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◆御依頼 日 :10月 22日
◆御依頼 内容 :ア メ リカの 「2対 1ル ール」 とカナダの 「Oncお Onc Rulc」 の概要
「
特 に以下の項 目について
。ルールので きた経緯
・ 法制化 されてい るか否か
・ルール化 された ことによる現時点 での (経 済的)効 果

御依頼の件 につ きま して、以下の資料を御提供 いた します。 よろしく御査収 くださいます よ う、お
願 いいた します。

1.ア メ リカの「2対

1(

Two‐ fo「 One")ル ール 」

アメ リカでは、法律 ではな く大統領令 (Execttvc Order)13771号 で定め られてい ます。資料

1

は、大統領令 の原典 です。
資料 2は 、 トランプ政権下で Two― お One''ル ール がで きるまでの経緯 と、2017会 計年度におけ
r―

る進捗及び効果 を論 じた資料 です (pp̀243)。
資料 3は 、大統領令 13771号 につい て、実行す る行政機関への影響等 を論 じた資料 です (pp260‐ 26
3)。

資料 4は 、2019会 計年度にお いて、 150の 規制緩和措置 を行 い 35の 重要な規制 を新設 したこと、
トランプ政権下で規制 の新設 が劇的に減 った こと等をま とめたホ ワイ トハ ウス発表 の資料 です。資料

5は 、2019会 計年度単独及 び 2017会 計年度 か ら 2019会 計年度 までの累計 にお いて、規制緩和措置及
び規制新設 の数並 びに規制遵守費用 (Rcwlatory Costs)の 削減効果 を省 庁別 にま とめた連邦政府資料
です。

2.カ ナダの「One― fo「 One

Ruie」

カナ ダでは、2012年 に Red Tape Redu

on Action Plan"を 公表 し、Onc― お←Onc Rulcを は じめ とす

る 6つ の規制改革 が盛 り込 まれま した。 同ルール は、2015年 に Red Ta"Rcdu

on Act"に お いて法
制化 されています。資料 6は 、当該法律 の原典 です。Oncお rOnc Rulcを 含む規制・ 行政手続 コス ト
削減 の取組 の経緯 をまとめた資料 7に よれば、カナダは同ルール を法制化 した初 めての国であるとの
ことです。
資料 8は 、同ルール を規制 の政策評価 の観点 か ら調査 した ものですが、2012年 4月 〜2014年 6月
の期間の実績 として、2,200万 カナダ ドルの行政手続 コス ト、 19件 の規制 が削減 された との こ とです
(p■ 7)。

2012年 か ら 2018年 までの各年及び合計 の実績

行政手続 コス ト削減額 (Administrative buだcn sNcd)、

(規 制 の 削減数 (Nct rettlations eliminatcd)、

(Onc― br‑0

Ruleの 適用 が)免 除 された規制 の

数 (Rctthions cК mptcd))に つい ては、 カナダの独 立系 シンクタンクの調査 がま とめていま したの
で、御参照 くだ さい (資 料 9,P3)。 2018〜 2019会 計年度 の実績は、国家財政委員会事務局 の年次報
告によると、規制 の削減数が 9、 行政手続 コス トは 600万 ドル増、Oncお Onc Ruleの 適用 が免除 さ
r―

れた規制 の数 が 11で す (資 料 10,p■ 7.)。
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