2021年度規制・制度改革の意見（要望一覧・中間整理）
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規制・制度改革に関する要望
項目／課題・問題点
飲食店等が少量の加工食品を製造する際の施設基準の緩和

改善提案・要望

新規要望

・少量の加工食品を製造する場合については、洗浄・消毒を徹底する

・食品衛生法では、サービス業・小売業等が取扱品を自社内製造する ことなどで、食品の安全・衛生を確保することが可能な場合もあるた
場合等において、生産量の大小にかかわらず、製造場や生産設備をそ め、施設基準を緩和されたい
れぞれ設置する必要があるが、生産量の少ない事業者にとっては過剰 ・例①：焼肉店が食肉加工品販売を始めるには「食肉販売業」の許可
な設備となる

が新たに必要な上、専用の加工場を確保するなどの施設基準の要件が
ある

1

・例②：そば店が自家製そばの販売を始めるには「めん類製造業」の
許可が新たに必要な上、そば打ち（食品製造）の場所を囲むなどの施
設基準の要件がある
・例③：麹製造業者が豆腐製造を始めるには、途中までの作業工程が
ほぼ同じであるにも関わらず、機械設備の兼用は認められていない
移動販売における営業許可基準の緩和
2

・アフターコロナ、ウィズコロナに対応するため飲食店等が移動販売

参入を希望する企業は一定数存在するが、企業による農地の直接所有 る場合は、議会の議決を経ること等が必要となっており、ハードルが
高いことから、要件を緩和されたい
・地域の特産物を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようと

・酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようと する者が製造免許を申請した場合には、製造免許に係る最低製造数量
する酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務 基準を緩和されたい
署長から製造免許を受ける必要がある
中小企業信用保険法の対象を拡大

5

・企業による農地取得の特例制度においても、①農地を一旦自治体が

・農業従事者の高齢化が進み、担い手は減少している一方で、農業へ 買い入れた上で企業に売却すること、②自治体が①の農地を買い入れ
は認められていないため、中長期の事業計画・投資がしづらい
酒税法における複数酒類の製造免許取得要件の緩和

4

新規

を行うに際し、販売エリアを拡大する場合に、複数の保健所から営業
許可を取得する必要があり大きな負担となっている
企業による農地の直接所有の要件緩和

3

・移動販売における営業許可基準を緩和されたい

新規

・商工業とともに農業を行う場合の資金について、中小企業信用保険
新規

・中小企業信用保険法では、農業、林業、漁業及び金融・保険業は信 法の対象を拡大されたい
用保険の対象外とされている

6

7

介護サービスにおける人員配置基準の緩和

・ＩＣＴ等の活用による生産性およびサービスの向上に合わせ、介護

・介護事業所において定めれれている人員配置基準により、ICTの活

サービスにおける人員配置基準（生活相談員、看護職員、機能訓練指

用が阻害されているとの指摘がある

導員、ケアマネージャー等）を緩和されたい

建設業の経営管理責任者の配置の要件緩和

・オンライン化が進む中、経営管理責任者の常駐要件を緩和されたい
新規

・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者
としての経験を有する者を常勤で配置しなければならない
建設業における技術者の配置要件の緩和

・ICTを活用することで、技術者の配置要件をさらに緩和されたい

・監理技術者の配置は緩和措置が講じられたが、依然として技術者自 ・契約書において、１）機械器具
8

9

10

体が不足しており配置が困難となっている

２）情報システム、制御

３）オ

ペレーションとメンテナンスについての明細、金額が明確に分けられ

・建設業許可を受けた事業者は、工事規模に関わらず主任技術者を配 ている場合は、監理技術者設置の要否の条件となる金額（下請契約の
置しなければならない

請負代金総額が4,000万円以上（建築一式工事は6,000万円以上））か

実務経験による監理技術者の資格要件を見直し

ら控除できるよう改善されたい
・指定学科に「土木工学に関する学科」「都市工学に関する学科」

・監理技術者の「機械器具設置工事」資格取得のための指定学科は、 「衛生工学に関する学科」「環境工学に関する学科」「電気通信工学
建築学・機械工学・電気工学に限られている

に関する学科」を追加されたい

１級施工管理技師の受験資格の緩和

・１級施工管理技師の若手資格取得者が一層排出されるよう実務経験

・国家試験を受験するには、大学の指定学科を卒業して3年以上の実務 年数を３年以上から、２年以上に短縮されたい

新規

新規

経験が必要とされている
美容師、理容師のダブルライセンスの資格取得の緩和
11

・美容師・理容師両方の資格が取得するには合計３年の履修期間が必

新規

要とされている
（平成27年の規制緩和で4年→３年に変更）
各種講習会のオンライン化の加速

12

・取得に要する履修科目や国家試験科目を免除されたい

・食品衛生責任者実務者講習、防火・防災管理者講習、監理技術者講

・定期的に指定された日時・場所に出向いて受講しなければならない 習、消防設備士の法定講習、登録建設業経理士の講習、建築士定期講
講習会があり、受講者にとって負担となっている

