市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
厚生労働省 サービサー法改正によるサービサーの に関する特別措
zB090001
社保庁の徴収業務受託
置法施行令第１
法務省
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
法務省、厚生 社会保険（国民年金・厚生年金・政管健 に関する特別措
zB090001
保）の徴収業務の民間委託
労働省
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

年金・保険料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
b②
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

年金・保険料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。
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b②

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090001

zB090001

制度の
所管省庁等

項目

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

法務省、厚生 社会保険（国民年金・厚生年金・政管健
保）の徴収業務の民間委託
労働省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

5069

5069B004

5129

5129B001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1 個人

1 民間企業

要望主体名

要望
事項番号

4

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

※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社保 化テスト試行に関連して、落札サービ
庁の徴収業務受託
サーの業務の円滑実施の観点から、検討
がなされているところ。

社会保険（国民年金・厚生年金・政管健保）
の徴収業務の民間委託

債権管理回収業に関する特別措置法
（サービサー法）の特定金銭債権の扱い
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督促、回収業務を業とするサービサーに
委託することによる,費用対効果改善

①サービサー法、特定金銭債権の取扱
②個人信用情報の開示とその取扱

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
厚生労働省、 社会保険事務所業務を市場化テストの に関する特別措
zB090002
対象とすること
置法施行令第１
法務省
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
厚生労働省 社会保険庁の保険料徴収業務の市場 に関する特別措
zB090002
化テスト
法務省
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

当室からの
再検討要請

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

年金・保険料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

年金・保険料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。
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措置の 措置の
分類
内容

b②

b②

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

Ⅰ

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090002

制度の
所管省庁等

項目

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

厚生労働省 社会保険庁の保険料徴収業務の市場
zB090002
化テスト
法務省

要望
管理番号

5044

5068

要望事項
管理番号

5044B004

5068B006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

株式会社東京リーガルマイン

1ド

1 個人

要望
事項番号

4

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

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対象 る適用・徴収・給付手続業務及びそれに
とすること
付随する相談業務を、施設単位で包括的
に市場化テストの対象とすることを提案
いたします。

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
のみを民に切り出しても、業務の効率化 民間のノウハウを活かした業務の効率化
には結びつきません。社会保険事務所に と望ましい業務モデルの構築
おける問題は、重層的組織や旧世代的シ
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。

サービサー法2条１項の特定金銭債権に
「健康保険法、厚生年金保険法、国民年
金法に定める事業により生ずる金銭債
権」を含めることを求めます。

社会保険庁の保険料徴収業務の市場化テス 社会保険庁の保険料徴収業務の市場化テ
ト
スト

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｣｢
年金電話相談センター事業｣はモデル事業
として実施されており、市場化テストの
趣旨との合致は確認されているものと考
えられる
今後は、保険料徴収事業全般への拡大
（強制徴収の一環としての資産調査・把
握等事務含む）、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

弁護士法・サービサー法により一般企業
の法律事件に関わる行為が禁止されてい
る
また、未納税金がサービサー法での対象
債権となっていない
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全国の事務所における年金保険料徴収業
務に市場化テストを実施することによ
り、コスト削減・サービスレベル向上が
図られるものと期待される

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090003

zB090004

制度の
所管省庁等

全省庁

法務省

項目

府省における官房基幹業務

該当法令等

─

制度の現状

「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）に基づき，経済
産業省を中心としてシステムの
開発を実施している。

電気通信回線に
よる登記情報の
提供に関する法 指定法人が電気通信回線を使
登記情報のインターネットによる提供に
律（平成１１年法 用して提供を受けた登記情報を
関する業務
律第２２６号）第３ 利用者に送信している。
条第１項，第４条
第１項

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

─

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

物品調達，物品管理，謝金・諸
手当，補助金及び旅費の各業
務の民間開放について何らの
結論も出ていない段階におい
て，市場化テストが実施される
場合を想定しての本件調達に係
る要望（その他・要望欄に記載
のもの）に対して，当省単独で
回答することは適当でない。

電気通信回線による登記情報の提供に関す
る法律（平成１１年法律第２２６号）第３条第１
項において，法務大臣は「全国に一を限っ
て」指定法人が電気通信回線を使用して提
供を受けた登記情報を利用者に送信するこ
とを業務とする指定法人を指定することとし
ており，その指定を受ける要件として，同法
は，民法第３４条の規定により設立された法
人であることなどを要件としていることから，
市場化テストを含む民間開放を検討するに
当たっては，法律上の手当てを必要とする。
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その他

当室からの
再検討要請

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。

なお，登記情報の提供業務を行う者と
しては，登記情報のセキュリティーと，
利用者の利用料金支払の利便性の
確保ができる者が求められ，いわば
国に代わってその業務を行うものであ ＨＰ上の本文「全国規模の規制改革及び市場化テストを含
る以上，当該業務が営利として行わ む民間開放要望」に対する各省庁からの回答への再検討
要請について（平成１７年８月５日）の（注）の通り。なお、な
れることがあってはならないので，指 お、要望者からの再検討要請は以下の通り。
定法人適格者を民法３４条の規定に 登記情報のセキュリティについて言及されるところ、本件業
務については指定法人は一般に開示される情報としての登
より設立された法人に限っている。
また，指定法人を複数認めることによ 記情報を国から受ければ足りるのであり、しかもこれらの情
報はそもそも開示されている情報である。また、本件業務で
り，各指定法人における利用見込件 は、登記情報の提供だけであり、登記情報そのものを改変
数が分散することになることから，か するわけでもない。この点、どのような意味で
えって利用料金が高くなるなど，利用
者の利便性を阻害することになりかね
ないので，指定法人の数を「全国に
一」に限っている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

─

物品調達，物品管理，謝金・諸
手当，補助金及び旅費の各業
務の民間開放について何らの
結論も出ていない段階におい
て，市場化テストが実施される
場合を想定しての本件調達に係
る要望（その他・要望欄に記載
のもの）に対して，当省単独で
回答することは適当でない。

