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

ｚB120001 文部科学省 展示会運営や教育普及活動

ｚB120001 文部科学省 国立博物館の業務の市場化テスト

（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

独立行政法人国立博物館は博
物館を設置して、有形文化財を
収集・保管、展示するとともに、
これに関連する調査・研究並び
に教育・普及の事業等を行うこ
とにより、貴重な国民的財産で
ある文化財の保存・活用を図っ
ています。

独立行政法人国立博物館は博
物館を設置して、有形文化財を
収集・保管、展示するとともに、
これに関連する調査・研究並び
に教育・普及の事業等を行うこ
とにより、貴重な国民的財産で
ある文化財の保存・活用を図っ
ています。

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

C

独立行政法人については、独
立行政法人通則法において、
「業務運営における自主性は、
十分配慮されなければならな
い。」とされており、また、その業
務運営における法人の自主性・
自発性が発揮されるよう、３〜５
年の中期目標期間を設定し、そ
の終了時に達成状況の評価等
を行うこととなっています。した
がって、市場化テストの検討に
当たっては、公的な業務の実施
を独立の法人格を有する主体に
委ねた独立行政法人制度との
整合性について十分な検討を
行う必要があります。
また、市場化テストの検討に
当たっては、このような独立行
政法人制度との関係に加え、非
公務員を含む法人職員の処遇
等の扱いなどが明確になってい
る必要がありますが、現在のと
ころ、これらの検討状況は明ら
かではなく、市場化テストの実
施の可否を決するに足る十分な
条件が整っていないものと考え
ます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
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、独立行政法 ｃ、ｄ
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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、独立行政法 ｃ、ｄ
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

国立博物館は、我が国の文化財保護政策の一翼を担う機
関として、国家的な観点から設置されているものであり、国
民共有の財産である多数の国宝・重要文化財を収集・保
存・展示しています。また、国内外への日本の歴史・伝統の
発信拠点としての役割も担っており、その運営の根幹にか
かわる部分については、国の責任のもと、独立行政法人が
実施するべきものと考えます。
一方、建物の維持管理に関わる業務など民間に委託でき
るものについては、法人の自主的な判断により既に委託を
行うなど、業務の効率化を図っているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

Ⅰ

国立博物館は、我が国の文化財保護政策の一翼を担う機
関として、国家的な観点から設置されているものであり、国
民共有の財産である多数の国宝・重要文化財を収集・保
存・展示しています。また、国内外への日本の歴史・伝統の
発信拠点としての役割も担っており、その運営の根幹にか
かわる部分については、国の責任のもと、独立行政法人が
実施するべきものと考えます。
一方、建物の維持管理に関わる業務など民間に委託でき
るものについては、法人の自主的な判断により既に委託を
行うなど、業務の効率化を図っているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120001 文部科学省 展示会運営や教育普及活動

ｚB120001 文部科学省 国立博物館の業務の市場化テスト

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

5060

5069

5060B004

5069B011

（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

1 民間企業

1 個人

要望主体名

事項
番号

4

11

要望事項
（事業名）

展示会運営や教育普及活動

国立博物館の業務の市場化テスト

具体的
要望内容

展示会運営や教育普及活動について民間
への委託を希望

独立行政法人国立博物館の行なう、以下
の業務について市場化テストを行なう
・展示、入場管理業務
・施設管理業務
・研究業務
・教育普及業務
・収集・保管・修復業務
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要望理由

具体的事業の
実施内容

事業内容が民間企業でも十分に対応が可
能

独立行政法人国立博物館

博物館の運営は、民間にも広く知見、経
験を有する団体が存在する。加えて、地
方レベルでは、指定管理者制度のもと、
その運営の全面的なアウトソーシングが
試行されているところであり、先の業務
についても市場化テストを実施すること
は費用対効果の改善の見地から、のぞま
しいと考えられる

国立博物館の行なう業務のうち、展示
入場管理業務、施設管理業務、研究業
務、教育普及業務、収集・保管・修復業
務等について、市場化テストを行なう。
その際、市場化テストを行なう業務のく
くりとしては、各博物館の共通業務を横
断的に指定する、ある博物館１件を対象
としてその業務全体を指定する、ある特
定の博物館の一部の業務を指定する、等
いくつか方法がある。
対象として、想定される美術館は、以
下の通り： 東京国立博物館、京都国立
博物館、奈良国立博物館、九州国立博物
館

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

不明

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120002 文部科学省 国立美術館の業務の市場化テスト

ｚB120002 文部科学省 図書館や美術館の運営

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

独立行政法人国立美術館は美
術館を設置して、美術に関する
作品その他の資料を収集・保
管、展示するとともに、これに関
連する調査・研究並びに教育・
普及の事業等を行うことにより、
芸術その他の文化振興を図って
います。

独立行政法人国立美術館は美
術館を設置して、美術に関する
作品その他の資料を収集・保
管、展示するとともに、これに関
連する調査・研究並びに教育・
普及の事業等を行うことにより、
芸術その他の文化振興を図って
います。

C

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
ｃ、ｄ
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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
ｃ、ｄ
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

国立美術館は、我が国の美術振興の拠点として、国家的
な観点から設置されているものであり、全国的、世界的な視
野に立った収集・展示、調査研究、教育普及活動を行ってい
ます。また、我が国の文化の顔として、外国の政府や美術
館等と連携・交流を行っており、その運営の根幹に関わる部
分については、国の責任のもと、独立行政法人が実施する
べきものと考えます。
一方、建物の維持管理に関わる業務など民間に委託でき
るものについては、法人の自主的な判断により既に委託を
行うなど、業務の効率化を図っているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

Ⅰ

国立美術館は、我が国の美術振興の拠点として、国家的
な観点から設置されているものであり、全国的、世界的な視
野に立った収集・展示、調査研究、教育普及活動を行ってい
ます。また、我が国の文化の顔として、外国の政府や美術
館等と連携・交流を行っており、その運営の根幹に関わる部
分については、国の責任のもと、独立行政法人が実施する
べきものと考えます。
一方、建物の維持管理に関わる業務など民間に委託でき
るものについては、法人の自主的な判断により既に委託を
行うなど、業務の効率化を図っているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120002 文部科学省 国立美術館の業務の市場化テスト

ｚB120002 文部科学省 図書館や美術館の運営

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

5069

5093

5069B010

5093B005

（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

1 個人

1 大阪商工会議所

事項
番号

10

5

要望事項
（事業名）

国立美術館の業務の市場化テスト

図書館や美術館の運営

具体的
要望内容

独立行政法人国立美術館の行なう、以下
の業務について市場化テストを行なう
・収集業務
・寄贈・寄託業務
・修復・保存業務
・展示、入場管理業務
・施設管理業務

・国や独立行政法人が運営している図書
館や美術館などの施設運営を市場化テス
トに付す。
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要望理由

美術館の運営は、民間にも広く知見、経
験を有する団体が存在する。加えて、地
方レベルでは、指定管理者制度のもと、
その運営の全面的なアウトソーシングが
試行されているところであり、当該業務
についても市場化テストを実施すること
は費用対効果の改善の見地から、のぞま
しいと考えられる

・山中湖情報創造館（図書館）や北九州
の５つの図書館など、平成１５年の地方
自治法の改正で導入された指定管理者制
度により、地方自治体では民間に運営の
すべてを委託した施設が既に誕生してい
る。
・いずれも公が運営していた時よりもラ
ンニングコストの節減をはじめ、開館時
間の延長、ＰＲ手法の見直しなど、経費
の面においても質の面においても改善さ
れている。
・現在、国や独立行政法人が運営してい
る同様の施設についても、民間事業者等
に任せれば、同じような効果が得られる
ものと考えられる。

具体的事業の
実施内容

国立美術館の行なう業務のうち、収集
業務、寄贈・寄託業務、修復・保存業
務、展示、入場管理業務、施設管理業務
について、市場化テストを行なう。その
際、対象となる美術館は複数あるため、
市場化テストを行なう業務のくくりとし
ては、美術館の共通業務を横断的に指定
する、ある美術館１件を対象としてその
業務全体を指定する、ある特定の美術館
の一部の業務を指定する、等いくつか方
法がある。
対象として、想定される美術館は、以
下の通り： 東京国立近代美術館、東京
国立近代美術館フィルムセンター、京都
国立近代美術館、国立西洋美術館、国立
国際美術館

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

不明

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

「難民対策につ
いて」（平成14年
8月7日閣議了
解）
「条
約難民に対する
定住支援策及び
難民認定申請者
への支援に関す
る当面の具体的
措置について」
外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支 （平成14年8月7
ｚB120003 科学省、厚生 援
日内閣難民対策
労働省
連絡調整会議決
定）
「平成18年度以
降の難民に対す
る定住支援策の
具体的措置につ
いて」（平成15年
7月29日内閣難
民対策連絡調整
会議決定）

