
各ＷＧの検討項目 

 

１．ライフイノベーションＷＧ （別紙１） 

  （１）医療分野（18 件） 

   ・地域主権の医療の推進等を通じた医療資源の適正配置と有効活用 

    ・“開かれた医療”によるグローバリゼーションの促進と透明性の高い制度改革 

・イノベーションの振興に基づく国際競争力強化と質の高い医療の提供 など 

  （２）介護分野（15 件） 

   ・介護関連サービス産業全体の質を高める環境整備 

 ・事業者の創意工夫によるイノベーションを可能とする制度の柔軟化 

   ・就業を目指す人の自立に向けた継続的な支援制度の構築 など 

  （３）保育分野（５件） 

   ・多様な事業主体の参入促進 など 
  

２．グリーンイノベーションＷＧ （別紙２） 

  （１）再生可能エネルギー分野 （24 件） 

・再生可能エネルギー発電設備設置に係る開発許可要件等の見直し 

・省エネルギーに資する未利用エネルギーの有効利用、普及拡大に向けたルール 

の整備 など 

  （２）スマートコミュニティ分野 （16 件） 

・次世代自動車普及促進に向けたインフラ整備 

・スマートコミュニティの実現に向けた需要家の選択肢拡大、電力融通の円滑化 

 など 

  （３）３Ｒ分野 （24 件） 

       ・循環型社会の実現に向けた３Ｒ促進 

・廃棄物処理における効率化の促進  など 

 

３．農林・地域活性化ＷＧ （別紙３） 

  （１）農林業分野 （33 件） 

   ・農地流動化の促進 

   ・認定農業者制度等農業者を支援する制度の見直し など 

  （２）地域活性化分野 （36 件） 

   ・地域資源の掘起こしと一層の活用促進 

   ・地域の自律的発展を促す制度的枠組みの見直し など 

  （３）水産業分野 

以 上 

資料３ 



【別紙１】

番号 項目名

1 地域主権の医療への転換

2 病床規制の見直し

3 医療法人におけるガバナンスの柔軟化に向けた規制の見直し

4 医療法人の私的整理容易化に向けた規制の見直し

5 医師不足解消のための教育規制改革 （特色ある新設医学部の設立）

6 救急救命士の職域拡大

7 医療行為の無過失補償制度の導入

8 高額療養費制度の見直し

9 医療保険におけるリハビリの日数制限の見直し

10 調剤基本料の一元化

11 ＤＰＣ制度の改善

12 広告規制の緩和

13 希少疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備

14 医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡大

15 医療機器における品目ごとのQMS調査制度の見直し

16 医薬品・医療機器の審査業務にかかる法的責任の明確化

17 医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実施

18 一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和

19 施設・入所系サービスの再編

20 居宅サービス事業所における統合サービスの運営

21 地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化

22 ユニット型の介護老人保険三施設のユニット定員の緩和

23 特別養護老人ホームの医療体制の改善

24 ショートステイに係る基準の見直し

25 介護保険の指定を受けた事業所の二次利用の解禁

26
地域密着型利用の例外の適用及び認知症対応型共同生活介護グループホームへの住所地特例の
適用

27 ホテルコスト・補足給付の適正化

28 給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し

29 介護総量規制の緩和

30 「介護サービス情報の公表」制度の停止

31 訪問介護など居宅サービスにおける基本様式の統一

32
障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居宅介護事業者が行う際の人員要件の
見直し

33 社会参画のための障害者雇用率の柔軟な運用

34 社会福祉法人以外の保育所運営事業者に対する社会福祉法人会計基準の適用の廃止

35 保育所運営費の使途制限の見直し

36 安心こども基金の補助対象範囲の拡大

37 保育士試験受験要件の見直し

38 放課後児童クラブの長期休業期間中における開所時間の延長

検討項目一覧
ライフイノベーションＷＧ



 

 

ライフイノベーションＷＧ 開催状況 

 