Ⅰ

登記情報の保全には万全を期す必要
があるところ，登記情報提供業務は，
指定法人と各法務局の登記情報システ
ムとを特定の回線を用いて接続し，利
用者が直接，登記情報システムへアク
セスすることができないものとすること
により，登記情報システムに対する不
当なアクセスの防止等の登記情報に対
する保全対策を行っている。この保全
対策を万全に行うために，登記情報提
供システムについて高度のセキュリティ
を要求しているが，利用件数が多いほ
どこれらにかかるコストも分散させるこ
とができる。仮に複数の法人を指定し，
利用件数が分散すれば，コストを分散
させることも不可能になり，そのコスト
は，最終的には利用者が負担すること
になる。
また，登記情報提供システムの一般利
用については，登記情報の閲覧に代わ
るものであるが，「照会番号」制度を利
用することにより，登記事項証明書の
代わりとなり得る（不動産登記令第１１
条，内閣府の所管する内閣府本府関係
法令に係る行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規
則第３条第４項第４号等参照）ものであ
り，一定の証明機能を代替するもので
ある。
なお，最後段については，「登記情報シ
ステム」に関する指摘であり，本要望に
係る登記情報提供システムとは内容及
び趣旨を異にするものである。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090003

zB090004

制度の
所管省庁等

全省庁

法務省

項目

府省における官房基幹業務

登記情報のインターネットによる提供に
関する業務

要望
管理番号

5042

5059

要望事項
管理番号

5042B001

5059B017

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

5 民間企業

1 市場化テスト推進協議会

要望
事項番号

1

17

要望事項
（事項名）

府省における官房基幹業務

具体的
要望内容

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。

登記情報のインターネットによる提供に関す 登記情報のインターネットによる提供業
る業務
務を民間に開放されたい。
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具体的事業の
実施内容

その他
（特記事項）

要望理由

「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。

特になし

登記情報提供サービスにおいては、登記
データに手を加えることなく提供するも
のであり、当該サービスで提供された情
報を印刷した場合でも公的証明力を付与
されないことなどから、公権力の行使に
は該当しないことが明白である。
また、登記は公示を目的とするものであ
り、秘密保持を必要とするものでもな
い。
他方、登記情報は取引の安全性に資する
ところが大であり、これを円滑容易に入
手できることは社会的にも要請されると
ころと考える。
現在、当該業務は財団法人民事法務協会
が指定法人として独占的に業務を実施し
ているところであるが、独占業務とする
意味を見出しがたい。
データベースからの情報検索・提供とい
う事業は民間でも膨大な実務的蓄積があ
るところであり、民間により十分に運営
可能である。

財団法人民事法務協会が指定法人として
業務を実施する登記情報提供サービス

電気通信回線による登記情報の提供に関
する法律（平成１１年法律第２２６号）
の第４条第１項

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

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090005

zB090006

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

法務省

行刑施設管理運営業務の市場化テスト

法務省
総務省

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
に関する特別措
自治体の公金徴収業務の市場化テスト
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

無

制度の現状

平成１７年８月１日から翌平成１
８年３月３１日までの間におい
て，宮城刑務所及び福島刑務
所（福島刑務支所を含む）で市
場化テストモデル事業を実施す
る予定である。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ②

措置の概要
（対応策）

平成１７年８月１日から実施予
該当な 定の市場化テストモデル事業の
し 実施において識別される課題解
決策等を踏まえる必要がある。

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。
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その他

当室からの
再検討要請

来年度以降についても、市場化
テストの対象地域及び対象業務
の拡大について検討されたい。

①について、平成１８年度まで
に実施されることの可否につい
て改めて検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

既に行刑施設においては，PFI
事業による施設建設及び運営を
実施することとしており，明年度
においても，第２号のPFI事業を
予定している。加えて，今回の
市場化テストモデル事業として
該当な いる業務については，従来から
ｂ②
し アウトソーシングを実施している
ところである。したがって，今後
の市場化テストについては，本
件モデル事業結果を踏まえ，現
行アウトソーシングとのメリット・
デメリット等を比較検討する期間
が必要である。

b①

Ⅰ

前回の回答のとおり， 関係団
体等と具体的な改正内容に係る
意見の調整を行っているところ
であって，現段階で検討につい
ての結論が出る時期につき，具
体的に明らかにすることは困難
である。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090005

zB090006

制度の
所管省庁等

法務省

法務省
総務省

項目

行刑施設管理運営業務の市場化テスト

自治体の公金徴収業務の市場化テスト

要望
管理番号

5068

5068

要望事項
管理番号

5068B008

5068B016

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1 個人

2 個人

要望主体名

要望
事項番号

8

16

要望事項
（事項名）

行刑施設管理運営業務の市場化テスト

自治体の公金徴収業務の市場化テスト

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

行刑施設管理運営業務の市場化テスト

すでに｢行刑施設管理運営業務（庁舎警
備、構外巡回警備、保安事務、被収容者
カウンセリング、窓口受付等の施設の警
備や被収容者の処遇に関わる補助事務）｣
はモデル事業として市場化テストが実施
されており、市場化テストの趣旨との合
致は確認されているものと考えられる
したがって、対象地域を拡大して、より
多くの成果を得ていくことは妥当である
ため

行刑施設の一部機能（庁舎警備、構外巡
回警備、保安事務、被収容者カウンセリ
ング、窓口受付等の施設の警備や被収容
者の処遇に関わる補助事務）に係わる管
理運営事業に対して包括的に市場化テス
トを実施
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
とする

自治体によって徴収されている地方税や
各種使用料等の公金徴収業務の市場化テ
スト

現在、自治体によって徴収されている地
方税や各種使用料等の公金徴収業務は、
民間のサービサー等がノウハウ・経験を
有しており、市場化テストの趣旨に合致
すると考えられるため

自治体の公金徴収業務に市場化テストを
実施することにより、コスト削減・サー
ビスレベル向上が図られるものと期待さ
れる
加えて、カード決済・コンビニ収納等の
支払い方法の多様化により、遅延解消も
期待できる
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その他
（特記事項）

弁護士法・サービサー法により一般企業
の法律事件に関わる行為が禁止されてい
る
また、未納税金がサービサー法での対象
債権となっていない

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

zB090007

全省庁

zB090008

全府省

項目

公用車の運転業務受託

バックオフィス系業務の民間委託

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

無

−

制度の現状

治安等に直接関係する打合せ
や連絡を行う必要があり，秘密
保持を要するため，運転手を公
務員としている。

措置の 措置の
分類
内容

b①

本件要望におけるバックオフィ
ス系業務と考えられる業務につ
a①，ｂ
いては，会計法等の関係法令に
①
基づき，その運用を行っている
ところである。

無

−

措置の概要
（対応策）

運転手の退職時期等において
公用車の一部を削減する予定と
しており，その際に検討する。

本件要望におけるバックオフィス系業務と考えられる業務の
うち，情報システムの運用・保守，清掃，受付及び警備等の
業務について，民間委託を進めてきたところであり，今後に
おいても，対象業務及び対象庁の拡大等につき，引き続き
検討することとしたい。
また，人事及び給与に関する業務については，「人事・給与
等業務・システム最適化計画」（平成１６年２月２７日）に基づ
き，人事院，総務省及び財務省においてシステムを開発中
であり，物品の調達（購買）及び管理等に関する業務につい
ては，「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）
に基づき，経済産業省が中心となってシステムの開発を
行っているところであるため，これらの業務の民間開放につ
いては，当該システムの仕様等が具体化された段階で検討
していくこととしたい。
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その他

