市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

番号

ａ②
(現
国民年金法第96
在、実
条、健康保険法
施して
第180条及び厚
社会保険庁において、国民年
いる市
生年金保険法第
金、政府管掌健康保険及び厚生 場化テ
86条
−
年金保険の保険料の徴収業務 ストの
なお、サービサー
を行っている。
モデル
法については、
事業を
当省の所管では
引き続
ない。
き実
施）

国民年金法第96
条、健康保険法
第180条及び厚
社会保険庁において、政府管掌
生年金保険法第
健康保険、厚生年金保険及び国
86条
民年金の保険料の徴収業務を
なお、サービサー
行っている。
法については、
当省の所管では
ない。

ａ②
(現
在、実
施して
いる市
場化テ
−
ストの
モデル
事業を
引き続
き実
施）

職業能力開発促
進法第１５条の２
第１項第３号、第
９６条、雇用保険
「私のしごと館」は、独立行政法
法第６３条第１項
人雇用・能力開発機構が設置及 ｃ
第１号及び第３項
び管理運営を行っている。
並びに独立行政
法人雇用・能力
開発機構法第１
１条第１項第１号

-

・ 社会保険庁においては、業務効率化の観点から外部委
託の拡大を図ることとしており、その一環として、国民年金保
険料の収納業務のうち、納付督励業務及び保険料の納付受
託業務等について、包括的に市場化テストのモデル事業とし
て実施しているところであり、引き続き、その実施を進めてい
くこととしている。
・ なお、内閣官房長官の下に置かれた社会保険庁の組織
の在り方に関する有識者会議の「社会保険庁改革の在り方
について（最終とりまとめ）」（平成17年5月31日）において、
①公的年金については、年金事業に特化した組織とした上
で徴収をはじめとする業務全般について、政府が直接に関
与し、明確かつ十全に運営責任を果たす体制を確立するこ
とが必要、②政管健保については、国とは切り離された全国
単位の公法人を設立することとするが、徴収の事務につい
ては、事務の効率性、事業所の負担軽減及び強制性を帯び
た公権力を行使するという事務の性格から、公的年金の運
営主体において併せて実施することが適切、とされており、
強制徴収まで民間に委託することは適当でないと考えてい
る。

−

ｚB130001

厚生労働省 サービサー法改正によるサービサーの
社保庁の徴収業務受託
法務省

5069

5069B004

1 個人

4

※注： すでに社保庁の回収業務の市場
サービサー法改正によるサービサーの 化テスト試行に関連して、落札サービ
サーの業務の円滑実施の観点から、検討
社保庁の徴収業務受託
がなされているところ。

・ サービサー法の改正については、当省として回答できる
立場にない。

・ 社会保険庁においては、業務効率化の観点から外部委
託の拡大を図ることとしており、その一環として、国民年金保
険料の収納業務のうち、納付督励業務及び保険料の納付受
託業務等について、包括的に市場化テストのモデル事業とし
て実施しているところであり、引き続き、その実施を進めてい
くこととしている。
・ なお、内閣官房長官の下に置かれた社会保険庁の組織
の在り方に関する有識者会議の「社会保険庁改革の在り方
について（最終とりまとめ）」（平成17年5月31日）において、
①公的年金については、年金事業に特化した組織とした上
で徴収をはじめとする業務全般について、政府が直接に関
与し、明確かつ十全に運営責任を果たす体制を確立するこ
とが必要、②政管健保については、国とは切り離された全国
単位の公法人を設立することとするが、徴収の事務につい
ては、事務の効率性、事業所の負担軽減及び強制性を帯び
た公権力を行使するという事務の性格から、公的年金の運
営主体において併せて実施することが適切、とされており、
強制徴収まで民間に委託することは適当でないと考えてい
る。
・ サービサー法の改正については、当省として回答できる
立場にない。

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

・ 基本的に、開示できる情報で
ある。
・ なお、国民年金保険料収納
事業に係る市場化テストモデル
事業の実施に当たっては、実施
方針において、対象事務におけ
法務省、厚生 社会保険（国民年金・厚生年金・政管健
ｚB130001
保）の徴収業務の民間委託
る現行の納付督励方法、体制や
労働省
未納者の属性等について開示し
ているところであり、さらに、落札
者に対しては、納付督励業務の
実施に必要な未納者情報を提
供することとしている。

雇用・能力開発機構（私の仕事館）の業

ｚB130002 厚生労働省 務改善と市場化テスト

5129

5129B001

1 民間企業

1

社会保険（国民年金・厚生年金・政管健 債権管理回収業に関する特別措置法
督促、回収業務を業とするサービサーに委託
保）の徴収業務の民間委託
（サービサー法）の特定金銭債権の扱い することによる,費用対効果改善

5070

5070B005

1 個人

5

・業務改善により、無駄な業務の削減が
・現状の運営では、稼働率が低く高コスト体 行われそれによる管理コストの削減が期
待される
雇用・能力開発機構（私の仕事館）の業 雇用・能力開発機構が運営する私の仕事 質になっている。
・しごと館の管理。運営業務は民間において
務改善と市場化テスト
館の業務を改善し市場化テストにかける も類似業務が存在する内容であり、民間委託 ・さらに、議場かテストを行うことによ
りさらなる人件費の削減や利用者の増加
も可能である。
やしごと館の意義拡大が期待される
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社会保険料、未納延滞管
理コストとその成果の開
示
①未納延滞管理コストと
その成果率
②未
納延滞の現行管理システ
ムと延滞管理要員及びそ
の管理体制
【その他要望】
①効果的かつ低コストに
よる未納金回収のための
属性情報及び、未納情報
の開示レベルとその内容
②未納情報の開示範囲

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

職業能力開発促
進法第１５条の２
第１項第３号、第
９６条、雇用保険
「私のしごと館」は、独立行政法
法第６３条第１項
人雇用・能力開発機構が設置及 ｃ
第１号及び第３項
び管理運営を行っている。
並びに独立行政

-

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

Ⅰ

クレジットカードによる納付に
ついては、納めやすい環境づくり
を進める観点と利用者のニーズ
に対応していくため、法的整理
−
の必要性や当該事業にかかるコ
スト等の問題を含め、関係省庁
と協議の上、検討を進めていくこ
ととしている。

ｚB130003 厚生労働省 国民年金の支払（納付）代行業務

Ⅰ
Ⅰ
Ⅳ

国民年金保険料のクレジットカードによる納付については、
納めやすい環境づくりを進める観点と利用者のニーズに対
応していくため、法的整理の必要性や当該事業にかかるコ
スト等の問題を含め、関係省庁と協議の上、検討を進めてい
くこととしている。
クレジットカード決済を行えるようにするためには、介護保険
法において、地方税法第２０条の６に相当する、本来納付の
義務を負う被保険者以外の第三者からの納付を認める規定
を創設することが必要となる。介護保険料については、今回
の制度改正において収納の私人委託を可能とする規定を設
けたところであるが、収納方法の多様化の観点から、次期法
改正時にその実現に向けた検討をしてまいりたい。
国民健康保険料の収納に関しては、被保険者の数、国民健
康保険の財政その他国民健康保険の運営の状況を勘案し
て厚生労働大臣が指定する市町村において、収入の確保及
び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、
政令の定めるところにより、私人に委託することができること
となっているが、現在のところ、クレジット決済による立替払
いについては想定していない。
クレジット決済による立替払いについては、その必要性、有
益性等を十分に検討する必要があることから研究会を立ち
上げたところであり、検討を行ってまいりたい。

ｚB130003 厚生労働省 護保険料のカード決済

法人雇用・能力
開発機構法第１
１条第１項第１号

国民年金保険料は国庫金であ
り、日本銀行又は日本銀行歳入
代理店で現金により納付するこ
国民年金法第９ ととされている。
２条から
また、上記以外での納付を可能
ｂ①
第９２条の３まで とするために納付受託制度を設
及び
けコンビニエンスストア等による
第９５条
納付も可能となっており、さらに
インターネットバンキング等を利
用した電子納付も可能となって
いる。

国民年金法第９
２条から
第９２条の３まで
及び
第９５条
介護保険法第１
２９条、第１３５
条、第１３２条、
第１３５条、１４４
条の２（１７年１０
月施行）
国民健康保険法
第８０条の２
国民健康保険法
第８０条の２の規
定に基づく厚生
労働大臣の指定
する市町村の指
定について

国民年金保険料は国庫金であり、日本銀行
又は日本銀行歳入代理店で現金により納付
することとされている。
また、上記以外での納付を可能とするために
納付受託制度を設けコンビニエンスストア等
による納付も可能となっており、さらにイン
ターネットバンキング等を利用した電子納付
も可能となっている。
介護保険の第１号被保険者の約８５パーセ
ント（平成１４年４月時点）が特別徴収（年金
からの天引き）により保険料を納付しており、
その他の方の保険料は普通徴収により徴収
している。平成１７年１０月からはコンビニエ
ンスストア等に収納の委託を行うことが可能
となる。
被保険者の便益に資するため、厚生労働大
臣の指定を受けた市町村における保険料収
納事務については、コンビニエンスストア等
に委託することができることとしている。

ｂ①
ｂ①
ｂ①

ｚB130002 厚生労働省 「私のしごと館」運営事業

−

国民年金保険料、国民医療保険料、介

5130

5130B018

1 民間企業

18

「私のしごと館」運営事業

本施設は主として若年者が自主的に職業生活
を設計し、それに基づく訓練等を受けられる
よう支援・援助を行い、網羅的かつ体系的な
職業意識啓発を行うことをめざして設置され
た体験型施設だが、支援的な業務の比重は低
現在、独立行政法人雇用能力開発機構が く、また職業体験についても現行の内容では
実施している「私のしごと館」の運営を その場限りのものとなりやすく、継続した取 民間のノウハウを活かした業務内容改善
民間に開放し、効率化と業務内容の見直 り組みが重要な若年者の職業意識啓発につ と充実したキャリア教育の実施
き、網羅的かつ体系的な運営に基づいて本来
しを図る
期待される効果をあげているとはいえない。
経費の面でも効率的な運営がなされていると
はいえず、市場化テスト事業とすることで、
運営の効率化と業務内容の見直しを図ること
が望ましい。

国民年金の未納者対策は急務となっている。
未納の原因は年金制度への不安感、支払手続
きの煩雑さ・億劫さなどが上げられている。
特に学生など若年者に対してホームページ上
での情報提供とオンライン支払いができれば
効果は大きい。支払者にとっては支払い方法
国民年金のクレジットカード決済での支 を選択できることで利便性が向上する。クレ
ジットカードでは口座振替同様に継続支払等
払の許可
が選択できるため、支払者の負担を軽減させ
収納の確実性が増す。書類保管ではなくデー
タ処理することにより管理が容易になり、徴
収員による集金の手間も軽減できる。サービ
ス導入によりカード手数料負担を上回る納付
増が期待できる。

5078

5078B012

1 株式会社ゼロ

12

国民年金の支払（納付）代行業務

5103

5103B008

1 株式会社オーエムシーカード

8

国民年金保険料、国民医療保険料、介護
国民年金保険料、国民医療保険料、介
保険料の徴収においてカード決済を活用
護保険料のカード決済
する。
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社会保険庁所管の各種保険料のカード決済を
導入することにより、徴収業務の効率化と徴
収率の向上が図れるとともに、納付者の利便
性も向上する。

厚生労働省の電子申請届出システムなど
のホームページ上で自宅のパソコンから
クレジット支払情報を入力することによ
り、２４時間支払を受け付ける。毎月自
動継続支払なども申請時に受け付ける。
年金番号による個人の特定、暗号化通信
によるセキュリティを確保してデータを
管理する。回収業務も軽減され、カード
会社からの入金を確認するのみ。オンラ
イン上の決済のため受付窓口における
カード読み取り機の設置も不要である。

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

その他・要望

現在当社として、再就職支援業、シニア
派遣業等を行っているが、その中で多く
の高年齢者に対する雇用を取り扱ってお
り、シルバー人材センター殿からの民間 提案理由
①民間業者の活用による就労希望者に対する
解放を提案
雇用機会の拡大
提案業務
①再就職に関する業務の一括請負
②シルバー人材センターの請負・受託事
業

１．競争条件
コスト面等だけでなく、サービスの内容
についても競争条件に織り込んで頂きた
い。
２．理由
再就職支援事業、人材派遣事業において
は、より良いサービスを提供するという
ことが最大の使命であるため。

シルバー人材センター殿
が行っている詳細の業務
内容とそれにかかる労
力、人材

今後発生する団塊世代の大量定年退職ならび
に高齢化社会の中で、高齢者層の就業機会を
増やしていく為の多様なサービスが必要であ
る。しかしながら国の補助金等を利用した高
齢者向きのシルバー人材センターの事業は、
民間サービスの参入を阻害している。シル
バー人材センターが実施している事業は、市
場化テストにより民間事業者に参入させたう
えで国の補助金を減額し、業務委託費で事業
採算を取れる方向へ経営改善し、少額な補助
金で運営することを目指すものとしたい。

社団法人札幌市シルバー人材センターが
提供しているサービスを民間経営に移行
する。業務を発注する側にコストを負担
させるべく経営改善と営業努力を行うこ
とにより、ビジネスモデルを変更し、補
助金を大幅に減額しても成り立つ経営体
制に移行する。

条約難民に関する支援は、これまで公的な
支援はなく、NGOが実際の現場を担ってき
た。また、国連人種差別撤廃委員会からも差
別であリ是正するよう勧告を受けていた
（2001年3月）。2002年８月7日の内閣難民対
策連絡調整会議決定においては、「インドシ
ナ難民の定住支援等のための施設である国際
救援センターにおいて可能な限り受け入れる
こととし、アジア福祉教育財団に業務を委託
する」とされた。しかし、同センターはイン
ドシナ難民受入れ事業終了に伴い2005年度に
て終了予定であり、同決定においては「国際
条約難民その家族等に対する定住支援に 救援センターの再整備又は代替施設等の手当
関しては、市場化テストの対象とし、民 て、さらには業務の委託のあり方について、
今後の難民対策連絡調整会議において所要の
間事業者を含めた競争入札によって支援 検討を行うものであることを確認する。」と
提供先を決定されるようにして頂きた されている。2006年度からは全く新しい条約
い。
難民その家続等に対する定住支援が開始され
ることを踏まえ、2002年以前より現場で支援
を続けてきたNGOの民間団体が支援事業に参
入することを可能にすることが期待される。
その展望は2004年当時の外務大臣答弁（第
159回参議院決算委員会議事録：添付資料●
参照）、2003年の内閣難民対策連絡調整会議
決定「３．関係行政機関は、定住支援措置の
外部委託に当たっては、アジア福祉教育財団
をはじめ難民支援関係民間団体のノウハウ
（技術的知識、経験又はそれらの蓄積）の活
用を図るよう努める。」（添付資料●）でも
確認されている。

条約難民が日本で定住していくために必
要とされる、日本語教育、社会適用訓
練、職業訓練、就労支援ほか、その他本
邦定住の促進に必要な事業の実施を行
う。

要望理由

番号

シルバー人材センターは、定年
退職者その他の高年齢退職者
の希望に応じた就業で、臨時的
かつ短期的なもの又はその他の
軽易な業務に係るものの機会を
確保し、及びこれらの者に対して
組織的に提供することによりそ
の就業を援助して、これらの者
高年齢者等の雇
の能力の積極的な活用を図るこ
用の安定等に関
とができるようにし、もって高年 c
する法律第40条
齢者の福祉の増進に資すること
〜43条の３
を目的として設立された民法第
34条の法人であって、臨時的か
つ短期的な就業を希望する高年
齢退職者のために、これらの就
業機会を確保し、及び組織的に
提供する等の業務を行う者とし
て、都道府県知事が指定してい
る。

シルバー人材センターは、臨時
的かつ短期的な就業を希望する
高年齢者の就業機会の確保を
目的として、高年齢者の福祉の
増進に資することを目的として設
立された公益法人であって業務
の運営が適正かつ確実に行わ
れると認められる法人を指定し、
法律に定める業務を行わせるこ
ととしており、別主体に当該指定
法人の業務を行わせることは、
制度の趣旨に照らして市場化テ
ストの対象になじまないと考えら
れる。

シルバー人材センターは、定年
退職者その他の高年齢退職者
の希望に応じた就業で、臨時的
かつ短期的なもの又はその他の
軽易な業務に係るものの機会を
確保し、及びこれらの者に対して
組織的に提供することによりそ
の就業を援助して、これらの者
高年齢者等の雇
の能力の積極的な活用を図るこ
用の安定等に関
とができるようにし、もって高年 c
する法律第40条
齢者の福祉の増進に資すること
〜43条の３
を目的として設立された民法第
34条の法人であって、臨時的か
つ短期的な就業を希望する高年
齢退職者のために、これらの就
業機会を確保し、及び組織的に
提供する等の業務を行う者とし
て、都道府県知事が指定してい
る。

