある場合は、積極的に案内していただくよう、令和３年１月29日付通知「大学等に
おける新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取組の徹底について」
により、各大学へ要請しているところです。

448 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国費留学生の国
ごとのキャップ制
について

全ての国費留学生に対し、一
つの国・地域（地域とは台湾・
パレスチナ）の学生が占める
事ができる割合を最大５～１
０％に制限し、国費留学生の
国籍とバックグラウンドの多様
性を図るべきである。

特に大学院博士課程における国費留学生についてだが、日本人留学生
に対する国費留学生の優遇ぶり（渡航費・学費・生活費の支援）は明ら
かに不均衡である。国費留学生の出身国が一定国、とくに日本に対し明
らかに敵意を持つ国に偏っている。iいわば、敵対国に対し支援金を送っ
て、さらにスパイ活動をさせているようなものである。
また、大学の研究室によっては過半数の博士課程生が外国人である箇
所も散見される。例えば大阪大学は大学としてベトナム等海外の国に学
生の勧誘に積極的にでかけている。日本の若手育成の視点から見る
と、あるべき姿と全く違うことを行っており、日本国籍を有する若手研究
者が育ちにくい状況になっている。国費留学生の存在は、このような歪
みの一員となっている。
日本国に対し理解があり、好意的にとらえている元学生が世界の多くの
国にいるのは日本の国益ではあるため、国費留学生制度を廃止すべき
とまで強弁するつもりはないが、せめて全ての国費留学生に対し、一つ
の国・地域（地域とは台湾・パレスチナ）の学生が占める割合を最大５～
１０％に制限し、国費留学生の国籍とバックグラウンドの多様性を図るべ
きである。

個人 文部科学省

国費外国人留学生の受入れについては、我が国の在外公館からの大使館推薦では、
外交的な観点を踏まえ、外務省と協議した上で、特定の国に偏らないよう国・地域を考
慮した受入を行っています。
また、大学推薦においても留学生受入の重点地域を設定しており、重点地域以外の国
からの推薦者数を推薦者全体の２５％以下とすることにより、留学生が特定の国に偏
ることがないよう取り組んでいるところです。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き国費留学生が特定の国に偏ることがないよう国・地域を考慮した受入を行って
いく予定です。

449 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査の実施
方法

国勢調査は自治体を介し、地
域の方を調査員として実施さ
れているが、昨今のプライバ
シー意識から訪問も拒否され
るような状況である。特に都
市部ではその傾向が強い。
郵便局やヤマト運輸などのほ
うが、普段から各戸の状況を
把握しており、見ず知らずの
調査員が訪問するより、抵抗
感がない。そこで、郵便局や
ヤマト運輸に委託して各戸の
状況を把握するとともに、調
査票の投函をしてもらえばよ
いのではないか。

より正確な調査ができることにより統計の精度が高まる。 個人 総務省

　国勢調査の調査員は、町内会や自治会の推薦、一般からの公募など地域の実情に
応じた方法により、市町村において募集活動を行っています。
　調査を円滑に行うため、共同住宅、社会福祉施設等における調査員事務について、
管理・運営団体に委託することを可能としています。

国勢調査令 その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

450 令和3年1月27日 令和3年3月9日
交番での遺失物
届における写真
の共有に関して

交番で遺失物届を出すと、文
書は共有されるが、犬猫が行
方不明で、遺失物届を出す場
合、犬猫の写真はその管轄の
警察署でしか共有されない。
他の管轄の警察署まで写真
が共有されないのは何故か。
共有する際に、写真やその
データを読取や転送ができる
システムがあれば、管轄が違
うからと言って、別の交番や
警察署に行かなくても済むの
ではないか。

猫が行方不明になったので、近くの交番に行ったが、警察官が不在だっ
た。
そこにある電話で話をしたら、「人のいる◯◯交番へ行ってくれ」とのこ
と。
しかし、歩いていける距離ではなく、電車を使うほどの距離。
そこで、別の交番に行ったら、「遺失物届は受理されるし、他の警察署に
も文書で共有されるが、あなたの家の辺りの管轄じゃないから、猫の写
真付きの遺失物届は、あなたの家の管轄である警察署で出しなさい」と
言われた。
管轄が違うと、写真の共有もできないほど、アナログなシステムなのか。

家が色んな警察署の管轄の境目で、
猫の行動範囲には、他の警察署の管轄もあるので、また別の警察署に
も行かなくてはならない。

遺失物届の文書だけでなく、写真やデータもその場で読取なり、転送を
して、共有できないのかと思ったから。

利便性の向上のお願いです。

個人 警察庁

警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出（遺失届）を受けたときは、遺失届出書
により受理し、直ちに受理番号を付すとともに、物件の種類及び特徴、遺失の日時及
び場所その他必要な事項を書面に記載し、又は電磁的に記録します。
  
 
  また、当該遺失物とその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる
拾得物件の有無を確認します。

　遺失物の情報は、それを受理した都道府県警察の管轄区域内において共有されると
ともに、遺失場所が他の都道府県警察の管轄区域に及ぶ場合には、当該都道府県警
察とも共有しております。

　システムは都道府県警察単位で整備されており、一部の都道府県警察では、遺失物
の情報として写真（画像）情報を登録できるシステムが整備されています。

遺失物法施行規
則（平成19年国家
公安委員会規則
第６号）第５条、第
７条及び第８条

対応

現在、都道府県警察ごとに整備されている遺失物や拾得物件を管理するシステムを統
合する予定であるところ、本システムでは、写真（画像）情報の登録を可能とし、他の都
道府県警察でも情報共有できる仕組みとする予定です。

　なお、本システムは、令和４年度中に一部都道府県警察において運用を開始し、令
和８年度末までに順次全国に拡大していく予定です。
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451 令和3年1月27日 令和3年4月16日
「日本学術会議」
の改革

　各層の研究者の提言を政府
が政治上参考にする事は大
切なことです。▼しかし、全て
国費が費やされては対等な立
場での提言は出来ず、任命さ
れないと「学問の自由」が侵害
されたと、云われなき誹りを発
する騒ぎを起こす非常識さ▼
Ｇ２０各国の内どれだけの国
の学術会議が国庫補助金等
公金９０パーセント以上で運
営されているか再確認すべき
です。甘えの構造がここにあ
ります。▼そこには既に利権
が生まれ、政府お墨付き学者
の権益を守ろうとしている。学
問は自由にすれば良い。しか
し、国益に反する事は国を亡
ぼす学問になります。▼年金
も発生しているとしたら国民は
絶対許さないでしょう。

「日本学術会議」運営は、基本的に会議会員相互の会費制にし独立運
営する。会員相互の選任投票で会長・理事・委員行えば、国に対する
「提言」も独立した忖度の無い意義あるものと成るでしょう。▼研究費に
ついては、研究内容・研究者の来歴を政府が吟味して、技術立国の先
進技術等が安全保障上守られる事を立法化して補助すべきで、間違っ
ても中国の「百人計画」の一員に染まらない様にすべき、頭脳流失を政
府が保護・コントロールできるようにすべきです。▼若い学者の存在が阻
害される組織は、学問優先の学術会議としては適当ではなく、一定のレ
ポート結果を見て能力・安全性が確認されるべきです。企業の研究者も
尊重されるべきです。▼学術会議員が他の研究所・機関・研究員を排
除・排斥（いじめ防止）を防ぐべきです。▼「学問の自由」を守る事は当然
とし、国益の為「法の支配」と「自由で開かれたインド太平洋」の推進、
「クアッド　プラス」による開かれたアジア地域を作るため、反する勢力下
に従属・研究しているかを、現法律下において視察・取り締まり司法部署
（経済産業省）を育てる。▼東大生５００万円その他の公立大学１００万
円等、大学の「学生対象補助金」を学問への貢献度による公平配分と大
学の研究室「研究費」の補助金の使途管理。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

452 令和3年1月27日 令和3年3月9日
教職員採用時の
犯罪履歴の照会

教職員による、わいせつ等な
ど犯罪歴の有無に対して、採
用時に調査できる様にしても
らいたい

教員によるわいせつ等の犯罪から子供達を守る為
個人 文部科学省

教育職員免許法の規定により、禁錮以上の刑に処されたり、懲戒免職処分を受けたり
した場合等に教員免許状は失効し、当該失効情報は官報に公告されることとなってお
り、さらに、こうした教員免許状の失効情報を、教員採用権者が簡便に確認できるよう
にした「官報情報検索ツール」を提供する等の取組を実施しているところです。

なし その他
教員採用権者においてより適切な採用選考に資するよう、今後、省令（教育職員免許
法施行規則）を改正し、懲戒免職の事由が児童生徒等に対するわいせつ行為であるこ
とが判別できるようにする予定です。

453 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員の給
与支給体系を年
俸制にする

国家公務員の給与を年俸制
として、期末勤勉手当を廃止
する。

国家公務員にボーナスを支給するのはおかしいという世論があるが、そ
もそも期末勤勉手当はボーナスではなく、民間の商慣習に合わせてこの
ような支給体系をとっているだけである。
国民の誤解の根源を断ち、国家公務員が無用な批判にさらされることの
ないよう、国家公務員の給与は年俸制にして、期末勤勉手当の支給を
廃止すべきである。
これにより、期末勤勉手当に係る年二回の支給コスト及び人事院勧告に
係る事務等が削減できる。

個人
人事院

内閣官房

　国家公務員には、憲法で保障された労働基本権が制約されていることから、その代
償措置として、国家公務員法は、国家公務員の給与について、国会により社会一般の
情勢に適応するように随時変更することができるとしており、人事院には、その変更に
関して勧告する責務を課しています。
　この勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるこ
と（民間準拠）を基本としていますが、これは、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価
として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異
なり、市場の抑制力という給与決定上の制約がないこと等から、その給与水準は、経
済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して
定めることが最も合理的であると考えられることによるものです。
　このため、ボーナスについても、民間の年間支給割合に国家公務員の期末・勤勉手
当の年間支給月数を合わせることを基本としています。

国家公務員法
第28条

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

454 令和3年1月27日 令和5年4月14日
行政改革での成
果を地方自治体
へ

国での行政改革でうまくいっ
たものや地方自治体にもあて
はまるものについては、地方
自治体にも取り入れるよう国
から地方自治体に指導もしく
は要請する。

現在、国において、ハンコの廃止を行っているが、これは地方自治体に
も必要性が当てはまるものである。
地方自治体の場合は、行政の内部処理だけでなく、対市民のものも多
く、ハンコの持参を忘れることにより、せっかく役所に出向いたのにも関
わらず、手続きができないといったことがある。
よって、こうしたハンコによる市民への不便さへの解消のため、地方自治
体のハンコの廃止を求めたい。
本来は、地方自治体が法令に基づくものでない限りは、自分たちで解決
すべきものであるが、自律的に行う意欲が薄かったり、自分たち発信だ
と内部の反発も受けやすい。
よって、国からの要請という形をとれば、地方自治体も取り組みやすい
し、地方自治体における行政改革の機運も高まる。
よって、是非国で行政改革にとりくんでいて、地方自治体でも当てはまる
ものは、国から地方自治体に取り組むよう要請をお願いしたい。
なお、手続きのハンコについては、あくまでも一例であり、そもそも来所
が必要な手続きが多く、デジタル化が進めばこうした問題は発生しない
ため、ＤＸの推進をお願いしたい。

個人
内閣府
総務省

　地方公共団体において押印を求めている手続には、国の法令等に基づいて地方公
共団体が実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続があります。
　また、地方公共団体におけるDXの推進については、「デジタル・ガバメント実行計画」
（令和２年12月25日閣議決定）に掲げられた各施策のうち、地方公共団体が重点的に
取り組むべき事項や国による支援策等を取りまとめた「自治体DX推進計画」（令和２年
12月25日総務省策定）により、国の取組と歩調を合わせた地方公共団体におけるデジ
タル化の取組を推進しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（令和2年7月17
日付け総務省自治行政局長通知）を発出し、各地方公共団体に対して押印規制の見
直しに積極的に取り組んでいただくようお願いしています。
また、地方公共団体が押印見直しを実施する際の参考となるよう、国の取組について
解説するとともに、地方公共団体において国の取組の考え方や基準に沿って押印の見
直しに取り組む際の推進体制、作業手順、判断基準等を示した「地方公共団体におけ
る押印見直しマニュアル」を令和２年１２月１８日に公表しました。
　さらに、「自治体DX推進計画」においては、重点取組事項として、「自治体の行政手続
のオンライン化」を掲げており、令和４年度末を目指して、原則、全ての地方公共団体
で、特に国民の利便性向上に資する行政手続について、マイナポータルからマイナン
バーカードを用いたオンライン手続を可能にするよう取組を行っています。

455 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止の提案

日本学術会議は、1949年に発
会された組織です。
現在は、内閣府の特別の機
関ですが、70年以上過ぎた現
在は
既にその使命を終えていると
思います。
今回、学術会議の会員から推
薦された新会員が、内閣総理
大臣に6人が任命されなかっ
た、と大騒ぎになっています。
学者の独立した機関と主張す
るなら、日本学術会議は解散
して、新たに自分達で基金を
募って設立すべきです。
政府は、その時々により、学
者の独立機関の意見を参考
にしたり、必要があれば、専
門分野ごとに諮問委員会を立
ち上げれば、済むことだと思
います。

日本学術会議は、1949年に発会された組織です。当時は、日本が太平
洋戦争に突入したことを反省して発会されたと認識しています。
70年近く過ぎた現在、当時の国際情勢と現在の国際情勢は、大きく変化
しています。米ソ冷戦の終結、強大化した中国の軍事力を背景に南シナ
海に軍事拠点を造り、東シナ海尖閣諸島の領海侵入を繰り返し、北朝鮮
は核兵器や弾道弾ミサイルで挑発を繰り返す時代です。こうした時代
に、旧態依然とした組織が変わらず残っている方が、時代に合ってませ
ん。また学術会議の会員は、現会員から推薦され、任命者の総理大臣
が形式的なものとは、全く納得出来ません。学者は、全国に78万人いる
と言われているのに、なぜ、現会員だけが推薦出来て、各大学から推薦
を受けないのか、その推薦理由も国民には、公表されていません。まし
てや、年間10億以上の税金が投入されているのもかかわらず。学者の
独立した機関と主張するなら、自分達で基金を募って設立すべきです。
大変無駄な税金の使い道だと思います。即刻、日本学術会議を解散し
て頂きたい。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