当室からの
再検討要請

引き続きアウトソーシングの範
囲の拡大を検討願いたい。

措置の 措置の
分類
内容

b①

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か a①，ｂ
①
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。

措置の概要
（対応策）

無

引き続き，検討を進める。

−

前回回答のとおり，本件要望に
おけるバックオフィス系業務と考
えられる業務については，既に
可能なものから民間開放を進め
てきたところであり，このことに
より，提案者の要望理由にある
「コストダウン」も図られており，
具体的な削減額等については
「法務省行政効率化推進計画
等の取組実績」等により公表し
ているところである。
今後においても，対象業務及び
対象庁の拡大等につき，引き続
き検討することとしており，ま
た，人事及び給与並びに物品調
達（購買）及び物品管理等に関
する業務については，前回回答
のとおり，所管省庁によりシステ
ム開発が行われており，当該シ
ステムの仕様等が具体化された
段階でその対応につき検討した
いと考えているが，いずれにし
ても，バックオフィス系業務と考
えられる業務につき可能な限り
民間開放を進めることにより，提
案者の要望理由の「人材の最
適配置」及び「業務のサービス
レベル向上」が図られるものと
考える。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090007

制度の
所管省庁等

全省庁

項目

公用車の運転業務受託

要望
管理番号

5069

要望事項
管理番号

5069B007

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

5 個人

要望主体名

要望
事項番号

7

要望事項
（事項名）

公用車の運転業務受託

具体的
要望内容

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

具体的事業の
実施内容

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
合理的理由は考え難い。

各省庁の幹部クラス、および国会議員に
呈して提供されている公用車サービス

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。

zB090008

全府省

バックオフィス系業務の民間委託

5069

5069B009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

5 個人

9

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
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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。

その他
（特記事項）

要望理由

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

調査中

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

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

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

以下の要望者からの更なる意
見を踏まえ、改めて検討願いた
い。

zB090009

法務省、財務 法務省オンライン申請システムの支払
−
（納付）代行業務
省

オンライン申請における手数料
の納付については，「国庫金電
子納付システム」により運用され
ているところである。

−

−

刑事訴訟法
第472，490条
zB090010

法務省

刑事罰の罰金の支払代行業務

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

罰金・科料は、日本銀行（本店、
支店、代理店等を含む）に直接
徴収事務規程
納付するか、現金・証券・印紙を
第14，15，16，
検察庁へ持参又は送付して納
17， 19，20，23
付する。
条

Ｃ

Ⅰ，Ⅳ

オンライン申請における手数料
の納付は，「国庫金電子納付シ
ステム」により行われており，ク
レジットカードによる支払いを認
めるかどうかは，同システムの
運用の問題であることから，当
省としては，本件提案につき回
答できる立場にないと考える。

＜罰金・科料のカード決済について＞
○罰金及び科料は、刑罰であることから、検
察官の指揮監督により適正に執行すべきで
あり、カード決済を実施した場合、カード会社
に債権譲渡され、実質的には民間企業が刑
罰を執行することとなる。
○罰金・科料は刑罰であり、現金等が納付で
きない者は労役場に留置する制度があると
ころ、カード決済による未納の場合は、保険
等による補てんとなり、納付義務者の負担が
一時的に免除され、刑罰の目的が達成でき
ない上、刑罰の持つ犯罪抑止力の効果が減
衰しかねない。
○債権譲渡の観点から、支払いでトラブルと
なった場合に、未納者の前科情報が流出す
る可能性があるため、個人情報の保秘に問
題がある。
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一部税金（公金）はコンビニエン
スストア等で収納可能で、国民
（利用者）のニーズも十分ある。
同様にオンラインでのクレジット
カード決済のニーズも十分ある
と考えられる。ついては、日本銀
行法、会計法など法律要件に関
して問題があれば、利便性の向
上もふまえて法律の修正を検討
してもらえないか。

回答では対応不可とされている
が、具体的な対応策を改めて検
討されたい。

−

−

日本銀行法，会計法などの修正
（改正）については，当省は回答
できる立場にない。

c

Ⅰ，Ⅳ

前回回答のとおり。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090009

zB090010

制度の
所管省庁等

項目

法務省、財務 法務省オンライン申請システムの支払
（納付）代行業務
省

法務省

刑事罰の罰金の支払代行業務

要望
管理番号

5078

5078

要望事項
管理番号

5078B005

5078B018

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1 株式会社ゼロ

1 株式会社ゼロ

要望
事項番号

5

18

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

法務省オンライン申請システムの支払（納
付）代行業務

刑事罰の罰金の支払代行業務

法務省オンラインシステム申請手数料の
クレジットカード決済での支払の許可

罰金のクレジットカードでの支払の許可
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具体的事業の
実施内容

法務省が行なっているオンライン申請シ
ステムを利用した場合、現在の支払手段
は、ATMやインターネットバンキングであ
るが、新たにオンラインでのクレジット
カード決済を導入したい。申請システム
画面上から支払い画面にリンクさせるこ
とで利用者の利便性が増す。また分割払
や一括払い等、支払い方法を選択できる
ことで負担を軽減し収納の確実性も増
す。

罰金は裁判により刑事罰として科せられ
たものであり，必ず，所定の期間内に検
察庁に一括で納付すべきものである。現
在は検察庁が指定する方法で検察庁指定
の金融機関に納めるか，又は検察庁に直
接納める。オンラインでのクレジット
カード決済を行なうことで支払者にとっ
ての利便性が増し、検察側も一括で入金
を受け収納の確実性も増し、滞納者への
回収業務の削減に繋がる。

要望理由

オンライン申請システムのホームページ
上で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。申請者ＩＤおよびパスワード
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。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が不要
である。

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。検察は
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
（特記事項）

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090011

制度の
所管省庁等

全府省

項目

庁舎内サービスセンター事業

該当法令等

−

制度の現状

本件要望におけるノンコア業務
と考えられる業務については，
a①，ｂ
会計法等の関係法令に基づき，
①
その運用を行っているところで
ある。

出入国管理及び
財務省
難民認定法第６
法務省
出入国管理は入国管理局職員
ＣＩＱ（関税・入国審査・検疫）の民間開
zB090012
条，第７条，第２
厚生労働省 放
が行っている。
５条，第２５条の
２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

−

措置の概要
（対応策）

本件要望におけるノンコア業務と考えられる
業務については，その内容に応じ，特定の
課，室等でとりまとめて行っているところであ
り，また，当該業務のうち情報システムの運
用・保守，清掃，受付及び警備等の業務につ
いて，民間委託を進めてきたところである
が，今後においても，民間委託の対象業務
及び対象庁の拡大等につき，引き続き検討
することとしたい。
また，人事及び給与に関する業務について
は，「人事・給与等業務・システム最適化計
画」（平成１６年２月２７日）に基づき，人事
院，総務省及び財務省においてシステムを
開発中であり，物品の調達（購買）及び管理
等に関する業務については，「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）に基づき，経済産業省が中心と
なってシステムの開発を行っているところで
あるため，これらの業務のシステム導入後の
担当窓口及び民間委託については，当該シ
ステムの仕様等が具体化された段階で検討
していくこととしたい。