習、排水設備工事責任技術者更新講習等のオンライン化を推進された

新規

い
＜法人設立の際の公証人による定款認証の撤廃＞
13

・法人設立の際に求められる公証人による定款認証について、創業者 ・公証人による定款認証の撤廃を図られたい
にとって大きな負担となっている
＜役員登記の１０年ルールの撤廃＞

14

・株主１人のみのオーナー企業に対して役員任期を設ける必要性は無

・会社法では役員任期は最長１０年までとなっており、再任であって いため、任期１０年制限の撤廃を図られたい
も変更登記が求められる
1

新規

項目／課題・問題点
＜貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の提出条件を緩和＞
15

16

改善提案・要望

新規要望

・国土交通省（運輸支局）に提出する貨物軽自動車運送事業経営変更

・所有する車両が1台でも増減すると貨物軽自動車運送事業経営変更等 等届出書の提出について、所有車両が少量の増減であれば報告を不要
届出書の提出などの報告が必要となる

とされたい

近接目視を求める点検基準の緩和

・ドローンやロボット等の先端技術を活用し、近接目視・打音以外の

・橋梁・トンネル等の道路施設の構造物は、近接目視により、五年に 手法を認めるよう基準を緩和されたい

新規

新規

一回の頻度で定期点検を行うことが決められている
点検業務等のドローン利活用の拡大
17

・点検を目的に自社敷地内の一定の空域であれば事前の許可なしに24

・自社工場内の高所や危険を伴う場所では、点検を行うことが難しい 時間365日いつでも事業者の管理下でドローンの飛行を行えるよう制

新規

度を緩和されたい

18

運送業の点呼義務の緩和

・全事業所が優良認定を取得している場合は、本社でもIT点呼が出来

・運送業では点呼が義務付けられており、優良事業所ではIT点呼が認

るように制度を緩和されたい

められているものの、運行管理者または代務者の常駐が義務付けられ

新規

ているため、非効率で経済面でも負担が多い。またトラックを持たな
い本社では、優良事業所認定が取れず各事業所の負担軽減ができない

19

車検期間の延長

・通常の使用で2年で車両に重大な不具合が起きることは稀有であ

・現行、新車取得時以外は2年の期間満了の度に、車検を受ける必要

り、車検期間をさらに延長(例えば4年)されたい

があり、車両を保有していることによる維持コストの高さは、企業経
営にとってもマイナスとなっている
企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大

20

新規

・経済・社会の構造変化や労働者の就業意識の変化に対応した企画業

・制度の対象業務が限定的であり、ホワイトカラーの業務の複合化等 務型裁量労働制の対象を拡大されたい
に対応できていない
就労ビザの要件緩和

・国家資格を取得している留学生について就労ビザの要件を緩和され

・留学生が日本の大学・専門学校等で学び国家資格を取得しても就労 たい
26

できない場合がある

・外国人が運送業に勤務できるように就労ビザの要件を緩和されたい

新規

・運送業は単純労働と位置付けられており、外国人が日本で就労する
際に必要となるビザでは、運送業で働くことができない
高度外国人人材の認定条件の緩和
27

・高度人材ポイント制の条件が厳しいことから、認定条件を緩和され

・在留資格「高度人材」のハードルが高いため、外国人ＩＴ人材を採 たい

新規

用できない
離職後１年以内に元の勤務先への派遣を禁止する規制の見直し
28

・自らの意思で元の勤務先を離職した者や、過去に有期契約により短 労働者として派遣することを禁止する規制を緩和・撤廃されたい
期就業した者であっても、離職後１年以内は、在籍していた企業で派
遣労働者として働くことができない
障害者手帳の所持を要件とする各種制度の改善

29

・ある事業所を転職した労働者を離職後１年以内に当該事業所へ派遣

・障害者の法定雇用率を算定する際に、法定雇用義務対象者に医師の

・精神障害者について、障害者手帳の交付を受けていない者は、法定 診断等により確認された障害者を含めるよう改善されたい
雇用率の算定対象になっていない
精神障害者の雇用補助金の要件緩和