456 令和3年1月27日 令和5年5月17日
地方行政の効率
化に関する提案

1．法人税の確定申告におい
て紙申告を廃止し、原則、電
子申告のみに統一する。ま
た、電子申告においてもデー
タは電子にもかかわらず、そ
れを紙ベースで印刷して内部
事務を行っているため、事務
量が増加し行政組織の肥大
化が生じている。
2．法人税関連の届出書は
国、県、市それぞれについて
提出しなければならない。3つ
の組織が同じような事務作業
を行っているのは非効率的で
あり、統一したシステム（プ
ラットフォーム）によりワンス
トップで届出が完結するように

1．紙申告を廃止することにより紙資源の節約につながる。また電子申告
と紙申告の内部事務を統一することにより事務業務の期間短縮をはか
ることが可能となり、ひいては行政の効率化につながる。
2．人員を減らすことが可能となり、行政のスリム化につながる。また減ら
した人員を他の重点分野に回すことが可能となり、行政サービスの向上
につながる。

個人

財務省
総務省

内閣官房
デジタル庁

１　平成30年度税制改正において、大法人の電子申告義務化（令和２年４月以後開始
事業年度から適用）が実施されてますが、中小法人については、紙申告についても提
出が可能となっております。

２　法人関係の届出書については、国税当局と地方税当局それぞれに提出する必要
があります。

法人税法第75条
の３(改正後：同75
条の４）
地方税法第53条
46項、47項（改正
後：同53条65項、
66項）
法人税法148条等

各地方団体の条
例

対応

１　法人税等の申告については、添付書類を含め全て電子申告ができる環境を整えて
おります。
　なお、現在電子申告義務化となっていない中小法人については将来的に電子申告義
務化が実現されることを前提として電子申告利用率100％を目標としており、既に実施
済みの利便性向上施策の周知を含め、税理士や未利用者への個別勧奨や関係団体
等を通じた利用勧奨、リーフレット等による周知、広報を行っているところです。
　また、地方税における内部事務に関するご意見ですが、税務事務の効率化の観点か
ら、eLTAXにより電子申告されたデータを、紙出力することなく、地方団体の税務システ
ムへ取り込むことについて、積極的に取り組んでいただくよう地方団体に対し周知して
います。
２　国税当局と地方税当局それぞれに提出している各種届出等について、e-Taxソフト
（WEB版）を利用することにより、2020年３月からデータの一括作成及び電子的提出の
一元化が可能となっております。
　　なお、設立登記後の手続については、2020年１月から、「法人設立ワンストップサー
ビス」により、各行政機関に個別に提出していた各種届出等をオンライン・ワンストップ
で行うことが可能となっており、2021年２月からは、定款認証と設立登記申請を含めた
法人設立に係る行政機関への全手続をオンライン・ワンストップで行うことが可能となっ
ております。

457 令和3年1月27日 令和3年2月18日
基幹統計（国勢調
査等）の調査方法
刷新

調査員の訪問、調査票配布・
回収の原則廃止。

定額給付金の給付と同様、住民基本台帳登録者への書類郵送による調
査票返信またはネット回答への依頼、周知により8割～9割は回答への
協力が見込めるのに、前世紀の遺物ともいえるマンパワー頼みに固執
し、人カネ時間を多大に浪費している。
回答拒否または未提出者のみ、国が一般競争入札で委託する業者が
対象世帯またはマンション管理組合等を訪ねる。
調査員の募集～報酬支払・振込までの一連の業務が廃止されることで、
これまで地方自治体の本来の仕事を阻害してきたものが減る。

個人 総務省 番号76の回答を参照してください。

459 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議は
民間団体にしたら
いかがでしょう。

日本学実会議の会員の問題
は一般国民とはかけ離れたと
ころでわいわいやっている感
じ。一部マスコミも「学問に自
由」を振りかざして政府批判を
しているが、いったい「学問の
自由」とは何か、いろんな政治
的な立場で異なってくる。国の
安全保障についての学実会
議の立場は現実とそぐわな
い。税金の補助を受けなが
ら、国防面での産学協同に反
対する団体。むしろ民間団体
化して、思うようにやればい
い・これまで聖域化し、何を
やっているのか、報酬に見合
う国への貢献をしているの
か。成果を公表、一般国民の
評価を求めるべき。規制改
革、行政改革の求められる団
体では。

民間団体になれば、税金の無駄と、成果主義が求められ、より日本のサ
イエンス分野の進歩に役立つのでは。
まず、学者の閉鎖社会の典型では。国民の批判にこたえられる団体に
なることを願う。国に金はもらうが口を出すなという
知的エリートのおごれる「学問の自由論」に多くの国民は
疑問を感じているのでは

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

460 令和3年1月27日 令和3年2月18日

特許出願文書中
における１文２００
字超の長文の使
用禁止

特許庁は、特許出願文書中で
は１文を２００字以下とするこ
とを審査基準として新設して
いただきたい。このことによ
り、一般公開された特許出願
文書の意味内容を、より多く
の技術者が明確に理解できる
ようになる。

　特許出願文書では１文２００字以上の長文がしばしば使用されている。
１文１０００字超のものもある。しかし、特許庁が当該文書を一般公開し
た段階で、当該分野の通常の技術者であっても、普通程度の日本語読
解力しか持たない者では、このような長文の意味内容を理解することは
できない。

　理解できないと、先行特許への抵触を恐れて新たに発明する意欲が
減退することになる。また、先行特許権者の許諾を受けようとする場合
であっても、権利の内容や範囲を明確に理解できないので躊躇すること
になる。また、先行特許の発明者自身も、その長文を含む文書が発明を
正確に記述できているかどうか確信できない。また、特許庁審査官並び
に特許関連訴訟に携わる裁判官及び弁護士にも長文読解の多大な労
力負担が加わり、費用が増すことになる。その結果、特許制度の利活用
が停滞することになる。

　長文を使用しなくとも、代わりに複数の200字以下の文及び箇条書きを
使用することにより、意味内容を平易に伝えることが可能である。しか
し、弁理士の世界では長文を長年にわたり使い続けてきた歴史があるら
しく、長文使用を止めることに消極的である。長文使用を新規参入障壁
として利用したいと考えているのかもしれない。それゆえ、政府が先頭に
立って旧弊を打破し、特許制度の健全化を図ってほしい。

個人 経済産業省

特許関係法令及び特許・実用新案審査基準において、特許出願書類における一文の
最大文字数に関する規定はありません。
他方、特許出願書類に含まれる明細書や、特許請求の範囲の記載は明確である必要
があり、記載が不明確で、当該技術分野における通常の知識を有する者が理解できな
いものである場合、その出願は、特許法第36条第4項第1号や、同条第6項第2号の要
件に反するものとして拒絶されることになります（特許法第49条第4号）。

特許法第36条、特
許法第49条、特
許・実用新案審査
基準

対応不可

　御指摘のように、特許出願書類が理解しやすく明確に書かれていることは重要です。
　一方、特許の出願書類は、通常の技術者に対して、権利の内容を正確に伝えること
を目的としたものです。また、審査官は通常の技術者の目線で、実際に権利化した場
合に権利範囲が正確に伝わるかを審査しています。特許発明の権利範囲を正確に確
定する観点から、どのような発明を実施すると権利侵害となるかという構成要件をしっ
かりと記載する必要があり、一律に文字数制限を設けることは困難と考えます。
　なお、主要国において出願書類の文字数制限を設けている例はなく、日本国特許庁
に対する出願に文字数制限を設けると、他国知財庁に対する出願と権利範囲が相違
し、出願人の不利益となるおそれもあります。 
 

461 令和3年1月27日 令和3年2月18日

財政法第２８条等
による○年度予
算参考書類　の
作成について

財政法第２８条等による○年
度予算参考書類の作成に際
して、政府出資主要法人は、
その原稿入力のために、財務
省主計の入力室に出向いて
入力する必要がある。全国
津々浦々存在する同法人は
そのために、霞が関まで出張
し、修正が生じた場合にはそ
のために再度出張することに
なる。原稿を入力するシステ
ムが財務省側で作れば、各法
人にこのような無意味な時
間、予算を使わせずにすむは
ずである。

この時代に入力作業のために、出張させるのは、デジタル庁を設置し、
ハンコ、FAXを廃止しようとする現在内閣の方針に反するものである。

平均して１０万円（修正時も含んで２名、２回）の出張費が各法人かかる
として、８０法人あるので、８００万円が年間この作業のために投じられて
おり、今後もそれが１０年間続くとしても８０００万円である。それ以上続
かないことを祈るばかりである。

それだけではなく、職員の貴重な時間も入力室に出向くために使うことに
なり、平均して５０時間かかるとして、それが８０法人で４０００時間の無
駄が生じている。

個人 財務省
財政法第28条等による予算参考書類の政府出資主要法人の資産、負債、損益その他
に関する調書の作成にあたっては、各省庁や各法人のご担当者が財務省の入力室に
おいて原稿のデータ入力を行なっているところです。

財政法第28条
現行制度
下で対応可
能

ご提案のあった、財政法第28条等による予算参考書類の作成に際しての原稿を入力
する環境の整備については、予算書作成時期（12月～1月）のみという限られた期間で
の利用であること等の理由から、各法人にシステムの導入を行うことは経済的ではな
いと考えます。
なお、遠方に所在する法人等においては、現在も所管省庁と所要のデータの共有を
行ったうえで、省庁担当者が入力作業を実施している場合もあると伺っておりますとこ
ろ、まずは、ご担当の省庁にご相談いただければと思います。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

462 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査のネット
利用について

国勢調査のネット回答のIDに
ついて、紙での配布のみでは
なくマイナポータルで確認でき
るようにしてほしい。

ネットを先行で回答できるようにした上で、当該世帯には紙を配布しない
ことにより、配達員及び印刷物のコストを削減できる。
デジタル化を目指すならネットのみで完結できるようにするべき。

個人
総務省
内閣府

　平成27年国勢調査においては、インターネット回答に必要なＩＤを先に配布し、イン
ターネット回答がなかった報告者にのみ紙の調査票を後日配布する方法により実施し
ました。しかしながら、誤配布等が発生し、回答があった世帯を特定するのに多くの時
間を要したほか、インターネット回答がなかった世帯に対する再訪問・再配布のコスト
が大きいことから、令和２年国勢調査は、ＩＤと紙の調査票を同時配布する方法に変更
しました。

- その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

463 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
事業内容につい
て

年間予算10億とのこと、常設
の必要性がないように思いま
す。
専門家の見地での意見が必
要であれば、必要に応じて、
都度その事業毎に求めること
にしては如何ですか？

現状の日本学術会議は思想的にも偏りがあるのではないでしょうか？
そもそも、どういう思想、考え方の人がどういう功績・理由で選ばれてい
るのか、明らかにしてほしいです。
政府の政策に、肯定的・否定的、どちらの立場に偏りなく、選ばれている
のでしょうか？
少なくとも、国民は、学術会議から推薦
された方々の詳細について、知る権利があります。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

464 令和3年1月27日 令和3年2月18日
学生納付特例制
度の毎年の申請
について

国立大学の生徒のリストと国
民年金のリストを直結させ、毎
年全学生が学生納付特例制
度の申請書を送る手間を省い
ていただきたい。

国立大学に属し現在大学院で学んでいる学生ですが、毎年の学生納付
特例制度関連の申請が負担です。私立の学生は難しいとしても、国立
の学生に関しては、国と大学とがちゃんと連携をとればこの手間は省け
るはずです。国立の学生が、国にたいして自分が学生で学生納付特例
制度を使うという意思を毎年手書きとさまざまな身分証の写しを添付して
送付する作業は無駄が多すぎます。連携は難しくとも、せめてデジタル
化していただけば、双方が楽になると思います。
特に無駄なのは、申請が遅れたときにかかってくる電話です。大学制の
若い世代は知らない電話番号からの電話よりメールの方がありがたい
し、何より人件費の無駄だと感じます。制度の側から変えていただくだけ
で、全学生の負担が減ります。

個人 厚生労働省

国民年金については、20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めるこ
とが義務となっています。一方で、国民年金保険料の学生納付特例制度は、所得が基
準以下の学生の方が、国民年金保険料の納付を猶予できる制度であり、その適用に
ついては本人の申請によることとされています。
そこで、在学期間中の学生納付特例申請手続きを簡素化するため、ターンアラウンド
方式の勧奨を実施しています。具体的には、初めて学生納付特例の申請手続をする
際に翌年度以降も引き続き在学予定である旨を記入されていた方には、当該翌年度
から在学終了予定年度までの間は、申請年度、基礎年金番号等をあらかじめ印字した
はがき形式の学生納付特例の申請書を日本年金機構からお送りし、必要最小限の事
項を記入いただければ、証明書類等の添付書類を不要として、そのはがき形式の申請
書を返送するだけでの申請を可能としています。
また、学生納付特例申請手続が遅れますと、突然、障害を負った場合の障害年金等を
受給できなくなってしまうことから、保険料の納付の確認や学生納付特例等の手続につ
いて、日本年金機構等からご連絡をさせていただく場合があります。

【国年法】第90条
の3（学生納付特
例）
【国年令】第6条の
6、第6条の9、第6
条の10、第6条の
12（学生納付特例
等の基準）
【国年則】第77条
の4（学生納付特
例の申請方法）

検討に着
手

国民年金保険料の学生納付特例の申請手続については、制度の現状欄に記載の通り
ですが、国民年金保険料の免除・納付猶予をはじめとする国民年金第1号被保険者に
係る申請等のオンライン化については、今後、関係機関と連携して検討を進めることと
しております。

465 令和3年1月27日 令和3年6月16日
県と市町村の保
健活動について

支援を必要としている地域住
民については公務員の保健
師が訪問指導などを行なって
いる。
従来は県の保健所の保健師
が主体となっていたが、事業
のほとんどは市町村の保健セ
ンターの保健師に移ってい
る。
しかし、一般の保健指導は市
町村、高度な指導が必要なも
のは県の保健所と言う曖昧な
すみ分けで、両方の機関で同
じことを行なっている。
保健所は新型コロナ対策を始
めとして沢山の業務を抱えて
いる一方で人員が不足してい
るという恒常的な課題が継続
している。
住民の保健指導業務は市町
村の保健センターに一本化し
てほしい。
これにより、住民にとっても窓
口がわかりやすくなるととも
に、保健所の人員削減も期待