出入国管理に係る権限行使に
ついては，我が国の主権の行使
として，国が自ら行うべきである
ことから，当該権限行使につい
て民間に委託することは困難で
ある。
なお，民間による上陸審査等直
接の権限行使は困難であるが，
国際線入港時の場内整理等可
能な範囲の委託を行うことは可
能である。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か a①，ｂ
①
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。

c

措置の概要
（対応策）

−

前回回答のとおり，本件要望に
おけるノンコア業務と考えられる
業務については，その内容に応
じ，特定の課，室等でとりまとめ
て行っているところであるが，既
に可能な業務から民間開放を
進めてきたところであり，このこ
とにより，「民間のノウハウを活
用することによる官業の効率
化」も図られており，具体的なコ
スト削減額等については「法務
省行政効率化推進計画等の取
組実績」等により公表していると
ころである。
今後においても，対象業務及び
対象庁の拡大等につき，引き続
き検討することとしており，ま
た，人事及び給与並びに物品調
達（購買）及び物品管理等に関
する業務については，前回回答
のとおり，所管省庁によりシステ
ム開発が行われており，当該シ
ステムの仕様等が具体化された
段階でその対応につき検討した
いと考えているが，いずれにし
ても，ノンコア業務と考えられる
業務につき可能な限り民間開放
を進めることにより，一層の「官
業の効率化」が図られるものと
考える。

Ⅰ

・チャーター便等への対応につ
いては、本局及び近隣出張所か
らの応援派遣、成田空港支局に
置かれている審査遊撃班の活
用、台湾・韓国におけるプレクリ
アランスの実施等により迅速か
つ円滑な審査に努めてきたが、
更なる対応については、バイオ
メトリクスを活用した新たな出入
国審査体制の導入とともに、地
方公共団体の職員を活用する
方策を含めて、関係機関ともよく
協議しながら検討することとした
い．

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090011

zB090012

制度の
所管省庁等

全府省

項目

庁舎内サービスセンター事業

財務省
法務省
ＣＩＱ（関税・入国審査・検疫）の民間開
厚生労働省 放

要望
管理番号

5092

5093

要望事項
管理番号

5092B001

5093B007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

5 コクヨファニチャー株式会社

1 大阪商工会議所

要望
事項番号

1

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

庁舎内サービスセンター事業

ＣＩＱ（関税・入国審査・検疫）の民間開放

具体的事業の
実施内容

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
のノウハウを活用することによる官業の
効率化」を図るため、「官民競争」では
なく「官民協業」によるアウトソース事
業の推進を行いたい。部門多岐に渡って
いるノンコア業務をとりまとめて効率化
を図る役所の担当窓口が現在までなかっ
たため、今回の枠組みでご提案致しま
す。

・ＣＩＱのうち、民間開放可能な部分を
切り出し、一定の人員で業務の繁閑に柔
軟に対応できる民間の強みを導入する。

・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Ｃ
ＩＱの体制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（企業等がチャーターす
る小型機のこと。）の利用がビジネス需
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ＣＩ
Ｑ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。
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要望理由

全ての中央省庁、都道府県庁、政令指定
都市における総務庶務系バックオフィス
サービス

その他
（特記事項）

特に阻害要因となる法規制はないと思わ
れるが、庁舎内にてオペレーションする
ことについての（セキュリティ対策を含
む）ハードルがあれば明確にして頂きた
い。

別途添付資
料がありま
す。その内
容について
は非公開を
希望しま
す。（理
由：内容に
弊社独自の
ノウハウに
ついてご説
明している
部分がある
ため）

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090013

zB090014

制度の
所管省庁等

項目

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

当室からの
再検討要請

総務省、法務 ＮＨＫ受信料の徴収・回収業務
省

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

ＮＨＫ受信料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。

総務省、法務 地方税の徴収・回収業務支援
省

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

「現段階で，サービサー法の改
正についての具体的な方向性
及び時期を示すことは困難であ
る。」との回答であるが、本要望
にとどまらずサービサー法改正
に関する要望は多数あるため、
前向きにスケジュールの検討を
願いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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措置の 措置の
分類
内容

b②

b①

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

Ⅰ

前回の回答のとおり， 関係団
体等と具体的な改正内容に係る
意見の調整を行っているところ
であって，現段階で検討につい
ての結論が出る時期につき，具
体的に明らかにすることは困難
である。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090013

zB090014

制度の
所管省庁等

項目

総務省、法務 ＮＨＫ受信料の徴収・回収業務
省

総務省、法務 地方税の徴収・回収業務支援
省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

ＮＨＫ受信料の徴収・回収業務

現在ＮＨＫの職員で行っているＮＨＫ受
信料の徴収・回収等の業務を民間に委託
していただきたい。民間委託する際に放
送法等現行の法令や制度において不可能
であれば、緩和して認めていただきた
い。制度上問題がなく、現在可能である
ならば、その旨を明示していただきた
い。
債権管理回収業に関する特別措置法に関
して、債権回収会社がＮＨＫの料金徴収
に係る徴収・回収等の業務を行うことを
可能とするよう必要な措置を講じていた
だきたい。（同法第１２条（業務の範
囲）ただし書の承認を法務大臣からいた
だくのでも構わない。）

地方税の徴収・回収業務支援

地方自治法243条（私人の公金取扱いの制
限）「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」の部分に
関して規制緩和・規制改革を講ずること
が必要。あるいは、直接の公権力の行使
に当たる徴収・収納の業務ではなく、催
告、調査、訴状作成等の周辺業務であれ
ば、同条に抵触せず現行で可能であるな
らば、その旨明示していただきたい。
債権管理回収業に関する特別措置法に関
して、債権回収会社が地方自治体の税金
徴収に係る催告、調査、訴状作成等の業
務を行うことを可能とするよう必要な措
置を講じていただきたい。（同法第１２
条（業務の範囲）ただし書の承認を法務
大臣からいただくのでも構わない。）

株式会社クレディセゾン・
5096

5096B001

1

2 ジェーピーエヌ債権回収株式

1

会社・株式会社富士通総研

株式会社クレディセゾン・
5096

5096B002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

2 ジェーピーエヌ債権回収株式
会社・株式会社富士通総研

2

具体的
要望内容

16/26

具体的事業の
実施内容

債権回収業者（サービサー）は、さまざ
まな回収に対し、確実な実績をあげるノ
ウハウを有している。日本放送協会の行
う料金徴収や延滞債権の回収をはじめと
して、文書・電話催告、現地調査や訴状
作成などの業務をサービサーが行うこと
で、徴収・回収業務の効率化を図り、徴
収率の向上と職員負荷の軽減に寄与する
ことができる。