○ライフイノベーションＷＧ 

・第５回 

 日時：平成２２年１０月２８日（木）１０：３０～１２：００ 

 場所：永田町合同庁舎１階第３共用会議室 

・第６回 

 日時：平成２２年１１月１０日（水）１５：００～１７：００ 

 場所：永田町合同庁舎７階特別会議室 

・第７回 

 日時：平成２２年１１月２４日（水）１５：３０～１７：３０ 

 場所：永田町合同庁舎 1階第 1共用会議室 

・第８回 

 日時：平成２２年１２月７日（火）１０：００～１２：００ 

 場所：永田町合同庁舎 1階第 1共用会議室 

 

○薬事・テクノロジー検討会 

・第 1回 

 日時：平成２２年１１月１７日（水）１０：００～１１：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１２月８日（水）９：００～１１：００ 

 場所：永田町合同庁舎１階第３共用会議室 

 

○介護検討会 

・第１回 

 日時：平成２２年１１月６日（土）１３：００～１５：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１１月１５日（月）１４：００～１６：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第３回 

 日時：平成２２年１２月６日（月）１３：３０～１５：３０ 

 場所：（株）ジャパンケアサービス内会議室 

 

○保育検討会 

・第１回 

 日時：平成２２年１１月４日（木）１０：００～１１：００ 

 場所：（株）日本総合研究所内会議室 

 



番号 項目名

1 民有林における開発許可の見直し①

2 民有林における開発許可の見直し②

3 国有林野における許可要件・基準の見直し①

4 国有林野における許可要件・基準の見直し②

5 保安林における許可要件・基準の見直し

6 農地における開発許可の見直し①

7 農地における開発許可の見直し②

8 農地における開発許可の見直し③

9 農用地区域内における開発許可の柔軟化

10 農地法面を利活用した太陽光発電設備設置に係る基準の見直し

11 補助金返還義務の見直し

12 市街化調整区域における風力発電機付随設備に係る設置許可の柔軟化

13 発電水利権許可手続きの合理化

14 自然公園内における小水力発電設備設置に係る審査手続きの簡素化

15 小水力に係る従属発電に関する許可手続きの見直し

16 ダム水路主任技術者の取扱いの見直し

17 太陽光発電設備の緑地への算入

18 地域冷暖房にかかるエネルギープラント附属工作物の都市公園における占用の容認

19 下水熱・河川熱等の未利用エネルギーの活用ルールの整備

20 潜熱回収型給湯器ドレン排水処理に関する行政手続きの統一化

21 温室効果ガス排出量に関する報告の一元化・統一化

22 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化①

23 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化②

24 道路への設置許可対象の範囲拡大

25 電気自動車にかかる急速充電器の設置促進

26 一需要場所の複数需給契約による需要家の再生可能エネルギー選択の柔軟化

27 リチウムイオン電池の取扱いにかかる制度整備

28 一般家庭の共同設置大規模太陽光のみなし自家消費

29
マンション高圧一括受電サービスの普及促進に向けた規制の見直し、高圧一括受電サービス普及促
進に係る電気事業法に基づく「主任技術者制度の解釈および運用（内規）」の見直し