シルバー人材センターは、臨時
的かつ短期的な就業を希望する
高年齢者の就業機会の確保を
目的として、高年齢者の福祉の
増進に資することを目的として設
立された公益法人であって業務
の運営が適正かつ確実に行わ
れると認められる法人を指定し、
法律に定める業務を行わせるこ
ととしており、別主体に当該指定
法人の業務を行わせることは、
制度の趣旨に照らして市場化テ
ストの対象になじまないと考えら
れる。

随意契約により、財団法人アジ
ア福祉教育財団難民事業本部
に対し、条約難民その家族等に ｄ
対する定住支援を委託してい
る。

御指摘の事業について主体規
制を行っておらず、民間開放済
みである。

ｚB130004 厚生労働省 高年齢者に対する雇用活動支援

5086

5086B005

1

グッド
ウィル・
グループ

5

高年齢者に対する雇用活動支援

1

現在、社団法人全国シルバー人材セン
ター事業協会及び社団法人北海道シル
バー人材センター連合会の下部組織にあ
シルバー人材センターの運営に関する る社団法人札幌市シルバー人材センター
が実施している、高齢者として登録した
市場化テスト事業
会員に対して、企業・団体・家庭から請
負又は委託を受けた業務の、会員への提
供事業

ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

シルバー人材センターの運営に関する

ｚB130004 厚生労働省 市場化テスト事業

外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支
ｚB130005 科学省、厚生 援
労働省

5106

5104

5106B001

5104B001
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1 キャリアバンク株式会社

1 個人

1

条約難民その家族等に対する定住支
援

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

随意契約により、財団法人アジ
ア福祉教育財団難民事業本部
に対し、条約難民その家族等に ｄ
対する定住支援を委託してい
る。

御指摘の事業について主体規
制を行っておらず、民間開放済
みである。

外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支
ｚB130005 科学省、厚生 援
労働省

5105

5105B001

1 個人

1

条約難民その家族等に対する定住支
援

条約難民に関する支援は、これまで公的な
支援はなく、NGOが実際の現場を担ってき
た。また、国連人種差別撤廃委員会からも差
別であリ是正するよう勧告を受けていた
（2001年3月）。2002年８月7日の内閣難民対
策連絡調整会議決定においては、「インドシ
ナ難民の定住支援等のための施設である国際
救援センターにおいて可能な限り受け入れる
こととし、アジア福祉教育財団に業務を委託
する」とされた。しかし、同センターはイン
ドシナ難民受入れ事業終了に伴い2005年度に
て終了予定であり、同決定においては「国際
条約難民その家族等に対する定住支援に 救援センターの再整備又は代替施設等の手当
関しては、市場化テストの対象とし、民 て、さらには業務の委託のあり方について、
今後の難民対策連絡調整会議において所要の
間事業者を含めた競争入札によって支援 検討を行うものであることを確認する。」と
提供先を決定されるようにして頂きた されている。2006年度からは全く新しい条約
い。
難民その家続等に対する定住支援が開始され
ることを踏まえ、2002年以前より現場で支援
を続けてきたNGOの民間団体が支援事業に参
入することを可能にすることが期待される。
その展望は2004年当時の外務大臣答弁（第
159回参議院決算委員会議事録：添付資料●
参照）、2003年の内閣難民対策連絡調整会議
決定「３．関係行政機関は、定住支援措置の
外部委託に当たっては、アジア福祉教育財団
をはじめ難民支援関係民間団体のノウハウ
（技術的知識、経験又はそれらの蓄積）の活
用を図るよう努める。」（添付資料●）でも
確認されている。

・ 社会保険庁においては、業務効率化の観点から外部委
託の拡大を図ることとしており、その一環として市場化テスト
のモデル事業についても既に３事業に取り組んでいる。

国民年金法第５
条の２、厚生年 社会保険事務所において、政府
金保険法第４
管掌健康保険業務、年金業務 ｃ
条、健康保険法 等を実施している。
第２０４条等

Ⅰ

・ また、社会保険庁の組織の在り方については、内閣官房
長官の下に置かれた有識者会議において、平成17年５月31
日に「社会保険庁改革の在り方について（最終とりまとめ）」
が取りまとめられ、公的年金制度の運営と政管健保の運営
を分離することとし、①政管健保の運営については、国から
切り離し、全国単位の公法人を設立すること、②公的年金に
ついては、保険料収納率の向上という最重要課題に対応
し、年金事業に特化した組織とした上で、徴収をはじめとす
る業務全般について、政府が直接に関与し、明確かつ十全
に運営責任を果たす体制を確立することが必要、③事業運
営の効率化等を図るため、民間企業への外部委託を徹底す
ることとされている。

厚生労働省、 社会保険事務所業務を市場化テストの
対象とすること
法務省

ー

ｚB130167

−

厚生労働省 社会保険庁の保険料徴収業務の市場
ｚB130168
化テスト
法務省

5044

5044B004

株式会社東京リーガルマイン

1ド

当省の所管では
ない。

ａ②
(現
在、実
施して
いる市
場化テ
−
ストの
モデル
事業を
引き続
き実
施）

現在社会保険事務所が実施している健康
保険・国民年金・厚生年金等事業にかか
社会保険事務所業務を市場化テストの る適用・徴収・給付手続業務及びそれに
付随する相談業務を、施設単位で包括的
対象とすること
に市場化テストの対象とすることを提案
いたします。

6

話相談センター事業｣はモデル事業として実 全国の事務所における年金保険料徴収業
社会保険庁の保険料徴収業務の市場 社会保険庁の保険料徴収業務の市場化テ 施されており、市場化テストの趣旨との合致 務に市場化テストを実施することによ
は確認されているものと考えられる
化テスト
スト
今後は、保険料徴収事業全般への拡大（強制 り、コスト削減・サービスレベル向上が
徴収の一環としての資産調査・把握等事務含 図られるものと期待される

・ 社会保険庁においては、業務効率化の観点から外部委
託の拡大を図ることとしており、その一環として、国民年金保
険料の収納業務のうち、納付督励業務及び保険料の納付受
託業務等について、包括的に市場化テストのモデル事業とし
て実施しているところであり、引き続き、その実施を進めてい
くこととしている。
・ なお、内閣官房長官の下に置かれた社会保険庁の組織
の在り方に関する有識者会議の「社会保険庁改革の在り方
について（最終とりまとめ）」（平成17年5月31日）において、
①公的年金については、年金事業に特化した組織とした上
で徴収をはじめとする業務全般について、政府が直接に関
与し、明確かつ十全に運営責任を果たす体制を確立するこ
とが必要、②政管健保については、国とは切り離された全国
単位の公法人を設立することとするが、徴収の事務につい
ては、事務の効率性、事業所の負担軽減及び強制性を帯び
た公権力を行使するという事務の性格から、公的年金の運
営主体において併せて実施することが適切、とされており、
強制徴収まで民間に委託することは適当でないと考えてい
る。

現行の社会保険事務所の業務については、高
コストで非効率な運営、低い徴収率、不正確
な給付、ずさんな個人情報の管理、利用者軽
視のサービスといった様々な問題が指摘され
ています。社会保険事務所の業務を民間事業
者に包括的に委託することで、効果的効率的
な運営が可能となり、保険・年金財政の健全
化が図られるとともに、国民の社会保険に対
する信頼の回復に繋がることが期待されま
す。
なお、未納
保険料の徴収といった事業単位で市場化テス
トにかけるという意見もありますが、かかる
手間とコストのかかる事業のみを民に切り出
民間のノウハウを活かした業務の効率化
しても、業務の効率化には結びつきません。
社会保険事務所における問題は、重層的組織 と望ましい業務モデルの構築
や旧世代的システム、効率的経営へのインセ
ンティブの欠如といった組織を挙げた業務運
営体制にあるのであり、かかる部分を含めて
包括的に民間に委ねてこそ、人員配置や業務
コストの重点配分等によって、効率的で効果
的な運営が可能になるといえます。また、職
員の職（ポスト）が市場化テストにかけられ
ることにより、官の側にもサービスの向上や
業務の効率化といった努力が期待できます。
よって、社会保険事務所の原則全業務を施設
単位で市場化テストの対象とすべきと考えま
す。

4

・ この最終とりまとめに従って、新組織の的確な実現を図る
こととしており、社会保険事務所業務を包括的に民間委託す
ることは適当でないが、業務効率化の観点から引き続き外
部委託の拡大を進めていきたい。

国民年金法第96
条、健康保険法
第180条及び厚
社会保険庁において、国民年
生年金保険法第
金、政府管掌健康保険及び厚生
86条
年金保険の保険料の徴収業務
なお、サービサー
を行っている。
法については、

条約難民が日本で定住していくために必
要とされる、日本語教育、社会適用訓
練、職業訓練、就労支援ほか、その他本
邦定住の促進に必要な事業の実施を行
う。

すでに｢厚生年金保険、政府管掌健康保険の
未適用事業所に対する適用促進事業｣｢年金電

5068

5068B006

1 個人

む）、及び対象事務所を拡大して、より多く
の成果を得ていくことが妥当であるため

・ サービサー法の改正については、当省として回答できる
立場にない。
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その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

資格認定、給付認定、及び特別援助者
（障害者、生活保護者の就業促進等々）
への対応を除く、すべての公共職業安定
所の業務。

市場化テストを実施する
際に、現行の制度の所管
官庁は競争相手になるわ
けですから、市場化テス
トを実施する事業に限っ
ては別の組織が一時的に
所管官庁となって、官民
が公平な競争ができるよ
う法改正、制度策定をお
願い致します。

番号

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

ー

○「ｅ−Ｊａｐａｎ重点計画２００２」（平成１４年６月１８日ＩＴ戦略
本部）各府省共通の人事・給与等の内部管理業務の電子化
について、業務の合理化及びシステムの効率的整備を図る
観点から、各府省間の整合性や連携を確保したシステム整
備、具体的運用等に関する基本方針を策定。
○「人事・給与等業務システム最適化計画」（平成１６年２月
２７日ＣＩＯ連絡会議）各府省等は、人事院、総務省及び財務
省において開発する人事・給与情報システムの導入計画を
策定し、個々に整備・運用していた人事・給与等業務に係る
既存のシステムを２００７年度末までに、人事・給与情報シス
テムに更新する。
○「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画」（2004年（平成16年）9月15日
各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）の中で、各
府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議の下、経済産業省
が中心となって、各種会計関係システムとの連携に留意しつ
つ仕様等の検討を行い、各府省情報化統括責任者（CIO）連
絡会議において開発・運用主体を決定することとしている。
○「電子政府構築計画」（平成１６年６月１４日ＣＩＯ連絡会
議）各府省等は、２００４年８月に策定された導入計画に沿っ
て、個々に整備・運用している人事・給与等業務に係る既存
のシステムを２００７年度末までに、人事・給与関係業務情報
システムに更新する。

ｃ

雇用保険については、雇用保険
法（昭和４９年第１１６号）第２条
第1項において「雇用保険は、政
府が管掌する」こととされている
ほか、同法第２章、第３章及び第
「制度の現状」を ７章の規定並びにその他関係法
c
参照されたい。 令の規定により、例えば、失業
の認定、失業等給付の支給、被
保険者資格の確認といった業務
については、厚生労働大臣又は
公共職業安定所長等が行うこと
とされている。

Ⅰ

ー

Ⅰ

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業に
ついては、以下のとおり、市場化テストの対象とすることは困
難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

○公共職業安定所職員の給与計算、経理業務は、都道府
県労働局で集中化を進めているところあり、特に公共職業安
定所内に残っている給与計算業務は皆無に等しく、委託す
るような業務がないことから不適当。
○「人事・給与等業務・システム最適化計画」（平成１６年２
月２７日各府省等情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）
に基づき、人事院、総務省及び財務省が中心となって現在
各府省共通の「人事・給与関係業務情報システム」を開発中
であり、都道府県労働局においても平成１９年度末までの導
入が決定済み。職員自ら入力する行為及び決定する行為以
外はシステム内で自動的に処理され、アウトソーシングされ
るような業務は、ほとんどないようにシステム設計がなされて
いるものと理解しており、その結果、年間約２０億円の経費
削減と年間延べ約１，３００万時間分の業務処理時間の短縮
が見込まれている。したがって、これを一部でも対象外とす
ることは、システム開発上非効率であり、事務の簡素化・合
理化効果も著しく軽減することとなり不適当。
○「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画」（2004年（平成16年）9月15日
各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、
経済産業省を中心として、現在、各府省共通のシステムを開
発中であり、各府省共通のシステムを構築することにより、
システム開発及び４年間の運用に係る経費について約325
億円（試算値）の削減、年間延べ約55万日分（試算値）の業
務処理時間の短縮が見込まれる。したがって事務の簡素・
合理化を図ることとしており、前記と同様に、委託することは
不適当。
○そもそも、給与計算業務、経理業務などの内部業務に係
るシステムは、当省だけが導入するものではなく、全省庁が
等しく導入することを政府として決定しているものであること
から、システム開発者である人事院等において、そのような
業務があるかどうか判断いただくべきであり、当省のうち、公
共職業安定所のみで検討することは不適当。

ご提案の業務については、
１ 失業の認定・給付、雇用継続
給付、教育訓練給付等の給付
や被保険者資格の確認等行政
処分に当たる業務が含まれてお
り、このような業務についてはそ
もそも民法上の委託になじまな
いこと、
２ 濫給を防止する観点から、雇
用保険の保険者として財政責任
を負う国が行うことが適当である
こと、
３ 旅券窓口や住民票の交付窓
口と異なり、外形的画一的に処
理できない業務を窓口において
実施していること、
から、市場化テストの対象とする
ことは不適当である。

厚生労働省は、職業安定法に基
づき職業紹介事業を行う行政責
任を負っており、他の組織が所 ｚB130007 厚生労働省 公共職業安定所
管官庁となることは適当ではな
い。

−

公共職業安定所の庶務課で行われて

ｚB130008 厚生労働省 いる業務

5037

5037B001

公共職業安定所

2

公共職業安定所の庶務課で行われて
いる業務

民間企業では、内部事務は企業にとって事業
を拡大するための営業活動や生産活動などの
コア業務とは違い、非コア業務であると位置
付けられます。自社で雇用する社員は出来る
限りコア業務に特化し、非コア業務はアウト
ソーシングすると言う流れが近年日本におい
ても急速に見られます。そういった流れの中
当該業務において発生す
で、内部事務に関して専門的なノウハウを
持ったアウトソーサーが増えています。専門
る処理内容及び処理件数
的なノウハウを活用し、低コストで効率の良
の詳細な開示をお願いし
い運営を行うことで、各社から業務を受託し
ます。また、処理件数に
ています。また、委託企業側はこれまで非コ
おいては日毎・週毎・月
公共職業安定所内の内部事務に関する業 ア業務に携わっていた社員をコア業務に特化 公共職業安定所内の給与計算業務、経理
毎の件数の推移を正確に
することで、事業拡大や生産性の向上を実現 業務などの内部事務に関する業務の受託
務の受託
開示ください。処理件数
しています。
に応じた効率的な人員配
一方で官公庁では内部事務も公務員の行う業
置を行うことでコストの
務であるという考えのもと、職員が業務を
適正化図ることが可能と
行っています。しかしながら、官公庁におけ
る内部事務も一部の法令を除くと民間とそれ
なります。
ほどかわらない業務を行っています。つま
り、官公庁でもこういったアウトソーサーの
活用が可能であると考えられます。事実、弊
社では静岡県及び千葉県から同業務を受託・
運営を行っています。公共職業安定所におい
ても、内部事務のアウトソーシングをご検討
いただきたく提案いたします。

3

①届出・認定等の窓口業務は概ねマニュアル
化できる定型業務であると考えられます。つ
まり、アウトソーシングに適した業務である
と考えられます。
②官公庁の各種窓口は、待ち時間の長さと、
その対応時間の短さに不満があげられます。
民間企業が実施することで、夜間の延長や土
公共職業安定所内の窓口業務全般に関す 日祭日の対応が可能になり、利用者の満足度
公共職業安定所の雇用保険適用課及 る業務の受託
を高めることができます。
び雇用保険給付課で行われている窓 (認定そのものについては担当者の派遣 ③同様の窓口対応業務に関しては、一般的に
を厚生労働省から受けて行うことも可能 その対応レベルは官公庁に比べ民間企業の方
口業務
が高いと言われています。これは民間企業で
であるかと存じます）
は窓口利用者は全てお客様である為、対応レ
ベルは常に高く保たれているからです。こう
いったノウハウを持った民間企業が窓口業務
を実施することで利用者の満足度を高めるこ
とが出来ます。
以上のような理由から窓口業務に関してご提
案いたします。