債権回収業者（サービサー）は、さまざ
まな回収に対し、確実な実績をあげるノ
ウハウを有している。公権力の行使の部
分以外の文書・電話催告、現地調査や訴
状作成などの業務を行うことで、徴収・
回収業務の効率化を図り、徴収率の向上
と職員負荷の軽減に寄与することができ
る。

要望理由

その他
（特記事項）

日本放送協
会が現在
行っている
徴収、回
収、催告、
調査、訴状
作成など業
務につい
て、人員、
事務量、費
用など、関
連する直
接・間接の
費用に関す
る情報を開
示していた
だきたい。

ＮＨＫ受信料の徴収、延滞債権の回収、
文書・電話催告、現地調査、訴状作成な
どの業務

放送法、日本放送協会受信規約その他の
関連規定

地方自治体の地方税の徴収業務に関する
文書・電話催告、現地調査、訴状作成等

地方公共団
体が現在
行っている
催告、調
査、訴状作
成など業務
について、
地方自治法243条（私人の公金取扱いの制
人員、事務
限）、債権管理回収業に関する特別措置
量、費用な
法
ど、関連す
る直接・間
接の費用に
関する情報
を開示して
いただきた
い。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

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

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
総務省、法務 国民健康保険料（税）の徴収・回収業務 に関する特別措
zB090015
支援
置法施行令第１
省
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

年金・保険料の収納事業を民間
開放することを通じて収納率の
向上やコスト削減を実現する観
点から、要望内容は極めて重要
と考えている。サービサー法の
改正や、市場化テスト法（仮称）
においてサービサー法について
の特例措置を設けることにつ
き、引き続き当室と共に積極的
に検討を行われたい。なお、「骨
太2005」に基づき、市場化テスト
法（仮称）は、Ｈ１７年度中に法
案を国会に提出する予定であ
る。

①債権管理回収
業に関する特別
措置法第２条第
１項
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第１
条から第３条
②債権管理回収
業に関する特別
措置法第１２条
ただし書

①について
①債権回収会社の取り扱うこと
全国サービサー協会等を通じて
のできる対象債権は一定の範
のサービサー各社及び経済界
囲内に限定され，「特定金銭債
からのサービサーの活動範囲
①につ
権」と定義されている。
①につ
に関するニーズを把握し，関係
②債権回収会社は，債権管理 いてｂ
いてⅠ
団体等と具体的な改正内容に
回収業を営む上において支障を ①
②につ
係る意見の調整を行っていると
生ずることがないと認められるも ②につ
いてころであって，現段階で，サービ
のについて，法務大臣の承認を いてｄ
サー法の改正についての具体
受ければ，法第１２条ただし書
的な方向性及び時期を示すこと
に基づき，兼業を行うことができ
は困難である。
る。

保険料の収納事業を民間開放
することを通じて収納率の向上
やコスト削減を実現する観点か
ら、要望内容は極めて重要と考
えている。サービサー法の改正
や、市場化テスト法（仮称）にお
いてサービサー法についての特 b②
例措置を設けることにつき、引き
続き当室と共に積極的に検討を
行われたい。なお、「骨太2005」
に基づき、市場化テスト法（仮
称）は、Ｈ１７年度中に法案を国
会に提出する予定である。

zB090016

法務省、厚生 介護保険料の徴収・回収業務支援
労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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b②

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

Ⅰ

市場化テスト法（仮称）におけ
るサービサー法の特例措置に
ついての具体的内容が明らか
でないことから，現段階で，その
可否について意見を述べること
は困難であるが，貴室における
市場化テスト法（仮称）の立案作
業には必要な協力をして参りた
い。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090015

zB090016

制度の
所管省庁等

項目

総務省、法務 国民健康保険料（税）の徴収・回収業務
支援
省

法務省、厚生 介護保険料の徴収・回収業務支援
労働省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5096B003

1

1 ジェーピーエヌ債権回収株式

3

4

介護保険法において、サービサーが徴収
関連業務を受託することを可能としてい
ただきたい。
地方自治法243条（私人の公金取扱いの制
限）「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」の部分に
関して規制緩和・規制改革を講ずること
が必要。あるいは、直接の公権力の行使
に当たる徴収・収納の業務ではなく、催
告、調査、訴状作成等の周辺業務であれ
ば、同条に抵触せず現行で可能であるな
らば、その旨明示していただきたい。
債権管理回収業に関する特別措置法に関
して、債権回収会社が地方自治体の税金
徴収に係る催告、調査、訴状作成等の業
務を行うことを可能とするよう必要な措
置を講じていただきたい。（同法第１２
条（業務の範囲）ただし書の承認を法務
大臣からいただくのでも構わない。）

会社・株式会社富士通総研

株式会社クレディセゾン・
5096

5096B004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1 ジェーピーエヌ債権回収株式
会社・株式会社富士通総研

具体的
要望内容

国民健康保険法第８０条の２（保険料の
徴収の委託）の範囲を拡大し、サービ
サーが徴収関連業務を受託することを可
能としていただきたい。
地方自治法243条（私人の公金取扱いの制
限）「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」の部分に
関して規制緩和・規制改革を講ずること
国民健康保険料（税）の徴収・回収業務支援 が必要。あるいは、直接の公権力の行使
に当たる徴収・収納の業務ではなく、催
告、調査、訴状作成等の周辺業務であれ
ば、同条に抵触せず現行で可能であるな
らば、その旨明示していただきたい。
債権管理回収業に関する特別措置法に関
して、債権回収会社が地方自治体の税金
徴収に係る催告、調査、訴状作成等の業
務を行うことを可能とするよう必要な措
置を講じていただきたい。（同法第１２
条（業務の範囲）ただし書の承認を法務
大臣からいただくのでも構わない。）

株式会社クレディセゾン・
5096

要望事項
（事項名）

介護保険料の徴収・回収業務支援
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具体的事業の
実施内容

債権回収業者（サービサー）は、さまざ
まな回収に対し、確実な実績をあげるノ
ウハウを有している。公権力の行使の部
分以外の文書・電話催告、現地調査や訴
状作成などのサポートを行うことで、徴
収・回収業務の効率化を図り、徴収率の
向上と職員負荷の軽減に寄与することが
できる。

債権回収業者（サービサー）は、さまざ
まな回収に対し、確実な実績をあげるノ
ウハウを有している。公権力の行使の部
分以外の文書・電話催告、現地調査や訴
状作成などのサポートを行うことで、徴
収・回収業務の効率化を図り、徴収率の
向上と職員負荷の軽減に寄与することが
できる。