縦割り行政の解消
二重行政の解消
人員削減
住民にとって窓口の一本化

個人 厚生労働省

　健康増進法において、市町村は住民の健康増進を図るため、住民からの生活習慣
改善に関する相談を受け、必要な保健指導を行うこととされています。他方、都道府県
等（保健所）は、保健指導の中でも特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行う
こととされています。
　また、地域保健法や同法に基づく基本指針において、住民に身近で利用頻度の高い
保健、福祉サービスは市町村が一体的に実施することとされ、保健所は地域保健に関
する広域的、専門的かつ技術的拠点として位置づけられています。
　保健所では、精神保健や難病医療など専門的な対応が求められる保健サービスを、
専門性の高い医療を提供する医療機関等と連携して提供しています。

健康増進法
地域保健法

対応不可

　地域保健法上、保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点とし
て、地域の医療機関との協力体制の整備や地域保健に関する情報収集・分析等を行
うとともに、当該協力体制や知見も必要に応じ活用しつつ専門的・技術的な事項に関
する保健指導を行っています。
　また、市町村保健センターは、住民に身近で利用頻度の高い保健・福祉サービスを
一体的に実施しています。このように、市町村保健センターと保健所は、地域保健対策
においてそれぞれ異なる役割を担っており、このため、ご提案のような保健所が行って
いる保健指導業務の市町村への移管は困難です。
　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が見られる地域等においては、自治
体間が連携し、市町村保健センターの保健師等が近隣の保健所を応援するといった対
応を取っているところもあると承知しています。

466 令和3年1月27日 令和3年3月9日

児童わいせつ事
件を起こした教師
を教職に再雇用さ
せない

教員にマイナンバーのような
全国統一の社会番号のような
ものを教員免許に紐づけて発
行し過去教え子へのわいせつ
事件を起こした者を
他の自治体で再雇用するとき
に雇用側が参照できるように
する

猥褻事件を起こした教師が逮捕されたり、その後起訴されなかった場合
や自主退職であれば氏名も公表されず
他の自治体でまた教師に応募してきて
把握できず再雇用され再び犯罪行為に
手を染める人間が跡を絶たないと新聞の記事になっていた

教師による児童猥褻事件はずっとなくならないままで
毎月毎月発覚しウンザリしている
教育委員会も文科省も何十年も何も変わっていない
令和になった今メスを入れてほしい

個人 文部科学省 番号452の回答を参照してください。

467 令和3年1月27日 令和3年7月7日

こども園運営にお
ける幼稚園部、保
育園部縦割りの
弊害

こども園における1号幼稚園
部と2号保育園部、すべての
統合がなされるとありがたい。
同じ園にもかかわらず、入園
手続きから違うのは、利用者
にわかりにくさがあると思う
し、園の運用面でも、長期休
園のある幼稚園部と保育園部
が同じレベルの教育の質を提
供するのは難しい。また、文
科省と厚労相双方の通知を
理解するのは、現場に大きな
負担である。

幼稚園部の仕組みをすべて、保育園部に組み込み、入園申し込み続き
から退園手続きまで、保育園の運用に一本化させる。就労時間等保育
の必要性によって入園調整をしているが、幼稚園部の園児も同様の考
えに組み込む。そうすることで、利用者の入園手続の利便性は向上する
し、限りある施設定員の中、ゆとりのある幼稚園部の人より、本当に保
育を必要とする人を優先して入れることができる。幼稚園部特有の一律
の長期休園もなくし、あくまで、保育園部同様、就労状況を基礎に園に預
け入れることができたら、夏季休業中でも仕事もしやすくなる。現在、幼
稚園部は一時あづかりの料金を払って仕事をせざるを得ないのが現
状。いずれにせよ、幼児保育現場は、夫婦共働きで幼稚園部が大幅に
減少し、保育園部のニーズが高まっているのが実情。幼稚園部を廃止
し、幼児教育も保育部門で保育の一貫としてやっていくことが現場も分
かりやすく効率的になると考える

個人
内閣府

文部科学省
厚生労働省

　認定こども園は、保護者の就労状況等にかかわらず、小学校就学前の子どもに対
し、教育・保育を一体的に提供することを目的とする施設です。
　利用定員については、子ども・子育て支援法第19条第１項各号に定める小学校就学
前子どもの区分ごとに定めることになっていますが、認定こども園の設置者が確認時
に地域の実態を踏まえた利用定員を設定して申請することが可能であり、確認申請を
受けた市町村は当該市町村におけるニーズ等も考慮した利用定員を定めることとなっ
ています。例えば、保育ニーズの高い市町村であれば、認可定員の範囲内で、２号認
定子どもの利用定員を１号認定子どもの利用定員より多く設定することが可能です。
　また、市町村には保育の必要性のある子どもに対して保育を提供する義務があるた
め、保育を必要とする子どもの利用については、認定こども園を利用する場合におい
ても市町村による利用調整を経ることとしています。一方、保育の必要性のない子ども
の利用については、市町村に保育の提供の義務はないことや保護者の教育に対する
ニーズを尊重する観点等から、市町村による利用調整を経ず、原則として直接希望の
施設に利用申請をすることとしています。
　なお、子ども・子育て支援新制度については、関係する内閣府・文部科学省・厚生労
働省の３府省で緊密に連携し対応を行っているところです。

就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律
子ども・子育て支
援法
学校教育法
児童福祉法

現行制度
下で対応可
能

　 保育の必要性のある子どもに、必要な教育・保育を提供できるよう、各市町村におい
て利用ニーズを把握しその確保方策を定めることとしています。また、認定こども園に
おいては、その特性から、保護者の就労状況が変化し、教育・保育給付認定区分が変
更となった場合の一時的な利用定員の弾力的な運用を認めることとしており、利用者
の利便性の向上にも努めております。
　また、関係する通知については、引き続き関係府省で連携して分かりやすい周知等
に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

468 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公募の掲載につ
いて

大学の公募がJRecinに掲載さ
れているがすでに内々定者が
いることが多い。しっかりと審
査すべき

公募応募者は多大な苦労をして書類を揃えるのに実際は内部で人事が
決まっていることがある。これは大学の信用力低下につながるし若手の
登用に寄与しない。
内々定がある場合は公募しないようにするべきであるとおもわれる。

個人 文部科学省
　各大学における教員の採用の具体的なプロセスについては、各大学の責任において
適正に行うこととされています。

なし 対応

　大学の教育研究の中心を担う教員に優れた人材を確保し、これらの者がそれぞれの
役割に応じて能力を最大限に発揮できるよう、教員等の人事の在り方について不断の
検証等を図っていくことが求められることから、教員等の求人公募手続きの不断の検
証を求める事務連絡を改めて発出・周知を行い積極的な検討・見直しを促しています。

469 令和3年1月27日 令和3年2月18日
防衛医大におけ
る印鑑の廃止

書類へのサインは全て、ボー
ルペンによる記名にする

書類の手続きのために、防衛医大生は入校する際、印鑑を２つ買わされ
ます。
いつ、どんな書類へのサインが必要になるか分からないため、常に印鑑
を持ち歩かなければなりません。自宅に忘れてきてしまうと押せないた
め、大変不便です。
ボールペンで名字を記入するだけで良いはずなのに、わざわざ印鑑を
持ち歩き、書類に押さなくてはなりません。
現在防衛医大で学んでいる私は、友人とも、印鑑が廃止されれば良い
のにとよく話しています。

本当に、印鑑は必要なのでしょうか？ボールペンによる記名で十分代用
可能だと思います。

どうか、防衛医大における印鑑によるサインを廃止して下さい。

個人 防衛省
　現在、防衛医科大学校では、学生生活の躾事項等に関する規定（表簿の取扱い等に
ついて（通達）等）があり、講義を欠席する場合の「欠課届」など、各種手続きに押印を
必要としていたため、学生本人へ押印を求めております。

表簿の取扱い等に
ついて（通達）など

対応

　
　今後、各種手続きに必要としていた押印については、令和２年度末までに自筆による
記名または、電磁的記録での作成及び提出で処置できるよう規則改正を行い、押印を
廃止いたしますので、常に印鑑を持ち歩く必要はありません。

470 令和3年1月27日 令和3年2月18日
持続化給付金の
添付資料につい
て

　もう２度と必要が無いことを
望みますが持続化給金の添
付資料で確定申告書のコピー
に電子申告した人が税務署
の受付印がないと受付拒否さ
れたそうです。国税局は電子
申請を推奨しています。そこ
に受付印がないのは当然で
す。わざわざ税務署に出掛け
て取らなければならない他の
証明をなぜ求めるのですか。
少なくとも納税の領収書、還
付金の通帳のコピーで間に合
うと考えます。

只でさえ生活に困っている人に余分な手間を掛ける。国税庁の方針に
協力した人が馬鹿を見る。

個人
経済産業省

財務省

持続化給付金を一刻も早く多くの事業者の皆様にお届けする観点から、電子申請をお
願いしていますが、審査に当たり給付要件を満たしているかを確認するため、確定申
告書類等の添付をお願いしています。

電子申請により確定申告を行っている個人事業者の場合、申告等のデータが税務署
に到達したものであることを確認するため、
①上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の記載がある確定申告書
の添付をお願いしています。
①がない場合には、
②受信通知（メール詳細）と確定申告書（上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の
記載がないもの）、
③納税証明書（その２所得金額用）（事業所得金額の記載のあるもの）と確定申告書
（上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の記載がないもの）、
のいずれかの添付をお願いしています。

一方、確定申告を電子申請されていない方には、税務署の収受印が押印された書類
の添付をお願いしています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおり、電子申請により確定申告をされている場合は同欄に挙
げた①～③のいずれかの書類を添付いただければ、税務署の収受印が押印された書
類を添付する必要はありません。万が一、誤った御案内により御負担をおかけしたの
であればお詫び申し上げます。御不明な点がございましたら、持続化給付金事務局
（0120-279-292）にお問い合わせ下さい。

471 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学の対面授業
再開、キャンパス
再開について

早稲田大学生の親です。現在
も首都圏の大学ではほぼオン
ライン授業のみで、キャンパス
閉鎖という大学もあります。オ
ンライン授業は大学に選択権
がある訳ではないはずです。
私たちはキャンパスで対面授
業を受けることを前提として、
高額な学費を払いました。前
期は緊急事態でやむを得ず、
というのは理解します。後期も
さらに来年度もオンライン主
体というのは納得できませ
ん。文科省や萩生田文科大
臣からも対面授業をするべき
との周知があるはずで、大学
側はこれを無視しています。
僅かな対面授業はあります
が、息子は後期も全てオンラ
イン。対面は全体の1割もない
はず。大学の対面授業再開と
キャンパス再開を。
1日も早く大学の対面授業再
開を

大学のオンラインで費用がかかるのは理解できるが、だからといって後
期までオンラインというのは、対面授業、キャンパス利用を前提として、
高額な学費を払ったのに詐欺同然ではないのだろうか。
前期はやむを得ないかもしれないが、世間はGOTOトラベル、GOTOイー
ト、で会社も高校も普通営業。なぜ大学だけキャンパス閉鎖やオンライン
授業が許されているのか。
大学生たちは精神的に追い詰められ、退学や休学、鬱になっている人も
いる。
そもそも大学は授業だけでなく、キャンパスでの活動や、教授、友人、先
輩後輩、などと人間関係を育んだり、図書館や学食、施設を使う、人を
育てる教育機関のはず。施設も使用できず、学費満額にも憤りを感じ
る。
社会的にGOTOキャンペーンをやるのなら、まず教育を受ける権利を、き
ちんと大学生に戻してほしい。
今この若い将来ある大学生たちに一方的に負担させるなんて、冷酷す
ぎる。各大学に生徒や親が抗議しても、全く聴く耳を持たない。文科省の
周知や文科大臣の要請さえ無視している。こんな大学に補助する必要
はあるのか、何かペナルティはないのか。
1日部屋で1人でパソコンを見て課題をするだけの孤独な大学生を想像
してもらいたい。前期だけ後期になったら大学に行ける、と我慢していた
のに限界が近づいている。
自ら命を絶ってしまわないように、大学生の立場に立って、誠実に大学と
してできる努力をしてほしい。
行革大臣及び文科大臣、文科省、大学には1日でも早い全面対面授業
とキャンパス再開を求めたい。

個人 文部科学省

　大学等におけるオンライン授業等の遠隔授業については、大学設置基準等により教
育課程の編成等について基準を示しています。例えば、大学の学部段階では、遠隔授
業で修得可能な単位数は、卒業要件124単位のうち、上限60単位までとなっています。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応として、面接授業の全部又は一部
の実施が困難である場合には、遠隔授業等を面接授業の代替として実施することがで
き、その場合は、修得単位数について上限への算入は不要とする特例措置を講ずるこ
とを各大学に周知しているところであり、大学における授業の実施については、各大学
に対し、感染防止をするための対策を十分講じた上で、可能なものについては、対面
による授業の実施を積極的に検討いただくよう、繰り返し発信しています。
　また例年と異なる授業形態を採用したり、施設の利用に制限を設けたりする場合は、
その必要性や合理性について、学生や保護者の皆さんに丁寧に説明し理解を得るな
ど、当事者が納得して学生生活を送ることができるような環境を整えていただくよう、求
めているところです。
　様々な創意工夫を講じて、学生たちの学修機会をきちんと確保している優れた取組を
行っている大学の好事例を全国に水平展開しながら、各大学の工夫を求めています。

○　大学設置基準
第二十五条第二
項
（授業の方法）
２　大学は、文部
科学大臣が別に
定めるところによ
り、前項の授業を、
多様なメディアを
高度に利用して、
当該授業を行う教
室等以外の場所で
履修させることが
できる。

第三十二条第五
項
（卒業要件）
５　前四項又は第
四十二条の十二
の規定により卒業
の要件として修得
すべき単位数のう
ち、第二十五条第
二項の授業の方
法により修得する
単位数は六十単
位を超えないもの
とする。

対応
制度の現状欄に記載のとおりですが、引き続き、感染の状況等を注視しながら、学生
の皆様が納得して学生生活を送ることができるような環境を整えていただくよう、各大
学における丁寧な取組を促してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