1

株式会社パソナ
5037

5037B002

1 株式会社パソナキャリアア
セット

公共職業安定所の雇用保険適用課及

ｚB130009 厚生労働省 び雇用保険給付課で行われている窓

1

株式会社パソナ
株式会社パソナキャリアア
セット

基本業務の雇用保険の資格認定・給付、及び
職業紹介・斡旋の他、求職者の便宜のために
実施しているセミナーなど事業の拡がりがみ
られますが、拡大している事業については民
公共職業安定所の（一部事業を除く）す 間が行っている事業の後追いの色彩が強く民
べての事業
間でも可能な事業と考えます。また、基本の
（個別の事業については、下記参 資格認定･給付、及び職業紹介・斡旋事業に
ついても、資格認定の公平性の問題、特別援
照）
助者（障害者、生活保護者の就業促進等々）
の問題を除けば、民間が公共職業安定所事業
に携わることに「機能的には」問題が生ずる
ことはないものと考えます。

株式会社パソナ
5037

5037B003

口業務

1 株式会社パソナキャリアア
セット
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①適用事業所の設置、廃止、事務組合関
係、被保険者の資格取得・喪失、離職票
交付、雇用継続給付業務
②受給資格決定。失業認定、教育訓練給
付、失業給付金等の給付業務に関する、
窓口対応業務及び後方事務業務

当該業務に係るコストに
関して、民間企業はその
事業に必要な人員の総額
人件費と事業を運営する
ための管理費により事業
費を見積もります。それ
に対し、官側も当該業務
に必要な人員の総額人件
費（単年度における給与
額だけでなく退職金・年
金・福利厚生費などを含
めた人件費の総額）と間
接費（備品等にかかる費
用だけでなく職員の採用
費や研修費などを含めた
費用）で競争していただ
くようお願いいたしま
す。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

番号

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

人材銀行については、セーフティ
ネットとしての職業紹介事業を行
うハローワークの組織であり、ハ
ローワークの行う職業紹介事業 「措置の概要」において述べたと
下部組織である「人材銀行」を含む職業
については、憲法に規定される おり、当該業務を市場化テスト ｚB130010 厚生労働省 相談事業、及び雇用開発事業
勤労権の保障やＩＬＯ第８８号条 の対象とすることはできない。
約を遵守する観点から、全国的
なネットワークにより国が直接実
施する必要がある。

就職サポートセンターについて
は、セーフティネットとしての職業
紹介事業を行うハローワークの
組織であり、ハローワークの行う
職業紹介事業については、憲法
に規定される勤労権の保障やＩＬ
Ｏ第８８号条約を遵守する観点
から、全国的なネットワークによ
り国が直接実施する必要があ
る。

ヤングハローワークについて
は、セーフティネットとしての職業
紹介事業を行うハローワークの
組織であり、ハローワークの行う
職業紹介事業については、憲法
に規定される勤労権の保障やＩＬ
Ｏ第８８号条約を遵守する観点
から、全国的なネットワークによ
り国が直接実施する必要があ
る。

株式会社パソナ
5037

5037B004

株式会社パソナ
5037

5037B005

事業

1 株式会社パソナキャリアア

5037B006

1 株式会社パソナキャリアア
セット
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年齢が若い層の失業率が高く、利用者が多
いため相談を受けにくいという問題を有して
おります。これを民間が年齢層の近い担当者
で対応したり、相談のため方策を対面だけで
なく様々な方法を導入すれば、方向性が定ま
らない若年層にとっても相談施設としての機
能の改善が図り得ると考えます。
公共職業安定所が実施している職業紹介 各ハローワークの下部組織ということも有 職業相談・紹介業務（日雇い労働者、障
事業のうちの、就職サポートセンターに り、就職サポートセンターとしての横の連携 害者等の特別援助者の職業相談・紹介を
が取れていないという問題を有しているので 除く）。
関する業務
はないかと懸念しております。民間が入り各
就職サポートセンター代表者による委員会の
ような組織をつくり就職サポートセンター全
体をマネージすることができれば、広報宣伝
活動をはじめとして効率化が進み、利用者増
とマッチングの向上につなげることが出来る
ものと存じます。

下部組織である「就職サポートセン
ター」の職業相談事業、及び雇用開発
事業

6

若年層の失業率が高いところから利用者が多
く、相談を受けにくいという問題を有してお
り、これを民間がインターネットなどを利用
し相談方法の多様化をはかれば利便性の向上
につながると考えられます。また、方向性が
定まらない若年層にとっての相談施設という
面では、年齢層の近い担当者で対応するなど
下部組織である「ヤングハローワーク事 公共職業安定所が実施している職業紹介 対応方法を工夫することにより機能改善につ 職業相談・紹介業務（日雇い労働者、障
なげ利用率の向上、就職率の上昇に結びつけ
業」を含む職業相談事業、及び雇用開 事業のうちの、ヤングハローワークに関 ることができるものと存じます。
害者等の特別援助者の職業相談・紹介を
する業務
発事業
各ハローワークの下部組織ということから、 除く）。
ヤングハローワークとしての横の連携が取れ
ていないという問題を有しており、民間が入
り各ヤングハローワーク代表者による委員会
のような組織をつくりヤングハローワーク全
体をマネージすることができれば、広報宣伝
活動をはじめとして効率化が進み、利用者増
につなげられると考えます。

株式会社パソナ
5037

発事業

公共職業安定所が実施している職業紹
下部組織である「人材銀行」を含む職業
介、職業相談事業
相談事業、及び雇用開発事業

民間開放される対象事業
部門については、民間を
長とし、そのもとで業務
執行ができるようお願い
します。そのためには公
共職業安定所業務の括り
直しと、業務執行を行う
分野が〔例えば、日雇い
職業紹介、職業相談、人材銀行関連業
労働者は○○部門、特別
務、求人受理・連絡、求人開拓、事業所
援助者は○○部門、一般
情報の収集などのあらゆる年齢層の職業
求職者は民間(現在は一
相談・紹介業務（日雇い労働者、障害者
般求職者も、45歳未満と
等の特別援助者の職業相談・紹介を除
45歳以上で対応部門が分
く）。
かれている）というよう
に〕、きっちりと区分さ
れた組織であることが必
要と考えます。それらを
可能とするような規制緩
和・規制改革を構じてい
ただけるようお願いしま
す。

5

セット

下部組織である「ヤングハローワーク事

ｚB130012 厚生労働省 業」を含む職業相談事業、及び雇用開

4

セット

下部組織である「就職サポートセン

ｚB130011 厚生労働省 ター」の職業相談事業、及び雇用開発

1 株式会社パソナキャリアア

昨今の高い失業率の状況から職業相談窓口
の混雑は慢性化している状況です。また、現
行の職業紹介事業は、地域事情を勘案し、公
共職業安定所それぞれが個性を発揮すると
いったことが難しい状況にあります。一方
で、各ハローワークでホームページを作成し
ている状況であり、独立性と効率性の両立が
難しい状況であるようです。(同じことを
別々にやるのではなく、同じことは一緒に
やって、それぞれの独立性を競う形になるか
と存じます）
例えば、民間が委託先競争型（業務委託）
で受託した場合は、
①窓口対応方法の変更
②ハローワーク利用者の
利用目的別対応受付
など、利用者の利便性を第一に考えたユー
ザーオリエンテッドな諸施索の実施も見込ま
れるかと存じます。
ハローワークの利用者サイドに立った運営
をすることにより、職業相談窓口の混雑緩和
と利便性の向上が図られ、結果として利用者
の増加とマッチング率の向上、改善につなが
ります。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

府省における官房基幹業務

現在、各府省にて行なわれている物品調
達、物品管理、謝金・諸手当、補助金、
旅費の各業務、（いわゆる官房５業務、
以下官房基幹業務という）を「市場化テ
スト」の対象とする。

「電子政府構築計画」（2004年6月改定）に
基づき「物品調達、物品管理、謝金・諸手
当、補助金及び旅費の各業務・システム最適
化計画」が各府省CIO連絡会議にて決定さ
れ、2004年9月に発表されている。同最適化
計画においては、「職員による判断を必要と
しない業務については、積極的に外部委託を
図る」との方針が示されているが、外部委託
化の対象範囲や時期に関しては、各府省の判
断に委ねられているとも考えられる。外部委
託対象範囲の決定の段階から「市場化テス
ト」の概念を取り入れ、官民の知恵を競争さ
せることが、業務の質の向上と費用の削減に
寄与するものと考える。

「官房基幹業務」の「市場化テスト」が
実施される場合、各府省職員による判断
を必要としない全ての業務を民間が受託
することが可能であると考える。府省共
通の情報システムが開発されることか
ら、各府省での業務の標準化はその前提
であると想定され、「官房基幹業務サー
ビスセンター」に府省共通業務の集約を
図ることにより、業務効率の向上が見込
まれるものと考える。

①性能発注方式による入
札条件の設定
②サービスの質を評価す
る総合評価基準の採用
③リスクが適切に発注
者・受託者に配分される
こと
④対象業務が細分化され
ず十分な規模と期間を持
つこと
⑤各府省の業務の標準化
が十分に行なわれ一括し
て受託が可能であること

1

公共職業安定所の全業務を市場化テ
ストの対象事業とすること

現行のハローワークは、低いマッチング率、
利用者軽視のサービス、高コストといった多
くの問題を有しています。これは単なる公務
員の懈怠というよりも、公務員という立場上
の限界ということもできます。民間の職業紹
介事業者が経験とノウハウを蓄積してきたい
ま、我が国の職業紹介システム全体における
官の関与のあり方を見直し、新しい官民の
パートナーシップの下で、効率的で質の高い
サービスの提供を実現すべきと考えます。
なお、就職困難者の再就職支援といった事業
公共職業安定所（ハローワーク）が実施 単位で市場化テストにかけるという意見もあ
している指導監督業務を除く全業務を施 りますが、かかる手間とコストのかかる事業 民間のノウハウを活かした業務の効率化
設単位で市場化テストの対象とすること のみを民に切り出しても、業務の効率化には と望ましい業務モデルの構築
結びつきません。ハローワークにおける無駄
を提案いたします。
は、職員の人件費や福利厚生費、事務費など
本体的部分にこそあるのであり、この部分を
含めて包括的に民間に委ねてこそ、無駄なコ
ストを削減し、必要なところに重点的に費用
配分をし、効率的で効果的な業務運営が可能
になるといえます。また、職員の職（ポス
ト）が市場化テストにかけられることによ
り、官の側にもサービスの向上や業務の効率
化といった努力が期待できます。よって、ハ
ローワークの原則全業務を施設単位で市場化
テストの対象とすべきと考えます。

2

現行の公共職業訓練施設は、①稼動率が低く
高コスト・非効率な運営を行っている、②訓
練内容が労働者や企業のニーズに充分対応で
きていない、③訓練と紹介が一体化されてお
現在雇用・能力開発機構の運営している らず効率的なマッチングができていない、④
アビリティガーデンの全業務を市場化テ 生涯職業能力開発促進センター（アビリ 訓練費用や失業保険の訓練延長給付といった 民間のノウハウを活かした業務の効率化
手厚い補助が公共職業訓練にのみ偏重してい
ティガーデン）の全業務を市場化テスト るため、民間教育訓練機関の事業を圧迫して と望ましい業務モデルの構築
ストの対象事業とすること
の対象とすることを提案いたします。 いる、といった問題を有しています。そこ
で、公共職業訓練施設の全業務を、ノウハウ
を有する民間事業者に包括的に委託すること
により、訓練の効果的・効率的実施とコスト
削減を図っていくべきと考えます。

番号

「物品調達、物品管理、謝金・
諸手当、補助金及び旅費の各業
務・システム最適化計画」（平成
１６年９月１５日各府省情報化統
括責任者（CIO） 連絡会議決定）
に基づき、平成１９年度までに、
決裁の電子化及び各種入力業
務の自動化、支払の電子化、決 b①
裁階層の簡素化及びモニタリン
グ（継続監視）の仕組みの導入、
業務処理の標準化、情報の一
元管理、外部委託化、必要な内
部規程の見直し並びに最適な情
報システムの構築を行うこととし
てている。

職業紹介業務に係る法令とし
ては、職業安定法第５条第３号
において、無料の職業紹介事業
を政府の業務として行うことが規
定されており、同法第８条におい
て、公共職業安定所が、職業紹
介、職業指導等の業務を行うこ
とが規定されている。その他、職
業安定法第２章、高年齢者の雇
用の安定等に関する法律、障害
者の雇用の促進等に関する法
律等において、国又は公共職業
安定所が行うべき職業紹介業務
「制度の現状」を
が規定されている。
c
参照されたい。
雇用保険業務に係る法令とし
ては、雇用保険法があり、同法
第２条第１項において、「雇用保
険は、政府が管掌する」こととさ
れているほか、同法第２章、第３
章及び第７章の規定並びにその
他関係法令の規定により、例え
ば、失業の認定、失業等給付の
支給、返還命令、給付制限、被
保険者資格の確認といった業務
について、厚生労働大臣又は公
共職業安定所長等が行うことと
されている。

職業能力開発促
進法第16条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
アビリティガーデンは独立行政
条第１項第２号
法人雇用・能力開発機構が設置 ｃ
及び第３項並び
及び管理運営を行っている。
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

職員による判断を必要とする
業務と判断を必要としない業務
とに区分し、職員による判断を
必要としない業務については、
積極的に外部委託を図ることと
している。

Ⅰ

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業及
び雇用保険事業については、以下のとおり、市場化テストの
対象とすることは困難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

−

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ −
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

ｚB130013

全省庁

府省における官房基幹業務

公共職業安定所の全業務を市場化テ

ｚB130014 厚生労働省 ストの対象事業とすること

アビリティガーデンの全業務を市場化テ

ｚB130015 厚生労働省 ストの対象事業とすること

5042

5044

5044

5042B001

5044B001

5044B002
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1 民間企業

株式会社東京リーガルマイン

1ド

株式会社東京リーガルマイン

1ド

1

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

番号

【公共職業安定
所について】
「制度の現状」を
参照されたい。
【公共職業訓練
施設について】
職業能力開発促
進法第16条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項並び
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

【公共職業安定所について】
職業紹介業務に係る法令としては、職
業安定法第５条第３号において、無料
の職業紹介事業を政府の業務として行
うことが規定されており、同法第８条に
おいて、公共職業安定所が、職業紹
介、職業指導等の業務を行うことが規
定されている。その他、職業安定法第２
章、高年齢者の雇用の安定等に関する
法律、障害者の雇用の促進等に関する
法律等において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規定され
ている。
雇用保険業務に係る法令としては、雇
用保険法があり、同法第２条第１項にお
いて、「雇用保険は、政府が管掌する」
こととされているほか、同法第２章、第３
章及び第７章の規定並びにその他関係
法令の規定により、例えば、失業の認
定、失業等給付の支給、返還命令、給
付制限、被保険者資格の確認といった
業務について、厚生労働大臣又は公共
職業安定所長等が行うこととされてい
る。
【公共職業訓練施設について】
公共職業能力開発施設は独立行政法
人雇用・能力開発機構が設置及び管理
運営を行っている。

・生活福祉資金
（長期生活支援
資金）の貸付に
ついて（平成１４
年１２月２４日厚
生労働省発社援
第1224001号 厚
生労働事務次官
通知）

長期生活支援資金の貸付けは、
低所得世帯等が安定した生活を
送れるようにすることを目的とし
た生活福祉資金の資金種類の
一つとして、一定の居住用不動
産を有し、将来にわたりその住
居に住み続けることを希望する
低所得の高齢者世帯に対し、当
ｃ、ｄ
該不動産を担保として生活資金
の貸付けを行うことにより、その
世帯の自立を支援することを目
的とし、都道府県社会福祉協議
会（資金の貸付業務の一部を当
該都道府県の区域内にある市
町村社会福祉協議会に委託可）
が行うものである。

と畜場法第１４
条、第１９条、と
畜場法施行令第
10条

獣畜のとさつ又は解体を行う場
合には、と畜場において都道府
県知事等の検査を受けることが
ｃ
必要であり、検査は都道府県知
事が命じたと畜検査員（獣医師）
が行うこととされている。

c

【公共職業安定所について】
ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業及
び雇用保険事業については、以下のとおり、市場化テストの
対象とすることは困難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