要望理由

その他
（特記事項）

文書・電話催告、現地調査支援、訴状作
成支援等

地方公共団
体が現在
行っている
催告、調
査、訴状作
成など業務
について、
国民年金保険法、地方自治法243条、債権 人員、事務
管理回収業に関する特別措置法
量、費用な
ど、関連す
る直接・間
接の費用に
関する情報
を開示して
いただきた
い。

文書・電話催告、現地調査支援、訴状作
成支援等

地方公共団
体が現在
行っている
催告、調
査、訴状作
成など業務
について、
介護保険法、地方自治法243条、債権管理 人員、事務
回収業に関する特別措置法
量、費用な
ど、関連す
る直接・間
接の費用に
関する情報
を開示して
いただきた
い。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090017

zB090018

制度の
所管省庁等

法務省

法務省

項目

訴訟費用のカード決済

各種供託金の保証（ボンド取引）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

①裁判所に納める手数料は，訴
状等に収入印紙を貼って納めな
ければならない。ただし，納付す
る手数料の額が１００万円を超
民事訴訟費用等 える場合には，最高裁判所規則
に関する法律第 で定めるところにより，現金を
８条，弁護士法 もって納めることができる。
第７２条，第７７ ②弁護士又は弁護士法人でな
い者は，報酬を得る目的で，他
条第３号
人の法律事件に関する法律事
務を取り扱うことを業としてはな
らない。また，違反者には刑罰
が科せられる。

民事訴訟法第７
６条，民事保全
法第４条第１項
及び民事執行法
第１５条第１項
（民事訴訟規則
第２９条，民事保
全規則第２条及
び民事執行規則
第１０条をも参照
のこと）

民事保全法等においては，民事保全法等
の規定により担保を立てる場合には，原則と
して，供託所に金銭又は裁判所が相当と認
める有価証券を供託する方法その他最高裁
判所規則で定める方法によらなければなら
ないこととされている。
そして，これらの規定を受けた最高裁判所
規則（民事訴訟規則，民事保全規則及び民
事執行規則）は，裁判所の許可を得て，担保
を立てるべきことを命じられた者が銀行，保
険会社，農林中央金庫，商工組合中央金
庫，全国を地区とする信用金庫連合会，信
用金庫又は労働金庫（以下「銀行等」とい
う。）との間において支払保証委託契約を締
結する方法により担保を立てることができる
旨を定めている。
したがって，現行の最高裁判所規則の下で
は，銀行等以外の者との間で支払保証委託
契約を締結する方法により担保を立てること
はできない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｄ

措置の概要
（対応策）

-

①についてｃ
裁判所に納める手数料については，手数
料納付によって開始される手続を迅速かつ
確実に行う必要や，裁判所における事務処
理の便宜の観点から，確実かつ簡易に収受
することができる必要があり，現行制度には
十分に合理性がある。
裁判所においてクレジットカードによる立替
払を認めるか否かについては，上記手続上
の必要性や事務処理の便宜を踏まえ，国庫
に対する手数料納付事務全般との均衡等を
も考慮の上，慎重に検討されるべき事項であ
る。
②についてｃ
上記①のとおり，裁判所に納める手数料に
ついてクレジットカードによる立替払を認める
ことは困難である以上，それを前提とする②
の要望についても，対応は困難である。

なし

民事保全法等の規定により担保を立てる
場合における供託以外の具体的な方法につ
いては，最高裁判所規則に委任されており，
支払保証委託契約を締結する方法によるこ
とができること及びその場合における当該契
約の相手方は，いずれも最高裁判所規則
（民事訴訟規則，民事保全規則，民事執行
規則）の定めるところであるから，その範囲を
拡大するに当たっては，民事保全法等の当
省所管法令を改正する必要はない。
そして，支払保証委託契約の相手方の範
囲をどのように規律するかについては，最高
裁判所において，担保権利者の請求権行使
が十分担保されるかどうか等諸般の事情を
考慮して決せられているものと認識してい
る。
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その他

当室からの
再検討要請

解釈の徹底の観点から、一層の
周知を図ることについて具体的
に
検討され、示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

措置の概要
（対応策）

支払保証委託契約の相手方の
範囲は，先に回答したとおり，最
高裁判所規則の定めるところで
あり，本件要望は，現行民事保
全法等の規定の下で，同規則
なし において，その相手方の範囲を
どのように規律するかに関する
問題であって，同法等の当省所
管法令の改正やその解釈の周
知を図ること等によって対処す
べき問題ではない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

zB090017

法務省

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

5109

5109B004

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

株式会社オリエントコーポ
訴訟費用のカード決済

1

1 レーション・オリファサービ

訴訟費用のカード決済

各種訴訟費用のカード決済（分割を含
む）／また延滞した顧客に対する督促・
集金業務。

紛争解決手段の利便性の向上

民事訴訟法等

6

各種供託金の保証（ボンド取引）

各種供託金の保証業務／また延滞した顧
客に対する督促・集金業務。

合理化及び効率化

民事訴訟法､保全法等

株式会社オリエントコーポ

法務省

各種供託金の保証（ボンド取引）

5109

5109B006

1

1 レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

その他
（特記事項）

要望理由

4

ス債権回収株式会社

zB090018

具体的事業の
実施内容
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市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

刑事訴訟法
第472，490条
zB090019

警察庁、法務 交通違反に係る反則金及び罰金の
省、財務省 カード決済

罰金・科料は、日本銀行（本店、
支店、代理店等を含む）に直接
徴収事務規程
納付するか、現金・証券・印紙を
第14，15，16，
検察庁へ持参又は送付して納
17， 19，20，23
付する。
条

Ｃ

Ⅰ，Ⅳ

措置の概要
（対応策）

＜罰金・科料のカード決済について＞
○罰金及び科料は、刑罰であることから、検
察官の指揮監督により適正に執行すべきで
あり、カード決済を実施した場合、カード会社
に債権譲渡され、実質的には民間企業が刑
罰を執行することとなる。
○罰金・科料は刑罰であり、現金等が納付で
きない者は労役場に留置する制度があると
ころ、カード決済による未納の場合は、保険
等による補てんとなり、納付義務者の負担が
一時的に免除され、刑罰の目的が達成でき
ない上、刑罰の持つ犯罪抑止力の効果が減
衰しかねない。
○債権譲渡の観点から、支払いでトラブルと
なった場合に、未納者の前科情報が流出す
る可能性があるため、個人情報の保秘に問
題がある。

その他

当室からの
再検討要請

回答では対応不可とされている
が、具体的な対応策を改めて検
討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ，Ⅳ

