
令和4年9月28日

一般社団法人日本医療法人協会御中

内閣府規制改革推進室

「規制改革 ・行政改革ホットライン（縦割り 110番）」の御案内
～ 常時提案を受け付けております ～

時下、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。

内閣府規制改革推進室では、役所の縦割り、前例主義の是正を始めとする規制改革・行政

改革の推進に当たり、広く国民や企業および団体等の声をお伺いして改革に結び付けるた

め、令和2年9月25日に「規制改革 ・行政改革ホットライン（縦割り 110番）」を開設し、

常時、皆様からのご提案を受け付けております。

日常生活や仕事において不便を感じている、あるいは改善を図るべきと思える国の制度

がございましたら、ぜひ具体的な改革提案をお寄せ下さい。

提案の提出方法につきましては、内閣府のホームページの「受付フォーム」から御提出い

ただくほか、電子媒体(CD-R等）を郵送、下記記載のアドレスヘのメールによる御提出も

可能です（添付「『規制改革 ・行政改革ホッ トライン』提出方法」を御参照願います。）。

<内閣府ホームページURL}>

https://¥V1vw8. cao. go. jp/kisei-kaikaku/index. html 

【受付期間】 常時

【添付資料】 ・『規制改革 ・行政改革ホットライン』提出方法

.＜記載例〉規制改革 ・行政改革に関する提案 (HP)

．＜様式〉規制改革 ・行政改革に関する提案

※電子データが必要な場合はご連絡願います。

＜問い合わせ先 ：規制改革ホットライン担当＞

電話 ：03-5253-2111（内線32423又は32425)
メール： Ki se i gyousei hot l ine. z8a@cao. go. j p 
月曜日～金曜日 9時 30分～18時 15分
※電話による提案の受付は行っておりません。



『規制改革・行政改革ホットライン』提出方法

1.ホームページの「受付フォーム」から御提出いただく場合

以下の「受付フォーム」から提出して下さい。

なお、記載にあたっては、記戟例を参照して下さい。

【提案書】受付フォーム

httos://form. cao. go. jp/kokumin koe/ooinion-0016. html 

【記載例】別添「く記載例〉規制改革に関する提案 (HP)」を参照

2. 電子媒体 (CD-R等）を郵送で御提出いただく場合

所定の様式に記載したものを提出して下さい（返却はいたしません。）。御

案内に記載されているアドレスヘのメールによる提出も可能です。

様式（データ）が必要な場合は、お問い合わせください。

送付される際は、封筒に「規制改革ホットライン提案在中」と明記して

下さい。

＜送付先＞

〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1中央合同庁舎第 8号館

内閣府規制改革推進室宛

3.上記2つの方法によって御提出していただくことが困難な場合

規制改革推進室ホットライン班へご相談下さい；

＜規制改革・行政改革ホットライン担当＞

電話： 03-5253-2111

（内線32 4 2 3又は32425)

月曜日～金曜日 9時 30分～ 18時 15分



|[ ＜記載例＞規制改革・行政改革に関する提案(HP) | 
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内閣内ホー＾ ＞ 内閣府共通〇費等登錢システム

l”'改革・行政改革に関する編章

1回知～メッセージ

内閣府共通 憲見等登録システム
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戯 J改革晨盪室 ・行政改酬追祖瀑麟

内脚規制改革潅進茎及び内1111官房行政改軍措進本部•務局では、規制改革 ・ 行政改革について｀ 広く国民の声をお伺いし、 規制 ・ 忠Iiiの見直しや行政
組 ・運営の改鶴（ゴ訳附けるため、餞人、企業、団体等の皆さんからの捷案を受け付けるほ勘改革・行政改革ホットライン臼淳jり110番） Jをは選