【公共
職業
安定
所につ
いて】
Ⅰ
【公共
職業
訓練
施設に
つい
て】
−
【公共職業訓練施設について】

公共職業安定所と公共職業訓練施設

ｚB130016 厚生労働省 における全業務を一体的に市場化テス

5044

5044B003

トの対象とすること

株式会社東京リーガルマイン

1ド

3

失業者に対する職業紹介は、職業訓練と直結
してこそ、効率的･効果的なマッチングが可
能となります。しかし、前述のように、現行
では公共職業安定所は厚生労働省地方労働
公共職業安定所と公共職業訓練施設にお 局、公共職業訓練は雇用・能力開発機構と都
公共職業安定所と公共職業訓練施設 ける原則全業務を、一体的に市場化テス 道府県と実施主体が完全に分離しており、充
民間のノウハウを活かした業務の効率化
分な連携がなされていません。
における全業務を一体的に市場化テス トの対象とすることを提案いたします そこで、公共職業訓練施設と隣接する公共職
と望ましい業務モデルの構築
（例えば、アビリティガーデンと併設す 業安定所を一体的に市場化テストの対象と
トの対象とすること
るハローワーク墨田等）。
し、民間事業者に一括的に運営を委ねること
により、職業紹介と職業訓練を一体化させた
効率的･効果的なサービスモデルを構築して
いくことが有効と考えます。

独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の在り方について
は、中期目標の期間の終了時（平成１９年度末）において、
独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）に基づく手
続きの下、同法人の業務全般にわたる検討を行った上で、
必要に応じ、決するべきである。

Ⅳ

長期生活支援資金貸付事業は、低所得世帯等を対象とし
た生活福祉資金の資金種類の一つとして、いわゆるリバー
ス・モーゲージの手法を導入し、低所得の高齢者世帯に対
し、居住用の不動産を担保として生活資金の貸付けを行う
事業であるが、さらに、低所得世帯等が安定した生活を送れ
るようにすることを目的とした社会福祉制度でもあり、また、
地域住民に対する相談・援助を行う民生委員等との連携の
もとに事業を行う必要があることから、その実施主体として
は、社会福祉法に基づき、地域の社会福祉事業を経営する
者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、地域福祉
の推進を図ることを目的とする団体である社会福祉協議会
が担うことが適当であると考えている。
なお、市場化テストは、公共サービスの提供について、民
間参入を阻害する規制の緩和を図ることを目的とするもので
あることにかんがみれば、今回要望を受けた長期生活支援
資金貸付事業については、類似の貸付事業（リバース・モー
ゲージ）を民間の金融機関等が行うことを規制しているわけ
ではなく、既にそのような事業を行っている事例も見られると
ころであり、市場化テストの対象にはなじまないものと考え
る。

ｚB130017 厚生労働省 長期生活支援資金貸付事業

5050

5050B001

1 (社)全国労働金庫協会

1

長期生活支援資金貸付事業

・豊富な住宅ローン取扱い経験を活かし、効
率的かつスピーディーな制度運用が可能とな
る。また、結果的に事務コストの縮減も見込
まれる。(2005年3月末現在の住宅ローンの件
数・残高は569千件、6.8兆円)
現在都道府県の社会福祉協議会が実施し ・例えば次のような改善、効率化等が見込ま 都道府県社会福祉協議会と同等以上の事
れる
業展開
ている長期生活支援資金貸付事業
①不動産の評価については、住宅ローンのノ
ウハウを活用し、不動産鑑定士への依頼は不
要となる。
②現制度が対象としていないマンションにつ
いても対象となりうる

Ⅰ

と畜検査制度については、我が
国のみならず、諸外国（ＥＵ，米
国等）においても政府機関が実
施しており、民間機関が行って
いる例は承知していない。またこ
のような検査制度は、国際基準
（コーデックス基準）においても
求められている。

ｚB130018 厚生労働省 と畜検査の民間開放【新規】

5053

5053B002

1 (社）日本経済団体連合会

2

と畜検査の民間開放【新規】

と畜場におけると畜検査に、民間企業 われていない。このため、祝日にはと畜場が
稼動できず、曜日によっては十分な数量を出
の参入を可能とすべきである。
荷できない。と畜検査の民間委託を認めるこ

現在、と畜検査は都道府県の職員が行って
いるため、土曜日、日曜日、祝日に検査が行

とで検査を行うことが可能となり、処理頭数
が増加し、畜産の出荷量が安定する。
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と畜場においては、都
道府県知事の行う検査を
経た獣畜以外の獣畜をと
さつしてはならないとさ
れ、民間企業による検査
が認められていない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

・オープン型の小規模病院を核とする地
域完結型の診療ネットワークの全国的普
及を政策的に誘導する。こういったネッ
トワーク内の中核病院を新たな呼称で医
療法第4条に位置付ける。
・このオープン型の小規模病院に限っ
て、低診療報酬の適用（例えば入院料と
入院時医学管理料を有床診療所Ⅰ群と定
める等）と、新たな特定療養費（例え
ば、いわゆる混合診療に幅広い解釈を持
つ例外法等）を許可する。

我が国の医療分野において、官民の競争入
札を図る制度上の部分は限りなく少ない。そ
の理由は、医療のすべてを官が主導してきた
歴史的経緯があるからだ。仮に競争入札を制
度上の末梢的部分で行ったとしても、日本の
医療の官製市場は何ら変らない。そこで現制
度の中でどういった部分を官と民が競合すれ
ば、国が如何なる事態に陥っても、国、国
民、医療関係者の誰もが不利益を蒙らずに済
む制度が構築できるかを検討し整備する必要
がある。そのためには、現制度の柱をなす医
療法と健康保険法の中に、民の考えが活かせ
る部分を設けることをおいて他にはない。つ
まり、現行の医療提供体制と健康保険のなか
に民の自由裁量の効く部分を拡大して設ける
事である。それが広義の官民競争入札の目的
にもつながる。具体的には、制度内に民の自
由裁量部分を持たせる医療機関を新設し、健
康保険と連動して特定療養費の拡大部分を設
け許可する。更に、こういった医療機関が健
康保険の徴収にも関れば、既存の医療機関で
占める官製市場に対し、民の創意工夫が活か
せる民間的市場を形成することができる。こ
れにより将来的に国の如何なる状況にも耐え
得る柔軟性のある医療制度を構築することが
できる。そのモデルが、高度地域密着病院に
新設であり、この病院群だけに新たな項目で
特定療養費を認めるというものである。

本要望事項の実現により少子高齢社会に
あっても持続可能で良質な医療が芽生
え、同時に社会保障給付費の抑制に寄与
し、国の将来において持続可能な制度を
構築できる。さらに支援住民の寄託や寄
付等の財源化を制度的に付加すれば、公
的医療保険を補う財源ともなり、医療ば
かりか介護についても国の負担を軽減で
きる。また医療提供側にとっては経営体
質の強化が容易となり、ネットワーク間
の競合にも耐え地域貢献へ立ち向かうこ
とができるようになる。そのためにも、
先ず四角四面ではない、規制の意味合い
の少ない実質的な混合診療を容認する必
要がある。この流れにおいて、非営利意
識の高い団体または個人の参入を促進
し、民の判断がより良い医療関連サービ
スを生み、また地域毎の良い意味での競
合を導く。その結果として生じる過当競
争は、市場的に同心円的な拡がりをもっ
て医療資源の地域偏在を是正し、全国均
一に高品質、低価格な医療提供体制の整
備が進む。

番号

医療法第７条１
項、第８条

病院もしくは診療所は、医師及
び歯科医師個人が開設する場
合に関しては届出、それ以外の
e
者が開設する場合に関しては許
可を受けることにより開設が可
能である。

障害者の雇用の
促進等に関する
法律第19条〜第
26条

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用
促進法」という。）においては、障害者の職業の安定を図るた
め、障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介等を行
い、その職業生活における自立を図るための職業リハビリ
テーションの措置を講じることとしている。
こうした考えのもと、障害者雇用促進法においては、障害
者の職業能力の評価やカウンセリング等に当たって必要な
専門的な知識・技術等に基づき、障害者の職業評価、職業
指導、職業準備訓練、職業講習等の職業リハビリテーション
を実施するため、①職業リハビリテーション技術の研究・開
発、情報の提供及び職業リハビリテーション関係者に対する
研修等を行うこと等を目的とした「障害者職業総合セン
ター」、②障害者職業能力開発校等との連携のもと、職業評
価、職業指導等の措置を系統的に講ずること等を目的とした
「広域障害者職業センター」、③公共職業安定所との密接な
連携のもと、職業評価、職業指導から就職後のアフターケア
までを専門的に行うこと等を目的とした「地域障害者職業セ
ンター」を設置・運営することとされている。
障害者雇用促進法においては、障害者職業センターの密
接な協力に基づき、障害者職業総合センターを中心とする
職業リハビリテーションに関する全国ネットワークを形成し、
人事・技術交流の円滑化等を通じて職業リハビリテーション
の水準を向上させるため、障害者職業センターの設置・運営
の業務について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
（以下「高障機構」という。）において一元的に実施することと
している。高障機構においては、厚生労働大臣が指定する
試験に合格し、かつ、講習を修了した障害者職業カウンセ
ラーを障害者職業センターに置き、障害者職業センターの業
務を行っており、これにより、専門的な知識・技術等に基づ
いた職業リハビリテーションを実施しているところである。

職業能力開発促
進法第16条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項並び
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号、独立
行政法人通則法
第７条第２項

独立行政法人雇用・能力開発
機構の業務は、独立行政法人
雇用・能力開発機構法等に基づ
き、全国の都道府県センター及
び職業能力促進センター等で
行っているものであり、愛知県に ｃ
おいては県内に愛知センター、
ポリテクセンター中部等の施設
を独立行政法人雇用・能力開発
機構が設置及び管理運営してい
る。

c

‐

提案の趣旨が不明であるが、病
院の経営についてはすでに民間
開放しており、市場化テストの対
象とすることができない。

ｚB130019 厚生労働省 病院群を導入する市場化テスト

Ⅰ

独立行政法人高齢・障害者支援
機構の業務の在り方について
は、中期目標の期間の終了時
（平成１９年度末）において、独
立行政法人通則法（平成１１年
法律第１０３号）に基づく手続き
の下、同法人の業務全般にわた
る検討を行った上で、必要に応
じ、決するべきである。

ｚB130020 厚生労働省

ー

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ ー
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

ｚB130021 厚生労働省 雇用・能力開発機構愛知

官製の医療市場へ混合診療を認める

愛知障害者職業センター

特定非営利活動法人瀬戸内医

5056

5056B001

1 療福祉団

1

5060

5060B006

1 民間企業

6

5060

5060B007

1 民間企業

7
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官製の医療市場へ混合診療を認める
病院群を導入する市場化テスト

愛知障害者職業センター

雇用・能力開発機構愛知

愛知障害者職業センターの業務全般につ
事業内容が民間企業でも十分に対応が可能
いて民間への委託を希望

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

雇用・能力開発機構愛知の業務全般につ
事業内容が民間企業でも十分に対応が可能
いて民間への委託を希望

独立行政法人雇用・能力開発機構

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

独立行政法人制度の趣旨（※）
に鑑み、民間委託の要否につい
ては各法人が自主的に判断す
べきことであり、市場化テストの
趣旨には馴染まないものと考え
る。また、独立行政法人国立健
康・栄養研究所が実施している
財務・経理、人事、総務等の業
務の民間への委託を規制する
規定はない。なお、独立行政法
人医薬品医療機器総合機構
は、医薬品の副作用等による被
害救済、医薬品・医療機器等の
品質、有効性及び安全性の向上
に資する審査等の業務を行う法
人であるが、研究関係業務は
行っていないことから、「研究機
関系独立行政法人」には該当し
ないと考えられる。
※独立行政法人制度において
は、独立行政法人の業務運営に
おける自主性に十分配慮するこ
とが求められている（独立行政
法人通則法第３条第３項）。

d/e

水道法

水道事業は公益事業であり、
また、継続的、安定的な経営が
求められるものであることから、
各々の水道事業をどのような経
営形態で行うかについては、水
道の需要者から最も近く、また、
地域の実情に通じている市町村
が判断し選択すべきものである
ことから、水道法第6条におい
て、市町村以外の者は、給水区
域をその区域に含む市町村の
同意を得た場合に限り、水道事
業を経営することができるものと ｄ
しています。
一方、水道施設の管理につい
ては、水道法第24条の3に規定
されているとおり、水道の管理に
関する技術上の業務を水道法
上の責任とともに第三者に委託
することが可能です。
また、検針や料金徴収等の業
務についても民間に委託して実
施することが可能であり、現に多
くの水道事業者において民間委
託が行われているところです。

職業紹介業務に係る法令とし
ては、職業安定法第５条第３号
において、無料の職業紹介事業
を政府の業務として行うことが規
定されており、同法第８条におい
て、公共職業安定所が、職業紹
介、職業指導等の業務を行うこ
とが規定されている。その他、職
業安定法第２章、高年齢者の雇
用の安定等に関する法律、障害
者の雇用の促進等に関する法
律等において、国又は公共職業
安定所が行うべき職業紹介業務
「制度の現状」を
が規定されている。
c
参照されたい。
雇用保険業務に係る法令とし
ては、雇用保険法があり、同法
第２条第１項において、「雇用保
険は、政府が管掌する」こととさ
れているほか、同法第２章、第３
章及び第７章の規定並びにその
他関係法令の規定により、例え
ば、失業の認定、失業等給付の
支給、返還命令、給付制限、被
保険者資格の確認といった業務
について、厚生労働大臣又は公
共職業安定所長等が行うことと
されている。

ｚB130022

経済産業省、
農林水産省、 各省庁所管の一括研究機関の会計・人
事、その他研究支援等バックオフィス関
厚生労働省、 係事務の市場化テスト
環境省

5066

5066B001

トランスコスモス株式会社
MCMサービス統括 サービス企

1 画部

1

益村勝将

産業技術総合研究所、NEDO、製品評価技
術基盤機構、農業・生物系特定産業技術
研究機構作物研究所、農業生物資源研究
所、食品総合研究所、森林総合研究所、
農業環境技術研究所、水産総合研究セン
各省庁所管の一括研究機関の会計・人
ター、国立健康・栄養研究所、医薬品医
事、その他研究支援等バックオフィス関
療機器総合機構、国立環境研究所等の研
係事務の市場化テスト
究機関系独立行政法人が実施している財
務・経理、人事、総務、購買、情報シス
テム（システムの運用・保守、データの
保存、セキュリティなど）、法務、広報
等の業務の一括市場化テスト

現在、財務・経理、人事、総務、購買、情報
システム（システムの運用・保守、データの
保存、セキュリティなど）、法務、広報等の 左記の業務の中で支払い管理、一般会
業務はそれぞれの自治体で個別に業務を行っ 計、給与計算、入金管理、情報システム
ているが、これらの業務には共通性が高い。 運用、旅費・経費生産、ITヘルプデス
次のような効果が期待できる。
1.コストダウン
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民間と
競争させることでコストが下がる。
2.人材の最適配置
バックオフィス系の業務を効率化させること
で、人材を他部門により集中させることがで
き

ク、備品購入、福利厚生などの業務の標
準化ができて、かつ他研究機関と差別化
の要因にならない業務を抽出し、これら
の業務を提供するアウトソーシング会社
との間で市場化テストを実施する

現在、水道事業は水道法６条により、原則市
区町村が請け負うことになっている。しか
し、当該業務は設備の管理やその使用料の徴
収など民間において類似業務が存在する。

水道施設の管理等については、
- 制度の現状で述べたとおり、民
間委託が可能となっています。

Ⅰ

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業及
び雇用保険事業については、以下のとおり、市場化テストの
対象とすることは困難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

民間も含めた事業者を広く募ることで以下の
ような効果を生むことができる。

ｚB130023 厚生労働省 水道業務の市場化テスト

ハローワーク（公共職業紹介所）の市場

ｚB130024 厚生労働省 化テスト

つくば市議会議員

5067

5067B001

1青

5068

5068B002

1 個人
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五十嵐立

1

水道業務の市場化テスト

自治体の水道管理事業を民間開放する

2

ハローワークの業務全体に対して包括的
ハローワーク（公共職業紹介所）の市場 各公共職業紹介所が実施している業務全 現在、ハローワークが実施している職業紹介 に市場化テストを実施することにより、
業務全般は、多くの民間事業者においても実
コスト削減・サービスレベル向上が図ら
化テスト
体に対して包括的に市場化テストを実施 施されているため
れるものと期待される

1.コストダウン・.利用者にとっての料金低
下
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民間と
競争させることでコストが下がる。
2.利用者にとってのサービスの向上
民間の創意工夫により、支払い方法の多様化
や新しい料金体系や新しいサービスなどが創
出される。

自治体の水道管理業務全て

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

キャリア交流プラザ事業につい
ては、中高年ホワイトカラー求職
者、壮年技術者及び中高年長期
失業者を登録制により対象とし
て、求職活動に有用な知識等の
付与、経験交流、キャリアコンサ
ルティング等を集中的に実施し、
これらの者の再就職の促進を図
るため、全国１５か所で実施して
いるところである。このうち５か所
について、民間事業者等の知
「制度の現状」を
見・ノウハウを活用することによ c
参照されたい。
り、サービスのコスト削減・質向
上をめざしていく観点から、求職
者に対して無料の職業紹介事業
を含む一連の幅広い就職支援
に関わる事業を行う施設とし、そ
の運営について、民間事業者等
の創意工夫が最大限発揮される
よう「公設民営方式」を前提に、
市場化テスト（モデル事業）の対
象とし、本年６月より実施してい
るところである。