前回回答のとおり。

Ⅰ

（戸籍事務）
戸籍の届出があったときは，市区町村長は，当該届出に
ついて，民法及び戸籍法等に規定する実質的及び形式的
要件が具備されているかどうかを審査しなければならず，当
該届出が不適法であると市区町村長が判断した場合には，
これを受理することができない（民法７４０条，７６５条，８００
条，８１３条等）。また，戸籍法上，戸籍・除籍謄抄本の交付
請求は，一定の要件の下に認められており（戸籍法１０条，
１２条の２），市区町村長は，当該請求の適法性について審
査しなければならず，当該請求が不適法であると市区町村
長が判断した場合には，不交付処分をすることとなる。
このように，戸籍届出の受理・不受理処分又は戸籍・除籍
謄抄本の交付・不交付処分は，その前提として慎重な法令
適合性の審査が必要となる行政処分であり，市区町村長が
行ったこれらの処分を不当とする者は，家庭裁判所に不服
の申立をすることができるとされている（戸籍法１１８条）。
つまり，官と民のいずれが優れているかという問題ではな
く，そもそも行政処分（その前提である法令適合性の審査）
を民間業者に行わせることは適切ではないと考えるので
あって，仮に，市場化テストを行うとした場合，そのテストの
段階で上記の行政処分を民間業者が行うこととなることか
ら，相当でない。
（外国人登録事務）
・外国人登録法は、一定の外国人に対して各種登録申請義
務を課し、その義務違反に対しては刑罰を科している。ま
た、市区町村長は、当該申請の内容に疑義があるときは外
国人に出頭を求めることができ、市区町村の職員をして、外
国人その他関係者に対し質問をし、又は文書の提出を求め
ることができるなど、私人の権利を制限し、又は義務を課す
処分を伴う事務であることから、これらの事務を包括的に民
間に委託することはできない。
・私人の権利を制限し、又は義務を課す処分にあたらないも
の、例えば、外国人登録事務に関する総合案内の民間への
委託は可能であると考えるが、その際には、事務従事者に
守秘義務を課す等の個人情報保護対策が充分にとられて
いることが前提となる。

＜罰金・科料のコンビニ収納について＞
○コンビニ等は多額の現金等を取り扱うこと
を予定している機関ではなく、また、罰金の
納付自体が罪を犯したと推認させることとな
るが、コンビニ店舗の機構上,納付者の個人
情報が流出する可能性があり，保秘の観点
から、実施は問題があり、困難である。

zB090020

法務省

戸籍事務及び外国人登録事務の委託
範囲の拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

戸籍法第１条。
第４条
外国人登録法

（戸籍事務）
戸籍事務は市区町村長が行っ
ている。
（外国人登録事務）
外国人登録事務については，市
区町村が法定受託として実施し
ている。

Ｃ

Ⅰ

（戸籍事務）
戸籍事務は，市区町村長がこれを管掌す
ることとされ（戸籍法第１条，第４条），市区町
村長の指揮監督の下に吏員をしてその処理
につき補助させることができるとされている
（地方自治法第１７２条，第１５４条，第２８３
条）。
戸籍届書類の受理・不受理処分や，戸籍
謄抄本等の交付・不交付処分は，戸籍法第
１１８条の不服申立ての対象となる市区町村
長の行う行政処分である。このような行政処
分について，市区町村の吏員を関与させず
全面的に民間業者に行わせることは相当で
はなく，提案に応じることは困難である。
（外国人登録事務）
外国人登録法に基づいて市区町村長が行
う行政処分を民間業者に行わせることは困
難である。

21/26

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。なお、現実の状況
を踏まえた地方公共団体からの
提案であり、その趣旨を踏まえ
て、再度検討されたい。

c

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090019

zB090020

制度の
所管省庁等

項目

警察庁、法務 交通違反に係る反則金及び罰金の
省、財務省 カード決済

法務省

戸籍事務及び外国人登録事務の委託
範囲の拡大

要望
管理番号

要望事項
管理番号

5109

5109B013

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

株式会社オリエントコーポ

1

2 レーション・オリファサービ

13

ス債権回収株式会社

5110

5110B001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1 足立区

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

交通違反に係る反則金及び罰金のカード決
済

戸籍事務及び外国人登録事務の委託範囲
の拡大

戸籍事務及び外国人登録事務について
は、法定受託事務であり、国が一定の基
準を作成し、区市町村長がその責任にお
いて処理すると考える。法定受託事務な
とについても市場化テストの対象となる
法整備、または国が委託できるの事務の
範囲及び民間企業の基準（プライバシー
マークの取得など）を定める法整備をさ
れたい。
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具体的事業の
実施内容

その他
（特記事項）

要望理由

反則金及び罰金のカード決済（分割を含
む）、コンビニ収納／また延滞した顧客
に対する督促・集金業務。

支払方法の多様化、未納の減少

道路交通法

足立区における事務委託の現在の状況
は、個人情報保護の観点から、入力処理
委託などの最小限にとどめている。委託
できる範囲が広がることにより、窓口等
の接客及び業務クオリティの向上が期待
でき、住民サービスの向上に寄与すると
考える。

現在の一部委託導入を、受付事務から
審査事務、証明発行事務等、一連の事務
を委託し、職員と同等の職務を行なう。
（従来より証明書などの基となる届け出
に基づく戸籍作成の入力業務委託を実施
しており、質的において、証明書発行業
務との差がないと判断でき、一連の事務
を委託することは可能と考えられる。）

戸籍法では、第1条で、「戸籍に関する
事務は、市町村長がこれを管掌する。」
とあり、委託についての記載がない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

戸籍法第１条。
総務省、法務
区民事務所窓口に関する委託範囲の
第４条
zB090021 省、厚生労働 拡大
外国人登録法
省

制度の現状

（戸籍事務）
戸籍事務は市区町村長が行っ
ている。
（外国人登録事務）
外国人登録事務については，市
区町村が法定受託として実施し
ている。

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

Ⅰ

刑事訴訟法
第472，490条
警察庁、法務 罰金・科料の収納代行業務
zB090022
省、財務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

罰金・科料は、日本銀行（本店、
支店、代理店等を含む）に直接
徴収事務規程
納付するか、現金・証券・印紙を
第14，15，16，
検察庁へ持参又は送付して納
17， 19，20，23
付する。
条

Ｃ

Ⅰ，Ⅳ

措置の概要
（対応策）

（戸籍事務）
戸籍事務は，市区町村長がこれを管掌す
ることとされ（戸籍法第１条，第４条），市区町
村長の指揮監督の下に吏員をしてその処理
につき補助させることができるとされている
（地方自治法第１７２条，第１５４条，第２８３
条）。
戸籍届書類の受理・不受理処分や，戸籍
謄抄本等の交付・不交付処分は，戸籍法第
１１８条の不服申立ての対象となる市区町村
長の行う行政処分である。このような行政処
分について，市区町村の吏員を関与させず
全面的に民間業者に行わせることは相当で
はなく，提案に応じることは困難である。
（外国人登録事務）
外国人登録法に基づいて市区町村長が行
う行政処分を民間業者に行わせることは困
難である。

