資料２

重点フォローアップ項目候補
【分科会本体で対応するもの】
No.
事項名
1 保険外併用療養の範囲拡大

所管省庁
厚生労働省

閣議決定等
・規制・制度改革に係る対処方針２．①（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉閣議決定における例示事項に係る取組の詳細に加え、更なる範囲拡大に向けた取組について確認したい。
2

再生医療の推進

厚生労働省

・規制・制度改革に係る対処方針２．②（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉新成長戦略等における当該分野の重要性を踏まえ、これまでの取組の詳細及び今後の方向性について確認したい。
3

ドラッグラグ、デバイスラグの更なる解消

厚生労働省

・規制・制度改革に係る対処方針２．③（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉
「薬事戦略相談」のみならず、それ以外の取組についても、確認したい。
4

ＩＣＴの利活用促進（遠隔医療、特定健診保健指導） 厚生労働省

・規制・制度改革に係る対処方針２．⑥（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉現状の考え方の明確化にとどまらず、ＩＣＴを活用した効率化・ネットワーク強化に向けた今後の取組について確認したい。
5

医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲 厚生労働省
の拡大

・規制・制度改革に係る方針２．⑤（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉審査手続の透明性・迅速性向上を求めるニーズに対して、その具体的項目のひとつとして取組状況を確認したい。
6

医療機器における品目ごとのＱＭＳ調査制度の見直し 厚生労働省

・規制・制度改革に係る方針２．⑥（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉審査手続の透明性・迅速性向上を求めるニーズに対して、その具体的項目のひとつとして取組状況を確認したい。
7

医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評 厚生労働省
価の実施

・規制・制度改革に係る方針２．⑦（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉診療報酬改定のタイミングを前に、現状の議論の状況等について確認したい。
8

一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し

厚生労働省

・規制・制度改革に係る追加方針２．④（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉国民の関心も高く、改革事項も多いため、取組の状況について確認したい。
9

訪問看護ステーションの開業要件の見直し

厚生労働省

・規制・制度改革に係る追加方針２．⑫（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉東日本大震災の被災地における特例措置の実施状況、それを踏まえた検討内容を確認したい。
10

医薬品及び医療機器の審査手続の見直し

厚生労働省

・規制・制度改革に係る追加方針２．⑬（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉審査手続の透明性・迅速性向上を求めるニーズが依然として存在し、今後の取組の方向性について確認したい。
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No.
事項名
11 農協に対する金融庁検査・公認会計士監査の実施

所管省庁
金融庁
農林水産省

閣議決定等
・規制・制度改革に係る対処方針３．⑥（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉
「農協に対する監査の独立性、客観性、中立性の強化」まで踏み込んだ措置になっているか、確認したい。
12

農業生産法人の要件（資本、事業、役員）の更なる緩 農林水産省
和

・規制・制度改革に係る対処方針３．①（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉改正農地法施行後の参入状況やそれを踏まえた検討内容を確認したい。
13

農業委員会の在り方の見直し（客観性・中立性の向上） 農林水産省

・規制・制度改革に係る対処方針３．③（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉
「優良農地の保全と有効利用の観点」に立った見直しが行われているか、確認したい。
14

新規農協設立の弾力化（地区重複農協設立等に係る「農 農林水産省
協中央会協議」条項）

・規制・制度改革に係る対処方針３．⑧（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉閣議決定に「地区重複農協設立等にかかる中央会協議条項を廃止の方向で見直す」とあり、速やかな法改正が必要ではないか。
15

資源管理制度の見直し

農林水産省

・規制・制度改革に係る追加方針３．⑱（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉TAC や IQ 方式等を活用した資源管理制度の見直しが図られているか、確認したい。
16

養殖管理の適正化

農林水産省

・規制・制度改革に係る追加方針３．⑳（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉適正養殖可能数量の設定等について養殖業の持続的発展に資するものか、今後の状況を含めて確認したい。
17

木造耐火構造に関する性能評価試験（大臣認定申請用） 国土交通省
の試験方法の一部見直し

・規制・制度改革に係る対処方針１．⑭（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉閣議決定の方向性と異なり、試験方法の見直しを行わないとのことなので、検討内容を確認したい。
18

地下鉄等軌道上の市街地再開発事業の推進

国土交通省

・新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策 別表２の２
（H22.9.10 閣議決定）

〈選定の視点〉既に１年以上検討を続けており、検討内容を確認したい。
19

特例容積率適用地区の拡大

国土交通省

・規制・制度改革に係る方針４－５．⑥（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉積極的な活用に向けたものになっているか、検討内容を確認する必要がある。
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【分科会本体で対応するもの（積極的な取組と推察されるもの）
】
No.
事項名
所管省庁
1 ＰＰＰ/ＰＦＩ制度の積極的な活用
内閣府

閣議決定等
・規制・制度改革に係る方針３．⑱（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉措置として法改正まで行っており、積極的に取り組んでいると推察できる。
2