「難民対策につ
いて」（平成14年
8月7日閣議了
解）
「条
約難民に対する
定住支援策及び
難民認定申請者
への支援に関す
る当面の具体的
措置について」
外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支 （平成14年8月7
ｚB120003 科学省、厚生 援
日内閣難民対策
労働省
連絡調整会議決
定）
「平成18年度以
降の難民に対す
る定住支援策の
具体的措置につ
いて」（平成15年
7月29日内閣難
民対策連絡調整
会議決定）

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

政府からの事業委託により，
（財）アジア福祉教育財団難民
事業本部において実施していま
す。

政府からの事業委託により，
（財）アジア福祉教育財団難民
事業本部において実施していま
す。

その他

当室からの
再検討要請

C

「条約難民に対する定住支援策及び難民認定申請者への
支援に関する当面の具体的措置について」（平成１４年８月
７日付内閣難民対策連絡調整会議決定）により，財団法人
アジア福祉教育財団（難民事業本部）に業務委託して実施
することとされています。
「平成１８年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措
置について」（平成１５年７月２９日付内閣難民対策連絡調
整会議決定）において，「関係行政機関は，定住支援措置
の外部委託に当たっては，財団法人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」こととされて
おり，これを踏まえ財団法人アジア福祉教育財団において，
ＮＧＯなどの難民支援関係民間団体との連携を図り，事業を
実施することとしています。条約難民及びその家族に対する
支援業務は，難民が支援の対象であるという非常に特異な
事業の性質を踏まえて行わなくてはならないものであるた
め，政府の委託事業として公平かつ慎重に実施していく必
要があり，インドシナ難民定住支援事業の実施を通じ当該
事業に関する知見を有するアジア福祉教育財団に業務委
託の上で実施されることとされてきたものであり，今後とも当
該支援事業の実施に当たっては，一般競争入札によるより
も，現行のように文化庁をはじめ外務省や厚生労働省と
いった関係行政機関・アジア福祉教育財団・難民支援関係
民間団体の官民３者が，それぞれの利点を活かして協働す
る事業実施体制の方が，支援事業のよりいっそうの充実に
資するものと考えます。

内閣難民対策連絡調整会議に
おいて、「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」こととされているが、ア
ジア福祉教育財団が定住支援
を実施しなければならないとは
規定されていない。条約難民そ
の他家族等に対する定住支援
に関しては、市場化テストの対
象としてその活用を図り、民間
事業者を含めた競争入札によっ
て実施主体が決定されるよう検
討されたい。

C

「条約難民に対する定住支援策及び難民認定申請者への
支援に関する当面の具体的措置について」（平成１４年８月
７日付内閣難民対策連絡調整会議決定）により，財団法人
アジア福祉教育財団（難民事業本部）に業務委託して実施
することとされています。
「平成１８年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措
置について」（平成１５年７月２９日付内閣難民対策連絡調
整会議決定）において，「関係行政機関は，定住支援措置
の外部委託に当たっては，財団法人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」こととされて
おり，これを踏まえ財団法人アジア福祉教育財団において，
ＮＧＯなどの難民支援関係民間団体との連携を図り，事業を
実施することとしています。条約難民及びその家族に対する
支援業務は，難民が支援の対象であるという非常に特異な
事業の性質を踏まえて行わなくてはならないものであるた
め，政府の委託事業として公平かつ慎重に実施していく必
要があり，インドシナ難民定住支援事業の実施を通じ当該
事業に関する知見を有するアジア福祉教育財団に業務委
託の上で実施されることとされてきたものであり，今後とも当
該支援事業の実施に当たっては，一般競争入札によるより
も，現行のように文化庁をはじめ外務省や厚生労働省と
いった関係行政機関・アジア福祉教育財団・難民支援関係
民間団体の官民３者が，それぞれの利点を活かして協働す
る事業実施体制の方が，支援事業のよりいっそうの充実に
資するものと考えます。

内閣難民対策連絡調整会議に
おいて、「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」こととされているが、ア
ジア福祉教育財団が定住支援
を実施しなければならないとは
規定されていない。条約難民そ
の他家族等に対する定住支援
に関しては、市場化テストの対
象としてその活用を図り、民間
事業者を含めた競争入札によっ
て実施主体が決定されるよう検
討されたい。

5/44

措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c

我が国政府としてのインドシナ難民の受入・定住支援に係る
諸施策は，昭和５４年に内閣に置かれたインドシナ難民対
策連絡調整会議（現・難民対策連絡調整会議）の決定に基
づき，政府からの委託事業として（財）アジア福祉教育財団
（難民事業本部）が実施することとされ，その後平成１４年度
に難民対策連絡調整会議において決定されたいわゆる条
約難民に対する受入・定住支援事業についても，インドシナ
難民と同様に（財）アジア福祉教育財団（難民事業本部）に
委託されるものとされ，現在に至っています。
内閣難民対策連絡調整会議において，「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」とされてお
り，ここでノウハウを有する難民支援関係団体の筆頭として
アジア福祉教育財団が挙げられているように，アジア福祉
教育財団はインドシナ難民や条約難民への定住支援事業
の実施を通じ，難民の救援事業に監視豊富な実績と経験を
有しており，それらを活用することが事業の実施に当たって
は不可欠です。今後とも支援事業の実施に当たっては，一
般競争入札によるよりも，現行のように文化庁をはじめ外務
省や厚生労働省といった関係行政機関や，ノウハウを有す
る難民支援関係団体としてのアジア福祉教育財団，その他
の民間事業者の３者が，それぞれの利点を活かして協働す
る事業実施体制の方が，支援事業のよりいっそうの充実に
資するものと考えます。

c

我が国政府としてのインドシナ難民の受入・定住支援に係る
諸施策は，昭和５４年に内閣に置かれたインドシナ難民対
策連絡調整会議（現・難民対策連絡調整会議）の決定に基
づき，政府からの委託事業として（財）アジア福祉教育財団
（難民事業本部）が実施することとされ，その後平成１４年度
に難民対策連絡調整会議において決定されたいわゆる条
約難民に対する受入・定住支援事業についても，インドシナ
難民と同様に（財）アジア福祉教育財団（難民事業本部）に
委託されるものとされ，現在に至っています。
内閣難民対策連絡調整会議において，「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」とされてお
り，ここでノウハウを有する難民支援関係団体の筆頭として
アジア福祉教育財団が挙げられているように，アジア福祉
教育財団はインドシナ難民や条約難民への定住支援事業
の実施を通じ，難民の救援事業に監視豊富な実績と経験を
有しており，それらを活用することが事業の実施に当たって
は不可欠です。今後とも支援事業の実施に当たっては，一
般競争入札によるよりも，現行のように文化庁をはじめ外務
省や厚生労働省といった関係行政機関や，ノウハウを有す
る難民支援関係団体としてのアジア福祉教育財団，その他
の民間事業者の３者が，それぞれの利点を活かして協働す
る事業実施体制の方が，支援事業のよりいっそうの充実に
資するものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支
ｚB120003 科学省、厚生 援
労働省

外務省、文部
条約難民その家族等に対する定住支
ｚB120003 科学省、厚生 援
労働省

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

5104

5105

5104B001

5105B001

（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

2 個人

2 個人

要望主体名

事項
番号

1

1

要望事項
（事業名）

条約難民その家族等に対する定住支援

条約難民その家族等に対する定住支援

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

条約難民その家族等に対する定住支援に
関しては、市場化テストの対象とし、民
間事業者を含めた競争入札によって支援
提供先を決定されるようにして頂きた
い。

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
「国際救援センターの再整備又は代替施
設等の手当て、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検討を行うものであ
ることを確認する。」とされている。
2006年度からは全く新しい条約難民その
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。

随意契約により各省庁から財団法人アジ
ア福祉教育財団難民事業本部へ委託され
ており、民間の直接的な参入が許されて
いない。

条約難民その家族等に対する定住支援に
関しては、市場化テストの対象とし、民
間事業者を含めた競争入札によって支援
提供先を決定されるようにして頂きた
い。

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
「国際救援センターの再整備又は代替施
設等の手当て、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検討を行うものであ
ることを確認する。」とされている。
2006年度からは全く新しい条約難民その
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。

随意契約により各省庁から財団法人アジ
ア福祉教育財団難民事業本部へ委託され
ており、民間の直接的な参入が許されて
いない。
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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）

管理コード

ｚB120004

制度の
所管省庁等

全省庁

項目

該当法令等

（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）

「科学技術振興
調整費の平成１
３年度に開始し
たプログラムの
中間評価及び効
果的・効率的活
用方策につい
て」（平成１５年７
月２３日科学技
術政策担当大
臣・総合科学技
術会議有識者議
員報告）

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

物品調達、物品管理、謝金・諸
手当、補助金及び旅費の各業
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」（2004年9月15日各
府省情報化統括責任者(CIO)連
絡会議決定)において、業務の
見直し及びシステムの整備等を
実施することとされています。