Ⅳ

若年版キャリア交流プラザ事業
については、的確、円滑な就職
のための支援の必要性が高い
若年求職者を対象として、求職
活動に有用な知識等の付与、経
験交流、キャリアコンサルティン
グ等職業紹介事業を含む一連
の幅広い就職支援に関わる事
業を集中的に実施し、これらの
者の再就職の促進を図るため、
全国１か所で実施しているところ
「制度の現状」を である。この１か所について、民
ｅ
参照されたい。 間事業者等の知見・ノウハウを
活用することにより、サービスの
コスト削減・質向上をめざしてい
く観点から、求職者に対して無
料の職業紹介業務を含む一連
の幅広い就職支援に関わる事
業を行う施設として、民間事業者
等の創意工夫が最大限発揮さ
れるよう「公設民営方式」を前提
に、市場化テスト（モデル事業）
の対象とし、本年６月より実施し
ているところである。

Ⅳ

依然求人情勢が厳しい地域に
あって求人を量的に確保するた
めの求人開拓については、平成
１７年度全国７７地域で実施して
いるところであるが、このうち３地
「制度の現状」を 域について、民間事業者等の知
c
参照されたい。 見・ノウハウを活用することによ
り、サービスのコスト削減・質向
上をめざしていく観点から、市場
化テスト（モデル事業）の対象と
し、本年６月より実施していると
ころである。

Ⅳ

キャリア交流プラザ事業につい
ては、本年６月より１年間市場化
テストのモデル事業の対象とし
ているところであるが、まずは現
行５か所のモデル事業を着実に
実施し、的確な実績評価を行っ
た上で、実施地域の拡大や事業
の適否等について判断する必要
があるため、現時点において対
象地域の拡大を行うことは適当
でない。

ｚB130025 厚生労働省 対象地域拡大

若年版キャリア交流プラザにつ
いては、全国に１か所のみ設置
されたものをテストの対象にして
いるものである。

ｚB130026 厚生労働省 場化テスト対象地域拡大

求人の量的確保を図るための求
人開拓事業については、本年６
月より１年間市場化テストのモデ
ル事業の対象としているところで
あるが、まずは現行３地域のモ
デル事業を着実に実施し、的確
な実績評価を行った上で、実施
地域の拡大や事業の適否等に
ついて判断する必要があるた
め、現時点において対象地域の
拡大を行うことは適当でない。

ｚB130027 厚生労働省 拡大

すでに｢キャリア交流プラザ｣はモデル事業と

キャリア交流プラザ事業の市場化テスト

5068

5068B003

1 個人

3

して市場化テストが実施されており、市場化 基本的には、モデル事業と同様
キャリア交流プラザ事業の市場化テスト 市場化テストのモデル事業対象である テストの趣旨との合致は確認されているもの ただし、モデル事業の実施において識別
された課題解決に向けた方策を実施こと
対象地域拡大
キャリア交流プラザ事業の対象地域拡大 と考えられる
したがって、対象地域を拡大して、より多く とする
の成果を得ていくことが妥当であるため

すでに｢若年版キャリア交流プラザ｣はモデル

若年者版キャリア交流プラザ事業の市

5068

5068B004

1 個人

4

基本的には、モデル事業と同様
市場化テストのモデル事業対象である若 事業として市場化テストが実施されており、
若年者版キャリア交流プラザ事業の市
市場化テストの趣旨との合致は確認されてい ただし、モデル事業の実施において識別
年版キャリア交流プラザ事業の対象地域 るものと考えられる
された課題解決に向けた方策を実施こと
場化テスト対象地域拡大
拡大
したがって、対象地域を拡大して、より多く とする
の成果を得ていくことは妥当であるため

すでに｢求人開拓事業｣はモデル事業として市

求人開拓事業の市場化テスト対象地域

5068

5068B005

1 個人

5

場化テストが実施されており、市場化テスト 基本的には、モデル事業と同様
求人開拓事業の市場化テスト対象地域 市場化テストのモデル事業対象である求 の趣旨との合致は確認されているものと考え ただし、モデル事業の実施において識別
られる
された課題解決に向けた方策を実施こと
拡大
人開拓事業の対象地域拡大
したがって、対象地域を拡大して、より多く とする
の成果を得ていくことが妥当であるため
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その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

独立行政法人の中期目標の期
間の終了時において、当該独立
独立行政法人通 行政法人の業務を継続させる必
ｃ
則法第３５条
要性、組織の在り方その他その
組織及び業務の全般にわたる
検討を行うこととされている。

国立病院機構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成１９年度末）
において、独立行政法人通則法（平成１１年
法律第１０３号）に基づく手続きの下、同法人
の業務全般にわたる検討を行った上で、必
要に応じ、決するべきである。
なお、国立病院機構の業務については、既
に外来窓口業務、清掃業務など、可能な業
務は既に民間に委託しているところである。

Ⅰ

ａ②
(現
在、実
施して
いる市
社会保険庁において、国民年金
国民年金法第96
場化テ
の保険料の徴収業務を行ってい
−
条
ストの
る。
モデル
事業を
引き続
き実
施）

一部外部委託

c /d

労働者健康福祉機構の業務の在り方につい
ては、中期目標の期間の終了時（平成１９年
度末）において、独立行政法人通則法（平成
１１年法律第１０３号）に基づく手続きの下、
同法人の業務全般にわたる検討を行った上
で、必要に応じ、決するべきである。
なお、労働者健康福祉機構の病院における
業務については、既に外来窓口業務、清掃
業務など、可能な業務は既に民間に委託し
ているところである。

社会保険庁においては、業務
効率化の観点から外部委託の
拡大を図ることとしており、その
一環として、国民年金保険料の
収納業務のうち、納付督励業務
及び保険料の納付受託業務等 −
について、包括的に市場化テス
トのモデル事業として実施してい
る。引き続き、その実施を進めて
いくこととしている。

運転手職員退職後の不補充の
方針に基づき、運転手職員退職
後は順次、民間委託に移行して
いる。ただし、不規則・緊急な業
務・事態に対応する必要がある
こと等により、すべてを民間委託
とすることはできない。

厚生労働省
総務省
ｚB130028 文部科学省 行政機関運営病院の市場化テスト
防衛庁

ｚB130029

ｚB130030

厚生労働省、 社保庁の徴収業務受託
ＮＨＫ受信料の徴収業務受託
総務省

全省庁

公用車の運転業務受託

5068

5068B010

1 個人

10

行政機関運営病院の市場化テスト

（独）国立病院機構が所管する国立病
行政機関が所管・経営する病院に対し
院、特殊法人・独立行政法人が経営する
現在、行政機関は病院を所管・経営している て、市場化テストを実施することによ
病院、地方自治体が経営している病院 が、民間法人によっても経営されているため
り、コスト削減・サービスレベルの向上
等、行政機関が所管・経営する病院の市
が図られるものと期待される
場化テスト

5069

5069B003

1 個人

3

社保庁の徴収業務受託
ＮＨＫ受信料の徴収業務受託

社会保険庁の徴収業務、およびＮＨＫの
受信料徴収業務について、社会保険庁、
ＮＨＫがそれぞれ、同業務に対して市場
化テストを実施するもの。

社会保険料、ＮＨＫの受信料とも、その納入
は義務であり、各組織のスタッフが徴収に出
社会保険庁の徴収業務、ＮＨＫの受信料
向いているところであるが、一人で両方につ
いて督促がかけれられれば、合理的な回収が 徴収業務
実現できると考えられる。

5069

5069B007

1 個人

7

公用車の運転業務受託

現在、省庁および国会議員に対して提供
されている公用車サービスについて、そ
のサービス提供を市場化テストにかける
もの

公用車サービスは、基本的に民間のハイ
ヤー、タクシー事業の業務内容となんら変わ
各省庁の幹部クラス、および国会議員に
るところはなく、当該サービスが公務員に
よって提供されなければならない合理的理由 呈して提供されている公用車サービス
は考え難い。
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その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

競争入札を希望する業者の資
格審査登録業務、省庁別財務
諸表の作成業務等の財務・経
理・購買業務、語学研修等の人
事業務、厚生労働省ネットワー
クシステム等情報システムの保
守・管理業務、厚生労働省ホー
ムページの掲載等の広報業務
について民間委託を行っている
ところであり、既に民間開放済み
である。

d

職業能力開発促
進法第２７条第３
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項並び
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

職業能力開発総合大学校は独
立行政法人雇用・能力開発機構
ｃ
が設置及び管理運営を行ってい
る。

職業能力開発促
進法第１６条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
職業能力開発大学校は独立行
条第１項第２号
政法人雇用・能力開発機構が設 ｃ
及び第３項並び
置及び管理運営を行っている。
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

−

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ −
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

−

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ −
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

左記の業務の中で支払い管理、一般会
計、給与計算、入金管理、情報システム
運用、旅費・経費生産、ITヘルプデス
ク、備品購入、福利厚生などの業務の標
準化ができて、かつ他自治体等の組織と
差別化の要因にならない業務を抽出し、
これらの業務を提供するアウトソーシン
グ会社との間で入札を行う。

ｚB130031

全府省

バックオフィス系業務の民間委託

雇用・能力開発機構（職業能力開発総

ｚB130032 厚生労働省 合大学校）全体の市場化テスト

雇用・能力開発機構（職業能力開発大

ｚB130033 厚生労働省 学校（１０箇所））の市場化テスト

5069

5070

5070

5069B009

5070B001

5070B002
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1 個人

1 個人

1 個人

9

1

2

バックオフィス系業務の民間委託

省庁および特殊法人における財務・経
理、人事、総務、購買、情報システム
（システムの運用・保守、データの保
存、セキュリティなど）、法務、広報な
どのバックオフィス業務を民間開放する

現在、財務・経理、人事、総務、購買、情報
システム（システムの運用・保守、データの
保存、セキュリティなど）、法務、広報等の
業務は各省庁で個別に業務を行っているが、
これらの業務には共通性が高い。

次のような効果が期待できる。
1.コストダウン
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民
間と競争させることでコストが下がる。
2.人材の最適配置
バックオフィス系の業務を効率化させる
ことで、人材を他部門により集中させる
ことができ、政策立案などの業務に特化
することができる。
3.業務のサービスレベル向上
業務を効率化させることで、バックオ
フィス業務のサービスの受けて側の処理
も簡素化し、スピードが上がりサービス
レベルが向上する

・現状の運営では、稼働率が低く高コスト体
質になっている。
・当施設の業務は民間の研修関連企業や人材
紹介会社でも実施している事業であり、その
雇用・能力開発機構が運営する職業能力 運営方法や利用者の募集方法、研修内容等で
雇用・能力開発機構（職業能力開発総
開発総合大学校全体の業務を市場化テス 民間企業の方がノウハウを有していると考え
合大学校）全体の市場化テスト
られる。
トにかける
・事業運営の効率性という点からも厳しい競
争にさらされている民間企業の方が高いレベ
ルにあると考えられる。
・職業訓練と紹介が一体的に運営されておら
ず、なかなか職に結びつかない

市場化テストにかける際には、大工など
の技能系とIT等のビジネス系で業務を切
り出しそれぞれにおいて市場化テストを
行うようにする。また、包括的な受注も
できるようにしておくことが望ましい。
・民間に当業務を委託することで、コス
ト削減効果が得られる
・多くの人に活用のチャンスが与えられ
るようになる
・民間の研修ノウハウを活用することで
利用者の能力を向上させるという効果が
上がる
・適切なマッチングの件数が増加する

・現状の運営では、稼働率が低く高コスト体
質になっている。
・当施設の業務は民間の研修関連企業や人材
紹介会社でも実施している事業であり、その
雇用・能力開発機構が運営する職業能力 運営方法や利用者の募集方法、研修内容等で
雇用・能力開発機構（職業能力開発大
開発大学校全体の業務を市場化テストに 民間企業の方がノウハウを有していると考え
学校（１０箇所））の市場化テスト
られる。
かける
・事業運営の効率性という点からも厳しい競
争にさらされている民間企業の方が高いレベ
ルにあると考えられる。
・職業訓練と紹介が一体的に運営されておら
ず、なかなか職に結びつかない

市場化テストにかける際には、大工など
の技能系とIT等のビジネス系で業務を切
り出しそれぞれにおいて市場化テストを
行うようにする。また、包括的な受注も
できるようにしておくことが望ましい。
・民間に当業務を委託することで、コス
ト削減効果が得られる
・多くの人に活用のチャンスが与えられ
るようになる
・民間の研修ノウハウを活用することで
利用者の能力を向上させるという効果が
上がる
・適切なマッチングの件数が増加する

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

職業能力開発促
進法第１６条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項並び
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

職業能力開発短期大学校は独
立行政法人雇用・能力開発機構
ｃ
が設置及び管理運営を行ってい
る。

職業能力開発促
進法第16条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項及び
独立行政法人雇
用・能力開発機
構法第11条第1
項第7号

職業能力開発促進センターは独
立行政法人雇用・能力開発機構
ｃ
が設置及び管理運営を行ってい
る。

−

独立行政法人労働政策研究・研
修機構は、独立行政法人労働
政策研究・研修機構法に基づ
き、労働政策についての総合的
ｃ
な調査及び研究、厚生労働省の
労働に関する事務を担当する職
員等に対する研修等を行ってい
る。

−

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ −
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

−

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

ｚB130035 厚生労働省 進センター（６２箇所））

−

独立行政法人労働政策研究・研
修機構の業務の在り方について
は、中期目標の期間の終了時
（平成１８年度末）において、独
立行政法人通則法（平成１１年
法律第１０３号）に基づく手続の
下、同法人の業務全般にわたる
検討を行った上で、必要に応じ、
決するべきである。

ｚB130036 厚生労働省 研究、研修等の市場化テスト

雇用・能力開発機構（職業能力開発短

ｚB130034 厚生労働省 期大学校（1箇所））

雇用・能力開発機構（職業能力開発促

労働政策研究・研修機構における調査

5070

5070B003

1 個人

3

5070

5070B004

1 個人

4

5070

5070B008

1 個人

8
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・現状の運営では、稼働率が低く高コスト体
質になっている。
・当施設の業務は民間の研修関連企業や人材
紹介会社でも実施している事業であり、その
雇用・能力開発機構が運営する職業能力 運営方法や利用者の募集方法、研修内容等で
雇用・能力開発機構（職業能力開発短
開発短期大学校全体の業務を市場化テス 民間企業の方がノウハウを有していると考え
期大学校（1箇所））
られる。
トにかける
・事業運営の効率性という点からも厳しい競
争にさらされている民間企業の方が高いレベ
ルにあると考えられる。
・職業訓練と紹介が一体的に運営されておら
ず、なかなか職に結びつかない

・現状の運営では、稼働率が低く高コスト体
質になっている。
・当施設の業務は民間の研修関連企業や人材
紹介会社でも実施している事業であり、その
雇用・能力開発機構が運営する職業能力 運営方法や利用者の募集方法、研修内容等で
雇用・能力開発機構（職業能力開発促
開発促進センターの業務を市場化テスト 民間企業の方がノウハウを有していると考え
進センター（６２箇所））
られる。
にかける
・事業運営の効率性という点からも厳しい競
争にさらされている民間企業の方が高いレベ
ルにあると考えられる。
・職業訓練と紹介が一体的に運営されておら
ず、なかなか職に結びつかない

当法人の行っている、調査や研究の業務
はシンクタンクやリサーチ会社、研修会
労働政策研究・研修機構における調査 労働政策に関する研究・調査・研修の業 社などの企業においても提供している業
務であることから、民間の創意工夫やコ
研究、研修等の市場化テスト
務を市場化テストにかける
スト管理の手法を導入する余地があると
考えられる。

市場化テストにかける際には、大工など
の技能系とIT等のビジネス系で業務を切
り出しそれぞれにおいて市場化テストを
行うようにする。また、包括的な受注も
できるようにしておくことが望ましい。
・民間に当業務を委託することで、コス
ト削減効果が得られる
・多くの人に活用のチャンスが与えられ
るようになる
・民間の研修ノウハウを活用することで
利用者の能力を向上させるという効果が
上がる
・適切なマッチングの件数が増加する

・民間に当業務を委託することで、コス
ト削減効果が得られる
・多くの人に活用のチャンスが与えられ
るようになる
・民間の研修ノウハウを活用することで
利用者の能力を向上させるという効果が
上がる
・適切なマッチングの件数が増加する