30 家庭用電気料金メニューの拡充

31 需要家のロードカーブ情報の取扱い

32 特定電気事業制度の見直し

33 特定供給の関係性の緩和

34 特定供給の対象となるエリア概念の拡大

35 低圧託送料金制度の創設

36 ガス導管事業の用に供する導管の道路占有許可

37 行政によるガス工事・通信工事跡の受託復旧費用の抑制

38 ガス事業託送約款料金算定規則における減価償却費算定方法の緩和

39 準工業地域におけるバイオガスの製造の適用除外

検討項目一覧
グリーンイノベーションＷＧ

【別紙２】



番号 項目名

40 ガスパイプラインのインフラ整備に資する占用許可要件等の柔軟化・明確化

41 事業系一般廃棄物の３Ｒ促進

42 一般廃棄物処理業の許可取得の柔軟化

43 企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の促進

44 関連性の強い複数排出事業者の連携による３Ｒの促進

45 動脈物流を活用した食品リサイクルの促進

46 優良事業者による合理的な範囲での再委託の実施

47 積替え保管の許可基準の明確化

48 船舶・鉄道輸送による静脈物流の効率化

49 汚泥の脱水施設等における廃棄物処理法適用範囲の明確化

50 広域認定・家電リサイクル法大臣認定の簡素化

51 リサイクル品の活用促進①

52 リサイクル品の活用促進②

53 バイオマスの利活用促進

54 一般廃棄物処理業の許可の更新期間延長

55 特別管理産業廃棄物処理業の許可の産業廃棄物処理業の許可包含

56 都市計画審議会に係る手続きの合理化

57 処理委託契約書の簡素化

58 マニフェスト報告制度の適用猶予の再開

59 産業廃棄物処理業者の変更届出規制の合理化

60 欠格要件の見直し

61 廃棄物統計の見直し

62 ＰＣＢ含有基準の見直し

63 自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し

64 浄化槽の法定検査の見直し



 

 

グリーンイノベーションＷＧ 開催状況 

 

○グリーンイノベーションＷＧ 

・第５回 

 日時：平成２２年１０月２５日（月）１４：００～１６：００ 

 場所：永田町合同庁舎１階第３共用会議室 

・第６回 

 日時：平成２２年１１月１１日（木）１３：００～１５：００ 

 場所：永田町合同庁舎１階第１共用会議室 

 

○スマートコミュニティ検討会 

・第 1回 

 日時：平成２２年１０月２８日（木）８：００～１０：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１２月６日（月）１５：３０～１７：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

 

○再生可能エネルギー検討会 

・第１回 

 日時：平成２２年１０月２８日（木）１３：００～１５：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１２月２日（木）１０：３０～１２：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

 

○３Ｒ検討会 

・第１回 

 日時：平成２２年１１月４日（木）１８：００～２０：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１１月１６日（火）１０：００～１２：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第３回 

 日時：平成２２年１２月３日（金）１０：３０～１２：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第４回 

 日時：平成２２年１２月１４日（火）１６：００～１８：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

 



【別紙３】

番号 項目名

1 認定農業者制度の見直し

2 我が国酪農の競争力強化のための見直し

3 国家貿易制度の見直し

4 非加熱果汁のボトリングを可能とするための基準緩和

5
農業用施設用地の大規模野菜生産施設建設による農地転用基準の見直し
（大規模野菜生産施設の基準の明確化）

6 土地改良事業に伴う受益者負担の軽減措置及び制度の見直し

7 有害鳥獣捕獲にかかる基準の見直し

8 有害鳥獣捕獲にかかる基準の緩和

9 EU諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止の解除

10 農地基本台帳整備の促進

11
主体が制限されている事業の民間開放
（農地信託事業実施主体、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体）