府省における官房基幹業務

ｚB120005 文部科学省 科学技術振興調整費執行管理業務

制度の現状

総合科学技術会議の方針に基
づき、独立行政法人科学技術振
興機構に科学技術振興調整費
に関する執行事務の一部を委
託しています。

「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9月15日各府省情報化統括
責任者(CIO)連絡会議決定)の
内容として、物品管理、旅費計
算等業務の外部委託化があり、
具体的な対象範囲については、
今後、同計画に基づき制度の所
管官庁で新たに開発・運用され
るシステムの内容の具体化にあ
わせて整理されていくものと考
えています。

b①

C

その他

Ⅳ

科学技術振興調整費については、平成１３
年の中央省庁再編以降、「科学技術振興調
整費の活用に関する基本方針」（平成１３年
３月２２日総合科学技術会議決定）により、
総合科学技術会議の示す基本的な方針に
沿って文部科学省が配分等の事務を行うこ
とと整理されています。
ご指摘の事務の外部委託については、「競
争的研究資金制度改革について」（平成１５
年４月２１日総合科学技術会議決定）で示さ
れた考え方を踏まえ、「科学技術振興調整費
の平成１３年度に開始したプログラムの中間
評価及び効果的・効率的活用方策について」
（平成１５年７月２３日科学技術政策担当大
科学技術振興調整費の執行に関する支援業務
臣・総合科学技術会議有識者議員報告）に を行う科学技術振興機構の「科学技術振興調整費
おいて、文部科学省が行う審査事務・執行事 業務室」においては、プロパー職員や専門の嘱託
職員の有する、競争的資金配分機関としての専門
務の一部を独立行政法人に委託することが 性、ノウハウに加え、マネジメント業務経験のある
民間からの出向者から民間企業の優れた点を吸
適当であるとの方針が示されています。
文部科学省では、この方針を受け、トップダ 収することにより、更なるノウハウの蓄積を進め、
より効率的な業務実施が可能となる体制の構築に
ウン型の競争的資金の配分機関としての実 向けて検討を行っているところです。また、「科学技
績があること及び科学技術に関する総合的 術振興調整費業務室」の運営にかかる経費は、人
な知見・経験を有すること等から、独立行政 件費も含めてすべて文部科学省からの委託費でま
法人科学技術振興機構に事務の一部を委 かなっており、科学技術振興機構における受託規
程等に基づき、適正な単価により積算されていま
託することとし、総合科学技術会議の確認を す。委託契約の内容のうち、業務内容等につきま
得て実施しています。また、本業務について しては、受託者の不利益とならない範囲において
は、効率的な運用を図る観点から、一括して 開示することは可能と考えます。
すべての業務を一つの機関に事務委託する
ことが適切であると考えています。さらに、本
業務の実施に当たっては、知的財産権やノ
ウハウに関する情報といった機密性の高い
情報や多数の研究者の個人情報を扱うこと
から、公務員に準ずる特別な義務を課せら
れた公的な機関が実施することが適切であ
ると考えています。
なお、公募要領の冊子の印刷・配布、パン
フレットの作成・印刷、シンポジウム・説明会
の開催支援などの業務については、既に民
間に対して開放しており、効率的な制度運用
に努めています。
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当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
b①
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。

前回ご回答したとおり、「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9
月15日各府省情報化統括責任
者(CIO)連絡会議決定)の内容と
して、物品管理、旅費計算等業
務の外部委託化があり、具体的
な対象範囲については、今後、
同計画に基づき制度の所管官
庁で新たに開発・運用されるシ
ステムの内容の具体化にあわ
せて整理されていくものと考え
ています。

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。

「競争的研究資金制度改革につ
いて」（平成１５年４月２１日総合
科学技術会議）において、先進
諸外国の現状等を踏まえ、独立
した配分機関（ファンディング・エ
イジェンシー）体制の構築へ向
けた措置が示されており、さらに
これを踏まえ、「科学技術振興
調整費の平成１３年度に開始し
たプログラムの中間評価及び効
果的・効率的活用方策について
（平成１５年７月２３日）」におい
て「独立行政法人に事務の一部
を委託することが適当である」旨
の方針が示されています。文部
科学省としては、この方針を受
けて独立行政法人への事務委
託を行っています。

ｃ

Ⅳ

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

ｚB120004

制度の
所管省庁等

全省庁

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

府省における官房基幹業務

ｚB120005 文部科学省 科学技術振興調整費執行管理業務

5042

5049

5042B001

5049B001

1

1

8 民間企業

1 民間企業

要望主体名

事項
番号

1

1

要望事項
（事業名）

府省における官房基幹業務

科学技術振興調整費執行管理業務

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。

現在科学技術振興機構が実施している
科学技術振興調整費の執行業務に関する
事務。

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。

・現行の当該業務は、科学技術振興機構
の職員が実施しているものの、そのほと
んどが出向者であり、出向の契約期間が
切れると担当者が交代するため、ノウハ
ウが蓄積される構造になっていない。こ
れを民間が専属の部署・社員で実施する
ことで、業務のノウハウが蓄積される
上、効率良く業務を遂行することが可能
となる。
・民のプロジェクトマネジメント手法を
取り入れることで、採択課題の積極的な
推進を図ることができる。
・官側が、職員の再配置の限界を超える
との反論があった場合には、現行出向者
で構成されている部署であるため、出向
者の受け入れを終了することで大幅に人
員を削減でき、機構のプロパー職員の再
配置のみであれば対応可能であると回答
できる。

（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）

8/44

具体的事業の
実施内容

「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。

・公募に係る一連の業務（公募要領作
成、公募受付、選定委員会設置・運営、
事務連絡等）
・採択機関における積算調整業務、財務
省協議
・採択機関への概算払い等支払業務
・研究により生じる知的財産の管理業務
・研究により購入される資産の管理業務
・額の確定検査に係る一連の業務
・研究開発マネジメント業務
・全てのプログラムを対象とするのでは
なく、部分的に民へ移行することも考え
られる。

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

その他・要望

特になし

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

法律では無いと思うが、実行協議にお
いて財務省と民が協議できるかどうか不
明。

・公開「否」というのは、要望主体に
係る情報についてのみであり、具体的
要望内容については公開していただい
て構わない。
・弊社は研究所であるため、科学技術
振興調整費に応募する立場でもある。
仮に弊社が当業務を実施する場合に
は、弊社内に専属の独立した組織を設
置することで社内の提案者とのアクセ
スを排除し、課題選定作業の際、弊社
が特別有利にならないよう留意するつ
もりである。
①「市場化テスト」の実施に当たり、
必要と考える官民間の競争条件の均一
化措置の具体的な内容及びその理由
官においてコスト上無視されている
人件費は、民間においては事業を遂行
するために最低限必要な経費であるた
め、落札金額の単純比較は、民側が不
利な扱いを被ることとなる。
落札者の評価に当たっては、コスト
だけでなくサービスの質についても総
合的に評価する必要がある。現在の業
務を高度化させた提案があった場合に
は、有識者及びステークホルダが適正
に審査する必要がある。
②開示すべきと考える具体的な情報
現行の、科学技術振興調整費に係る
一連の業務について、詳細な業務内
容、所用人員、業務量等の情報を開示
する必要がある。その場合、出向者に
かかる人件費に関しては0円とするので
はなく、適正な単価を用いて算出する
必要がある。

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

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120006 文部科学省 学術コンテンツ・ポータル事業

文献情報提供サービス事業の民間開

ｚB120007 文部科学省 放と科学技術情報流通の促進

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

NIIが大学図書館や学協会、研
究者との協力の下に構築してき
た、①図書・雑誌情報、②論文
情報、③研究成果情報、④専門
学術情報の学術コンテンツを、
統合的に提供するポータルサー
ビスです。

民間開放を阻害している現行制
度はございません。

Ｃ

C

学術コンテンツ・ポータル事業
については、大学共同利用機関
法人である国立情報学研究所
で行っており、当該法人につい
ては、国立大学法人法におい
て、業務運営における自主性の
配慮や教育研究の特性へ配慮
が規定されています。したがっ
て、市場化テストの検討に当
たっては、これら諸制度との整
合性について十分な検討を行う
必要があります。
また、市場化テストの検討に
当たっては、法人職員の処遇等
の扱いなどが明確になっている
必要がありますが、現在のとこ
ろ、これらの検討状況は明らか
ではなく、市場化テストの実施
の可否を決するに足る十分な条
件が整っていないものと考えま
す。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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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。