・民間委託することにより、業務が効率
化されコストダウンできる
・採算性の考え方が徹底されることで無
駄な調査・研究が削減され意味のある調
査・研究に集中できる
・民間のノウハウを活用することで研修
の効果の向上が期待できる

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

番号

民間も含めた事業者を広く募ることで以
下のような効果を生むことができる。

医療法第３９条

病院、医師もしくは歯科医師が
常時勤務する診療所又は介護
老人保健施設を開設しようとす e
る社団又は財団は法人とするこ
とができる。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

国民健康保険法
第８０条の２
国民健康保険法
第８０条の２の規
定に基づく厚生
労働大臣の指定
する市町村の指
定について

被保険者の便益に資するため、
厚生労働大臣の指定を受けた
市町村における保険料収納事
ｂ①
務については、コンビニエンスス
トア等に委託することができるこ
ととしている。

‐

Ⅰ

Ⅳ

提案の趣旨が不明であるが、医
療法第３９条に規定する医療法
人は、民間の法人であり、市場
化テストの対象とすることはでき
ない。

ｚB130037

厚生労働省、 病院運営の市場化テスト
総務省

ヤングハローワーク及びヤング
ワークプラザについては、セーフ
ティネットとしての職業紹介事業
を行うハローワークの組織であ
「措置の概要」において述べたと
り、ハローワークの行う職業紹介
おり、当該業務を市場化テスト ｚB130038 厚生労働省 ヤングハローワーク運営事業
事業については、憲法に規定さ
の対象とすることはできない。
れる勤労権の保障やＩＬＯ第８８
号条約を遵守する観点から、全
国的なネットワークにより国が直
接実施する必要がある。

国民健康保険料の収納に関して
は、被保険者の数、国民健康保
険の財政その他国民健康保険
の運営の状況を勘案して厚生労
働大臣が指定する市町村にお
いて、収入の確保及び被保険者
の便益の増進に寄与すると認め
る場合に限り、政令の定めるとこ
ろにより、私人に委託することが
できることとなっているが、現在
のところ、クレジット決済による
立替払いについては想定してい
ない。
クレジット決済による立替払いに
ついては、その必要性、有益性
等を十分に検討する必要がある
ことから研究会を立ち上げたとこ
ろであり、検討を行ってまいりた
い。

ｚB130039 厚生労働省 国民健康保険の支払（納付）代行業務

5070

5073

5078

5070B018

5073B001

5078B011
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1 個人

1 株式会社リクルート

1 株式会社ゼロ

18

1

11

病院運営の市場化テスト

ヤングハローワーク運営事業

病院運営の主体に民間も加える

厚生労働省が設置・運営する公共職業安
定所のうち、大都市圏におけるヤングハ
ローワーク、ヤングワークプラザ、の若
年者向け職業紹介施設の一括運営。（た
とえば、現在、東京都渋谷区にあるヤン
グハローワークの運営を一括して行うこ
と。）

現在、医療法39条により、病院運営を民間事
業者は請け負うことができない。しかし、当
該業務はサービス提供という観点から、民間
事業者の施設管理や顧客サービス、品質管理
などのノウハウ活用の余地が大きいと考え
る。そのために、民間事業者にも開放するこ
とでサービスの改善を図る。

厚生労働省は現在、ヤングハローワーク、ヤ
ングワークプラザ等若年者向け公共職業安定
所に加えて、地方公共団体が設置する「ジョ
ブカフェ」において若年者向けの職業紹介事
業を行っているほか、雇用・能力開発機構を
通じて「ヤングﾞ・ジョブスポット」の運営
を行っている。また、勤労青少年ホームにお
いてキャリア形成支援事業を実施するなど、
若年者向けの就業支援施策は多岐にわたる。
これらの事業はそもそもの目的や歴史的背景
が異なるとはいえ、直接の実施主体が異なる
等の理由から重複する部分があったり、一貫
性を欠いたりするなどの問題を抱えている。
将来的には、若年者に対する就業支援施設を
集約する必要があると考える。その端緒とし
て、厚生労働省が大都市圏に設置しているヤ
ングハローワークの運営を一括して民間に任
せ、民間が得意とするキャリアカウンセリン
グ技術を生かし、また、世の中に散在してい
る求人情報や派遣情報などを含む多様な就業
チャネルも活用しながら、効率的で成果のあ
がる就業支援を行う必要があると考える。
なお、若年者の中には、将来的に公的支援か
ら切り離し、民間のサービス（＝事業主また
は個人等による受益者負担）により運営でき
る可能性のある層が一定の割合で存在するも
のと思われる。

現状では口座振替や役所・銀行・郵便局での
窓口支払が認められているが、新たなの支払
手段としてオンラインによるクレジットカー
ド決済で支払を行ないたい。外国人を含む支
国民健康保険のクレジットカード決済で 払者にとって支払い方法を選択できることで
利便性が向上する。クレジットカードは口座
国民健康保険の支払（納付）代行業務
の支払の許可
振替同様に継続支払等が選択できるため収納
の確実性がある。書類保管ではなくデータ処
理することにより管理が容易になり、徴収員
による集金の手間も軽減できる。

1.利用者にとってのサービス・品質の向
上
病院運営に、民間の創意工夫を活用する
ことにより食事の向上や受付方法の向
上、待合時間の短縮等の向上が見込め
る。
2.コストダウン
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民
間と競争させることでコストが下がる。

ヤングハローワーク等の若年者向け職業
紹介施設の機能を民間が完全に代替する
ため、責任者および従業員は民間事業者
の者とするほか、事業企画・運営を民間
事業者の手によって主体的に行う観点か
ら、少なくとも以下の措置が必要と考え
る。なお、現在の施設および什器・備品
等はそのまま民間事業者が使用すること
を前提とする。
・ヤングハローワークは「概ね30歳未満
の」若年者を対象にしており、それ以外
の求職者には同じ地域にある公共職業安
定所がサービスを提供していることか
ら、同一管内にある公共職業安定所と
は、現在の両者の役割分担と同様に、お
互いの求職者をスムーズに案内できるよ
うな協力関係のもとに運営する。
・ヤングハローワークにおいても4週間
に1度の失業認定を行うため、認定業務
そのものを民間事業者に委ねるか、これ
が困難である場合には、必要に応じて公
共職業安定所の職員を若干名配置する。
・公共職業安定所が持つ求人情報の全国
的なネットワークを損なわないよう、ヤ
ングハローワーク等においても「総合的
雇用情報システム」および「求人自己検
索端末」等の情報を民間事業者が使用で
きることとする。
・その他、公共職業安定所が全国一律に
提供しているサービスについても同様
に、民間事業者が使用できることとす
る。

保険年金課などホームページ上で自宅の
パソコンからクレジット支払情報を入力
することにより、２４時間支払を受け付
ける。毎月自動継続支払なども申請時に
受け付ける。パソコン・保険番号による
個人の特定、暗号化通信によるセキュリ
ティを確保してデータ管理をする。回収
業務も軽減され、カード会社からの入金
を確認するのみ。オンライン上の決済の
ため受付窓口におけるカード読み取り機
の設置も不要である。

●市場化テストの実施期間中は公共
職業安定所と同様に「無料」職業紹
介事業を行うことになると考える
が、将来的に国の予算への依存を可
能な限り少なくする観点から、「有
料」事業を行いたい。このため、職
業紹介事業を行うに当たっては、有
料職業紹介事業の許可を取得したい
と考えている。
●昨年10月6日の規制改革・民間開放
推進会議 雇用・労働ワーキンググ
ループの会合において、高校生の職
業紹介について民間事業者が何らの
制限なくこれを行うことができると
の考えが厚生労働省から示されたと
ころであるが、これを事業主および
文部科学省、都道府県教育委員会、
高校現場等に周知し、学校と事業
主、民間事業者の協力が一層進むよ
う尽力願いたい。
●本来の目的である求職者の就業・
定着を実現するため、いわゆる職業
紹介に限らず、民間事業者の援助に
よる求職者の自律的な就職活動で就
業した場合も含めた就職件数および
その効率を事業評価の対象としてい
ただきたい。
●現在のヤングハローワーク運営に
関する全ての諸経費、業務の流れと
内容、それに従事する職員数、職員
の雇用形態に関する情報が開示され
ること
●実績によって予算などを拡大がで
きること
●費用対効果（コスト削減）を視野
に入れることはもちろんであるが、
提案内容の質が重視される官民競争
入札方式になること

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他・要望

番号

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

労働移動支援助成金の１メ
ニューである再就職支援給付金
雇用保険法第62 の事務処理業務は、雇用保険
条第1項、雇用対 法第62条第1項及び雇用対策法 ｃ
策法26条
第26条に基づき、ハローワーク
及び労働局において実施してい
る。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業に
ついては、以下のとおり、市場化テストの対象とすることは困
難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

提案の内容では、証明書を発行
した会社が当該証明書も含めた
書類のチェックを行うこととなり
適当ではない。

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業に
ついては、以下のとおり、市場化テストの対象とすることは困
難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

「措置の概要」において述べたと
ハローワーク再就職希望者の相談窓口
おり、当該業務を市場化テスト ｚB130040 厚生労働省 及び事務手続き業務
の対象とすることはできない。

5086

5086B001

1

グッド
ウィル・
グループ

1

現在、ハローワーク殿が行っている再就
職希望者に対する一連業務の民間開放提
案
提案業務
①再就職相談窓口
②求職票等の作成指導
ハローワーク再就職希望者の相談窓口
③登録事務手続き
及び事務手続き業務

提案理由
①再就職支援一連
業務の一括請負に
よるトータル業務効
率向上
②求職者の方にとって
の繰り返し説明等の
＊上記については、現在、（財）高年齢
手間削減。 等

ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

者雇用開発協会殿より「民間委託による
長期失業者の就職支援事業」を受託し対
応させて頂いている経験にもとずく。

ｚB130041 厚生労働省 再就職関連助成金の事務処理業務

5086

5086B002

1

グッド
ウィル・
グループ

2

再就職関連助成金の事務処理業務

ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

「措置の概要」において述べたと
おり、当該業務を市場化テスト ｚB130042 厚生労働省 求人開拓コンサルタント業務の請負
の対象とすることはできない。

5086

5086B003

1

グッド
ウィル・
グループ
ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱
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現在、当社に登録頂いた方が再就職され
た時、当社としてご本人に助成金の主
旨、内容、手続きについてご説明し、そ
の後ハローワーク殿にて書類処理をされ
ており、このハローワーク殿の書類処理
提案理由
について民間開放を提案
①再就職助成金事務
提案業務
手続きの一括請負
①再就職助成金事務手続き
によるトータル業務
効率の向上

3

求人開拓コンサルタント業務の請負

１．競争条件
コスト面等だけでなく、サービスの内容
についても競争条件に織り込んで頂きた
ハローワーク殿が行って
い。
いる詳細の業務内容とそ
２．理由
れにかかる労力、人材
再就職支援事業においては、より良い
サービスを提供するということが最大の
使命であるため。

特になし。

助成金手続きに関するハ
ローワークとしての業務
量

当社は再就職支援事業を営む中でベテラ
ンの求人開拓コンサルタントを使い、得
意先企業より求人案件の発掘に努めてい
るが、その求人案件のご紹介を含めた求
人開拓コンサルタント業務をハローワー
ク殿から民間に開放提案。
提案業務
①面接指導
②求人案件紹介
求人開拓コンサルタント業務について
③面接後フォロー
ハローワーク殿で行って
提案理由
は、求人案件の量とともに質も重要視し
①求人開拓コンサルタントのノウハウ及び求
④職場定着フォロー
いる求人開拓業務の具体
ており、競争条件の一つとして織込み希
人案件の拡大活用
的内容と仕事量
望
＊特に、長期失業者
の再就職達成につい
ては、求人開拓コン
サルタントの関与が
非常に重要であり、
この点で当社の特徴、
強みを活用頂きたい。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他・要望

番号

ー

失業等給付受給者に対するセミ
ナーなどについては、既に民間
d
に委託し、業務を実施いただい
ているところである。

地域の経済や雇用動向を踏ま
え、企業の人材受入れ・送出情
報を収集し、必要とする企業に
雇用保険法施行
情報提供するなど出向・移籍の
規則第115条第4
ｃ
支援を推進し、「失業なき労働移
号
動」の実現を図り、また、在職者
個人に対する相談等の支援を
行っている。

本事業は国の指示を受けて、高
齢協会が実施しているものであ
る。
要望事項である、民間委託対象
者のリストのとりまとめ、整理に
ついては、対象者の選定を行う
ハローワークが実施している。
再就職活動状況報告について
は、委託費の支給手続きの一部
分であることから、委託費の支
ｃ
給事務を行う高齢協会に対し
て、受託事業者が委託契約によ
り定められた様式で報告するこ
とになっている。
対象者からの苦情・クレーム対
応については、その内容によっ
て受託事業者に助言・指導を行
うことが必要になることから、ハ
ローワークと高齢協会が連携し
て対応している。

ー

Ⅲ

Ⅳ

現在、ハローワークで行っている
各種セミナーについては、既に
民間講師の活用、民間委託の
推進等を行っているところであ
る。

政府が管掌する雇用保険事業について
は、事業の性質等にかんがみ、当該事業の
内容に関し専門性を有する団体が実施した
方が効果的であり、かつ、当該団体が公益
性を有し、その事業を適切に実施すると認め
られる場合には、法令（雇用保険法施行規
則）に基づき、国が当該団体を指定し、事業
を行わせているところであり、（財）産業雇用
安定センターは、まさにこうした考え方に基
づき指定された法人である。
具体的には、同センターは、出向等を通じ
た産業間や企業間の労働移動を円滑に進め
ることを目的として、出向等に係る情報収集・
提供、相談等を行う専門的かつ公益的な機
関として設立された法人であり、多くの民間
企業出身の職員のノウハウやこれまでの産
業界との強い繋がりを有していることから、
同法人が失業なき労働移動の実現に向けた
事業を行うことは最も適切かつ効率的であ
る。
こうしたことから、本事業を別主体に行わせ
ることは不適当であり、市場化テストの対象
にはなじまない。

提案のあった業務については、
長期失業者の就職支援業務を
民間委託するための管理業務で
あり、複数の委託先の事業者間
の公平性が求められることか
ら、これを民間委託の対象とす
ることは不適当である。

「措置の概要」において述べたと
おり、当該業務は既に民間に委
ｚB130043 厚生労働省 各種セミナーの請負
託し、業務を実施いただいてい
るところである。

5086

5086B004

1

グッド
ウィル・
グループ

4

各種セミナーの請負

ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

ハローワーク殿で開催している再就職の
方に対する各種セミナー講師及び中小企
業向け人事、社内研修等についてのコン
サルティング
提案業務
提案理由
①永年の実務により蓄積した再就職支援 ①再就職支援、人事コンサルテーション実務 特になし。
経験のハローワーク殿での活用
活動に対するノウハウ等を講義
②人事コンサルテーション実務経験の活
用

講座開設内容及び頻度

「現在、財団法人産業雇用安定センター
が実施している出向・移籍支援事業／在
職者職業紹介事業」の民間開放提案

ｚB130044 厚生労働省

財団法人産業雇用安定センターが行っ
ている出向・移籍支援事業／在職者職
業紹介事業

長期失業者
再就職に係る

ｚB130045 厚生労働省 民間委託事務

5086

5086B007

1

グッド
ウィル・
グループ

7

ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

5086

5086B008

業務

1

グッド
ウィル・
グループ
ヒュー・マネジメント・ジャ
パン㈱

17/24

8

提案業務
①出向・移籍支援事業
・ご連絡いただいた企業への訪問
・受入れ、送出しの希望条件等の確認、
登録
財団法人産業雇用安定センターが行っ
・ニーズに応じた求人情報、求職情報の
ている出向・移籍支援事業／在職者職
提供
業紹介事業
・マッチング（出向・移籍の相談、仲
介）
・出向・移籍の成立
②在職者職業紹介事業
・転職希望者の相談対応
・求職の申し込み受付け
・カウンセリングの実施
・求人企業の紹介
・選考面接、転職成立

長期失業者
再就職に係る
民間委託事務
業務

長期失業者について、
ハローワーク殿から民
間再就職支援会社に
業務委託される際に行
なわれる事務業務につ
いて民間開放を提案
（現在は、高年齢者雇用
開発協会殿が運営）
提案業務
・民間委託対象者リスト
の取り纏め、整理・再
就職活動状況報告書
等の
取り纏め・対象者から
の苦情・クレーム対応
窓口

競争条件
・コスト面、サービス内
現行の出向・移籍支援事業／在職者職業紹介
容による競争
事業を民間のノウハウを持って効率的に実施
することができ、かつ利用者の満足度をあげ 職業紹介事業について、その付帯業務取 現在産業雇用安定セン
ることも可能と考えるため
ターが行っている詳細の
り扱いに対する規制緩和
業務内容、業務実施にあ
たってのコスト、組織、
人員