しております．

規 l改革や行敢改革に関する提案をお寄せください．

卸距は以下の受付フォームより、いつでも受け付けております．

汲必）と付した曝については、必ず心9記入0).t、内吝侑認ポタンをクリックしてください（記ん酎研ある己差信されません．）．

違案に当たっては、貨石欝り (mfR'ボ．1：195KBlーを雀9惰認ください．

（注）聞さ閏遠いや理触不足による●実誤認を防ぐため、電話での受け付けは行っておりません．

提出いただいた街促案は、所管省庁で検討し、所置省庁の回苔をHPで公関します．

曲 j改軍及び行低改冨に関する匂窯兄等については、いただいた提案のうち早朗に改軍を更現すべさ鰈紐については、謁係府省庁に対して早期に改革を

促していさます．

また、規制改革及び臨改峯以外の69g兄等については、関係釦手が判明している場合は各釦手に、利明していない国の仕●に関する御祖験は総務省が

行う行政相誌へ送付します．

なお、個人の渭利をfl害するご憲兄や祝団中偽、政治関連のもの、内苔がぽ陳又は抽象的で検討が困難な虔案等は検討対學としない場合がありますの

で、予めお含みおさください．

規 l改革 ・行政改革以外の国の行政に閲する吾憶窯見・顎望は r行政相1111」を句利用ください．

霞 ィン勺ーネット『木否行怜相籍予イ寸償精台lRIウィンドウてilll宍完す

今でにいたたし、た釦忠尾に刃する所警台庁からの回郡よ、以下を復9覧ください．

闘 PIi齊W庁れ‘らの同贅囀

［必妻事項を品入譲［内匹四暉い進む］ポタンをクリックしてください。

● 文字化けを防ぐたの．半角カタカナ．丸数字、特殊文字は便用しないでください．

使用された場合．一部特殊文字は短且りに従い．自動的に選さ棗えて受信を行います．

あらかじめ鉗了承ください． （紐細は「肩つ怜？嗜糾について コ」を旬覧ください．）＿ ＿ 
2.確認

OQLf!事項名 （タイトル）

(50字以内におまとめくたさい• )

1111 

3.完了

残り文字~so

（御記入に当たっての注意事項）

複数の提案を行う場合は、 お手数ですが、 1つの提案ごとに御記入の上、複数
回に分けて御提出下さい。

〇提案内容を端的に示す事項名（タイトル）を記入して下さい(50字以内）。



〇旦案の具体旬内窓

(300字以内。てるるたけ只体的

に●兄入く11;さい• )． 
〇区迄履由

(700字以内．てきるたけR体的

に響2入ください• iiJ砒なIRり・
R案99冥J見した蛉(JU＊される

加的又はは全1(JIょ州繁について

も． n体的に記“してください•
（潤灯やの、コストの鳩

臼、 11fほ司芍mG鯖悶の渇漏な

と.))

一
〇当匹匹拠となっているも

の
（不鯛の心合は f不鴫Jを這訳し 〇溶偉や政令 〇省令 〇左紀以外の卸属 〇不明

てくビさい◆）

一。J:記坦体鮪な攘圏法令巧

（お分かりてあれば）

0匹官

（綱人又は全1i，団体）

一〇全は名・団体を●記入くたさ

ぃ．
（鼠人の出合は r11人Jと●ヱ入

くたさい• )- l_ 

〇会U名 ・団体名の公名の可否

（編人の出合は 「鋼人 (9'公
!ill)」をlll訳してくたさい，）

一OQ$1ff氏名 （其公右l

（会1i・ 団体の氾合は rl幽百

名Jを●口入<rcさい。）
令ag

〇公は書 （非公衣）

＊任g

0：：：子メールアドレス（非公ま）
;;{f且

l l桟りク字年1印---

，桟り又字は60

0公表 〇非公哀 0傾人（非公表）

L - -］残り文字霰60

残り文字岱

残り文字徴60

0提案内容を、できるだけ具体的に記入して下さい(300字以内）。

・現状の規制・制度の問題点、改善の必要性・根拠をできるだけ具体的に記入して下さい（必ずしも法令上
の問題でなくとも、規制的な運用に問題がある場合も含みます。）。

必！残り文字moo

,
 

0提案理由をできるだけ具体的に、また、可能な限り、提案が実現した場合に想定される経済的又は社会的な効
果（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等）についても記載してください(700字以内）。