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。

措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c

NIIは、情報学に関する総合的研究と、学術情報の流通のた
めの先端的な基盤の開発及び整備を行うことを目的として
います。NII学術コンテンツポータルは、NIIの持つ情報学に
関する知見を元に、これまで大学図書館、学協会、研究者
等の協力により収集した学術コンテンツによるデータベース
の構築、高度な検索機能等の開発を行い、その成果を実際
のサービスとして整備・提供し、またそのサービスの結果を
研究活動に反映してきています。このため、NII学術コンテン
ツポータルのサービスの提供は、NIIの研究活動と一体不可
分のものであり、当該業務のみを切り出して市場化テストの
対象とすることは不可能です。
なお、CiNiiのデータである学協会で発行された学術雑誌と
大学等で発行された研究紀要については、それぞれ個別に
入手することは可能です。
また、科学研究費補助金データベースについては、研究
成果概要のデータベース化及び公開について各研究者から
包括的にNIIが許諾を得ているものであり、一括提供は不可
能です。

c

科学技術振興機構は、科学技術振興のための研究情報
基盤の整備という国の施策に沿い、特定の利益によらない
公共的立場から、科学技術全分野を網羅した文献データ
ベースを作成し、提供しているものであり、当該事業は国の
責務に密接不可分なものである。
また、当該事業については、経営改善計画のもと、電子計
算機の運用や抄録作成関連業務などデータベース作成業
務等については、完全に民間委託化しており、また、販売業
務の民間代理店の活用などを積極的に実施している。
なお、科学技術振興機構は本事業を受益者負担の下で実
施しており、人件費を含めて運営費交付金を投入していな
い。また、本事業に制度的な規制は設けておらず、同様の
事業を民間事業者が行うことを阻害していない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

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

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

日本学術振興会は科研費成果について以
下のように公開先を制限している。

ｚB120006 文部科学省 学術コンテンツ・ポータル事業

5049

5049B002

1

1 民間企業

2

学術コンテンツ・ポータル事業

大学共同利用機関法人システム・情報研
究機構 国立情報学研究所（NII）の学術
コンテンツ・ポータル事業で提供されて
いる下記のサービスについて
・オリジナル（電子）データの公開＆一
括ダウンロードサービスの提供
・基本検索以外の付加的サービスの廃止
を要望する。
1)NII論文情報ナビゲータ“CiNii”
2)科学研究費補助金データベース

文献情報提供サービス事業の民間開

ｚB120007 文部科学省 放と科学技術情報流通の促進

5049

5049B003

（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 民間企業

3

科学技術振興機構が実施している「文献
文献情報提供サービス事業の民間開放と科 情報提供サービス事業」を民間開放する
学技術情報流通の促進
ことにより、迅速的かつ効率的な科学技
術情報流通を図る。
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「科学研究費の一年間の研究実績につい
て８００字程度でまとめられた「研究実
績報告書」と、研究期間終了後、研究成
果について８００字程度で まとめられた
1)、2)のデータはNII以外の機関がオリジ
「研究成果報告書概要」を、国立情報学
ナルのデータを事実上、取得できない。
研究所の情報検索サービスとして提供し
そのため文献計量学的な分析を行うこと
ています。利用可能な方は以下の通りで
ができず、また特許データのような市場
す。
1)NII論文情報ナビゲータ“CiNii”
原理に基づく情報サービスの効率化・高
・大学、短大、高専、大学共同利用機関
→学協会で発行された学術雑誌と大学等
付加価値化が期待できない。
の教員、図書館職員、研究職員、大学院
で発行された研究紀要の両方を検索し、
これらの学術情報は一般社会のニーズに
生
検索された論文の引用文献情報や本文を
あった形で加工されて提供されるべきで
・国公立試験研究機関、特殊法人の研究
参照できるサービス。
あり、またその際は複数時業者間の競争
所、学術研究法人の研究職員、図書館職
によるサービスの高度化が望ましい。例
員
2)科学研究費補助金データベース
えば学術論文の情報サービスは海外では
・研究助成法人の研究助成担当職員
→科学研究費補助金の採択＆実績,研究概
民間企業（トムソンコーポレーション社
・学会の正会員
要、発表文献等を公開するサービス
等）が提供しており、民間企業による
・大学等と研究協力関係を有する民間企
サービス提供に大きな問題は見受けられ
業の研究者 」
ない。
従って、「大学等と研究協力関係を有し
ない」民間企業は科研費の研究成果報告
書概要を利用できない。
また、学協会や大学等から論文情報を入
手することは、法規制はないものの、提
供側に情報提供に伴う体制・契約条件等
が整備されておらず、事実上不可能であ
る。

・文献整備の効率化
・文献提供方法の効率化
・提供サービスのニーズ対応化

1)国は基本情報(論文等)に特化し、加工
(翻訳、他情報とのリンケージ)や流通は
民間活力を活用する。

・論文抄録については一部民間活力の活
用も行われているが、基本的にJSTの独占
的事業である。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

国立大学への財務・経営指導、資金の

ｚB120008 文部科学省 貸付・交付事業

ｚB120009 文部科学省 会議室等管理・貸出業務

（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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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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、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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。

措置の 措置の
概要
内容

c

d

措置の概要
（対応策）

独立行政法人国立大学財務・経営センターが行っている
高等教育財政に関する調査研究及びそれらの成果を活か
した国立大学等への経営支援・経営相談等の業務は、高等
教育財政及び国立大学の財務経営に関する知識の蓄積が
ある国立大学財務・経営センターが行うことが最も効果的で
あるとともに、これらの業務は、国立大学等における教育研
究の振興のため国が責任をもって行うべき事業であること
から、包括的に民間に委託することは困難です。ただし、相
談の内容によっては、既に公認会計士等民間への委託が
行われています。
また国立大学法人等に対する施設費の貸付・交付事業に
ついては、教育研究の重要な基盤となる国立大学の施設・
設備を計画的・安定的に整備・促進するため策定する国の
計画に基づき行っているものであり、国が責任を持って行う
べき事業であることから包括的に民間に開放することは困
難です。ただし、債券発行に関する業務については既に民
間に委託されています。

学術総合センター共用会議室及びキャンパス・イノベー
ションセンターの施設管理、会議室貸出業務については、既
に民間に委託されています。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

国立大学への財務・経営指導、資金の

ｚB120008 文部科学省 貸付・交付事業

ｚB120009 文部科学省 会議室等管理・貸出業務

5059

5059

5059B006

5059B007

（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

1 市場化テスト推進協議会

1 市場化テスト推進協議会

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

6

国立大学における財務・経営指導及び資
国立大学への財務・経営指導、資金の貸付・ 金の貸付・交付事業などにつき、包括的
交付事業
に受託する形で市場化テストの対象とさ
れたい。

7

学術総合センタービル及びおよび東京と
大阪のキャンパス・イノベーションセン
ターの施設管理、及びこの会議室貸出業
務について市場化テストの対象とされた
い。

会議室等管理・貸出業務
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要望理由

具体的事業の
実施内容

対象が国立大学であるという点を除き、
通常民間で実施しているコンサルティン
グ業務あるいは金融業務と同様の事業で
あり、官で独占すべき理由を見出しにく
い。この点、実際に民間と比較検討する
ことにより、より効率的で良質なサービ
ス提供主体を判別することが必要と考え
る。

独立行政法人国立大学財務・経営セン
ターが提供している、施設管理を除くす
べてのサービス

通常の施設管理と会議室貸出業務であ
り、官が独占する理由を見出せない。

独立行政法人国立大学財務・経営セン
ターが提供している会議室等管理・貸出
サービス

民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

国立競技場の運営及びスポーツの普

ｚB120010 文部科学省 及・振興に関する業務

ｚB120011 文部科学省 助成金交付業務

（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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

国立競技場等の運営について
は、業務の一部をすでに外部委
託。今後についても計画的に外
部委託を推進。

助成対象者等の決定について
は、国の施策や関係団体との調
整の上、審査委員会において決
定。その決定に基づき効率的に
助成金交付業務を実施。

C

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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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。

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。

措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c,d

国立競技場の運営及びスポーツの普及・振興に関する業
務を市場化テストの対象とすることは適当でないと考えまま
す。
なぜなら、国立競技場は、世界で活躍するトップレベル競
技者の活動の場であるとともに、国際的な競技大会が数多
く開催されるナショナルスタジアムであり、我が国のスポーツ
施設を代表するものであって、この運営は、我が国の競技
力向上施策を実施する上で重要な部分をなすものであるか
らです。
また、スポーツの普及・振興に関する業務は、国のスポー
ツの普及・振興施策を具体化するための重要な方策そのも
のであるからです。
一方、競技場の清掃業務や警備業務、利用申込受付業務
などについては、民間委託を進めているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

c,d

スポーツの競技水準向上のための助成業務を市場化テス
トの対象とすることは適当でないと考えます。
なぜなら、スポーツの競技水準の向上やスポーツの普及
のための助成業務に係る助成対象者や助成金額の決定
は、国のスポーツ振興施策を具体化するための重要な方策
そのものであるからです。
一方、助成金交付に係る業務のうち交付申請書・報告書
の受理及び内容・金額の照合等については、センターが既
に事務のオンラインシステム化による効率化を進めていると
ころです。
（当該システムの開発は民間企業に委託して実施中。）
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