リチウムイオン電池の取扱規制の見直し

総務省

・規制・制度改革に係る追加方針１．⑭（H23.7.22 閣議決定）

〈選定の視点〉同省の検討会において、産業界・消防当局双方にとって納得感あるリチウムイオン電池の取扱規制見直しを結論付けた。
3

医行為の範囲の明確化（介護職による痰の吸引、胃ろ 厚生労働省
う処置の解禁等）

・規制・制度改革に係る対処方針２．⑫（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉法改正により早期に措置されており、積極的に取り組んでいると推察できる。
4

農地の賃借の許可の迅速化

農林水産省

・規制・制度改革に係る対処方針３．④（H22.6.18 閣議決定）

〈選定の視点〉追加指導を実施した上で、標準処理日数等の短縮が図られているなど、積極的に取り組んでいると推察できる。
5

国際航空貨物チャーター輸送におけるフォワーダー・ 国土交通省
チャーター便の運航容易化

・円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策 別表１の８（H22.10.8
閣議決定）

〈選定の視点〉利用運送事業者による国際航空貨物チャーター運航の要件を緩和するなど、積極的に取り組んでいると推察できる。
6

マンション投資への悪質な勧誘に対する規制強化

国土交通省
消費者庁

・規制・制度改革に係る方針５．①（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉関係省庁が協力し措置し、周知に加え、効果なども測定し、積極的に取り組んでいると推察できる。
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【第１ＷＧで対応するもの】
No.
事項名
1 航空機に搭載された無線装置の定期検査の簡素化

所管省庁
総務省

閣議決定等
・規制・制度改革に係る方針４－４．⑳（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉事業者団体への実態調査の結果、これを踏まえた検討状況について確認したい。
2

酒類の卸売業免許の要件緩和

財務省

・規制・制度改革に係る方針３．⑥（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉年間販売基準数量の弾力化、販売免許申請手続書類の簡素化等の具体的内容について確認したい。
3

食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化

内閣府
厚生労働省

・規制・制度改革に係る方針４－６．①（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉指定手続の簡素化・迅速化は事業者の利便性に資するため、関係府省間の調整・検討状況等について確認したい。
4

45 フィートコンテナ運送に係る環境整備

国土交通省

・規制・制度改革に係る方針４－２．⑤（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉特区における走行開始を踏まえた安全面等の検証状況について確認したい。
5

国際コンテナの国内利用の促進

国土交通省

・規制・制度改革に係る方針４－２．⑥（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉大型車両の通行実態や道路構造への影響等のここまでの調査内容、これを踏まえた検討状況について確認したい。
6

老朽再開発ビルの再々開発事業に向けた環境整備

国土交通省

・規制・制度改革に係る方針４－５．⑤（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉アンケート調査を実施中とのことだが、地区の実態が分かるような内容になっているかその内容について確認したい。
7

自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ごとの 国土交通省
面積制限の緩和

・規制・制度改革に係る方針４－５．⑧（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉調査や勉強会などを行っているとのことだが、閣議決定に沿ったものであるかその内容について確認したい。
8

建築物の仮使用承認手続及び完了検査制度の見直し

国土交通省

・規制・制度改革に係る方針４－５．⑨（H23.4.8 閣議決定）

〈選定の視点〉安全・防火・避難面を考慮した取組であるか検討内容を確認したい。
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【既に第２ＷＧで対応中のもの】
No.
事項名
1 保安林における許可要件・基準の見直し
2 農地における開発に係る取扱いの周知①
3 農地における開発に係る取扱いの周知②
4 農用地区域内における開発に係る取扱いの周知
5 国有林野における許可要件・基準の見直し①
6 国有林野における許可要件・基準の見直し②
7
8
9

10

11

12

13

所管省庁
農林水産省
農林水産省
農林水産省
農林水産省
農林水産省
財務省
農林水産省
小水力に係る従属発電に関する許可手続の見直し
国土交通省
発電水利権許可手続の合理化
国土交通省
再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し 国土交通省
（風力発電の導入促進に係る建築基準法の基準の見直
し）
再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し 環境省
（自然公園・温泉地域等における風力・地熱発電の設
置許可の早期化・柔軟化等）
○地熱発電 （自然公園法関係）
再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し 環境省
（自然公園・温泉地域等における風力・地熱発電の設
置許可の早期化・柔軟化等）
○地熱発電 （温泉法関係）
再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し 環境省
（自然公園・温泉地域等における風力・地熱発電の設
置許可の早期化・柔軟化等）
○風力発電
木質バイオマスを火力発電所等でボイラー燃料として 環境省
利用する場合の規制の在り方の検討
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閣議決定等
・規制・制度改革に係る追加方針１．④（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．⑤（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．⑥（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．⑦（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．②（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．③（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る方針１．②（H23.4.8 閣議決定）
・規制・制度改革に係る追加方針１．⑩（H23.7.22 閣議決定）
・規制・制度改革に係る対処方針１．③（H22.6.18 閣議決定）

・規制・制度改革に係る対処方針１．⑤a（H22.6.18 閣議決定）

・新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策 別表１の４
（H22.9.10 閣議決定）

・規制・制度改革に係る対処方針１．⑤b（H22.6.18 閣議決定）

・新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策 別表２の 14
（H22.9.10 閣議決定）