＊当社が再就職支援事業で培ってきたノウハ
ウが活かせると考えています。

提案理由
・再就職支援業務
ノウハウの活用
拡大

特になし

高年齢者雇用
開発協会殿が
行なっている詳
細業務内容とそ
れに係る労力、
スキル

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

番号

競争入札を希望する業者の資格審査
登録業務、省庁別財務諸表の作成業
務等の財務・経理・購買業務、語学研
修等の人事業務、厚生労働省ネット
ワークシステム等情報システムの保守・
管理業務、厚生労働省ホームページの
掲載等の広報業務について民間委託
を行っているところであり、既に民間開
放済みである（※）。
なお、御提案の内容については、上記
のとおり必要に応じて外部委託を行っ
ており、また、庁舎スペース確保等の問
題もあることから、特段必要ないものと
考えている。

d

ｚB130046

全府省

庁舎内サービスセンター事業

5092

5092B001

1 コクヨファニチャー株式会社

各部門に共通して存在し、現状多くの工
数を投入してしまっている官庁職員のノ
ンコア業務（必ずしも官庁職員が直接行
わなくても良い業務）を効率的に民間事
業者へアウトソースするため、庁舎内に
当業務を集約したワンストップサービス
センター窓口を設ける。

市場化テストの本来の目的である「民間のノ
別途添付資料がありま
ウハウを活用することによる官業の効率化」
す。その内容については
を図るため、「官民競争」ではなく「官民協 全ての中央省庁、都道府県庁、政令指定 非公開を希望します。
業」によるアウトソース事業の推進を行いた
（理由：内容に弊社独自
都市における総務庶務系バックオフィス
い。部門多岐に渡っているノンコア業務をと
のノウハウについてご説
サービス
りまとめて効率化を図る役所の担当窓口が現
明している部分があるた
在までなかったため、今回の枠組みでご提案
め）
致します。

1

庁舎内サービスセンター事業

3

・職業安定法の改正で、昨年３月から地方自
治体にも無料職業紹介が解禁され、近畿では
５つの自治体が取り組んでいる。
・その結果、最も就職の決まった人数が多い
職業紹介業務（ハローワーク）の民間開 ・職業紹介業務を市場化テストに付し、 のは民間委託をした京都府。関係団体への委
放
民間ノウハウを導入する方策を探る。 託や自前で行った他の自治体と大きく差がつ
いた。
・これに鑑み、国においても、就職決定者数
を増やし、実績を上げるため、民間開放を進
めるべき。

7

・わが国のグローバル化が進むなか、国境を
越えた人的移動が年々活発になっている。
・しかしながら、わが国の空港では、ピーク
時に国際ゲートが混みあうなどＣＩＱの体制
・ＣＩＱのうち、民間開放可能な部分を がそれに追いついていない面がある。また、
近年、日本においてもビジネスジェット（企
切り出し、一定の人員で業務の繁閑に柔 業等がチャーターする小型機のこと。）の利
軟に対応できる民間の強みを導入する。 用がビジネス需要を中心に高まっているが、
欧米諸国では専用ターミナルを設けて、そこ
でＣＩＱの審査をするのが一般的。
・ＣＩＱは、日本の空港の国際競争力を強化
するため、より一層の体制強化が望まれる。

※内閣府市場化テスト推進室に回答内
容を確認したところ、「バックオフィス業
務における民間開放可能性について回
答いただきたい」とのこと。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

検疫法

検疫感染症の病原体が国内に
侵入することを防止することを目
的として、入国者に対し質問、診
b①
察、検査等を行い、その結果に
応じ隔離、停留等、必要な措置
をとることとしている。

Ⅰ

ハローワークが行うセーフティネットとしての職業紹介事業に
ついては、以下のとおり、市場化テストの対象とすることは困
難かつ不適当である。
① ハローワークの公設民営は、国の指揮監督の下で、公
務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを
義務づけているＩＬＯ８８号条約違反となり、当該条約を批准
している我が国としては、条約に違反することはできない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を
防止し、保険制度としての的確な運営が可能となるものであ
るので、雇用保険と職業紹介は国が一体的に実施すること
が必要不可欠であり、現に、欧米主要国においても、公的機
関が雇用（失業）保険と職業紹介を一体的に実施している。
特に、イギリスでは、1974 年から切り離されていた両事業に
ついて、制度運営の健全化の観点から、サッチャー政権時
代の1986 年に再び両事業を統合した経緯がある。
③ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革に
ついては、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネット
ワークの無料職業紹介事業の存在を前提として、これに賛
成ないし容認してきたところであり、ハローワークの公設民
営はこうした経緯に違背することとなる。
④ 中小企業や地方はハローワークによる公的な職業紹介
に強く依存しており、ハローワークの求人のうち４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業
からのものである。

−

「規制改革・民間開放推進３か
年計画（改定）」（平成１７年３月
２５日閣議決定）に基づき、検疫
業務が国民の身体、財産を直接
侵害するような実力行使を伴う
業務であることを踏まえて、民間
委託を行う業務について検討を
行った。その結果、検疫法第２７ −
条第１項及び第２項の海外にお
ける検疫感染症の発生状況等
に関する情報収集及び提供に
関する業務について、平成18年
度からの民間への委託が可能と
なるよう準備を進めているところ
である。

職業紹介業務（ハローワーク）の民間開

ｚB130047 厚生労働省 放

財務省
法務省
ＣＩＱ（関税・入国審査・検疫）の民間開
ｚB130048
厚生労働省 放

5093

5093

5093B003

5093B007
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1 大阪商工会議所

1 大阪商工会議所

ＣＩＱ（関税・入国審査・検疫）の民間開
放

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

番号

地方自治法第２４３
条

地方自治法第２４３条「普通地方公共団
体は、法律又はこれに基づく政令に特
別の定めがある場合を除くほか、公金
の徴収若しくは収納又は支出の権限を
私人に委任し、又は私人をして行なわ
せてはならない。 」の規定から、公金の
徴収及び収納は法律・政令の特別の定
めがない限り行えない。
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要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

10

国民年金保険料の決済手段の多様化
ならびに回収

国民年金保険料のカード決済､コンビニ収納
／また延滞した顧客に対する督促・集金業 支払方法の多様化、遅延解消
務。

12

国立病院の医療費の分割支払ならび
にカード決済

信販会社等が一括して医療費を納め、信販会
社は患者等から分割して償還を受ける。／ま 集金事務の合理化、支払の利便性
た延滞した顧客に対する督促・集金業務。

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

・ 国民年金保険料は国庫金で
あり、日本銀行又は日本銀行歳
入代理店で現金により納付する
・国民年金法第９
こととされている。
２条から
また、上記以外での納付を可能
第９２条の３まで
とするために納付受託制度を設
及び
けコンビニエンスストア等による
第９５条
納付も可能となっており、さらに
インターネットバンキング等を利
・国民年金法第
用した電子納付も可能となって
96条、健康保険
いる。
法第180条及び
厚生年金保険法
・ 社会保険庁において、国民年
第86条
金、政府管掌健康保険及び厚生
年金保険の保険料の徴収業務
を行っている。

b①
ａ②
(現
在、実
施して
いる市
場化テ Ⅰ
ストの
モデル
事業を
引き続
き実
施）

国の債権の管理
国の債権については、分割決済
等に関する法律
及び、クレジットカードによる決 ｃ
第２４条
済はできない。
会計法第６条

介護保険の保険者は、市町村であり、
法令に委託できる特別の規定がない限
り、他の主体に保険者としての業務を
介護保険法第３条、
委託できない。
第１５９条、第２４条
の２（平成１８年４月
被保険者の便益に資するため、厚生労 c/d
施行）
働大臣の指定を受けた市町村における
保険料収納事務については、コンビニ c/d
国民健康保険法第８
エンスストア等に委託することができる
０条の２
こととしている。
c/d
国民年金法第５条の
市町村が行う国民年金に関する事務
３
は、平成１３年度までは国の機関委任
事務とされ、平成１４年度以降は法定受
託事務とされている。

Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ
Ⅰ

・ クレジットカードによる納付に
ついては、納めやすい環境づくり
を進める観点と利用者のニーズ
に対応していくため、法的整理
の必要性や当該事業にかかるコ
スト等の問題を含め、関係省庁
と協議の上、検討を進めていくこ
ととしている。
・ 社会保険庁においては、業務
−
効率化の観点から外部委託の
拡大を図ることとしており、その
一環として、国民年金保険料の
収納業務のうち、納付督励業務
及び保険料の納付受託業務等
について、包括的に市場化テス
トのモデル事業として実施してい
る。引き続き、その実施を進めて
いくこととしている。

国の債権の管理等に関する法
律により履行延期が原則として
出来ないため、医療費の分割支
払はできない。
また、カード決済については、会
計法第６条の規定により債務者
に納入の告知をする必要がある
が、サービスの直接の受益者で
はないクレジット会社に納入の
告知を行うことはできない。

国民年金保険料の決済手段の多様化

株式会社オリエントコーポ

ｚB130052 厚生労働省 ならびに回収

5109

厚生労働省、
国立病院の医療費の分割支払ならび
ｚB130053 総務省、財務 にカード決済
省

5109

5109B010

1 レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

株式会社オリエントコーポ
5109B012

1 レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

介護保険制度は社会保険の仕組みであり、強制的な被保険
者資格付与・保険料徴収等をはじめとする仕組みやその高
度の公共性、地方分権の趣旨等を踏まえ、市町村が保険者
とされている。介護保険に関する窓口業務は、市町村自体
が行うことが原則だが、パンフレットの配布のような事実行
為に関しては現行制度でも委託可能と解される。今般の改
正介護保険法第１４４条の２（１７年１０月施行）により、収納
の民間委託が行えるようになる。また、窓口業務の一部は同
法第２４条の２（平成１８年４月施行）の規定による市町村事
務受託法人で委託できる場合があると考えられ、今後検討
したい。
国民健康保険制度は、地域の住民を対象に強制的に資格
を付与し、保険料を徴収するものであり、これらは公権力の
行使にあたることから、市町村長に留保されるべきものであ
る。
一方で、公権力の行使にあた
らない業務や補助的な業務について民間委託をすることは
可能であると考える。
なお、国民健康保険料の収納については、一定の要件の下
で私人に委託できることとしている。

総務省、法務
区民事務所窓口に関する委託範囲の
ｚB130054 省、厚生労働 拡大
省

5110

5110B003

国民年金に関する法定受託事務のうち、書類の受け取り等
の事実行為や補助的な業務については、民間委託すること
が可能であると考える。ただし、例えば、保険料免除申請や
障害基礎年金裁定請求の受理及び所得の審査等について
は、本人の所得等を市町村民税課税台帳等から確認する必
要があり、市町村民税課税台帳等の閲覧を民間事業者に認
めるかどうかについての判断も必要である。
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1 足立区

3

区民事務所窓口に関する委託範囲の
拡大

足立区においては、１７の地区に住民
基本台帳・印鑑登録・戸籍・外国人登
録・税・国民健康保険・介護保険・国民
年金・・・等に関する事務（台帳作成・
各種証明発行・各種資格得喪届・・・
等）を取り扱う機能を有する区民事務所
（その他の別機能も有している）という
機関がある。
これらの事務処理を民間事業者が行な
うことを可能とする各種関連法規（地方
自治法、住民基本台帳、戸籍法、地方税
法、国民健康保険法等）の規定を改定さ
れたい。

現行法の関連で、公務員のみが事業主体で
あるがため、窓口時間を延長する場合は、常
勤職員のローティション勤務、非常勤職員の
採用などにより対応せざる得ず、夜間・休日
等の開庁への弾力的な対応ができない状況で
ある。これらの業務への民間委託を進めるこ
とにより、住民サービスの機会の拡大が期待
できる。
また、複数年契約による委託が可能となれ
ば、職員が担う場合に生じる、４、５月とい
う１年の中でも一番の繁忙期における人事異
動による一時的な戦力ダウンを回避すること
が可能となる。

区内に点在する１７箇所の区民事務所
の窓口業務を包括的（１７箇所をまとめ
て事業委託）に民間に委託することによ
り、民間活力を生かす幅が広がり創意工
夫による窓口接客の向上、業務クオリ
ティの向上が期待できる。

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

多機能型コールセンターの設置

コールセンターを単なる問合せ機能の
充実、住民ニーズの把握だけにとどめ
ず、税・保険料等の納付催告、各種相談
機能を付加するなど多目的な活用が図ら
れるよう、関連法規（個人情報保護法、
各業務関連）の規定を整備されたい。

複数の組織の共通業務である、住民からの
個別な各種の問合せ及び各種の催告・相談を
ＩＴの活用により、コールセンターに集約・
組織化し、業務改革を進める。これにより質
の良いサービスの提供を図ることができる。

総務事務のアウトソーシングによる内
部業務プロセスの改革を進めるととも
に、その一貫として、コールセンターの
有効活用の視点に立ち、業務によって
は、個人情報に関する業務についても取
扱うことにより、コールセンター業務の
幅が広がり、民間活力を生かす機会の拡
大と創意工夫を図ることができる。

育児・介護退職者の再就職支援事業

育児介護休業法第３９条第１項により再就職
援助は国の行う業務と定められており、同法
の指定する指定法人である当該財団が現在は
本業務を受託している。
当該財団によると最近の講座例として「再就
職へのプラン作り」「ＩＴ講習」「介護研
修」などが挙げられているが、これらはいず
現在、財団法人２１世紀職業財団が受 れも既に民間で実施されており、当該財団の
みへの補助金制度は民業を圧迫している。 民間のノウハウを取り入れた女性向け再
託、実施している「再就職希望者支援事 このような事業に年間３億円以上の税金を投
就職支援事業の効率化と内容の充実
業」を市場化テストの対象とする
入している現状は効率的であるとは言えず、
市場化テストの対象とすることで飛躍的な効
率化を図ることができると考える。
また、同種のサービスは民間への委託が既に
進んでいるところであり、本事業の場合にお
いてもサービス提供主体を公益法人に限定せ
ず、市場化テストの対象とすることが望まし
い。

「女性と仕事の未来館」運営事業

本施設は女性を対象にした総合的な職業相
談、就業・起業支援業務及び調査・研究活動
を行っている。こうした業務に関する経験と
ノウハウについては民間企業に十分な蓄積が
あり、また、これらの分野は女性向けに限ら
ず既に民間委託によって成功を収めているも
のでもあるため、市場化テストの導入によ
り、運営の効率化とサービスの向上の実現が
現在、財団法人女性労働協会が委託を受 可能であると考えられる。この点、厚生労働
民間の運営ノウハウによる、女性を対象
けている「女性と仕事の未来館」運営業 省は、安定した管理運営及び専門性の高いス
タッフ確保の必要性から競争入札の形式にな にした総合的職業サービスの充実
務を、広く民間に開放する
じまず、随意契約での委託を採用したとして
いる。しかし、本施設の運営にあたり当該法
人によらなければ提供しえない高度に専門的
なスキルやノウハウが存在するとは想定し難
く、安定した管理運営については一定の契約
期間を設けることなどでも担保できることか
ら、これらの理由によって競争入札になじま
ないとすることは適当でない。

番号

被保険者の便益に資するため、
国民健康保険法 厚生労働大臣の指定を受けた
第８０条の２
市町村における保険料収納事
ｄ
務については、コンビニエンスス
トア等に委託することができるこ
ととしている。

被保険者に関する情報を慎重に
保護することを特段の配慮と慎
重な取扱をもって十分に確保で
きるのであれば、公権力の行使
にあたらない業務や補助的な業
務を民間委託することは可能で
ある。具体的には、滞納者への
電話催告や自主的な納付を呼
びかけることなどが可能な事務
として考えられる。又、コールセ
ンター職員を公権力の行使にあ
たらない業務や補助的な業務に
あてることは可能である。

育児・介護休業法第三十九条の
規定により、同法に規定する国
の行う業務の一部については、
育児・介護休業法第三十六条第
一項の規定による指定法人に行
わせるものとされており、同法第 ｃ
三十二条に基づく再就職希望登
録者支援事業は、指定法人であ
る（財）21世紀職業財団が行って
いるところである。

育児等による離職者が、その
意欲と能力を生かして再び働くこ
とができるようにすることは、当
該離職者にとって重要であるの
みならず、労働力人口が減少し
ていく中で、雇用・労働政策とし
ても重要であることから、当該離
職者が、円滑な再就職を図るこ
とができるよう、各種事業を実施
することとしており、その実施に
当たっては、育児休業、介護休
業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律第３６
条第１項の規定に基づき、厚生
労働大臣は、（財）21世紀職業
財団を事業の実施機関として全
国に一を限って指定し、必要な
事業を行わせているところであ
る。
上記の目的を達成するため
に、厚生労働大臣が指定する主
体でなければ法令上の業務を行
わせないこととしているのが同法
及び指定法人制度の趣旨であ
り、（財）21世紀職業財団以外の
別主体に再就職希望登録者支
援事業を行わせることは、当該
趣旨に照らして市場化テストの
対象になじまないものである。