472 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の副業認
可

現在公務員の副業が禁じられ
ているが、一般行政公務員の
副業が解禁されれば人材不
足が解消される。

社会の人材不足が深刻化される昨今、解禁により経済的にも活性化さ
れ外国人にたよらない日本社会の構築が可能となる。

個人
内閣官房
人事院
総務省

　一般職の国家公務員は、「国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」（国家
公務員法第96条第1項）とされており、一般職の国家公務員として守るべき服務規律の
一つとして、職員の兼業を制限しております（国家公務員法第103条及び104条）。
　国家公務員法第104条では、同法第103条の対象となるものを除いて、報酬を得て行
う他の事業等との兼業を制限しておりますが、
①職務専念義務の確保
②職務の公正な執行の確保
③公務の信用の確保
に支障がないと認められた場合に、所轄庁の長等の許可を得て、兼業を行うことがで
きることとされております。
　また、同法第103条では、自営兼業を制限しておりますが、同様に上記①～③に支障
がないものとして認められる場合に、所轄庁の長等の承認を得て、兼業を行うことがで
きることとされております。
　一般職の地方公務員の兼業については、基本的に国の兼業の取扱いと同様です
が、御提案の内容については、各任命権者が、職員の公務について、
・与えられた職責を果たすことができるかどうか
・職責遂行のために勤務時間や注意力を用いることとされる義務（職務専念義務）を履
行できるかどうか
・職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないかどうか
といった観点から、公務と兼業業務との割り振りの妥当性を慎重に判断しなければなら
ない事案であると考えます。

国家公務員法第
103条及び104条
地方公務員法第
38条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

※なお、地方公務員における「任命権者の許可」の運用については、地域社会のコー
ディネーター等として本来の公務以外でも活躍することが期待されていることも踏まえ、
総務省としても実態を調査し、好事例の周知や許可基準の運用・公表等に関する助言
を行っているところです。

473 令和3年1月27日 令和3年3月9日
コロナ禍における
国立大学の授業
形態について

国立大学における授業形態を
出来るだけ、元の対面式に戻
して頂きたい。そのために要
請よりも強い形での指示を出
して頂きたい。

今、多くの人がこのコロナ禍において我慢を強いられている。国立大学
に通う大学生もそのうちの一員である。確かに現状として、実験の多い
学部やゼミに通う生徒から次第に組織が動いている。一方で講義の授
業が多い学部、低学年の人々の多くは未だにオンラインによる授業参加
である。これには様々な原因が考えられるが、要因の一つとして大学側
の懸念が挙げられる。集団感染を起こした京都産業大や天理大が各方
面からの批判の的になってしまった話は記憶に新しいからである。
その一方でGo Toキャンペーンが行われるなど、娯楽における移動への
理解が進む中で、学びのための大学は機能していないという不健全とも
言っていい状態が続いている。いくつかの報告で学生は精神的に疲弊し
ていることが報告されており、経済的な理由においても退学を考えるも
のも多いという。精神疾患はコロナが治ればなくなるものではないし、学
歴社会と言わざるを得ない日本での大学中退は手痛いものである。これ
は将来の日本社会の人材という財産を失うには十分な出来事となり得る
と考える。
先ほども述べた通り、どの大学においても非常に保守的な形式での授
業が行われている。先ずは国との関わりが強く影響力のある国立大学
からでも良いので、感染対策をした上での通常の対面授業を促進しては
もらえないだろうか？そうすれば周りの大学も方針を変えて行きやすい。

この願い出をどこに叫べば良いか分からず、このシステムをお貸し頂き
ました。乱文失礼致しました。ご精読ありがとうございます。

個人 文部科学省

　文部科学省では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中においても学生の学修機
会の確保を図ることが重要と考えており、例えば、12月23日に発出した「大学等におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底と学生の学修機会の確保について」（高等教
育局長通知）では、「感染対策を十分に講じた上での面接授業の実施が適切と判断さ
れるものについては、面接授業の実施を検討するなど、学生の理解や納得を得た形で
の学修機会の確保に努めること」について周知を図っています。

大学設置基準（昭
和31年文部省令
第28号）第25条第
２項、第32条第５
項

対応
　引き続き、学修機会の確保等について大学が学生の理解や納得を得た形で取り組
むよう促していきます。

474 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学における各
種申請書類の電
子化

大学において学生が提出・申
請する書類、たとえば学費免
除申請や休学届、あるいは在
学証明書の発行など、すべて
紙で行われており非効率的で
す。メールでPDFをやりとりす
るか、学生ポータルサイトから
申請させるなど、電子化すべ
きです。

大学において学生が提出・申請する書類、たとえば学費免除申請や休
学届、あるいは在学証明書の発行など、すべて紙で行われており、いち
いち大学事務まで赴かねばなりません。とくに現在はコロナの影響で大
学事務が短縮開室となっており、予定を会わせるのも大変ですし、皆そ
の日に来るのでかえって密になっています。メールでPDFをやりとりする
か、学生ポータルサイトから申請できるようにすれば済む話です。わたし
はフランスの大学に留学していたことがありますが、そのとき書類はす
べてPDFであり、紙でやりとりしたことなどありません。印鑑のせいもある
のでしょうか。

個人 文部科学省
御指摘の学生が提出申請する書類については、法令等において書面とすることを規定
しておらず各大学ごとに内部規定や運用により提出書類やその方法を定めているとこ
ろです。

なし
現行制度
下で対応可
能

　大学・学生間における連絡や事務手続きのデジタル化を進めることは、迅速な情報
共有を実現するとともに、大学・学生双方の負担軽減にも大きく寄与するものであるこ
とから、各大学が学生による手続き等について内部規則等で定めている場合には、各
大学の実情を踏まえつつ、必要に応じて見直しを進めていただくよう、文部科学省よ
り、令和２年10月21日付事務連絡「大学等が学生に求める押印の見直し及び大学等・
学生間における連絡手段のデジタル化の推進について」において、各大学へ依頼をし
ているところです。

475 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国勢調査につい
て

同一住所に二世帯５人家族で
生活をしています。
紙の国勢調査票には４人まで
しか記入欄がなく、ネットには
世帯主を２人入力するとエ
ラーになります。
コールセンターの回答では役
所に行って事情を説明しログ
インIDやパスワードを取得す
るようにとのことでした。
選挙では同一住所でも世帯分
だけ郵便が届くのに、なぜ国
勢調査では違うのですか？横
の情報の共有化をお願いしま
す。

国勢調査の件で、ウチは二回問い合わせをしています。これから役所に
行くので合計三回になります。同じような全国の二世帯以上家族分の問
い合わせ対応人数と時間が削減されます。

回答しようという意欲がなくなるのでデメリットです。

今回、同一住所複数世帯については選挙管理委員会との情報共有化に
よって解決できる事案だと思います。

セキュリティ面でのハードルは高いと思いますが期待しています。

個人 総務省
国勢調査の世帯の定義に係る回答については、番号107の回答を参照してください。
行政記録を活用した書類の送付に係る回答については、番号76の回答を参照してくだ
さい。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

476 令和3年1月27日 令和3年2月18日
教育公務員の出
勤簿について

教育公務員の出勤簿を廃止
すべき。

現在教育公務員の殆どは出勤簿に押印する形で勤怠管理されていま
す。
毎朝出勤するたびに押印をする単純な仕組みなのですが、その実態は
かなりお粗末なものです。
月末にまとめて30回押印する者、月曜の朝に1週間分先に押してしまう
者、思い出したときにまとめて押す者等、勤怠管理としての機能を全く果
たしていません。
そこで、この無意味な出勤簿制度の廃止をいくつかの段階に分けた提案
します。
(1)既にタイムカードを導入している自治体の出勤簿の即時廃止
せっかくタイムカードが導入されても、上から「これからも出勤簿に押印
はするように」と指示されてしまっており、これではただ作業と管理コスト
が増えただけです。
(2)タイムカードを全自治体への導入を加速し、出勤簿の撤廃をする。

これを行うことのメリット
・職員の勤務時間についての意識がシビアなものになり、漫然と残業を
行う者が少なくなる。
・出勤簿の管理をする管理職の業務量軽減になる
・勤怠の捏造が行われにくくなる。

緊急度は高くない気もしますが、強く無駄を感じている部分の一つです。

個人 文部科学省 番号27の回答を参照してください。

477 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国立高等専門学
校機構の出勤簿
の廃止について

出張申請等がオンライン化さ
れているのに、未だにハンコ
を押す出勤簿が存在していま
す。事務方の「慣例」だけで
残っている出勤簿の廃止を提
案します。

監査の直前に人事から連絡があり、まとめてハンコを押す出勤簿なん
て、不要だと思いませんか？
出勤しているのが前提なわけで、休んだ日だけ記録する「欠勤簿」で十
分ではありませんか？

特に、教育職は出退勤管理が行われず、無給の超過勤務がし放題で
す。職場の敷地内に入ったかどうかを確認すれば良いので、スマホの
GPSで自動記録するだけで足りませんか？

個人 文部科学省
国立高等専門学校機構の規則において定めはありませんが、多くの学校においては
出勤事実の確認のためのルールとして、出勤簿への押印を行っています。

なし
検討に着
手

国立高等専門学校機構本部より各学校へ、形式的な書面主義・押印原則・対面主義
の見直しを進めるよう、令和３年１月２０日に通知しました。
なお、国立高等専門学校機構の規則等に定められた諸手続きに係る押印手続き等
は、順次見直しを行っています。

478 令和3年1月27日 令和3年3月9日
科学研究費の一
元化と大学附置
研の活性化

旧文部省のJSPSと旧科技庁
のJSTを一元化し、無駄な重
複をなくしてほしい。教育と研
究に線を引き、旧科技庁には
大学附置研を含め研究全体
を管理してほしい。

ボトムアップの科研費のはずが実際大型予算を含みJSTの予算と重複
している。そもそも様々な言い訳をつけてはいるが、研究費の管理が実
質別の機関でされている必要がない。旧文部省と旧科技庁の融合が大
幅に遅れていることも問題だが、分かれていたいのであれば旧文部省
がJSPSを惜しくても手放すべきである。JSPSとJSTは統一の科研費とす
れば、一研究者が過剰に取ることを防ぎ、またボトムアップとトップダウ
ンを一緒にコントロールできる。
更に大学附置研をJSTが管理してほしい。将来、理研やWPIの原型にな
る可能性があるものには予算をつけてほしい。私が以前いたドイツと比
べて研究力が低いのは、独立研究所の量と質の問題である。突然100
個の理研を作るより、大学附置研を盛り上げていくほうが早い。旧文部
省のように予算に応じて閉じようとするのではなく、旧科技庁が盛り上げ
てほしい。なんとか規制を外し、附置研を旧文部省から離すことを提案し
たい。

個人 文部科学省

各法人においては、それぞれの設置目的に応じて業務を行っております。

独立行政法人日本学術振興会法
（振興会の目的）
第三条　独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、
研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関
する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法
（機構の目的）
第四条　国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、新技術の創
出に資することとなる科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、
基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報
に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の
振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を
図ることを目的とする。

独立行政法人日
本学術振興会法、
国立研究開発法
人科学技術振興
機構法

対応不可

　両法人は、それぞれ異なる設置目的に応じて業務を行っており、具体的には、独立行
政法人日本学術振興会（JSPS）は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の
支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、
学術の振興を図っています。一方、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は、新
技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発等を総
合的に実施しています。各法人の所管する資金配分についてもその目的に沿って行う
こととなります。
　なお、一人の研究者に対する研究費の過度な重複を防ぐ観点からは、両機関におい
て、審査の際に他の研究費等の受入れ状況を確認しているほか、JSPSが行う科学研
究費助成事業（科研費）の審査において、JSTの戦略目標に照らし相応しい研究課題
については科研費では採択しない旨を明確にし、JSPSとJSTそれぞれの役割を踏まえ
た審査・評価を行うとともに、科研費の成果を他事業に効果的に繋げるために情報を
共有するなど、両機関間の連携を図っています。
　また、政府全体として、競争的研究費の各種事務手続きに係るルールの統一化、手
続きの簡素化、デジタル化など研究者等の事務負担軽減にも努めています。今後も、
基礎研究力の強化に向けて、引き続き研究現場の声を伺いながら、必要な改善を図っ
てまいります。
　後者のご指摘については、現在、文部科学省研究振興局が、大学附置研、理研、
WPI等をいずれも所管し、基礎研究力の強化に向けた取組を総合的に推進していると
ころです。また、科学技術イノベーションの観点から、大学の研究力を高めることは重
要であり、例えば令和2年度第三次補正予算及び令和3年度財政投融資計画（案）で
は、JSTに大学ファンドを創設し、その運用益を活用して世界トップレベルの研究大学
を目指した研究基盤の強化を行う等の取組を新たに実施する予定としています。こうし
た取組を通じて、大学附置研を含めた大学の研究振興を図ってまいります。

479 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学教員公募手
続きのあり方

教員公募について、長い間感
じている事務の問題です。
どの大学でも共通して必要な
書類（たとえば研究業績書な
ど）に統一した書式がなく、応
募の都度膨大な書類を書き直
さなければならないことは、国
内の若手・中堅研究者に過大
の負担を強いるだけでなく、応
募意欲を削いでいます。同時
に、海外諸国の大学・研究機
関ではメールに書類添付で応
募が一般的な今の時代に、押
印した紙文書の郵送を要求し
ていることは、国内応募者に
とってだけでなく、広く国際的
に応募者を募る機会を阻んで
います。
早急に改善すべき事柄と思い
ます。

統一書式により、かつメールでの応募を一般的な応募方法とすることを
徹底すれば、上記の通り、国内の応募者がより多くの応募機会を得るこ
とができます。また、外国籍の優秀な研究者に門戸を開くだけでなく、海
外に職を求めざるを得なかった在外の優秀な日本人研究者の帰日を促
す一助ともなります。

個人 文部科学省

　各大学における教員等の人事は，各大学がその責任において適正に行うことが基本
ですが、文部科学省では、「研究力向上改革2019」において掲げた「求人公募における
海外からの応募に係る負担の軽減」等を踏まえ、各大学等において、特に国外の研究
者が応募・面接に当たり不利益の被ることのないよう、求人公募における応募・面接の
オンライン化の推進に努めるよう好事例を示しながら依頼（令和元年5月事務連絡）し
たところです。

なし 対応
　令和元年5月事務連絡で示した取組事例を更新するとともに、オンライン化を活用し
た公募申請手続を取り入れるなど、教員等の求人公募手続きの不断の検証を求める
事務連絡を改めて発出・周知を行ったところです。
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対応の
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対応の概要
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480 令和3年1月27日 令和3年2月18日