・提案が法令上の問題である場合には、根拠となる法令等による規制の撤廃を求める提案であるのか、
数量等の規制の緩和を求める提案であるのか（数量等については、どこまで緩和する必要があるのか）を

記入いただくと、提案の内容がより具体的になります。

・単に規制・制度を廃止するというだけではなく、どのような規制・制度に変えればよいのか等を記述すると

より効果的です。

~1残り文字嘗7OO

規制等の根拠となっているものを選択して下さい。不明の場合は「不明」を選択して下さい。

規制等の根拠、又は改正すぺきであると考える法令等の名称及び該当条項等を記入して下さい。

Otll人 〇会社 ・団体

I l 

＝ 提案者の別を選択して下さい。

I 
I 

’’ 団体・法人による提案の場合には、団体名・法人名を記入して下さい。
個人での提案の場合は、「個人」と記入して下さい。

提案主体名の「公表」「非公表」の別を選択して下さい。提案内容は公表が前提です。
※個人からの提案は、「提案主体名」欄に「個人」と記載されるのみで、氏名は公表されません。

複数の主体による共同提案である場合は、主な連絡担当となる方を記入して下さい。
提案内容の詳細について当室から連絡・確認させていただくことがありますので、御協力をお願いします。



く様式＞規制改革に関する提案

提案事項名（タイトル） 提(300案字の具体的内容 提案理由
具体的な 提案主体名 会社名・ 提 案 者 ※専公関情輪

(50字以内、必須） 以内、必須） (700字以内、必須）
規制の 根拠法令等 （会社名・ 団体名の 連絡先
根拠 （おわかりで 団体名） 公開の可否 提（担冨当書看氏名名） 

あれば） （必須） （必須） 電（は必書須号） •-m•if1fl、ス

（必須） （必須）

I 記●鴫の●●事項 I 
〇援案内喜を、できるだけ具体的に記入して下さい(300字以

経事〇済提）に的案つ珊又い由はて社をもで会記き的戴るなしだて効けく果具だ（体的にや、投ま資たの、可促遣熊なこ隕】スりト`の提削案薫が、賽許親認し可た事湯取合得に期想間定のさ罐れ編る 規鯛事の檀拠と 団体・法人による
擾軍主体名の

0撮案内響を嶋的に示 内）。 た・さ清い費(700字以内）． なっているもの 綱鯛事の檀鼻 提稟の場合に 「公襄J「非公
複数の主体による共同提案であ

す入事して項名（タイトル）を記
を、ブルダウンメ 又は改正すべき は、団体名・滋人 ダ覆ウ」のン胴メニをブュール る場合は、主な遭絡担当となる方

下さい（”字以
規け覆具鯛状体的の的な規運に鯖記用・入に鯛問し匿て●の下が問さあ●いる点（場必、合改ずも●し含もの法み必令ま憂上す性の。・）檀問．拠羅をででなきくるだ

稟で..  ●債●●で事9ー2あ和讀がる.す追劃のるす令・か必る鯛上と．璽鷹戴よのがをり量闊あ朧鵡•●る止●Cでのす的あ耀かるでる●）とすを蝙mい記．●．う入たに和．い'は'"をた．●だ橿'ょめく纏心るとくと縄、な襲ど寡る軍ので滋のよあ令内うる●な書の蠣にがかよ鯛よ9る戴・り鯛瓜量具宣•●体9』こに的慶... つにえいなれ.てりば.まはよすめ．いど．るのこ蝿まか

ニューより選択し であると零える法 名を記入して下さ を記入して下さい。

内）． とも、
て下さい。 令事の名称及び ぃ． から選択して 提案内容の詳細について、当室

不「2明の場合1l択はし、 該当彙項専を記 ●人での.「檀II案の 下撮さ案い内。響は公 から遍絡・確認させていただくこと
不明』を選 入して下さい。 場合は、儡人』と がありますので、御協力をお願い

て下さい。 記入して下さい。
表が蔚11で します．
す．

r 