国立競技場の運営及びスポーツの普

ｚB120010 文部科学省 及・振興に関する業務

ｚB120011 文部科学省 助成金交付業務

5059

5059

5059B008

5059B009

（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

1 市場化テスト推進協議会

1 市場化テスト推進協議会

事項
番号

8

9

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

国立競技場の運営及びスポーツの普及・振
興に関する業務

国立競技場の運営及びスポーツの普及・
振興に関する業務を市場化テストの対象
とされたい。

大規模かつ国立という点はあるものの、
各地域にも同程度の競技場などが複数存
在しており、運営理念や目的を十分踏ま
えれば民間による運営が可能である。

独立行政法人日本スポーツ振興センター

助成金交付業務

スポーツの競技水準向上のための助成業
務を市場化テストの対象とされたい。助
成対象の決定が受託困難であればそれ以
外の大部分の業務を市場化テストの対象
とされたい。

補助事業についてはそもそも資金援助の
決定部分について一定の基準を明確化す
ることが求められるところ、これが明確
であれば大部分の交付決定作業は民間で
も可能である。これが不可能としても、
交付決定以外の業務については民間が受
託可能である。

独立行政法人日本スポーツ振興センター
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

共済事業・学校安全の調査・学校給食

ｚB120012 文部科学省 の普及充実・刊行物の発行業務

ｚB120013 文部科学省 奨学金貸与事業

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

独立行政法人日本スポーツ振
興センター（以下、「センター」に
同じ。）は、独立行政法人日本
スポーツ振興センター法に基づ
き、児童生徒等の健康の保持
増進を図るため、学校管理下に
おける児童生徒等の災害に関
する必要な給付その他児童生
徒の健康の保持増進に関する
調査研究並びに資料の収集及
び提供等の事業を行っていま
す。

C

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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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。

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。

措置の 措置の
概要
内容

c

ｃ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

災害共済給付及び健康安全普及業務を包括的に市場化
テストの対象とすることは適当でないと考えます。
なぜなら、これらの業務は、学校安全に係る国の政策を具
体化するための重要な方策そのものであるとともに、災害時
に児童生徒を速やかに救済し、災害をめぐる紛争・対立を
防ぐことにより、学校教育の円滑な実施に資することを目的
として法律に基づき実施されているものであり、極めて公益
性の高い事業であるからです。
また、既にセンターの自主的な判断により、例えば給付申
請のオンライン化に係る機器類の運用管理など、業務の内
容ごとに可能な範囲で民間委託を進めているところです。

国の事業として実施している奨学金事業は、公共性の見
地から確実に実施する必要があり、同事業を安定的に実施
するためには独立行政法人によって実施する必要がありま
す。
奨学金の貸与業務は、貸与対象となるかどうか、要件の適
合性を審査し、判断を行う行政処分であるとともに、奨学生
に対する補導業務を行う等、教育的にも十分配慮された制
度であり、外部委託の内容を明確にしただけでは質を確保
できないため、民間にゆだねることはできないものと考えて
います。
また、奨学金の回収業務について債権回収業者への業務
委託内容等については、独立行政法人制度の趣旨に鑑み、
事業を実施する日本学生支援機構において効率性等の観
点から法人独自の判断により適切に検討・実施するもので
あるとともに、返還の猶予・免除制度を設ける等の教育的な
配慮を行っている制度であることに鑑みると、市場化テスト
の趣旨には馴染まないものと考えています。
さらに、既に判断を伴わない単純大量業務を中心に外部
委託を行っていることからも、今回包括的に市場化テストの
対象とする必要はないものと考えます。
なお、奨学金貸与を行っている民間団体等において、債権
回収業者に対して回収業務委託をしているところはございま
せん。（債権管理回収業に関する特別措置法）

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

共済事業・学校安全の調査・学校給食

ｚB120012 文部科学省 の普及充実・刊行物の発行業務

ｚB120013 文部科学省 奨学金貸与事業

5059

5059

5059B010

5059B011

（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

1 市場化テスト推進協議会

1 市場化テスト推進協議会

事項
番号

10

11

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

共済事業・学校安全の調査・学校給食の普
及充実・刊行物の発行業務

奨学金貸与事業

要望理由

災害共済給付及び健康安全普及業務 を包
民間の業務受託運営が可能と考える。
括的に市場化テストの対象とされたい。

奨学金貸与・回収事業について包括的に
市場化テストの対象とされたい。
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現実にも民間奨学金が多数存在する中
で、民間による奨学金貸与・回収業務の
受託を否定すべき根拠は明らかではな
い。個人情報の保護については民間奨学
金でも同様の要請が働くはずであり、民
間への委託を拒絶する根拠にはなりえな
いものと考える。

具体的事業の
実施内容

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本学生支援機構

民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

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

ｚB120014 文部科学省 学生支援事業・留学生支援事業

ｚB120015 文部科学省 大学情報の提供に関する業務

（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）

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

各大学から入学者選抜に関す
る情報を提供された情報をハー
トシステムにおいて提供しており
ます。各受験生は大学入試セン
ターのホームページから、当該
システムを通じて、各種情報を
検索することができるようになっ
ております。なお、当該事業の
一部業務（システムの運営管理
等）については、すでに民間委
託をしております。

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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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。

措置の 措置の
概要
内容

ｃ

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、独立行政法 ｃ、d
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

措置の概要
（対応策）

以下の理由により、御提案の日本学生支援機構が実施す
る学生支援事業及び留学生支援事業の包括的な民間委託
については、引き続き当該法人が実施すべきと考えます。
まず、学生支援事業については、大学等における学生支
援の取り組みに関する情報の収集・提供や学生担当教職員
に対する研修、学生の生活状況に関する調査等を内容とし
ています。日本学生支援機構が国の高等教育政策に基づ
き収集、提供等を行う情報の内容は、大学等にとっては独
自の学生支援に係る取り組みという経営上の重要なノウハ
ウであるとともに、学生等にとっても家計の状況など秘匿性
の高い個人情報であることから、当該情報の収集・提供に
係る業務の遂行に当たっては、国、大学等の関係機関及び
学生等の理解と協力が不可欠であり、そのためには公的機
関である独立行政法人がこれを行うことが必要です。
次に、留学生支援事業については、外国人留学生等に対
する奨学金の給付や、留学生宿舎の設置・運営等がありま
す。このうち、留学生宿舎の設置・運営については、法人の
独自の判断により既に外部委託を行っているところですが、
奨学金の給付については、国の留学生政策に基づき、受給
対象となるかどうか、要件の適合性を審査・判断しなければ
ならず、そこでは、中立性や公平性が強く求められることか
ら、公的機関である独立行政法人が行うことが必要です。な
お、学生支援事業及び留学生支援事業の何れにおいても、
法人の独自の判断により、単純業務については、民間事業
者を活用してコストの削減を行っているところです。

大学入試センターでは、高等学校における進路指導や高
校生の進路選択を支援する観点から、入学者選抜に関する
情報、大学教育の内容や各大学の特色等について、イン
ターネットを通じ、正確で質の高い大学情報の提供を行って
おります。
もとより、学力検査偏重の是正など入学者選抜の改善を
図るためには、大学志願者が偏差値情報のみに依存せず、
自らの進学先を適切に選択し得るよう、大学の教育・研究内
容に関する正確な情報を積極的に提供することが必要かつ
重要であります。また、大学に関する正確で質の高い情報
を志願者に提供することによって，大学側にとっても「求める
学生」を獲得することが可能となります。現在では、民間等
においても入試情報の提供は行われておりますが、受験指
導に特化した情報（偏差値情報，大学のランク付けによる難
易度分析など）が中心であり，それのみでは「受験競争」や
偏差値輪切りによる進路指導を助長するおそれもあります。
よって、入試に関する各大学共同の公共的機関である大学
入試センターが、各大学・学部の教育研究活動の特徴等に
関する情報や受験生が自らの特性に応じた志望校の選択
が可能となるような情報を提供していくことが必要と考えて
おります。
また、当該事業については、中期目標期間が終了するに
当たり独立行政法人の業務内容の見直しを行い、すでに平
成１６年１２月２４日に行政改革推進本部決定されており、
次期中期目標期間に向けてその取り組みを進めているとこ
ろです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法
において、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見
地から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」とし
て制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自
主性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120014 文部科学省 学生支援事業・留学生支援事業

ｚB120015 文部科学省 大学情報の提供に関する業務

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

5059

5059

5059B012

5059B015

（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

1 市場化テスト推進協議会

1 市場化テスト推進協議会

事項
番号

12

15

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

学生支援事業・留学生支援事業

学生支援事業・留学生支援事業について
包括的に市場化テストの対象とされた
い。

民間により受託可能。

独立行政法人日本学生支援機構

大学情報の提供に関する業務

大学情報の提供に関する業務を市場化テストの対象とされた
い。

同種の業務は既に民間において十分に実
施されているところであるほか、大学に
限定せず高等専門学校や各種学校の情報
も同時に提供することによりサービスの
向上を実現可能であると考える。