財務省所管
NACCSセンター
が保有する現金
預金等51億円の
活用について

河野大臣が平成14年頃追及
されていた財務省所管の輸出
入・港湾関連情報処理セン
ター（株）（NACCSセンター）
は、税関手続及び関連民間
業務を独占して手数料水準を
10年以上高く維持している結
果、現金預金31億円・投資有
価証券20億円の合計51億円
が国庫納付されることなく遊
休資産となっている。
独法であればムダな資産は
国庫納付するのに、NACCSセ
ンターは設置法に規定されて
いないことが要因。
この現金等は、国民が支払っ
た手数料が原資であるから、
高止まりする手数料の引下げ
原資とするか、国庫納付して
コロナ対策などに有効に使う
べきではないか。

NACCSセンターは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
等に関する法律（NACCS法）10条等により、税関手続及び関連民間業
務を独占的に実施することと引き換えに全国で公平かつ安定的に、なる
べく安い料金で実施しなければならないと規定されている。
ところが、10年間以上、料金を維持した結果、R2年度には利益剰余金１
4.9億円を計上し、平成20年度の独法から株式会社化した際に、システ
ム開発費用に使用するとして引き継いだ資産40億円以上（注）は、使わ
れることなく増加し続けている。
（注）平成20.4.8(衆)財政金融委員会、松野(頼)委員、遠藤副大臣の質疑
を参照

これは、NACCSセンターの費用は、国が利用度合いと無関係に赤字に
ならないように大半を支弁していることや、配当原資として毎年１億円以
上を措置していること、民間が利用度合いに応じて支払う手数料が10年
間改定されることなく意図的に放置していることが要因と業界の間で有
名な話である。
また、株式会社化された際に、配当金を支払う目的で法律に規定された
財務省認可業務（貿易関連書類電子保管業務）が赤字を垂れ流してい
るため、その穴埋めに手数料が下げずにいるとも聞く。
結果として、令和２年度末の財務諸表によると、現金預金31億円・投資
有価証券20億円の合計51億円が有効に使われることなく遊休資産と
なっている。
これらの資金は、利益剰余金も14.9億円と積み上がっていることを考え
れば、NACCSの利用料を引き下げに使うか、
法改正して国庫納付を実現しコロナで苦しむ国民のために利用するべき
であると考える。

個人 財務省

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（以下「NACCSセンター」といいます。）
は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律（昭和52年法
律第54号）第10条により「常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意」しつつ
「全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように
努めなければならない」とされています。

電子情報処理組
織による輸出入等
関連業務の処理
等に関する法律
（昭和52年法律第
54号）第10条

その他

NACCSセンターの株式は、政府保有義務分を除き平成28年に株式売払いが行われて
おり、現在、同社の株主は国（50.01％）だけではなく民間（49.99％）も含まれており、平
成29年以降は毎年配当により国及び民間の株主へ株主還元を行っております。
また、NACCSセンターの利益剰余金については、国及び民間の利用者からの利用料
金によるものであり、これらはNACCSの運営などに活用することにより、利用者全体に
還元していくことが適当であります。
いずれにせよ、NACCSセンターの利益剰余金の処分については、株式会社として経営
が適正かつ効率的に行われるための資産水準を確保しつつ利用者の利便性向上など
の利用者還元の方策について、同社において検討されるべきものと考えられます。
いただいたご提案についてはNACCSセンターにお伝えさせていただきます。

（参考）NACCSセンターの令和２年３月31日現在の貸借対照表によると、資産の部のう
ち現金及び預金は31.06億円、投資有価証券は20億円ですが、負債の部のうち流動負
債は43.37億円となっております。

481 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国立大学におけ
る入札制度の見
直しについて

国立大学において、事業者に
対して◯◯◯万円以上の案
件は入札とするという制度を
撤廃していただきたい。入札
ではなくコンペでもいけるよう
にしてほしい。

コロナ禍におけるオンライン化により、国立大学の学内合説オンライン化
について、競争見積もりでの入札案件となっている大学が多数ありま
す。
その場合、キャリア支援に今まで関わりのなかったIT企業などが、オンラ
インイベントの運営ができるということだけで入札に参加できる状況で
す。
オンラインサービスは業界関わらず手が出しやすい領域です。
大学としては、就職支援キャリア支援に精通している業者にお願いした
い想いがあると思いますが、いくら仕様書を作り込むとはいえ、就職支
援についてよくわからないIT企業でもとにかく安く入札すれば落札できる
ような現状です。

業者側の立場からすると、ある一定以上の案件になると、なぜコンペで
はなく入札しなければいけない制度になっているか理解できません。
ある一定以上の金額が必要な大規模プロジェクトだからこそ、入札は避
けた方が、組織や学生のためになるとしか思えません。
ご検討のほどよろしくお願いします。

個人 文部科学省

国立大学法人の調達については、法人化以降、国として統一的な基準は示しておら
ず、各法人の判断によって調達の方法等を定めております。ついては、現行制度下に
おいても、各法人の規則等に基づき、コンプライアンスの遵守に十分留意した上で、一
般競争入札ではなく企画競争によって契約を行うことが可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

482 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公募書類を郵送
からメールへ

現在、日本国内の大学での教
員公募はほぼすべてが紙に
印刷したものを郵送という形
式をとっている。
これをPDFファイルをメール送
信する形式へと転換してほし
い。

現在、日本国内の大学での教員公募はほぼすべてが紙に印刷したもの
を郵送という形式をとっている。
これは欧米などの海外で活躍している一線級の研究者が国内へかえっ
てくることを阻害している事実上の鎖国政策である。
日本へ優秀な科学者を招致するためにもメールによる公募形式にして
いただきたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

483 令和3年1月27日 令和3年2月18日
「one in two out制
度」の創設

新たに１つの規制を導入する
場合に、少なくとも２つの既存
の規制
等を廃止する「one in two out
制度」の創設

政府は、「世界で一番企業が活動しやすい国」の実現を目指しており、成
長戦略のＫＰＩとして「2020年までに世界銀行事業環境ランキングにおい
て、先進国（ＯＥＣＤ）３位以内を目指す」としてきたが、現在、わが国のビ
ジネス環境世界ランキングは、ＯＥＣＤ35カ国の中で29位（世界銀行・ビ
ジネス環境ランキング2020年）まで下降している。上記目標を達成する
ためには、規制緩和や行政手続コストの削減について抜本的に見直し
を行うことが不可欠である。また、一旦緩和された規制や、削減された行
政手続コストをこれ以上増やさないようにすることも重要である。
諸外国では、行政手続コスト等を増加させないために、以下（注）の制度
を導入しており、これに倣ってわが国にも新たな制度を創設すべきであ
る。例えば、新たに１つの規制を導入する場合に、２つ以上の既存の規
制等を廃止する制度として「One-in/Two-out」を導入し、規制緩和を推し
進めることが重要である。また、「One-in/One-out」をまず導入し、段階
的に廃止する制度の数を引き上げる方法も考えられる。
規制遵守費用を算出して数値目標を設定し、取り組みの見える化を行う
ことや、第三者委員会を設置し、その取り組みを評価・分析することも必
要である。

（注）
アメリカ One-in/Two-out（2017年～）
・３件の規制導入に対し、67件撤廃
（81億ドル削減）（2017年度）
・14件の規制導入に対し、176件撤廃
（230億ドル削減）（2018年度）

イギリス One-in/Three-out（2015年～）
One-in/One-out（2010年～）
One-in/Two-out（2013年～）
・ 毎年約22億ポンド削減（５年間で100億ポンド超）（2015～2016年）

日本商工
会議所

内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。
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485 令和3年2月15日 令和3年3月26日
不動産に関する
役所の縦割りを解
消して頂きたい。

（１）不動産登記簿や公図に、
不動産の利用に関する規制
情報を集約し、不動産に関す
る情報の一元化をする。
（２）「土地利用計画届」などの
提出が求められるケースもあ
るが、窓口や申請書の様式が
それぞれ異なり、添付する図
面の縮尺が異なることもある
ため、窓口と申請書の様式、
地図の縮尺や用紙サイズつ
いても、統一化をする。
（３）土地利用に関する申請書
に添付する写しは、特にカ
ラーや大判の図面などについ
ては、原則としてＰＤＦなどの
データーとして提出すれば良
いこととする。
（４）著作権を理由として規制
区域図の写しを交付しない役
所もあるが、著作権料をその
場やネット上で収めれば、複
写が出来る取り扱いとする。

不動産登記簿を確認しても、土地の利用に関する規制区域（公有地の
拡大の推進に関する法律、国土利用計画法、宅地造成等規制法、森林
法、景観法、都市計画法、砂防法、農地法、土壌汚染対策法、水道水源
保護条例などにより指定された区域）については、各法律を所管する官
庁に出向き、閲覧により確認をしなければならない。
しかも、同じ県が所管する場合でも、県土木事務所、県森林事務所、県
都市計画課、県環境課などに分かれ、窓口が３０キロ以上離れた場所
にあるケースもあり、土地利用者は不便を強いられている。
さらに、市販されている地図に、役所が指定区域を着色して記入してい
る場合、指定区域の閲覧は認められるが、地図の著作権侵害を理由と
して、撮影や複写は拒絶されるケースもある。
もちろん、担当窓口によっては、規制内容を役所のホームページに地図
で示しているケースもあるが、所管する法律に関する規制しか記載され
ておらず、必ずしも便利とは言えない。
また、古民家のリフォームなどによる活用が期待されている不動産特定
共同事業にあっては、省令により申請書の正本１部に写し４部の添付が
義務付けられており、レターパックに入らないボリュームとなっている。森
林法などにおいても、同様に多くの部数の写しの提出が求められてお
り、場合によってはＡ１サイズの図面などをカラーでコピーするため、コ
ピー料金だけでも１万円を超えることもある。
そこで、縦割り行政の弊害を解消をして、不動産の利用を促進する目的
で、次の４点を提案する。
なお、国土利用の観点から、不動産登記などはすべて国土交通省を中
心にして、制度設計からやり直すべきと考える。

個人

法務省
農林水産省
国土交通省

環境省
総務省

内閣官房
文部科学省

（１）
不動産の登記事項証明書等には，登記記録に記録された内容が記載されるところ，当
該内容は，登記所にて収集・管理している情報に限られ，土地の利用に関する規制区
域（公有地の拡大の推進に関する法律，国土利用計画法，宅地造成等規制法，森林
法，景観法，都市計画法，砂防法，農地法，土壌汚染対策法，水道水源保護条例など
により指定された区域）に関する情報は記載されません。

（２）
各法律の申請書や添付書類等につきましては、それぞれの立法目的や規制趣旨に照
らして、必要最小限度の情報をご提出いただくよう定められているものです。

（３）　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

（１）
不動産登記法第１
１９条及び第１２０
条

（２）（３）（４）
公有地の拡大の
推進に関する法律
国土利用計画法
森林法
農地法
デジタル手続法
著作権法　　　　　　
等

（１）
対応不可

（２）（３）
（４）
その他

（１）
不動産登記制度は，登記記録に記録された内容を公示することにより，国民の権利の保全を図り，もって
取引の安全と円滑に資することを目的としているところ，各府省等が保有する土地情報については，各省
庁等が個々の業務に応じて収集・管理・提供しており，個人情報の保護の観点等から，その利用目的以外
の目的のために情報を利用又は提供してはならないこととされていることから，登記記録に各省庁等が
個々の業務に応じて収集・管理・提供している情報を記録することは困難です。
なお，御指摘の各窓口への来庁することの御負担については，不動産登記制度においては登記事項証明
書をオンラインで請求することが可能とされており，引き続き，オンライン化の推進に向けた取組を進めて
まいります。

（２）
ご提案の趣旨を踏まえ、申請時の負担軽減を図る観点から、公拡法及び国土利用計画法の規定に基づく
申請書及び添付書類について、デジタル手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律。
令和元年12月施行）に基づく電子的方法による申請を積極的に推進するよう、今年度中に事務を担ってい
る地方公共団体に周知を図ってまいります。
また、農林水産省では農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画（令和２年３月27日農林水産省行政情
報化推進委員会決定）において、令和４年度中に全ての手続をオンラインで受け付けられるようにすること
を目標としており、農地法・森林法における手続についてもオンライン化に向けて、システムを構築し対応し
ていきたいと考えております。
なお、制度の現状欄に記載のとおり、ご提案にある各法律の申請書等は、それぞれの立法目的や規制趣
旨に照らして必要最小限度の情報をご提出いただくよう定められているものであり、立法目的や規制趣旨
が異なる申請書の様式等をすべて統一することは困難であると考えられるという点については、ご理解い
ただきたいと考えております。

（３）
制度の現状欄に記載の通りです。

（４）
著作物の複製の許諾や著作権料の納付方法は個々の著作権者の意思に委ねられるものであるところ，地
図の著作物の著作権者の意思に基づいて利用することとなることをご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html

486 令和3年2月15日 令和3年3月9日

種苗法違反の捜
査権限を林野庁
に付与することに
ついて

　現在、種苗法違反事件は、
都道府県警察があつかってい
る。
しかし、種苗法違反事件は、
一都道府県で発生、終了する
事案はほとんどない。都道府
県警察は、本来各都道府県
の治安維持が目的であり組織
が独立している連携に無駄が
生ずる。その点、林野庁は林
野庁長官を頂点とする国家公
務員で国家組織である。職員
の中には、刑事訴訟法上の司
法警察員の捜査権限を付与
されている。さらに農林水産
省の外郭に種苗の専門研究
機関も存在する。警察も種苗
法違反事件の鑑定・保管等を
依頼している。農林水産省
に、種苗法違反事件の捜査権
限を与えるべきである。麻取・
国税取締官・海保官等がある
ように。

　知的財産権を保護するという、国家目的に照らし、さらに捜査経済の
節約・効率的捜査の観点から農林水産省の外局である林野庁に、種苗
法違反事件の捜査権限を付与することにより、違反事件の摘発の増加
が期待できる。現行法は、各都道府県警察が捜査権限を持っている、各
都道府県警察しか捜査権限を持っていないのである。種苗法のような特
別法の捜査は各都道府県の治安情勢に左右され、人員の確保が厳し
い、さらに種苗法の知識がある捜査官がほとんどいない。専門分野官庁
である農林水産省が、種苗法違反事件の捜査権限を付与すべきであ
る。捜査経済の観点からも軽減になっても増加はない。