30

・精神障害者にとっては利用できないため場合もあるため、最低勤務

・退院から社会復帰に際しての雇用補助金の要件が厳しく、肢体や知 時間の要件を緩和されたい

新規

的障害者に比べて社会復帰への機会が失なわれている
審議会委員、労働審判員の年齢要件の即時撤廃

・知識・経験・ノウハウが豊富な高齢者の活躍を推進するため、審議

・審議会の委員は、1999 年４月に閣議決定された「審議会等の整理

会委員、労働審判員の年齢要件を撤廃されたい

合理化に関する基本的計画」により「委員がその職責を十分果たし得
31

るよう、高齢者については、原則として委員に選任しない」こととさ
れており、原則、委員就任時に 70 歳以上の者は選任することができ
ない。また、労働審判員は 2005 年１月に定められた「労働審判員規
則」により、68 歳未満の者の中から最高裁判所が任命することになっ
ており、優秀な人材を活用できない
時間単位年次有給暇の取得上限の緩和

32

・ワーケーション・テレワークを普及・推進するために、年５日分が

・時間単位の年次有給暇は年５日分が上限とされているため、頻繁に 上限とされている時間単位の年次有給暇を緩和されたい

新規

活用できない
在宅勤務に係る費用負担の緩和
33

・在宅勤務手当の支給に対する課税等の対象外にされたい

・在宅勤務手当は、光熱費等の実費補填の意味合いが多いが、残業割

新規

増賃金、所得税、社会保険料の対象となっており、事業者にとって負
担となっている
乗合バス事業者の運行計画・運賃等の許可申請手続の要件緩和

・利用者のニーズや需要の変化に即応できるよう、乗合バス事業者の

・事業者が乗合バスの許可を受けるに際しては、路線、停留所、運賃 運行計画・ 運賃等の柔軟な変更を可能とする許可申請手続を要件を緩
34

等を記載した事業計画を事前に運輸局へ申請しなければならない。申 和されたい
請された内容については、標準処理期間が設けられているが、いずれ
も長期間を要するため、市場や社会情勢に応じた柔軟な路線変更や価
格設定等を困難としている
老朽マンション建替え決議の要件緩和

35

・区分所有法における老朽マンションの建替え決議の成立要件を緩和

・区分所有法で建て替えは５分の４の議決が必要だが、かなり厳しい されたい
要件のため、耐用年数を超えたマンションの建て替えが進まない

2

項目／課題・問題点
空き家売買を促進するための報酬上限の緩和
36

改善提案・要望

新規要望

・空き家の売買を促進するために、法律によって定められている不動

・今後も空き家が増加することが見込まれているが、安価な住宅の販 産業者への報酬（仲介手数料は売買価格3.3～5.5％）上限を緩和され
売を担当しても、僅かな仲介手数料しか得られないため、物件として

たい

扱いにくい
ガス水道電気等を引く場合の掘削許可の緩和

・私道に関しても許諾なしに公道並みの利用を認めるか、もしくは過

新規

・共有の私道からガス水道電気等を引く場合の掘削許可には現在共有 半数の許諾でも利用を認めるよう要件を緩和されたい
37

新規

者全員の許諾が必要だが、分譲等で共有者が多い場合に全員の許諾を
得るのには多くの時間とコストがかかり、また一人でも許諾をしな
かった場合に開発ができない
再開発組合の総会の簡素化

・オンラインのみの開催、議決権行使書を電子化できるよう要件を緩

・総会について、会場を設けずオンライン上のみで開催することは、 和されたい
38

新規

法律上認められていないため、来場者がいない状態であっても会場設
営を行っており、費用負担が大きい
・議決権行使は書面に限られている
「one in two out制度」の創設

39

・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

・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 さないため、新たに１つの規制を導入する場合、２つ以上の既存の規
してはいけない

制等を廃止する制度の創設されたい

スーパーシティ構想の強力な実現支援

・従来の国家戦略特区制度よりも迅速かつ柔軟により大規模な規制特

・スーパーシティ構想は、ＡＩやＩｏＴ、ロボット等の最先端技術を 例を認め、新しい生活様式にも対応する先進的なモデルをデジタルで
40

活用して第４次産業革命を先行的に体現し、革新的な暮らしやすさを

つくり上げることを支援されたい

実現する最先端都市づくりを推進するものである。わが国において、
世界に先駆けてスーパーシティを実現し、世界にモデルを示すために

41

は、早急に取り組む必要がある
期限付き規制緩和制度の導入

・コロナ禍に限らず平時においても、規制緩和を期限付き暫定措置と

・コロナウイルス感染拡大に伴い、政府は新しい生活スタイルに即し

して全国的に行い、効果課題について検証した上で有効性が認められ

て期限付きで規制（タクシーの飲食品配送、オンライン診療、道路占 れば、規制緩和メニューの期限延長や恒久化をする手法は、さまざま
有基準の緩和等）を緩和しており、有効性が確認できた規制緩和につ な分野でも活用が可能であるため、今後も期間限定の規制改革を積極
いては、恒久化を検討する必要がある
特区での実証実験が１年を超えた規制改革メニューの全国展開