育児休業、介護
休業等育児又は
家族介護を行う
労働者の福祉に
関する法律
第３２条、第３６
条、第３８条、第
３９条

女性労働者に対する相談、セ
ミナー、女性労働に関する情報
の収集・分析・提供等を通じた女 ｄ
性労働者支援事業を実施してい
る。

-

-

ご指摘の事業について主体規制
を行っておらず、民間開放済み
である。

ｚB130055

総務省、厚生 多機能型コールセンターの設置
労働省

ｚB130056 厚生労働省 育児・介護退職者の再就職支援事業

ｚB130057 厚生労働省 「女性と仕事の未来館」運営事業

5110

5130

5130

5110B004

5130B008

5130B009
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1 足立区

1 民間企業

1 民間企業

4

8

9

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

「介護労働者の
雇用管理の改善 介護労働者能力開発事業は、
等に関する法律」 指定法人たる介護労働安定セン ｃ
第18条第１項第 ターのみが実施している。
４号

‐

−

・我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、
介護関係業務に係る労働力への需要が増大してい
ることに鑑み、介護労働者について、その雇用管理
の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講
ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保
に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図る
こととしており、「介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律」第15条第１項の規定に基づき、厚生
労働大臣は、財団法人介護労働安定センターを施
策の実施機関として全国に一を限って指定し、介護
労働者の福祉の増進を図るための各種事業を行わ
せているところである。
・上記の目的を達成するために、厚生労働大臣が
指定する主体でなければ法令上の業務を行わせな
いこととしているのが同法及び指定法人制度の趣
旨であり、財団法人介護労働安定センター以外の
別主体に介護労働者能力開発事業を行わせること
は、当該趣旨に照らして市場化テストの対象になじ
まないものである。

−

高齢期雇用就業支援コーナー
は、労働者がその高齢期におけ
る職業生活の設計を容易にする
ため、在職者を中心とした中高
年齢者に対し、必要な指導、助
言や各般の援助を行うとともに、
事業主による再就職援助・退職 c,e
準備援助の促進を図り、もって
労働者の高齢期における職業
生活の充実に資することを目的
として、在職者、事業主等に対
する相談援助、研修・講習、情
報提供、交流会を行っている。

高齢期雇用就業支援コーナー
は、高齢・障害者雇用支援機構
の業務であるが、業務の実施に
ついては、同機構が高齢者雇用
問題に関するノウハウ等を蓄積
し、当該業務を適切かつ確実に
行うことができる法人と委託契約
を締結し、執行するものである。
独立行政法人制度の趣旨にか
んがみ、民間委託やその範囲に
ついては、同法人が自主的に判
断すべきことであり、市場化テス
トの趣旨には馴染まないものと
考える。

①各種情報の提供及び④ワー
キングホリデー制度利用者の
フォローアップ調査の実施につ
いては、社団法人ワーキングホ
リデー協会に委託して行ってい
る。②職業紹介及び雇用情報の ｃ
収集及び③労働条件等に関す
る実態調査の実施については、
社団法人ワーキングホリデー協
会の自主事業として行われてい
る。

「①各種情報の提供」及び「④Ｗ
Ｈ制度利用者のフォローアップ
調査の実施」については、国の
事業としては平成１７年度限りと
し、平成１８年度以降は国の事
業としては実施しない。
「②職業紹介及び雇用情報の収
‐
集」については、当該協会の自
主事業である。
「③労働条件等に関する実態調
査の実施」については、平成１６
年度限りで廃止している。
以上より、市場化テストの対象と
することは困難である。

‐

ｚB130058 厚生労働省 介護労働者能力開発事業

高齢期雇用就業支援コーナー運営事

ｚB130059 厚生労働省 業

ｚB130060 厚生労働省 勤労青少年国際交流促進事業

5130

5130

5130

5130B012

5130B013

5130B014
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1 民間企業

1 民間企業

1 民間企業

12

13

14

介護労働者能力開発事業

本事業は、指定された対象者に無料でホーム
ヘルパー（2級）育成講習を行うというもの
であり、現在「介護労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」に基づく指定法人である当
現在、財団法人介護労働安定センターに 該法人に委託されている。しかし、民間事業
者の実施する同等のホームヘルパー講座の価 民間のノウハウを活かした業務の効率化
委託されている「介護労働者能力開発事 格と比して1人あたり1.5倍の費用がかかって
と内容の見直し
業」を市場化テストの対象とする
おり、非効率性が著しい。こうした事業は既
に多く民間で実施されており、費用の面から
も効率化が見込めることから、本事業に係る
指定法人制度を撤廃し、市場化テスト事業の
対象とすることが望ましい。

高齢期雇用就業支援コーナー運営事
業

本コーナーは在職者を中心とした中高年齢者
に対し、その高齢期における職業生活設計に
必要な指導、援助の実施と、事業主による再
就職援助・退職準備援助の促進を業務とす
る。こうした業務は民間企業が豊富なノウハ
ウを有し、公的施設においても特に民間委託
による成果があげられている分野である。ま
た、本コーナーについては既に平成14年に総
現在、各都道府県の社団法人高年齢者雇 務省の政策評価において業務見直し勧告が出
用開発協会に委託されている高齢期雇用 されているが、利用可能時間等、指摘された 民間のノウハウを取り入れた、高齢期雇
点についての改善は現在も殆どなされておら
就業支援コーナーの運営事業を民間に開 ず、退職後の職業生活のあり方が懸案となっ 用就業支援サービスの向上
放する
ている今般、市場化テストの対象として効率
化とサービス向上を図ることが望ましい。現
在行われている本コーナーの運営委託は「高
年齢者等の雇用の安定等に関する法律」にお
いて当該法人が指定法人（高年齢者等雇用安
定センター）とされた経緯に基づくものであ
るが、この指定法人制度は既に廃止されてお
り、今後も一律に随意契約とすることが適当
とはいえない。

勤労青少年国際交流促進事業

本事業は、ワーキング・ホリデー（以下WH）
制度に係る①各種情報の提供 ②職業紹介及
び雇用情報の収集 ③労働条件等に関する実
態調査の実施 ④WH制度利用者のフォロー
アップ調査の実施 をその内容としている
が、特に上記①②の事業については既に多数
の民間団体・企業が同様のサービスを提供し
現在、社団法人日本ワーキング・ホリ ており、そのノウハウや情報提供力について
デー協会に委託されている、ワーキン も市場化テストの対象とするにあたり問題は
ワーキングホリデー制度利用者に対する
グ・ホリデー制度に関する情報提供と、 ない。随意契約方式での委託としたことにつ
各種のサービスの充実
職業紹介・求人開拓などのサービスにつ いては「WH制度について正確かつ十分な情報
を提供することのできる法人との間で契約を
いて民間への開放を図る
締結する必要があり、その性質・目的が競争
を許さない場合である」という理由が示され
ているが、既に同様のサービス提供主体が多
数存在することから、競争を許さないものと
することに合理性はない。むしろ市場化テス
トにより広く民間に開放することで、サービ
スの向上が図られるものと考える。

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

○労働条件明示のためのモデ
ル就業規則等普及促進事業
全基連本部に小規模事業場
向けのモデル就業規則等を開発
するための委員会を設置し、業
種や業態に即したモデル就業規 ｄ
則の作成及び改定を行うととも
に、その周知広報により、小規
模事業場への就業規則の整備
促進を図る。

労働条件コーチャーが新規起業
事業場を訪問し、その実態に合
わせて労働条件の管理等につ ｄ
いて、指導、助言及び情報提供
を行う。

全国２０ヵ所に労働条件相談セ
ンターを設置し、労働条件アドバ
ｄ
イザー及び労働条件相談専門
家が助言・説明を行う。

ご指摘の事業について主体規
制を行っておらず、民間開放済
みである。

ご指摘の事業について主体規制
を行っておらず、民間開放済み
である。

ご指摘の事業について主体規
制を行っておらず、民間開放済
みである。

ｚB130061 厚生労働省 労働条件自主的改善対策推進事業

新規企業事業場労働条件整備サポート

ｚB130062 厚生労働省 事業

ｚB130063 厚生労働省 労働条件相談センター事業

5130

5130

5130

5130B015

5130B016

5130B017
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1 民間企業

1 民間企業

1 民間企業

本事業の内容はモデル就業規則の作成、各種
統計情報の提供、の２点である。
例えば社会保険労務士や社会保険労務士法人
のように専門知識を有するものであれば、こ
れらのサービスを提供することは可能であ
り、他のサービスとの併用によって、より効
率的な自主的改善対策を講じることができる
現在、社団法人全国労働基準関係団体連 ようになると考える。
合会が受託、実施している、「労働条件 現在本事業は「継続・計画的事業であるた 専門士業者団体による複合的サービスの
め」との理由から随意契約とされているが、
自主的改善対策推進事業」を市場化テス 客観的事実である統計情報については、適切 提供
トの対象とする
な引継ぎを経ることで継続性・計画性は担保
され得ると考える。また、モデル規則に関し
ては継続性・計画性を要するとは考えられな
い。よって本事業を随意契約として他業者の
参入を阻害する合理的理由は無い。
適正な競争が導入され、サービスの質の向上
が期待されるという点においても、本事業は
市場化テストの対象とすることが望ましい。

15

労働条件自主的改善対策推進事業

16

本事業の内容は、「専門の担当者による労働
条件管理等に係る助言・指導の実施」とされ
ている。
これらのサービスは社会保険労務士や社会保
険労務士法人のように、専門知識を有するも
のであれば提供可能であり、当該法人が独占
現在、社団法人全国労働基準関係団体連 的に行うべきものではない。
新規企業事業場労働条件整備サポート 合会が受託、実施している、「新規企業 現在、本事業は「継続・計画的事業であるた 専門士業者団体による複合的サービスの
め」との理由から随意契約とされているが、
事業場労働条件整備サポート事業」を市 本事業における助言や指導は、適切な時期に 提供
事業
場化テストの対象とする
利用できることが重要なのであって、長期に
わたり同一の者が提供することを求める類の
サービスではないと考える。よって、随意契
約とする根拠に欠ける。
適正な競争が導入され、サービスの質の向上
が期待されるという点においても、本事業は
市場化テストの対象とすることが望ましい。

17

本事業の内容は「労働条件相談センターにお
いて、専門の担当者による相談・指導を行
う」こととされているが、労働条件相談セン
ターが当該法人でなければ運営できない合理
的理由が無い。
例えば社会保険労務士や社会保険労務士法人
のような、専門知識を有するものであればこ
れらのサービスを提供することは可能であ
現在、社団法人全国労働基準関係団体連 り、他のサービスとの併用によって、より効
合会が受託、実施している、「労働条件 率的な自主的改善対策を講じることができる 専門士業者団体による複合的サービスの
相談センター事業」を市場化テストの対 ようになると考える。
提供
本事業は「継続・計画的事業であるため」と
象とする
の理由から随意契約とされているが、キャリ
ア交流プラザの例を見ても明らかなように、
相談業務であるから継続性が必要、というの
は誤解であり、他事業者の参入を阻害する理
由にはなり得ない。
適正な競争が導入され、サービスの質の向上
が期待されるという点においても、本事業は
市場化テストの対象とすることが望ましい。

労働条件相談センター事業

その他・要望

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B)
要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

番号

現在社会保険と労働保険の徴
収事務については一元化の取
組を進めているところであるが、
適用業務については、適用範囲
の違い等の理由からお互い連携
は行うもののその事務の一元化
は行っていないところである。
また、ご指摘の労働保険の適
用促進事業については主体規
制を行っておらず、民間開放済
みである。

労働保険の適用促進を積極的
に推進し、中小零細事業におけ
る未手続事業の解消を図るた
め、昭和６２年度から社団法人 d
全国労働保険事務組合連合会
に適用促進業務を委託してい
る。

職業安定法第５条第３号におい
て、無料の職業紹介事業を政府
の業務として行うことが規定され
ており、同法第８条において、公
共職業安定所が、職業紹介、職
業指導等の業務を行うことが規
「制度の現状」を
定されている。その他、職業安 c
参照されたい。
定法第２章、高年齢者の雇用の
安定等に関する法律、障害者の
雇用の促進等に関する法律等
において、国又は公共職業安定
所が行うべき職業紹介業務が規
定されている。

職業能力開発促
進法第16条第１
項、第９６条、雇
用保険法第６３
条第１項第２号
及び第３項並び
に独立行政法人
雇用・能力開発
機構法第11条第
1項第7号

ポリテクセンター（職業能力開発
促進センター）は独立行政法人
ｃ
雇用・能力開発機構が設置及び
管理運営を行っている。

Ⅰ

−

東京ヤングハローワーク及び大
阪ユースハローワークについて
は、セーフティネットとしての職業
紹介事業を行うハローワークの
組織であり、ハローワークの行う
職業紹介事業については、憲法
に規定される勤労権の保障やＩＬ
Ｏ第８８号条約を遵守する観点
から、全国的なネットワークによ
り国が直接実施する必要があ
る。

独立行政法人雇用・能力開発機
構の業務の在り方については、
中期目標の期間の終了時（平成
１９年度末）において、独立行政
法人通則法（平成１１年法律第１ −
０３号）に基づく手続きの下、同
法人の業務全般にわたる検討を
行った上で、必要に応じ、決する
べきである。

労働保険と厚生年金保険の一括適用

ｚB130064 厚生労働省 促進事業

厚生年金保険と労働保険に関する事務は、そ
れぞれ社会保険事務所と労働局で扱われてき
たが、適用促進など滞納事業所への対策に関
する業務が一元化される予定である。今般、
厚生年金保険の適用促進事業については市場
化テストのモデル事業となったが、労働保険
料の適用促進事業は、現在随意契約により社
団法人全国労働保険事務組合連合会に委託さ
労働保険と厚生年金保険の適用促進事業 れている。そこで、先行的にこれらの適用促 民間のノウハウを活かした業務の効率化
進事業を一元的に市場化テスト事業の対象と
を一元化し、市場化テストの対象とする することにより、事業の一元化による効率的 と望ましい業務モデルの構築
な業務モデルの構築を図るべきであると考え
る。厚生労働省の見解では、現行の委託は事
業の継続性及び契約の性質が競争を許さない
ためであるとされているが、厚生年金保険の
例があることからその性質が競争を許さない
ものとはいえない。今後の望ましい効率化の
推進に資するためにも、一括して市場化テス
トの対象とすべきである。

5130

5130B019

1 民間企業

19

労働保険と厚生年金保険の一括適用
促進事業

5130

5130B020

1 民間企業
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東京ヤングハローワーク及び大阪ユース ビスを充分提供しきれておらず、集客力も弱
東京ヤングハローワーク及び大阪ユー
ハローワークが実施している全業務を市 い。ジョブカフェの運営などで民間の職業紹 民間のノウハウを活かした業務の効率化
スハローワークの全業務を市場化テス
場化テストの対象とすることを提案いた 介事業者が経験とノウハウを蓄積してきたい と望ましい業務モデルの構築
トの対象事業とすること
ま、ヤングハローワークやユースハローワー
します。

現行のヤングハローワーク（ユースハロー
ワーク）は、若年者にとって魅力となるサー

東京ヤングハローワーク及び大阪ユー

ｚB130065 厚生労働省 スハローワークの全業務を市場化テス
トの対象事業とすること

クについても、民間にその運営を委ねていく
べきである。

ポリテクセンターの全業務を市場化テス

ｚB130066 厚生労働省 トの対象事業とすること

5130

5130B021

24/24

1 民間企業
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現行の公共職業訓練施設は、①稼動率が低く
高コスト・非効率な運営を行っている、②訓
練内容が労働者や企業のニーズに充分対応で
きていない、③訓練と紹介が一体化されてお
現在雇用・能力開発機構の運営している らず効率的なマッチングができていない、④
ポリテクセンターの全業務を市場化テス ポリテクセンター（職業能力開発促進セ 訓練費用や失業保険の訓練延長給付といった 民間のノウハウを活かした業務の効率化
手厚い補助が公共職業訓練にのみ偏重してい
ンター）の全業務を市場化テストの対象 るため、民間教育訓練機関の事業を圧迫して と望ましい業務モデルの構築
トの対象事業とすること
とすることを提案いたします。
いる、といった問題を有しています。そこ
で、公共職業訓練施設の全業務を、ノウハウ
を有する民間事業者に包括的に委託すること
により、訓練の効果的・効率的実施とコスト
削減を図っていくべきと考えます。

その他・要望