個人
農林水産省

警察庁

　種苗法に基づく育成者権の侵害事案については、刑事訴訟法に基づき、警察官又は
検察官が捜査を行っております。
　また、刑事訴訟法では、警察官等は、公務所又は公私の団体に対し、捜査に必要な
事項の報告を求めることができるとしており、育成者権侵害の捜査に当たって必要が
あるときは、農林水産省においても各都道府県警察と連携し、育成者権侵害事案の対
応を行っているところです。

種苗法
刑事訴訟法

対応不可

　種苗法に基づく育成者権の侵害事案については現行各都道府県警察において取扱
いをしていますが、制度の現状に記載のとおり、必要に応じて農林水産省においても
警察等と連携を図っているところです。
　また、林野庁において森林管理局署の一部職員に司法警察権が付与されているの
は、森林管理局署職員は日常の業務において国有林野に立ち入る機会が多く、このこ
とが国有林野（特に市街地から離れた山間地等）における防犯及び犯罪の早期発見に
重要な役割を有していること等の理由によるものと承知しています。
　以上のことから、御提案いただいた「農林水産省に、種苗法違反事件の捜査権限を
与える」ことは考えていません。

487 令和3年2月15日 令和3年3月26日

行政文書の適正
な管理を人事評
価に反映すること
の横展開

国においては行政文書の適
正な管理について人事評価に
反映させることとなっている
が、それを公文書管理法が適
用される他の法人にも横展開
する。

文書の適正な管理
国民への説明責任の全う

個人
内閣府

内閣官房
公文書管理法第11条においては、独立行政法人等は行政文書の管理に準じて、法人
文書を適正に管理しなければならない旨が規定されています。

公文書等の管理
に関する法律（平
成21年法律第66
号）

その他

公文書管理法第11条においては、独立行政法人等は行政文書の管理に準じて、法人
文書を適正に管理しなければならない旨が規定されています。ご提案を踏まえ、独立
行政法人等に対し、法人文書の適切な管理の参考となるよう、人事評価を含め、国の
行政機関における公文書の適切な管理のための取組について、所管省庁を通じて情
報提供をいたします。

488 令和3年2月15日 令和3年3月26日
紙媒体ファイルの
決裁保存廃止

WordやExcelといった電子媒
体で作った文書を印刷し、押
印による決裁を回したあと、
ファイルに綴るという作業があ
ります。決裁は場合によって
は1週間かからないと戻ってこ
ないこともあります。これは業
務速度を落とす要因であり、
電子媒体で作ったものを紙媒
体に落とすことは資源問題に
もなります。

提案は、紙媒体による文書処理は廃止とし、電子媒体で作成したものを
電子決裁により早急に決裁を終わらせることです。これにより遠隔(在宅)
でも決裁することができ、決裁中に指摘のあった文書の修正も容易に行
えます。また、決裁後の文書を電子的に保存することで、過去の文書か
ら検索を行い、必要な情報を即座に得ることも容易になります。紙媒体
をやめることで物理的なファイルを保存する場所(部屋)を確保する必要
がなくなります。
以上により、結果的に業務効率があがり人件費の削減につながります。
電子決裁についてはシステム構築の初期投資が必要になりますが、効
率化効果の方が絶対的に大きいと感じます。

個人
総務省
内閣府

　政府においては、これまで「電子決裁推進のためのアクションプラン」（2014年（平成
26年）４月25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）等に基づき、電子決裁
の推進に取り組んできたところであり、既にほとんどの決裁が電子で行われているもの
と考えています。
　電子決裁が行われていないものについては、何らかの業務上の困難が存在している
ことから、現在、「電子決裁移行加速化方針」（平成30年７月20日デジタル・ガバメント
閣僚会議決定）に基づき、業務プロセス全体の見直しを行う中で電子決裁への移行に
取り組んでいるところであり、引き続き業務の効率化等に努めてまいります。

　また、平成31年3月に策定した「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」
（内閣総理大臣決定）により、行政文書については、電子媒体を正本・原本として体系
的に管理することを基本とすることとし、取組を進めています。

「電子決裁移行加
速化方針」（平成
30年７月20日デジ
タル・ガバメント閣
僚会議決定）

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

489 令和3年2月15日 令和3年3月26日

クラウド上におけ
る電子署名とデジ
タルタイムスタン
プによる文書管理

文書管理において重要なこと
は、承認と閲覧と改竄の阻止
(または修正の履歴)とセキュ
リティだと思います。承認の仕
組みは電子署名で行い、改竄
の阻止はデジタルタイムスタ
ンプで可能です。
その文書を政府が管理するク
ラウド上に保存し、誰でも閲
覧、修正、承認できる仕組み
をつくるとわざわざ事務所に
行き印刷する必要もないし、
上長、監督する省庁のハンコ
もいらないです。
クラウドには管理元(フォルダ
毎)別に段階的に強固になる
ようにセキュリティをかけて、
簡単に文書が不正取得されな
いようにする必要もあると思
います。

この提案のポイントはデジタルタイムスタンプです。具体的には改竄がも
しできても必ず履歴が残る点にメリットがあります。履歴を残さずに改竄
を、することは不可能です。よって文書の修正も誰がしたかわかるように
なります。また閲覧履歴もタイムスタンプ管理し、誰が見たか履歴が必ず
残る仕組みにすれば不正取得の履歴も追えます。文書が残ってないと
国会の答弁でよく言われますが、消去した履歴も同様の仕組みで管理
することができると思います。
マイナンバー制度があり、国民一人一人にナンバーがあるので、国民一
人一人がタイムスタンプを持っていれば全てが管理できます。
電子署名で承認をした時もタイムスタンプで管理することで誰がいつ承
認したかわかります。
問題点はデータの容量です。その為には全国にサーバを数カ所設置し
てどこか一か所が潰れても大丈夫なようにリスク管理しながら運営する
必要があります。
これはかなり予算がかかるので国を挙げてでないと行えない事業だと思
います。
誰でも、いつでも、どこでも、をテーマに以上の管理を行えば人件費の削
減ができ他の事により予算を割くことができると思います。また、人の労
力を他の事に費やせると思います。NTTデータなどが特に力を入れてい
るので確認されると良いと思います。

個人
内閣府

内閣官房

政府では、平成31年3月に策定した「行政文書の電子的管理についての基本的な方
針」（内閣総理大臣決定）により、行政文書については、電子媒体を正本・原本として体
系的に管理すること、利便性・効率性と機密保持・改ざん防止のバランス確保及びプロ
セス全体を電子化すること等の取組を進めています。

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年3月25日内
閣総理大臣決定）

現行制度
下で対応可
能

行政文書のデジタル化は、文書管理を確実かつ効率的に行う上でも、また、政府全体
のデジタル化を進める上でも重要です。国の行政文書について、政府では、平成31年3
月の「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（総理決定）などに基づき、取
組や検討を進めています。具体的には、今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、
電子媒体を正本・原本とすることを原則とし、将来的には、行政文書の作成から移管・
廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする「本格的な電子的管理」の
実現を目指すこととしています。今後、公文書管理のデジタル化を更に進めていきます
が、その際には、ご提案いただいた内容も含め、関係府省庁において検討を行ってい
きたいと考えています。

490 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国立大学の授業
料免除制度につ
いて

国立大学での授業料免除制
度及びそれに準ずる制度利
用希望時の必要書類等提出
物の削減

※国立大学に関することなので提案致しました。意見する場が違ってい
たらすいません。
私は現在、ある国立大学に通っています。JASSOの給付型奨学金制度
が始まるのをきっかけに授業料免除制度を利用しようとしたのですが、
必要な提出書類が多くて苦労しました。必要な書類を収集するのにも、
また特に現在は書類を郵送するななどの手間もかかるため手続きする
だけでもかなりの出費になります。この制度を利用する学生の多くは金
銭的に苦しいため、書類等を削減し電子上でのやり取りでどうにかなら
ないかと思うのです。大学授業料という多量の額が免除されるため、厳
しい(ややこしい)審査が必要なのはわかりますが、マイナンバーを上手く
活用するなど改善の余地はあるように考えます。

個人 文部科学省

高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金と授業料減免の支援対象者の要
件は同一のため、大学における授業料減免の事務においては、日本学生支援機構で
マイナンバーを活用し、判定した支援区分の情報を活用できるようにしております。そ
のため授業料等減免の支援を受けるために、大学等に提出する資料について、文部
科学省が定めているのは、原則として授業料減免申請書のみとなります。また、大学に
よって異なりますが、文部科学省としては、減免申請書の提出について電子メール等
での対応も認めております。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き申請者の負担が軽減されるように努めてまいります。

491 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国の奨学金継続
願の提出方法の
改善

学びを継続するための奨学金
の審査に合格し、授業料を免
除していただくだけでなく、日
本学生支援機構から奨学金
を頂いています。その継続願
を、大学の学務へ先日提出し
なければならなかったのです
が、署名のためにわざわざ用
紙をダウンロードかつ印刷し、
簡易書留で郵送しなければな
りませんでした。コンビニや郵
便局にわざわざ向かうのは大
変手間がかかりました。

継続願の提出方法を電子化してほしいです。具体的には、署名がパソコ
ン上でも出来るようになれば、用紙を郵送する必要はなくなると思いま
す。
これが成されることで、紙や郵送のコスト削減、学生の提出から学務に
届くまでの時間短縮、電子媒体のデータの集約が可能になり業務効率
が良くなる、などのメリットが挙げられます。ただでさえ、奨学金の手続き
は複雑なものが多いので、簡素化されることにより、学生もより気軽に応
募できるのではと考えます。

個人 文部科学省
日本学生支援機構の奨学金制度では、継続願の提出はスカラネットパーソナル（イン
ターネット上で各個人が奨学金情報の確認や各種手続きを実施できるシステム）より
行っていただくようになっており、既に電子化しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

492 令和3年2月15日 令和3年3月9日

大学教員公募に
おける書類提出
および面接の電
子化

大学教員公募に対して応募者
が用意する書類の提出方法
を、従来の郵送に限定したも
のから電子メールなどを用い
た電子的な提出手法に統一
する。また面接に関しても、従
来の面接会場に直接赴く形式
以外にも、オンライン形式によ
る遠隔面接も選択肢に必ず加
えるよう統一する。

重要書類のやり取りの電子化が進む昨今に至っても、日本国における
大学教員・研究者の公募は、依然として応募書類が紙媒体であることを
前提したものがほとんどである。応募者は自身が書き上げた書類を複数
部印刷し、それを書留郵便と朱書きして郵便窓口へ赴き、送付する形式
が書類提出方法の大多数を占めている。また面接に関しても、応募者が
直接大学に赴く形式が殆どで、電子メールによる書類提出およびオンラ
イン面接が中心となっている他国（特に欧米中の大学）と比較して非常
に異質である。これは昨今の新型コロナウィルスの世界的流行によって
確立しつつある、「３密」を極力避ける新しい生活指針とも矛盾し、また国
外在住の研究者（日本人・外国人問わず）にとって応募時の大きな障壁
となるため、国際化が進む世界の大学の主流とも逆行するものである。
提案者自身も、新型コロナウィルスに感染防止のために外出の自粛が
推奨されていた時期にも拘らず、大学からの「窓口に期日までに郵送す
べし」という非合理的な指示により、泣く泣く感染リスクを負って書類を郵
送した経験もある。また、この旧時代的な公募方法は、海外の優秀な研
究者が、日本の大学をキャリア選択肢から外す理由になりうる。これを
放置してしまうと、日本の研究業界に不利益を及ぼすことは間違いな
い。上記の理由から早急に提案内容をトップダウン形式で推進していた
だきたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

493 令和3年2月15日 令和3年9月10日 謝金の書類

学生などにデータ整理の仕事
を頼んだ時のアルバイト代(謝
金)支払いに、銀行口座登録
はともかく、毎月3種類の紙を
出す必要がある。計画書、勤
務実績、出勤簿。手書きで書
かなければいけない書類、ハ
ンコが必要。

当大学だけの問題かもしれないが、計画書は不要とし、実績も手書きで
ある必要なしとし、最終的には毎月本人と管理者がチェックすれば良い
話

個人 文部科学省 規制改革の番号518（文部科学省）の回答を参照してください。

494 令和3年2月15日 令和3年3月9日 jspsのアカウント
科研費と国際交流関係の窓
口、アカウントが異なる

JSPSが行う事業なのに別のアカウントが必要なのは非効率。idは一つ
になれば効率的になる

個人 文部科学省

　独立行政法人日本学術振興会（JSPS）が実施する科学研究費助成事業や学術国際
交流事業等の公募受付、審査、交付、報告書提出等の各種手続については、インター
ネットを利用した日本学術振興会（JSPS）電子申請システムにより運用しています。
　御指摘の点については、事業毎にシステムが構築されていることから、それぞれ異な
るアカウント（ID及びパスワード）が設定されます。

なし 検討を予定

　現在、政府全体として、競争的研究費の各種事務手続きに係るルールの統一化、手
続きの簡素化、デジタル化などの取組を推進しているところです。それらの方針も踏ま
え、日本学術振興会（JSPS）電子申請システムのアカウントの統一に向けて検討を
行ってまいります。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

105

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

495 令和3年2月15日 令和3年3月26日 気象庁の書類

インターネットでデータダウン
ロードする時代になって久し
いが、気象庁は、データ利用
許可にハンコが必要で、その
ために数日待たされる

海外からの利用希望もあり、ハンコのための時間の無駄を無くせば、日
本の優れたデータの利用者や信頼性が増す

個人 国土交通省

　気象庁においては、研究機関等に気象庁のデータを提供する際には、提供を受けた
いデータの種類や利用目的を記載した申請書の提出をお願いする場合がある旨を定
めた内規があります。ただし、本申請書の様式では、押印は求めていません。
　また、地上の気象観測データ等の一部のデータについては、気象庁ホームページを
通じて、インターネットでダウンロードすることができ、利用にあたって申請は不要です。