独立行政法人大学入試センター
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

総務・経理・労務等の管理部門業務の

ｚB120016 文部科学省 シェアードサービスによる受託

総務・経理・労務等の管理部門業務の

ｚB120017 文部科学省 シェアードサービスによる受託

（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

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

Ｃ

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
a①
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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、独
立行政法人通則法は、中期目標終了時まで民間開放を含
む業務の見直しを行ってはならない旨を規定していない。ま
た、要望者からの再検討要請は以下の通り。
業務運営の自主性は、独立行政法人に対する所管省庁の
過度の管理を防止することでその効率的運営を担保してい
く趣旨と考えるのが自然であり、その意味ではいわば行政
内部における注意規定に過ぎないと考えます。また、独

c,d

措置の概要
（対応策）

ご提案いただいた独立行政法人については、平成１７年度
の独立行政法人の中期目標期間の終了に伴う、民間開放
の観点も含めた見直しを経て、平成１６年１２月の、「規制改
革・民間開放の推進に関する第一次答申」（規制改革・民間
開放推進会議）及び「平成１７年度末までに中期目標期間
が終了する独立行政法人の見直しについて」（行政改革推
進本部決定）を踏まえ、青少年関係３法人については、平成
１８年度から、発展的に統合し青少年教育を総合的に推進
する新しい独立行政法人を設立することとなっており、国立
女性教育会館については、業務の見直しを行った上で単独
で存続することとなっているところです。また、これらを踏ま
え、従来から民間委託を推進してきた業務に加え、その他
の定型的な管理・運営業務についても原則民間委託を行う
方向で諸準備を進めているところです。

提案に挙げられている法人の総務・経理・労務などの管理
部門業務のシェアードサービスについてですが、当該独立
行政法人の管理部門業務ついては、各法人の判断に基づ
き、その多くを既に民間委託しています。
また、中期目標期間終了時の全体の見直しの一環として、
その時期に合わせて、定型的な管理部門業務の民間委託
についても検討していきます。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

ｚB120016 文部科学省

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

総務・経理・労務等の管理部門業務の
シェアードサービスによる受託

総務・経理・労務等の管理部門業務の

ｚB120017 文部科学省 シェアードサービスによる受託

事項
番号

要望事項
（事業名）

5059

5059B016

1

1 市場化テスト推進協議会

16

総務・経理・労務等の管理部門業務のシェ
アードサービスによる受託

5059

5059B018

1

1 市場化テスト推進協議会

18

総務・経理・労務等の管理部門業務のシェ
アードサービスによる受託

（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）

具体的
要望内容

要望理由

当該独立行政法人の総務・経理・労務な
どの管理部門業務について集約して市場
化テストの対象とされたい。

各事業部門の内容は専門性が必要とされ
るが、間接部門の業務についてはいわゆ
るシェアードサービス的手法により効率
的に提供することが可能と考える。

当該独立行政法人の総務・経理・労務な
どの管理部門業務について集約して市場
化テストの対象とされたい。

各事業部門の内容は専門性が必要とされ
るが、間接部門の業務についてはいわゆ
るシェアードサービス的手法により効率
的に提供することが可能と考える。
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具体的事業の
実施内容

独立行政法人国立オリンピック記念青少
年総合センター、独立行政法人国立女性
教育会館、独立行政法人国立青年の家、
独立行政法人国立少年自然の家

独立行政法人国立科学博物館、独立行政
法人国立美術館、独立行政法人国立博物
館、独立行政法人文化財研究所、独立行
政法人日本芸術文化振興会

民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

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

ｚB120018 文部科学省 学生支援事業・留学生支援事業

ｚB120019 文部科学省 各種研修業務

（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）

C

校長、教員その他の学校教育
関係職員対する研修を行うこと
により、その資質の向上を図る
ことを目的としています。

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

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、独立行政法 ｃ、d
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

以下の理由により、御提案の日本学生支援機構が実施す
る学生支援事業及び留学生支援事業の包括的な民間委託
については、引き続き当該法人が実施すべきと考えます。
まず、学生支援事業については、大学等における学生支
援の取り組みに関する情報の収集・提供や学生担当教職員
に対する研修、学生の生活状況に関する調査等を内容とし
ています。日本学生支援機構が国の高等教育政策に基づ
き収集、提供等を行う情報の内容は、大学等にとっては独
自の学生支援に係る取り組みという経営上の重要なノウハ
ウであるとともに、学生等にとっても家計の状況など秘匿性
の高い個人情報であることから、当該情報の収集・提供に
係る業務の遂行に当たっては、国、大学等の関係機関及び
学生等の理解と協力が不可欠であり、そのためには公的機
関である独立行政法人がこれを行うことが必要です。
次に、留学生支援事業については、外国人留学生等に対
する奨学金の給付や、留学生宿舎の設置・運営等がありま
す。このうち、留学生宿舎の設置・運営については、法人の
独自の判断により既に外部委託を行っているところですが、
奨学金の給付については、国の留学生政策に基づき、受給
対象となるかどうか、要件の適合性を審査・判断しなければ
ならず、そこでは、中立性や公平性が強く求められることか
ら、公的機関である独立行政法人が行うことが必要です。な
お、学生支援事業及び留学生支援事業の何れにおいても、
法人の独自の判断により、単純業務については、民間事業
者を活用してコストの削減を行っているところです。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

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、独立行政法 ｃ、d
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

独立行政法人教員研修センターにおいては、平成１５年１
２月の政府行革本部決定に基づき、各地域の中核となる校
長・教頭等の育成を目的とした研修や全国的な学校教育に
係る喫緊の重要課題への対応等、国の教育政策や教育実
践を全国的に定着させていくことを目的とした国として真に
実施しなければならない研修を行っています。
同センターの実施する研修業務については、既に研修運
営の委託や講師の派遣等により、民間事業者等の有するノ
ウハウを積極的に活用しているところであり、提案内容は既
に対応しているところです。
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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）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

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

ｚB120018 文部科学省 学生支援事業・留学生支援事業

5060

5060B001

1

1 民間企業

1

学生支援事業・留学生支援事業

学生支援事業・留学生支援事業について
総合的に民間への委託を希望

事業内容が民間企業でも十分に対応が可
能

独立行政法人日本学生支援機構

ｚB120019 文部科学省 各種研修業務

5060

5060B005

1

1 民間企業

5

各種研修業務

各種研修業務について民間への委託を希
望

事業内容が民間企業でも十分に対応が可
能

独立行政法人教員研究センター

（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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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省
総務省
ｚB120020 文部科学省 行政機関運営病院の市場化テスト
防衛庁

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

ｃ,d

ただし、医事（窓口）業務、警備
（守衛）業務、病院内の清掃業務
等必ずしも教育研究機能と一体
として考える必要性の乏しい業務
については、既に以下のとおり積
極的に民間委託を進めており、
今後も引き続き、適切な病院運
文部科学省の所管する病院としては、国立大学の附属病
院があります。これは、大学を設置するのに必要な最低の 営の観点から検討していくことは
基準を定めた大学設置基準第３９条第１項の規定により、 必要と考えます。
「医学又は歯学に関する学部」には、教育研究に必要な施
なお、平成１６年度の国立大学
設として「附属病院」を置くこととされているものです。つま
り、大学の附属病院は単なる診療提供機能のみならず、① の法人化以降については、各国
医療人の教育・養成、②新しい医療の研究・開発などの教
育・研究機能も有し、教育・研究・診療が一体的に行われて 立大学が自律的な環境のもとで
いるという特性があります。
優れた教育や特色ある研究に積
実際に、大学の附属病院の医師は、医師として診療行為
極的に取り組むという国立大学
に当たるほか、教育スタッフとして医学生の教育に従事した
法人制度の趣旨に鑑み、民間委
り、研究スタッフとして臨床研究に従事したりしています。
このように大学の附属病院では教育・研究・診療が一体 託の是非やその範囲等は、各法
的に行われていますが、予算上は、附属病院の教育研究経
費については、一般的な診療に係る経費と区分した上で、 人が自律的に判断すべきことと
運営費交付金による国からの財政措置を行い、病院収入の 考えているところです。
増減に影響されることなく、教育研究の着実な実施を確保し
ているところです。
今回、「（独）国立病院機構が所管する国立病院、特殊法
人・独立行政法人が経営する病院、地方自治体が経営して
いる病院等、行政機関が所管・経営する病院の市場化テス
ト」を要望されていますが、このような国立大学附属病院の
診療提供機能のみに着目して病院運営自体に市場化テスト
を実施するのは困難です。