＜罰金・科料のカード決済について＞
○罰金及び科料は、刑罰であることから、検
察官の指揮監督により適正に執行すべきで
あり、カード決済を実施した場合、カード会社
に債権譲渡され、実質的には民間企業が刑
罰を執行することとなる。
○罰金・科料は刑罰であり、現金等が納付で
きない者は労役場に留置する制度があると
ころ、カード決済による未納の場合は、保険
等による補てんとなり、納付義務者の負担が
一時的に免除され、刑罰の目的が達成でき
ない上、刑罰の持つ犯罪抑止力の効果が減
衰しかねない。
○債権譲渡の観点から、支払いでトラブルと
なった場合に、未納者の前科情報が流出す
る可能性があるため、個人情報の保秘に問
題がある。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ＨＰ上の本文『「全国規模の規制
改革及び市場化テストを含む民
間開放要望」に対する各省庁か
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
（注）の通り。なお、現実の状況
を踏まえた地方公共団体からの
提案であり、その趣旨を踏まえ
て、再度検討されたい。

c

Ⅰ

（戸籍事務）
戸籍の届出があったときは，市区町村長は，当該届出に
ついて，民法及び戸籍法等に規定する実質的及び形式的
要件が具備されているかどうかを審査しなければならず，当
該届出が不適法であると市区町村長が判断した場合には，
これを受理することができない（民法７４０条，７６５条，８００
条，８１３条等）。また，戸籍法上，戸籍・除籍謄抄本の交付
請求は，一定の要件の下に認められており（戸籍法１０条，
１２条の２），市区町村長は，当該請求の適法性について審
査しなければならず，当該請求が不適法であると市区町村
長が判断した場合には，不交付処分をすることとなる。
このように，戸籍届出の受理・不受理処分又は戸籍・除籍
謄抄本の交付・不交付処分は，その前提として慎重な法令
適合性の審査が必要となる行政処分であり，市区町村長が
行ったこれらの処分を不当とする者は，家庭裁判所に不服
の申立をすることができるとされている（戸籍法１１８条）。
つまり，官と民のいずれが優れているかという問題ではな
く，そもそも行政処分（その前提である法令適合性の審査）
を民間業者に行わせることは適切ではないと考えるので
あって，仮に，市場化テストを行うとした場合，そのテストの
段階で上記の行政処分を民間業者が行うこととなることか
ら，相当でない。
（外国人登録事務）
・外国人登録法は、一定の外国人に対して各種登録申請義
務を課し、その義務違反に対しては刑罰を科している。ま
た、市区町村長は、当該申請の内容に疑義があるときは外
国人に出頭を求めることができ、市区町村の職員をして、外
国人その他関係者に対し質問をし、又は文書の提出を求め
ることができるなど、私人の権利を制限し、又は義務を課す
処分を伴う事務であることから、これらの事務を包括的に民
間に委託することはできない。
・私人の権利を制限し、又は義務を課す処分にあたらないも
の、例えば、外国人登録事務に関する総合案内の民間への
委託は可能であると考えるが、その際には、事務従事者に
守秘義務を課す等の個人情報保護対策が充分にとられて
いることが前提となる。

回答では対応不可とされている
が、具体的な対応策を改めて検
討されたい。

c

Ⅰ，Ⅳ

前回回答のとおり。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

総務省、法務
区民事務所窓口に関する委託範囲の
zB090021 省、厚生労働 拡大
省

zB090022

警察庁、法務 罰金・科料の収納代行業務
省、財務省

要望
管理番号

5110

5119

要望事項
管理番号

5110B003

5119B003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

2 足立区

2 民間企業

要望主体名

要望
事項番号

3

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

区民事務所窓口に関する委託範囲の拡大

罰金・科料の収納代行業務

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。

当社会員1,310万名（2005年5月20日現
在）のクレジットカードによる収納。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

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。

戸籍法
地方自治法
住民基本台帳法
地方税法
国民健康保険法
介護保険法
国民年金法等における関連規定で委託の
範囲を拡大する規定整備を図られたい。

現在、罰金・科料は後日郵便振込にて収
納の為、お客様からクレジット支払のご
要望がございます。その場で収納可能な
カードによる収納率の向上と利便性向上
並びに職員の付加軽減を図ります。

クレジット収納が実現した場合、次の効
果があると考えます。
①収納率が向上し、滞納者へ督促する事
務コストが軽減されます。
②収納者の利便性が向上します。
③将来的に収納の入金チャネル（ATM・コ
ンビニ・スーパー）を拡大する上で、
カード支払いのニーズも更に高まるもの
と思われます。
※適正なクレジット料率の設定が課題で
す。

道路交通法施工令52条（反則金の納付及
び仮納付）2項の「法第128条第1項の規定
による反則金の納付は、前項の納付書に
より、日本銀行（国の歳入金の受入れを
取り扱う代理店を含む。）に対して行わ
なければならない。」に対し規制緩和が
必要である。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

zB090023

制度の
所管省庁等

法務省

項目

弁護士費用のカード決済

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

弁護士又は弁護士法人でない
者は、報酬を得る目的で、法律
弁護士法第７２
事務を取り扱い、又はこれらの
条，第７７条第３
周旋をすることを業とすることが
項
禁止されており、違反者には刑
罰が科せられる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①弁
護士
費用
①についてe
のカー
弁護士法は、弁護士費用のクレジットカー
ド決済
ド決済を禁止していない（現に弁護士費用の
クレジットカード決済を行っている弁護士もい
につい
る。）。
てｅ
②延
②について一部c一部d
①につ クレジットカード利用代金を債権者に代わっ
滞した
いて- て督促・集金する業務については、それが法
顧客
②につ 律事件に関する法律事務に当たらないもの
に対す
であれば何人でも、法律事件に関する法律
いて- 事務に当たるものであれば弁護士、弁護士
る督
法人及び債権回収会社が行うことができる。
促・集
法律事件に関する法律事務に当たる督促・
金業
集金業務をこれらの者以外の者に認めるこ
とは、当事者その他の関係人の利益の保護
務につ
や法律秩序の維持を目的とする弁護士法第
いて，
７２条の趣旨からして相当でない。
一部
ｃ，一
部ｄ
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

管理コード

制度の
所管省庁等

zB090023

法務省

項目

弁護士費用のカード決済

要望
管理番号

要望事項
管理番号

5131

5131B001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1 民間企業

要望主体名

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

弁護士費用のカード決済（分割を含む）
／また延滞した顧客に対する督促・集金
業務。

弁護士費用のカード決済
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その他
（特記事項）

要望理由

紛争解決手段の利便性の向上

弁護士法