なし
現行制度
下で対応可
能

　「制度の現状」に記載したとおり、押印を求めていませんが、念のため、押印を求めな
いことを徹底するよう、組織内に改めて周知しました。

496 令和3年2月15日 令和3年3月9日
公立学校教職員
の働き方改革

公立学校では、仕事ができる
と思われている教員に業務が
集中し、定時を大幅に過ぎた
20時や22時に帰る教員がい
る。一方で、家庭のある教員
や、仕事ができないと思われ
ている教員は業務の負担が
軽く、定時で帰ることが出来て
いる。業務内容、学校行事な
どを再考し、業務のスリム化
を図り、教員の働き方改革を
進めていって欲しい。また、時
間外勤務をした教員にはみな
し残業代ではなく、残業時間
に応じた時間外勤務手当を出
して欲しい。

コロナ禍で、今まで教員の業務を圧迫していた業務が大幅に削減され、
教員の退勤時間が早まった学校もある。これを機に不必要な業務や外
部委託できそうな業務(消毒作業や部活動、テストの丸つけなど)は積極
的に外部委託し、業務をスリム化させることにより教員の働き方改革を
推進して欲しい。また、部活動では教員が勤務時間外に生徒を指導し、
それに伴い指導の責任が発生するにも関わらずそれに応じた賃金が発
生しない現状がある。休日にも生徒を自家用車に乗せて送迎をするよう
管理職に命じられる教員もいるが、それに対しての賃金は発生しない。
指導と責任への対価を払って欲しい。

個人 文部科学省 番号114の回答を参照してください。

498 令和3年2月15日 令和3年3月26日
国土交通省航空
局に関して

航空局、東京航空局、大阪航
空局の試験官や審査官をエ
アラインでの運航経験を必須
としていただきたいと思いま
す。
その際、審査官等はエアライ
ン機長と同等の給与を支給す
ることで、きちんとした生活補
償と責任を付与して、海外に
遅れを取らない制度化が必要
であると考えます。

従来、パイロットの審査、エアラインの監督等を審査官や試験官が行っ
ています。しかしながら、大半の方がエアラインでの機長としての経験が
ない事で、エアラインのパイロットとして何が必要で、何が必要でないか
がずれている場面が多々あると思います。様々な海外の同様の制度を
見ても、日本は様々な点で遅れており、エアラインでは、この程度の知識
や技量が必要とされていても、非常にマニアックな質問をされたり、いら
ない学習をしなければならないケースが多々あります。パイロットの養成
でもかなり無駄が生じている事、エアラインを作る際でも、どこに問題が
あってというのが、エアラインでの相応の経験があって、管理監督や審
査等が行えると思います。航空機の運航は安全を第一と考えますが、エ
アラインはその安全を踏まえた上でのビジネスですので、安定と経済を
両立しなければなりません。エアラインに関する様々な規制を含めて総
合的に改革する事が必要であると考えます。ただ、私のようにあるエア
ラインの機長が提言した場合、現状の制度では、試験等で不合格にされ
るリスクを伴います。
もし現状の給与等が補償されるので有れば、私自身が審査官等を行
なって改革を行いたいところではありますが、なかなか困難を伴うもので
しょう。

個人
国土交通省

人事院
内閣官房

運航審査官及び航空従事者試験官の採用にあたっては、『国家公務員法』及び『人事
院規則』に基づき採用しています。 
採用後、運航審査官への任用にあたっては、航空運送事業に係る専門的知識並びに
機長及び査察操縦士に対する審査の知識を有するとともに、当該審査に必要な能力
を有することを要件としております。また、上記要件と同等である航空運送事業におけ
る機長経験を要件として中途採用を行っておりますが、ほとんど採用には至っておりま
せん。
一方、航空従事者試験官のエアライン機の試験を担当する者は、試験官任用後に小
型機での試験経験を積んだ上で型式限定取得し、さらに定期運送用操縦士資格取得
をエアラインのコース訓練に投入されて育成されます。したがって、中途採用者も含め
て航空運送事業における機長経験を特段の要件とはしていません（運航審査官と同
様、機長経験者の応募はほとんどありません。）。
また、運航審査官及び航空従事者試験官を含め、国家公務員については、採用時の
給与決定において、前職の給与額を基礎として決定するものではありませんが、採用
後の職務内容に応じ、運航審査官及び航空従事者試験官として採用される者の知識・
経験、能力、採用前の経歴等も考慮して決定することが可能な仕組みとなっておりま
す。この他、一定の要件を充たす業務に従事した場合には、俸給の調整額や特殊勤務
手当を支給することとなっております。

国家公務員法
一般職の職員の
給与に関する法律

検討を予定

いただいたご意見を踏まえ、現行の航空運送事業者への安全規制に関する課題につ
いては航空運送事業者やエアラインに所属する操縦士からもヒアリングを実施し、実態
把握と今後のあり方について検討していきます。
また、運航審査官及び航空従事者試験官（エアラインを担当する者）への任用にあたっ
ては、上述の実態把握を踏まえつつ、運航審査官及び航空従事者試験官（エアライン
を担当する者）の任用研修及び各種訓練の内容について不断の見直しを図ることによ
り、より充実した審査及び試験が実施できるように努めてまいります。
運航審査官及び航空従事者試験官の給与については、関係法令に基づき、引き続き
適切に運用してまいります。

499 令和3年2月15日 令和3年3月9日

縦割り行政、特に
自治体間の連携
がないために無
用な手書きの医
療関係書類が増
えている

全国の国家／地方行政機関
に以下の号令をかけていただ
けないでしょうか。
1. 全ての役所宛提出書類の
書式は、それを作成したWord
形式などの元のファイルを
ホームページなどで公開する
こと。
2. 全ての役所宛提出書類の
書式は、特別の事情がない限
り「A4縦、横書き、片面印刷、
白黒」に統一し、特別の事情
がある場合はその事情を公開
すること。
3. 全ての役所宛提出書式は、
他自治体や関連省庁と協力
し、全国統一書式として（再）
作成すること。
4. 特別の事情により自治体の
独自書式の役所宛提出書類
を作成するときは、Word形式
などの元のファイルとともに、
その事情をわかりやすく説明
した理由書も公開すること。

医療／福祉分野では無数の役所宛提出書類があり、その多くを医師が
書きます。新しい制度ができる度に書類が増えますが、減ることはありま
せん。増える一方の書類を書く際に助けになるのが電子カルテです。電
子カルテで患者氏名、生年月日などは自動入力して誤記載を防ぎ、医
師は意見書本文の記載に集中し書類業務の増加に対応しています。し
かし、現在大半の書類は以下の2つの問題のため電子カルテで記載でき
ません。
1.同内容の書式が自治体ごとに異なります。福岡県では政令指定都市
である福岡市、北九州市、そして残りの福岡県内の自治体で書式がばら
ばらで、近隣県からも患者が来ますから書式が何通りあるかも分かりま
せん。患者は役所で書式の紙をもらい、病院に提出し、医師はその紙に
手書きで記載し、後日患者がその書類を受け取り、役所に提出するとい
う無駄が生じています。
2.通常のプリンターから出せないようにしてある書類が多いです。A3用
紙より大きな用紙の両面記載や（障害年金診断書）、色紙に印刷してあ
る用紙（複数の自治体の身体障害者意見書）カーボン紙複写の書式（福
岡市の新生児聴覚スクリーニングの補助事業）は、電子カルテを用いた
記載は不可能です。

これらの問題は、行政担当者が、わが国の医療現場が既に電子カルテ
への移行をほぼ完了しており、書類業務を電子カルテ上に移行した方が
現場が助かるのだという事実を知らないだけなのだろうと推察します。
A4用紙で印刷できるWord形式の書式が提供されれば、電子カルテに組
み込むことは容易です。すなわち、トップダウンで上記号令をかけるだけ
で新規予算も新制度も不要で速やかな改善が期待できます。

個人 厚生労働省

【障害年金診断書について】
障害年金診断書は、障害年金の認定基準に該当しているかどうかを適正に判断できる
よう、厚生労働省において全国一律の様式を定めています。
障害年金診断書は、日本年金機構ホームページにおいてエクセル形式及びPDF形式
で掲載しており、ダウンロードしてパソコン等で入力することもできます。
実際には、医師が障害年金診断書を手書きで記載されるケースが多いこと、また、審
査のために必要な情報を記載いただくとともに、医師の負担をなるべく減らす観点か
ら、原則としてA３両面で印刷したものを提出いただくこととしていますが、印刷の都合
等によりA４片面で作成された診断書の提出も可能としています。

【身体障害者意見書について】
身体障害者診断書・意見書については、身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師
の指定に関する取扱いについて（平成21年12月24日障発1224第３号）様式１の通り
で、色紙の指定等は記載しておりません。また、本通知は、地方自治法（昭和22年法律
第67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術的助言（ガイドライン）として位置づけら
れているもので、本件の事務は自治事務であり、用紙の種類については自治体の裁量
で決めているため、その担当の自治体にお問い合わせください。

-

【障害年金
診断書につ
いて】
現行制度
下で対応可
能

【身体障害
者意見書
について】
現行制度
下で対応可
能

【障害年金診断書について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【身体障害者意見書について】
制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

500 令和3年2月15日 令和3年3月9日

商品代金請求は
納品と同時に行
い、支払いは翌月
とする。

国立大学の事務員、教員が
購入した物品代金は、その場
で見積・納品・請求書を発行
し、翌月支払いとする。

国立大学では、科研費、運営費交付金、寄付金など「大学が代金支払に
使う財布」が複数あるため、教員（または教員から依頼された事務員）
が、教員一人ひとりに割り当てられた「各財布」の残金を確認して、支払
い代金を振り分ける必要がある。
（どの財布から支払うかは、教員の指示がないと決められないルールに
なっているので、いちいち教員にお伺いを立てなければならない。教員
は多忙を理由に支払いを後回しにする傾向がある）
そのため納入業者と大学事務員にとって、納品からかなりの日数が経過
してから支払い手続きとなるので、事務が煩雑である。
ひどい場合は、教員が「すでに支払ったはず」と勘違いして、年度をまた
いでも支払い手続きを怠る場合がある。
都度決済のみの大学と、年度末にまとめて決済可の大学が混在してい
るのは不合理。
都度決済に統一してほしい。
（さらに言うなら、予算が年度末までに使い切りのため、年度末に１円、２
円の端数を合わせるためのクリップ１個、コピー用紙１枚などの購入が
あるのも事務を煩雑にする。ある一定金額以下なら、余っても良いよう
にはできないものか？）

個人 文部科学省

国立大学の物品代金の支払期限については、各法人の学内規則等に沿って、運用さ
れていると認識しております。
また、遅延の要因としてあげられている、支出財源の決定については、「研究機関にお
ける公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」において、発注段階で支出財
源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるように要請しております。
国においては、運営費交付金、寄附金の年度末までの使い切りは求めておりません。

なし
現行制度
下で対応可
能

国立大学の物品代金にかかる支払期限については、各法人の学内規則等に沿って運
用されていると認識しておりますが、学内規則に沿った支払いが行われれるよう、各法
人に対しあらためて周知を図るとともに、仮に学内規則等で定めのない法人があった
場合は改善を促してまいります。

501 令和3年2月15日 令和3年3月26日
大学公募内定受
諾の期間延長

大学公募でオファーをもらって
から受諾するか判断するまで
の期間が短すぎる(即日ある
いはお願いしても3日程度)。
最低でも1ヶ月は猶予を作るこ
とを義務化してほしい。

複数のオファーが出る可能性があったときに一番良いものを選べない。 個人 文部科学省
　各大学における教員の採用の具体的なプロセスについては、各大学の責任において
適正に行うこととされています。

なし 対応

　大学の教育研究の中心を担う教員に優れた人材を確保し、これらの者がそれぞれの
役割に応じて能力を最大限に発揮できるよう、教員等の人事の在り方について不断の
検証等を図っていくことが求められることから、教員等の求人公募手続きの不断の検
証を求める事務連絡を改めて発出・周知を行い積極的な検討・見直しを促しています。

502 令和3年2月15日 令和3年3月9日
研究者公募書類
の全面電子化

研究職（ポスドク、助教、講
師、准教授、教授等）の公募
における郵送による応募の原
則廃止。
およびその全面電子化。

多くの大学の研究職公募が、おそらく伝統的慣習だからと言う理由で、未だに「提
出書類を厳封の上、「XX応募書類」と朱書きし、簡易書留でご送付ください。」と
注意書きの上、郵送による応募のみを受け入れています。これは、若手研究者
にとって「百害あって一利なし」の状態です。

郵送によるデメリット
・大学の国際化の障害。外人の応募や、外国からの日本人の応募を想定してい
ない。現状では、国際郵便を用いて応募することになっているが、その郵送時間
や、郵送コスト等から、応募する側が気軽に応募できないため、どうしても国内在
住の研究者に有利なシステムになっている。個人的には、日本人研究者の国外
への流出の要因の一つであると思っています。
・資源の無駄。研究職の倍率は、時には100倍になります。面接に進める候補者
は数人で、それ以外の応募者の郵送された書類はそのまま破棄されます。応募
書類をPDFで閲覧する、ではどうしてダメなのでしょうか？

電子化によるメリット
・世界標準の研究機関と外国人研究者から認識されるようになると思います。外
国人若手研究者が、日本で一旗揚げるために応募する、と言うことが増えてくる
と思います。
・同様に、外国在住の日本人研究者が、日本に帰るケースが増えると思います。

東京大学・東京工業大学等はすでに全面電子化申請をしている（と聞いておりま
す）。
また参考までに、私の研究分野である、理論物理学の素粒子物理の分野では、
2017年から今日まで、64件の助教以上の公募の中で（私立含む）、34件の公募
で郵送による応募を要求していました。比較的国際化が進んでいるこの分野です
ら、この値であります。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

503 令和3年2月15日 令和3年3月9日

国公立大学教員
公募における書
類郵送の廃止と
フォーマットの統
一

国公立大学の教員公募にお
いてその多くは国籍を限らず
募集を行っていますが、その
多くが公募に必要な書類（履
歴書、業績調書等）の郵送を
義務付けており、海外からの
応募の妨げとなっています。
電子メール、あるいは電子
フォームでの応募を推奨する
よう制度変更を促して頂けれ
ばと思います。
また、各大学独自に公募
フォーマットを厳密に定義し、
応募時にそのフォーマットを
遵守することを強く求める大
学が多数存在します。一般に
教員ポストへの公募は何件も
応募することが多く、毎回各
大学独自のフォーマットに書
類を修正するというのは、公
募に応募する若手教員にとっ
て大きな負担になっているた
め是正を求めて頂きたいと思
います。