ｚB120021

全省庁

公用車の運転業務受託

（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）

d

その他

公用車運転管理業務については、職員の不補充の下、当
該職員退職による補充分は既に外部委託を実施していると
ころです。
なお、当省（本省等）においては、PFI事業により、自動車
運行管理業務について、既に平成２０年１月から１５年間に
わたる業務契約を中央合同庁舎７号館PFI株式会社と締結
（平成１５年６月３０日締結済）し実施することとしており、当
該契約の中で、職員の定年退職に係る欠員については順
次その補充分を増やし外部委託へ移行していくこととしてい
ます。
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（参考）
◎附属病院を置く国立大学：４２
大学
以下は、既に全ての大学病院で
民間委託を実施している業務
医事(窓口)業務、警備(守衛)業
務、院内清掃業務、洗濯業務、基
準寝具
（※給食業務については、４１の
大学病院で民間委託を実施（残
りの１大学も準備中））

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、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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
概要
内容

ｃ

d

措置の概要
（対応策）

国立大学の附属病院について
は、医育機関として医療人の教
育・養成や医療の研究・開発な
ど医学部と一体不可分の関係
にあることから、御要望いただ
いた病院の市場化テストの対象
とすることは困難と考えます。

前回ご回答したとおり、公用
車運転管理業務については、職
員の不補充の下、当該職員退
職による補充分は既に外部委
託を実施しているところです。
なお、当省（本省等）におい
ては、PFI事業により、自動車運
行管理業務について、既に平成
２０年１月から１５年間にわたる
業務契約を中央合同庁舎７号
館PFI株式会社と締結（平成１５
年６月３０日締結済）し実施する
こととしており、当該契約の中
で、職員の定年退職に係る欠員
については順次その補充分を
増やし外部委託へ移行していく
こととしています。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

番号
番号
2

厚生労働省
総務省
ｚB120020 文部科学省 行政機関運営病院の市場化テスト
防衛庁

ｚB120021

全省庁

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

公用車の運転業務受託

5068

5069

5068B010

5069B007

（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

2 個人

8 個人

要望主体名

事項
番号

10

7

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

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

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
院、特殊法人・独立行政法人が経営する
病院、地方自治体が経営している病院
等、行政機関が所管・経営する病院の市
場化テスト

現在、行政機関は病院を所管・経営して
いるが、民間法人によっても経営されて
いるため

行政機関が所管・経営する病院に対し
て、市場化テストを実施することによ
り、コスト削減・サービスレベルの向上
が図られるものと期待される

独立行政法人国立病院機構法当該業務の
実施主体は国立病院のみが想定されてい
る

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

調査中
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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）

管理コード

ｚB120022

制度の
所管省庁等

全府省

項目

該当法令等

制度の現状

ｂ①、
ｃ、d

バックオフィス系業務の民間委託

ｚB120023 文部科学省 文化財研究所の業務の市場化テスト

（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）

独立行政法人文化財研究所
は、文化財に関する調査・究並
びにこれらに基づく資料の作成
及びその公表等を行うことによ
り、貴重な国民的財産である文
化財の保存・活用を図っていま
す。

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

ご提案の具体的事業にある標準化できる業務の抽出・外部
委託については、政府全体の方針として「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年各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議
決定）があり、その内容として、各府省で処理されている標
記業務の外部委託化があり、具体的な対象範囲について
は、今後、同計画に基づき制度の所管官庁で新たに開発・
運用されるシステムの内容の具体化にあわせて整理されて
いくものと考えています。
その他のバックオフィス系業務については、既に文部科学
省においても外部委託を進めているところです。
例：共済事務のレセプトの審査、共済貯金業務、ホームペー
ジ管理業務、情報システム（庁内ＬＡＮ）管理業務

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
内容

前回ご回答したとおり、ご提案
の標準化できる業務の抽出・外
部委託については、政府全体の
方針として「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年各府省情報化統
括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）
があり、具体的な対象範囲につ
いては、今後、同計画に基づき
制度の所管官庁で新たに開発・
運用されるシステムの内容の具
体化にあわせて整理されていく
ものと考えています。
その他のバックオフィス系業務
については、既に文部科学省に
おいても外部委託を進めている
ところです。

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 ｂ①、
ｃ、d
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
ｃ、ｄ
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

独立行政法人文化財研究所は、我が国における文化財研
究の拠点として、文化財に係る基礎的・実践的な調査研究
等を行うことにより、国の文化財保護行政を支えており、国
民的財産である文化財を継承していくために必要な知識・
技術の基盤を形成する重要な役割を担っております。すな
わち、文化財保護行政の基礎を構築するため、長期的視野
に立って、組織的・継続的に調査研究を実施する必要があ
るものと考えます。
さらに、文化財国際協力に関しては、緊急または組織的に
国として対応する必要があるケースがあり、その業務は、国
の責任の下に独立行政法人が実施するのが適当であると
考えます。
一方、文化財研究所では、文化財に関する調査・研究業
務と、研究成果に基づく資料作成・公表、情報提供業務等を
実施しており、これらの業務は本来的には密接不可分なも
のでありますが、その中でも、民間に委託できるものについ
ては、法人の判断により既に委託を実施し、業務の効率化
を図っています。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

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

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

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。

ｚB120022

全府省

バックオフィス系業務の民間委託

ｚB120023 文部科学省 文化財研究所の業務の市場化テスト

5069

5069

5069B009

5069B012

（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

8 個人

1 個人

9

12

バックオフィス系業務の民間委託

文化財研究所の業務の市場化テスト

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

独立行政法人文化財研究所の行なう、以
下の業務について市場化テストを行なう
・調査、研究業務
・資料（データベース）作成、公表業務
・情報収集、整理、提供業務
・研修業務
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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。

文化財研究所の業務は、民間や地方にも
その専門的知見が存在する。また、地方
レベルでは、指定管理者制度のもと、そ
の運営の全面的なアウトソーシングが試
行されているところであり、当該業務に
ついても市場化テストを実施することは
費用対効果の改善の見地から、のぞまし
いと考えられる

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

文化財研究所の行なう業務のうち、調
査、研究業務、資料（データベース）作
成公表業務、情報収集・整理・提供業
務、研修業務等について、市場化テスト
を行なう。その際、市場化テストを行な
う業務のくくりとしては、各研究所の共
通業務を横断的に指定する、研究所一カ
所を対象としてその業務全体を指定す
る、ある研究所の一部の業務を指定す
る、等いくつか方法がある。
対象として、想定される美術館は、以
下の通り： 東京文化財研究所、奈良文
化財研究所

不明

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）

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

国立青年の家、国立少年の家、国立オ
リンピック記念青少年センターを統合の

ｚB120024 文部科学省 上、研修施設の管理・運営の市場化テ

C

スト

科学技術振興機構における日本科学

ｚB120025 文部科学省 未来館の管理運営の市場化テスト

（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）

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

独立行政法人 科学技術振興
機構の組織規定の第５６条に
「未来館は、最先端の科学技術
に関する情報等の内外への発
信と交流のための拠点施設とし
ての運営及び展示の開発に係
る業務を行う。」と記載されてい
ます。

C

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
らの回答への再検討要請につ
いて（平成１７年８月５日）』の
a①
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

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
ｃ、ｄ
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

(独)国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年
の家、国立少年自然の家は、我が国の青少年教育の拠点
として、先導的・モデル的な教育プログラムの開発・普及な
ど、国として推進する必要のある青少年教育の振興のため
の業務を行っている法人です。
これらの３法人については、
①平成１７年度の独立行政法人の中期目標期間の終了に
伴う、民間開放の含めた見直しを経て、平成１６年１２月の
「規制改革・民間開放の推進に関する第一次答申」（規制改
革・民間開放推進会議）
②「平成１７年度末までに中期目標期間が終了する独立行
政法人の見直しについて」（行政改革推進本部決定）
を踏まえ、平成１８年度からは、３法人を発展的に統合し青
少年教育を総合的に推進する新しい独立行政法人を設立
することとなっており、集約的に一般管理業務を行うことと
なっています。
また、従来から民間委託を推進してきた業務に加え、その
他の定型的な管理・運営業務についても、原則民間委託を
行う方向で決定し、諸準備を進めているところです。

日本科学未来館の管理運営は、科学技術振興機構の行
う基礎研究など国が定めた戦略目標の達成に向けた研究
やその成果の普及等と相互に結びつき、一体不可分なもの
であることから、当該業務のみを切り出して市場化テストの
対象とすることは不可能です。
一方、日本科学未来館では、施設管理業務や情報システ
ム管理業務、料金徴収業務など、業務の過半を、法人の自
主的な判断により既に民間に委託し、業務の効率化を図っ
ております。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

国立青年の家、国立少年の家、国立オ
リンピック記念青少年センターを統合の

ｚB120024 文部科学省 上、研修施設の管理・運営の市場化テ

5070

5070B006

1

1 個人

要望主体名

事項
番号

6

スト

科学技術振興機構における日本科学

ｚB120025 文部科学省 未来館の管理運営の市場化テスト

5070

5070B009

（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 個人

9

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

国立青年の家、国立少年の家、国立オリン 国立青年の家、国立少年の家、国立オリ
ピック記念青少年センターを統合の上、研修 ンピック記念青少年センターの法人を統
施設の管理・運営の市場化テスト
合した上でその施設の管理・運営を市場
化テストにかける