12 不適正利用農地の改善

13 優良農地の確保と有効利用等の国土資源の合理的利用のための農地流動化促進

14 民間不動産業者が農地を扱う認可制度の創設

15 農地の村外（県外・国外）所有者の管理利用責任の義務化

16 市民農園開設にかかる基準の見直し

17 農協からの信用・共済事業の分離

18 准組合員の廃止

19 野菜安定化基金の対象農家の範囲拡大

20 農政事務所(旧食糧事務所)における事務権限及び職員定数の削減

21 中小企業信用保険制度に農業、林業、漁業を追加

22 国有林野事業の更なる民間委託の促進

23 保安林制度にかかる指定施業要件の変更の簡素化

24 林業経営にかかる許認可・届出等のワンストップ化

25 森林簿・森林計画図の民間利用の促進

26 林業用種苗の見直し

27 森林情報の整備に向けた測量・実地調査等の推進のための環境整備

28 森林管理・環境保全直接支払制度の補助金支払い方法の改善

29 森林集約化等の円滑な推進

30 森林・林業再生プランの円滑な推進

31 森林所有者の責務の明確化

32 森林簿整備の促進

33 京都議定書における森林吸収量1300万炭素トンの達成に向けた措置拡充

検討項目一覧
農林・地域活性化ＷＧ（農林）



番号 項目名

1 自然公園内でのイベントの実施等立ち入り規制の緩和

2 文化財保護法における現状変更等の許可に係る基準の明確化及び手続きの迅速化

3 稼働中の産業遺産の世界遺産への登録

4 自治体による「歴史文化基本構想」の文化財保護行政における位置づけの明確化

5 地域の歴史文化を核としたまちづくりの促進

6
文化財保護法が持つ本来的な意味の実現
（登録制度にかかる理念、運用の仕組みの見直し）

7 ナショナル・トラスト活動の促進支援

8 茅葺き屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和

9 河川護岸の整備や人道橋の設置における仕組みの整備等

10 スキー場閉鎖時の課題への対応

11 着地型観光に即した各種業規制の見直し①－旅行業法のあり方等の検討－

12 着地型観光に即した各種業規制の見直し②－旅行業法 第３種旅行業者の適用除外等－

13 着地型観光に即した各種業規制の見直し③－道路運送法 自家用有償運送の特例－

14 旅館業法の所管のあり方

15 酒類の卸売業免許の要件緩和

16 酒類の製造業免許の要件緩和

17 道路使用許可等の弾力的運用及び申請手続の簡素化

18 アーケードに添架する装飾等の運用の緩和

19 商店街振興組合の設立要件の見直し①－産業分類要件の緩和－

20 商店街振興組合の設立要件の見直し②－事業者数要件の緩和－

21 中心市街地活性化「基本計画」における計画期間の緩和

22 大規模集客施設の郊外立地抑制について

23 観光目的の船舶（20t以上）の検査および設備の設置要件の緩和

24 旅客船事業における航路申請に係る届出範囲の拡大

25 中小企業の資金調達の多様化に資する方策の検討－私募債制度の整備・拡充－

26 中小企業の事業承継に係る方策の検討

27 大気汚染及び水質汚濁の原因となりうる特定工場の立地段階に必要となる手続きの迅速化

28 工場の建て替え時に必要となる緑地面積率規定のあり方

29 地域のコンビナートにおいて協業を進める上で障害となる規制の見直し

30 産業振興に係る事業者への出資金支援について

31 ＰＰＰ/ＰＦＩ制度の積極的な活用

32 訪日査証の要件緩和・見直し

33 輸出物品販売場制度における免税販売手続等の見直し

34 国際線の入国時の税関検査の簡素化

35 民間事業者によるカジノ運営の解禁

36 観光振興に寄与する人材育成のための制度づくり

検討項目一覧
農林・地域活性化ＷＧ（地域活性化）



 

 

農林・地域活性化ＷＧ 開催状況 

 

○農林・地域活性化ＷＧ 

・第５回 

 日時：平成２２年１０月２７日（水）１６：３０～１８：３０ 

 場所：永田町合同庁舎１階第３共用会議室 

・第６回 

 日時：平成２２年１１月１６日（火）９：３０～１１：３０ 

 場所：永田町合同庁舎１階第１共用会議室 

 

○農林業検討会 

・第 1回 

 日時：平成２２年１１月２日（火）１５：００～１７：００ 

 場所：永田町合同庁舎１階第３共用会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１１月３０日（火）１３：００～１５：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

・第３回 

 日時：平成２２年１２月３日（金）１５：００～１７：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

・第４回 

 日時：平成２２年１２月９日（木）１４：００～１６：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

・第５回 

 日時：平成２２年１２月１４日（火）１５：３０～１７：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第６回 

 日時：平成２２年１２月１６日（木）９：００～１０：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

 

○地域活性化検討会 

・第１回 

 日時：平成２２年１１月２日（火）１６：００～１８：００ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ｂ会議室 

・第２回 

 日時：平成２２年１２月１４日（火）１２：３０～１４：３０ 

 場所：永田町合同庁舎２階Ａ会議室 

 