上記の通り、公募において郵送が必要となるというのは海外からの応募
時に多大なコストを必要とし、また国際郵便の郵便事情によっては公募
期限より大幅に前に書類を準備して発送しなければならないなど、海外
に滞在する研究者に不利益を生じさせています。これを電子化すること
で、海外からの応募をより公平に扱うことができ、政府が奨励する大学
の国際化（海外留学中の日本人研究者の応募、外国人からの応募）に
も大きく貢献できると考えます。
また、書類の電子化を認めている大学もいくつか存在するものの、その
多くは印刷した業績調書や論文別刷等の提出を求めています。上位大
学の公募ともなれば業績調書は数十枚に及ぶことも多く、そのような数
十枚の紙束が一公募につき何十通も郵送されてくるというのは非常に無
駄が大きいと思います。電子化を認めている大学にあってもデータを入
れたUSBやCD-R等を郵送で提出を求めることが多いですが、電子デー
タになっている以上電子メール等インターネットを通じた通信手段を用い
ることが効果的です。また、教員公募は倍率の高さから考えて一人が数
回、数十回応募を行うことは普通ですので、書類作成の手間も可能な限
り減らすことを推奨する枠組みを作って頂きたいと思います。
上記については、実際に欧州留学中に国立大学教員公募への応募に
際し電子申請を受け入れて頂けないか打診したところ、他の応募者への
公平性の観点からこれを断られたことがあるということを申し添えます。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号 所管省庁提案理由
提案
主体

所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

504 令和3年2月15日 令和3年6月16日
労災保険と雇用
保険が部署が違
う

労災保険と雇用保険が部署
が違う、システムが違う（e-
govと民間サービスで別々）、
電子証明書をいちいち取りに
行かないと駄目、エラーが出
てもわからないととにかくとん
でもなく、ミスしていて手続き
が遅れてくると、分厚い資料
が送られてきて、結局電話し
たり労働基準局に出向く必要
がある。双方において全くの
無駄なので、早急にぶった
切ってほしい。

電子申請したのに、書類が足りないなどで結局資料が送られてくる。全
てにおいて無駄であり、厚労省は労働法自体を完全に見直さないと駄
目。

職員自体をカットできるし、手続きもスピーディーになる。
ワンストップ行政に戻す必要がある。

雇用保険の適用条件なども、アルゴリズムで自動判別させ、各クラウド
人事給与システムに組み込ませ、そこから申請をさせるなどが必要。

管理はブロックチェーンを使うことで確実に管理できる。

国で巨大なシステムを作らず、民間のシステムと連携させ、国はDBと
APIだけ用意するようにすれば、１年もあれば準備できるだろう。

人件費の抑制とIT投資の抑制、民間への事業描き位の創出と、手続き
の迅速かと漏れがなくなるのと、エビデンスが適正になる。

ITが使えない事業者は今後潰れるということも前提とし、意味のない社
労士なども統廃合され、社会がスリムになっていく。

無駄無理ムラを無くしましょう。

個人 厚生労働省

　労災保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労
働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うもので
あるのに対し、雇用保険は労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が
困難となる事由が生じた場合などに、生活及び雇用の安定と就職の促進のために必
要な保険給付を行うものであり、制度の趣旨が異なります。

労働者災害補償
保険法
雇用保険法

対応不可
制度の現状欄に記載のとおり、労災保険と雇用保険については制度の趣旨が異なり、
各制度における手続やその給付に係る要件等についても違いがあるため、適切な部
署において対応することとしております。

505 令和3年2月15日 令和3年7月20日
行政手続き時の
和暦・西暦の扱い
について

2020年(令和2年)現在、行政
手続き等の書類を記入する
際、日時の欄を西暦で書いて
も受け付けてもらえません。
特に去年は西暦でいえば
2019年としか言いようがあり
ませんが、和暦となると"平成
31年"と"令和元年"、この2通
りの書き方が出来てしまいま
す。西暦1989年も同じ現象が
あったことと思います。

年号が変わるたび、法的根拠
が無いにも関わらず上記の通
りややこしい和暦のみに表記
を絞るのは、理にかなってい
ないと考えるのが妥当でしょ
う。

以上を踏まえ日付を記す際
は、和暦はもちろん西暦も併
記すべきと考えます。和暦で
あれ西暦であれ、日付を特定
することに関しては変わりない
のではないでしょうか。

2019年6月、社会保険から国民保険に切り替える手続きを市役所で行い
ました。その際保険証の適用期間の説明を市役所職員の方からいただ
きました。しかし2019年は年号が変わる節目の年ということもあり、説明
されていた職員の方、例外なく私個人も混乱する様子でありました。

もし和暦と西暦が併記されることとなったら、上記のような説明もスムー
ズにいただくことができたでしょう。それだけでなく、河野行政改革担当大
臣が推し進める書類の電子化における効率化にもつながると考えます。

個人 厚生労働省
　法令上、届出に関し、年月日の記載方法について規定をしておらず、各市町村の判
断で、西暦と和暦の併用をいただくことも可能となっています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

506 令和3年2月15日 令和3年3月9日
大学教員公募に
かかる応募書類
の適正化

大学教員を公募する際，応募
書類に冗長・非生産的な部分
が見られますので，改善を要
望します。
1)紙媒体/郵送での応募の廃
止(JREC等既存システムの義
務化)
2)性別欄、写真欄の廃止(男
女の雇用機会均等)
3)履歴書・業績書書式の統一

大学教員を公募する際，応募書類に冗長・非生産的な部分が見られま
すので，改善を要望します。

1)紙媒体/郵送での応募の廃止(JREC等既存システムの義務化)
→紙媒体の場合，履歴書のみならず，著作や論文などを5部程度送る必
要が出てくる。これは書留であれば1500円程度かかることになり、複数
応募を出す場合、財政的負担である。また，それを印刷する際，ペー
パーレス化を図るためにプリンターを所持していない者も多く、その場合
コンビニ印刷などで多額の負荷が生じる(1論文20枚だとして1論文あたり
5部印刷で1000円×3論文)。廃止をされたい。

2)性別欄、写真欄の廃止止(男女の雇用機会均等)
業務遂行の採択にとってそもそも不必要であるため、廃止されたい。

3)履歴書・業績書書式の統一
各大学が「本学の様式」として様々な様式を設定している。それぞれ異な
る様式のため、毎回応募する大学に応じて作り直さねばならず、そのた
めの時間がかかる。たとえば1応募につき2時間程度(それを印刷→送付
となるとさらに時間がかかる)。様式を一切廃止されるか、統一されたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

507 令和3年2月15日 令和3年3月26日
公務員共済組合
の年金記録の完
全電子化

共済組合をまたぐ人事異動が
あった際の年金記録の移管
を、紙媒体で行い手作業で打
ち込むのではなく「A記録とB
記録を結合」といった形で簡
便に取り込めるシステムにす
る。

公務員共済組合の個人記録は電子化されているデータのほか、「原票」
と呼ばれる紙媒体との二重管理になっている。
共済組合をまたぐ人事異動の際には、「原票」を異動先の共済組合へ送
付し、異動先で記載のとおりに入力される。入力内容は在任期間のみな
らず、その間の全ての給料・賞与の記録である。
特に、毎年4月の人事異動においては大量の「原票」の発送・受け取りが
あり、とりわけ市町村職員共済組合(教育委員会管轄)と公立学校共済
組合の間でやりとりされる件数が多い。
市町村～と公立～間の人事異動は2～3年で繰り返されることが多く、そ
の度に保管庫から対象者の「原票」を取り出し、データと「原票」の内容
が一致しているか確認し、箱詰めして互いに発送する作業を反復してい
る。(なお、この異動対象者の通知は、共済組合の「組合印が必須」の書
類を郵送して行われている。)

この作業が必要となる原因は、「年金記録が共済組合ごとに縦割りに
なっている」からである。
A共済組合からＢ共済組合のデータベースへアクセスすることはできず、
かつ、データで抜き出し・取り込みを行うシステムが構築されていないた
め、一旦紙に落とし込んでから郵送するという手順を要している。

異動対象者の通知 及び 年金個人記録の移管をデータで行うことが実
現すれば、生産性の向上(人件費削減、時短、郵送費や紙・印刷代のコ
ストカット)に繋がることは明白である。また、ヒューマンエラーの発生(郵
便事故含む)も抑えることができるため、年金記録管理について失われ
た信頼を取り戻す一助ともなるだろう。

個人 総務省

地共済各組合においては、地方公務員等共済組合法施行規程第90条に基づき、別紙
様式第９号による組合員原票を備え、組合員が他の組合の組合員になったときは、そ
の者に係る組合員原票を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない
とされています。

地方公務員等共
済組合法施行規
程第90条

検討を予定
組合員原票のデータ化及び地共済組合間の異動に伴う組合員原票移管のデータ化に
ついて、地共済組合及び連合会など関係者も含めて、令和2年度中に検討に着手して
参ります。
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508 令和3年2月15日 令和3年4月16日
形骸化した組織
は民営化すべき

日本学術会議員の改任に伴
う新任候補のうち、６名の任
命拒否が、憲法２３条違反だ
とニュースになっている。日本
学術会議員に任命されると特
別国家公務員の資格を得る。
審査もなしに国家公務員にな
ることはあり得ない。日本学術
会議等の主張は、慣例から逸
れたことに対する狼狽しかな
い。政府が決定したことは、特
別国家公務員への任命拒否
だけであり、その専門とする
学問領域を何ら制限するもの
ではない。日本学術会議の主
張する憲法違反があるという
のなら、政府には不存在確認
訴訟を提起する利益がある。
人事に関し説明責任などあろ
うはずがない。この機に形骸
化した組織は民営化すべき
だ。

小さな政府・国庫支出の削減・民業の活性化 個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

509 令和3年2月15日 令和3年4月16日
学術会議の見直
し

今、話題になっている「学術会
議人事、候補任命６名の任命
拒否」により、学術会議の存
在価値・血税である年間予算
10億４８００万円が必要・適切
な金額なのか国民に知れるこ
とになった。任命拒否された
学者達は「学問の自由への乱
暴な介入と拒否理由を述べ
ろ」と言っているが会員でなく
ても、子供でも自由に研究・学
問できる。彼等は会員という
「権威・名声」を得る既得権持
続を望む個人欲でしかない。
まず、彼等の成果と選出理由
を国民に説明してから菅総理
に拒否理由を要求するのが
筋である。「学術会議存続可
否と予算の見直し」を血税納
税者として強く求める。

学術会議が廃止されれば年予算血税10億４８００万円が削減できる。こ
の費用を国際競争力強化の量子技術・AI・ロボット・新材料・宇宙開発等
やノーベル賞輩出することに投入すべきである。廃止しないのであれば
予算消化の内容を検証し、不必要な費用を削減する。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

511 令和3年2月15日 令和3年3月9日

国立大学におけ
る教員公募書類
の紙媒体提出の
廃止、並びに公募
書類形式の統一
化

国立大学における教員公募
の紙媒体による提出を廃止
し、web媒体での提出の義務
化を希望する。加えて、CV,業
績リスト等の公募書類形式の
統一化を希望する。現在、紙
媒体に限られた国立大学にお
ける教員公募が少なからず存
在しており、これが優秀な海
外の研究者獲得の障害となっ
ている。また、各公募ごとでの
公募形式が異なることが、研
究者の時間の浪費につながっ
ている。web化並びに公募書
類のAcademic Jobs online 
(https://academicjobsonline.o
rg/ajo)での提出の義務化はこ
れらの問題を解決する上で非
常に有用な手立てと言える。

研究者の国際化に伴い、海外で活躍する日本人研究者が増加するとと
もに、海外の優秀な研究者の日本での受け入れが求められている。現
在、これを妨げる一つの要因に、教員公募が紙媒体であるという問題が
ある。
例えば下記の公募においては、紙媒体を唯一の選択肢としており、web
での提出ができない状態になっている。
http://www.bs.s.u-
tokyo.ac.jp/content/files/koubo/2020%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A7%91
%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB%E6%95%99%E6%8E%88%E5%85%AC%E
5%8B%9F.pdf
上記では一つの例を挙げたが、同様の例は多数散見される。このような
紙媒体での提出は、特に海外在住の研究者にとっては、多大な時間並
びに費用の負担を強いるものとなる。その結果、海外で活躍する日本人
研究者が日本に戻らない、海外の優秀な研究者がそもそも日本に公募
することを視野に入れないという状況が生み出されている。これは、研究
の国際化を掲げる政府の方針に相反するものである。
一方で、海外の事例を見ると、Academic Jobs Onlineを通した公募書類
の提出が一般的に行われている。
https://academicjobsonline.org/ajo
こちらはwebでの提出化による簡約化に加え、各公募ごとでの公募形式
が統一化されている。国内の国立大学も上記に従うことで、優秀な研究
者の獲得、事務作業の簡約化による研究力の向上につながると考え
る。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

513 令和3年2月15日 令和3年3月9日

輸出入・港湾関連
情報処理センター
の利益15億円の
使い道について

財務省所管の輸出入・港湾関
連情報処理センターについ
て、通関手続は同社が運営す
るシステムのNACCSを使わな
ければ処理できないなかで、
特殊法人かつ独占企業であ
る同社は、利用料金を引き下
げることなく毎年黒字を出して
いる。
そのうえ、本年5月はコロナ禍
で業界が苦しむ中、本社を川
崎市から東京都港区に移転し
たり、採算が取れるか怪しい
事業を展開している。
採算が取れるか怪しい新しい
事業の展開や移転する余裕
があれば利用料金の引き下
げをすべきではないか。

NACCS法10条において、「なるべく安い料金で」となっているにも関わら
ず利用料金を引き下げないため、同社の貸借対照表を見ると、利益が
積み上がり14.9億円もの剰余金となっている。
同社は最近、貿易関連文書の保管事業を展開を始めたようだが、業界
で利用している社はわずかしか聞かない。最近は新たに信用保証事業
を考えているようだが、業界としてニーズがあるとは考え難く、利用料金
を引き下げず、そういった事業に利用料金による利益が使われているの
ではないか。
税関もNACCSを利用しているのだからなるべく安い料金であるべきなの
に、税金も無駄遣いしているのではないか。
利用料金の引き下げ効果として、輸出入が促進され、業界の景気の回
復にも繋がると考えられる。
是非とも河野大臣に同社の事業をチェックしていただきたい。

個人 財務省 番号480の回答を参照してください。
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