的に導入されたい
・特区での実証実験が１年を超えた規制改革メニューの速やかな全国

・国家戦略特区は、地域や分野を限定し、大胆な規制・制度の緩和や に展開されたい
42

税制面の優遇を行う制度であり、岩盤規制の突破口として位置付けら
れている。このため、同特区における規制改革メニューは、適切な評
価を行い、実験結果で著しい課題等がないことが明らかになった場合
は、速やかに全国展開する必要がある

行政手続（デジタル３原則に基づく電子化、事務手続の改善等）に関する要望
（デジタル３原則：「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、「コネクテッド・ワンストップ」）

項目／課題・問題点

43

改善提案・要望

「デジタルファースト」（※）が実現していない事象

＜政府電子調達・電子契約のデジタル化＞

（※個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結すること）

・政府の電子調達・契約は、すべての手続をデジタル対応とされたい

新規要望

（一部の省庁で対応していないケースがある）
れている
＜役員変更登記のデジタル化＞
・議事録が電磁的記録をもって作成されている場合でも、出席者全員

44

の押印（実印）が必要なため、株主総会と同様にできるよう改善され

新規

たい
＜警備業に関する各種申請・届出書類のデジタル化＞
・警備業法に基づく各種申請・届出手続き全般について押印や対面を
45

無くし、デジタル化されたい（警備業法に基づく申請や届出の際に、
提出書類である警備員指導教育責任者の履歴書や誓約書、各営業所に
保管する書類に署名と押印が必要など）
＜「中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）」「小規模企業共
済」に係る手続の負担軽減・オンライン化＞
・新規加入時、預金口座のある金融機関に事前押印を求める「金融機

46

関口座確認印」を廃止されたい
・掛金月額変更申込書、掛金前納申出書など加入後手続のオンライン
化を早期に実現されたい

3

新規

項目／課題・問題点

改善提案・要望

「ワンスオンリー」（※）が実現していない事象

＜ｅ－Ｇｏｖの改善＞

（※一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること）

・何度も会社の住所や代表者名の入力を求められるため、会社番号を

新規要望

入力することで、省略できるようにされたい

47

求められている
・電子申請システムにおいて、同一事項の入力がくり返し求め

・受付・申請内容承認時にメール通知を行うこととされたい
・申請差し戻しに際し、その理由・基準を合わせて開示されたい

られている
＜マイナンバーカードの機能拡充＞
・確定申告の登録項目（住所・氏名・電話番号・生年月日・職業・屋
号・世帯主の氏名・世帯主との関係・マイナンバー・押印等）につい
て、マイナンバーと連携することで記入を不要とされたい
・コロナワクチンの接種予約、接種状況を確認できる機能を導入され

48

新規

たい
・マイナンバーカードに運転免許証等の公的身分証に加え 建設キャリ
アアップシステム（CCUS）で利用する「建設キャリアアップカード」
情報を統合し、建設技能労働者の利便性の向上を図られたい

49

「コネクテッド・ワンストップ」（※）が実現していない事象

＜公共入札の申請手続の簡素化＞

（※複数の手続き・サービスをワンストップで実現すること）

・国や自治体ごとで異なる入札参加申請手続について、一括してオン

・国、自治体、公的機関の手続において、同一内容の事項・

ライン申請できるようにするとともに、申請時期に期限を設けず年間

データを繰り返し入力・提出することが求められている

受付できるように改善されたい
＜電子決済等代行業者の登録制度における提出内容の簡素化＞
・関係省庁（金融庁以外に、厚生省、農林省、水産庁、財務省、中小

50

新規

企業庁など）に提出する年次報告、各種変更届（役員・営業所在地

新規

等）などについて、同一の内容については各省庁で共有されたい
＜エネルギー使用に関する提出内容の簡素化＞
51

・「エネルギー使用量の届け出書類」を、国と都道府県に提出してい

新規

るため、同一の書類については共有されたい
＜道路占用手続きプラットフォーム構築＞
・自治体が管理する道路においても国道に倣ったオンライン化を進め
52

るにあたり、ワンストップ化などを進め、国・自治体・警察・保健所

新規

への申請を一括で行う共通のプラットフォームを構築し、手続きの簡
素化を図られたい
＜高圧ガス販売及び保安の実績報告提出の簡素化＞
・LPGの販売事業所として、高圧ガス保安法に基づき「販売及び保安
53

の実績報告」を監督官庁（経済産業省、関東原子力保安監督部）と各

新規

都道府県へ提出しているため、同一の書類については共有されたい
＜障害者雇用状況報告書の簡素化＞
・「障害者雇用状況報告書」を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇

54

用支援機構とハローワークに提出しているため、同一の書類について

新規

は共有されたい
＜指定給水装置工事事業者申請内容の簡素化＞
・各自治体で提出書類や審査内容が異なるため、基準を統一するとと

55

もに一括してオンライン申請できるように、手続きの簡素化を図られ

新規

たい
＜巡回健診手続きの簡素化＞
・自社が所在する都道府県以外で巡回健診をする場合、開設許可申請
56

と開設届、閉院届を毎回出す必要がある。所在都道府県内の他保健所

新規

管区における扱いと同様、巡回診療実施届のみを提出するなど手続き

57

事務手続や書類の簡素・簡便化

の簡素化を図られたい
（ア）＜労働保険・社会保険の添付書類の改善＞

（ア）電子署名した電子契約書が添付書類として認められない

雇用保険の資格取得手続き等で、雇用契約書の添付が義務付けられて

（イ）行政から提供される資料（データ）が編集できない

いるが、電子証明による電子契約書のデータを直接添付することは認

（ウ）オンライン申請に対応しているが、手続が煩雑で

められず、一度印刷してPDFにしたデータを添付する必要がある。電

利用しづらい

新規

子契約書を直接添付して提出できるように手続きを改善されたい

（エ）行政が発行する書類の受取方法が限定されている

58

（オ）行政手続等の基準やルールが統一されていない

（イ）＜公共入札参加時に配布される資料の改善＞

（カ）省庁や自治体などの審査期間が長い

・参考数量表の形式で入札内訳を作成する際は、編集可能なエクセル

（キ）行政に提出する書類が煩雑で事業者の業務を妨げている

形式等で提供して簡便化を図られたい
（一部の入札でコピー規制のデータや編集できないPDFファイルを配
布している）

4

新規

項目／課題・問題点

改善提案・要望

新規要望

（イ・ウ）＜労働者災害補償保険手続きの改善＞
・労災保険給付関係請求書等ダウンロードの書式はOCR読み込みのた
59

め、PDFファイルのみが公開されている。編集可能な書式を導入して
簡便化を図られたい

新規

・本手続はオンライン対応しているが、薬局・病院含めたオンライン
対応が必要であり、現状はオンライン対応が困難
（エ）＜登記簿謄本・印鑑証明書の受取方法の改善＞
60

・個人の住民票の写し・印鑑登録証明書と同様にコンビニのマルチコ

新規

ピー機から取得できるよう簡便化を図られたい
（オ）＜コロナ対応に関する各種施策の基準の統一化＞
61

・自治体ごとで異なる各種施策（Go To Eat、店舗のコロナ対策、協力

新規

金申請等）に関する基準を統一されたい
（オ）＜産業廃棄物のマニュフェスト書式の統一化＞
62

・書類作成を効率化するために、全国の書式を統一されたい

新規

（一部の自治体で独自の書式を要求される）
（カ）＜ 再生可能エネルギー発電事業に関わる各種申請の迅速な処理
＞
63

・発電事業者が経済産業省へ行う 再生可能エネルギー発電事業に関わ

新規

る各種申請について、回答期限を明示したうえで迅速に処理されたい
（カ）＜通信販売酒類小売業免許の審査期間の短縮＞
64

・新たに通信販売酒類小売業免許の申請する際に要する２ヶ月の審査

新規

期間を短縮されたい
（カ）＜GビズIDプライムアカウントの取得期間の短縮＞
65

・GビズIDプライムアカウントの取得にかかる期間（３~４週間）の短

新規

縮ならびに所得の簡素化を図られたい
（キ）＜障害者雇用申告書の簡素化＞
66

・障害者の月毎の実労働時間を申告書に記載するのはやめて、どの区
分に該当するのかを企業が確認するにとどめる等、申告書の簡素化を

新規

図られたい
（キ）＜公共性の高い設備の道路占用許可の緩和＞
67

・公共性の高い商店街の街路灯やアーケード等については、変更のあ
る場合や新設・撤去の場合に限って占用許可手続を行うようにされた

新規

い
（キ）＜在籍型出向制度の手続等緩和＞
68

新規
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