科学技術振興機構における日本科学未来館
日本科学未来館の管理・運営を市場化テ
の管理運営の市場化テスト
ストにかける
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要望理由

具体的事業の
実施内容

・左記の法人は、青少年の宿泊訓練の施
設運営・宿泊者への指導･助言やし小片教
育者への研修などの業務において重複し
ていることから統合し一括で管理・運営
することが妥当と考える。
・また、研修施設の管理・運営に関して
は民間事業者でも実績がある事業であ
り、当事業を民間も含めて検討する市場
化テストになじむものと考える

・3法人を統合することにより管理コスト
が削減される
・さらに、研修施設の管理・運営を市場
化テストにかけることにより、その業務
コストを削減することができる
・また、民間のノウハウを活用すること
で新たなサービスや質の向上が図られ
サービスレベルの向上や利用者の満足度
の向上が考えられる

・左記の施設は、研修施設の管理・運営
に関しては民間事業者でも類似業務があ
る事業であり、当事業は民間も含めて検
討する市場化テストになじむものと考え
る

・施設の管理・運営を市場化テストにか
けることにより、その業務コストを削減
することができる
民間のノウハウを活用することで新たな
サービスや質の向上が図られサービスレ
ベルの向上や利用者の満足度の向上が考
えられる

民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

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

日本学生支援機構における奨学事業
相談センター、留学情報センター、日本

ｚB120026 文部科学省 語教育センター、東京国際交流館等の

C

包括管理運営委託の市場化テスト

ｚB120027 文部科学省 公立学校の運営管理の市場化テスト

（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）

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

学校教育法第２
小学校等には養護教諭を置か
８条、第４０条、
なければならないこととされてい
第５０条、第５１
る。
条の８

d

独立行政法人については、独立行政法人通則法におい
て、「業務運営における自主性は、十分配慮されなければな
らない。」とされており、また、その業務運営における法人の
自主性・自発性が発揮されるよう、３〜５年の中期目標期間
を設定し、その終了時に達成状況の評価等を行うこととなっ
ています。したがって、市場化テストの検討に当たっては、
公的な業務の実施を独立の法人格を有する主体に委ねた
独立行政法人制度との整合性について十分な検討を行う必
要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストの実施の可否を決するに足る十分な条件が整っ
ていないものと考えます。

公立学校の管理運営につきまし
ては、当該公立学校の設置者で
ある各地方公共団体の教育委
員会の事務となっています。御
提案いただいている内容につい
て、教育委員会の判断と責任の
下、民間事業者を活用すること
は、現行制度においても可能で
す。ただし、保健室運営につい
ては、各学校に置かれている養
護教諭が児童生徒等の養護を
つかさどる職員として従事して
いる健康診断、保健指導、救急
処置等の職務と一体であること
から、民間事業者の活用になじ
まないものであると考えていま
す。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
ｃ、d
（注）の通り。なお、独立行政法
人通則法は、中期目標終了時
まで民間開放を含む業務の見
直しを行ってはならない旨を規
定していない。

日本学生支援機構が設置する国際交流会館等は、主とし
て国費留学生を受け入れるという施設の性質上、国の留学
生政策に基づき、国及び関係機関と密接に連携し、地域に
おける国際交流拠点としての役割を果たしつつ、その施設
運営を継続的、安定的に実施する必要があるため、公的機
関である独立行政法人が設置・運営を行う必要がある。
一方、宿泊施設としての管理運営については、既に法人
の判断により、外部委託できる部分については、民間の法
人に委託して、コストの削減を図っているところです。
なお、 独立行政法人については、独立行政法人通則法に
おいて、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から確実に実施されることが必要な事務を行うもの」として
制度的に位置付けられるとともに、「業務運営における自主
性は、十分配慮されなければならない。」とされており、ま
た、その業務運営における法人の自主性・自発性が発揮さ
れるよう、３〜５年の中期目標期間を設定し、その終了時に
達成状況の評価等を行うこととなっています。したがって、市
場化テストの検討に当たっては、公的な業務の実施を独立
の法人格を有する主体に委ねた独立行政法人制度との整
合性について十分な検討を行う必要があります。
また、市場化テストの検討に当たっては、このような独立
行政法人制度との関係に加え、非公務員を含む法人職員
の処遇等の扱いなどが明確になっている必要があります
が、現在のところ、これらの検討状況は明らかではなく、市
場化テストについて当省として責任ある判断を行うために最
低限必要な条件が整っていないものと考えます。

保健室の管理運営を含め、公
立学校の業務全般について民
間開放がなされるよう検討され
たい（例えば公設民営。）。

前回ご回答したとおり、公立学
校の管理運営に関しては、これ
を事務とする教育委員会の判断
と責任の下、民間事業者を活用
することは現行制度においても
可能です。
なお、保健室の管理運営につい
ては、児童生徒等の健康の保
持増進を図ることを目的とし、各
学校に配置される養護教諭の
職務と一体であることから、民
間事業者の活用になじまないも
のであると考えます。

d

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

日本学生支援機構における奨学事業
相談センター、留学情報センター、日本

ｚB120026 文部科学省 語教育センター、東京国際交流館等の

5070

5070B010

1

1 個人

要望主体名

事項
番号

10

包括管理運営委託の市場化テスト

ｚB120027 文部科学省 公立学校の運営管理の市場化テスト

5070

5070B019

（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 個人

19

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

日本学生支援機構における奨学事業相談セ
ンター、留学情報センター、日本語教育セン
ター、東京国際交流館等の包括管理運営委
託の市場化テスト

公立学校の運営管理の市場化テスト

要望理由

具体的事業の
実施内容

日本学生支援機構における奨学事業相談
センター、留学情報センター、日本語教
育センター、東京国際交流館等の包括管
理運営委託を市場化テストにかける

・奨学事業相談センター、留学情報セン
ター、日本語教育センター、東京国際交
流館の管理運営業務は宿泊施設の管理運
営であり民間でも行っている業務である
・現在のこれらの運営費は費用が大き
く、業務の効率化の余地が大きいことか
ら市場化テストを実施することで改善効
果を出すことができると考える

・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
・民間の管理運営ノウハウを活用するこ
とでサービスレベルの向上が期待できる

公立学校等における運営管理の市場化テ
スト

現在、自治体が所管している公立学校等
（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
中等教育学校、高等専門学校、盲・ろ
う・養護学校）における運営管理（経理
等の事務、給食調理、保健室運営、図書
館管理、寄宿舎管理、その他施設管理
等）は、各学校ごとに運営されている
が、それぞれ民間事業者がノウハウ・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

各公立学校等における右記業務に市場化
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
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120028 文部科学省 代行業務

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120029 文部科学省 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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

d

各国立大学法人においては、
ご提案に関連して何ら法的な規
制はなく、授業料等の納入手続
きの利便性の向上や簡素化を
図るため、代行納付から口座振
替方式への変更、窓口収納の
廃止のほか、クレジットカード決
済による収納等について、自主
的な判断により対応していると
ころです。

C

ご要望の学校の費用は地方自治法にいう「公金」に該当す
るものです。公金の収納方法については、地方自治法と地
方自治法施行令で定められていますが、地方税法等には第
三者による納入が可能である旨定める規定がある一方、地
方自治法及び地方自治法施行令にはそうした規定がありま
せんので、現在は、公金のクレジットカードによる第三者立
替払いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

回答では現行制度下で可能とさ
れているが、具体的な対応策を
改めて検討されたい。

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
概要
内容

措置の概要
（対応策）

d

本件は、利用者等のニーズの
大きさ、企業のご提案の内容も
踏まえて、各国立大学法人の経
営判断により対応する仕組であ
り、授業料等の納入手続きに関
する利便性の向上についても、
法人の自主的な判断により対応
しているところです。また、これ
に基づいて例えば、既に附属病
院における診療費支払等にお
いては多くの大学においてクレ
ジットカード決済を導入するなど
対応も行われているところです。

c

前回ご回答したとおり、公金の
クレジットカードによる収納につ
いては、学校に関するものも含
め、公金全般について既に検討
が開始されているところです。し
たがって、そちらの検討の結果
をお待ちいただくことが適当と考
えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120028 文部科学省 代行業務

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120029 文部科学省 代行業務

5078

5078

5078B013

5078B014

（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

1 株式会社ゼロ

1 株式会社ゼロ

事項
番号

13

14

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

国立大学の受験料・授業料、寮費等学生
国立大学受験料・授業料の支払（納付）代行
生活関連費用のクレジットカード決済で
業務
の支払の許可

現行、大学によって口座振替、口座振
込、収納代行などの支払手段があるが、
国立大学の受験料・授業料、寮費につい
て、オンラインによるクレジットカード
決済を導入したい。学生、親族にとって
1ヶ月毎の継続課金等支払い方法を選択す
ることで負担を軽減できる。利便性と収
納の確実性も増し、学校側にとっても滞
納者への回収業務の削減に繋がる。

国立大学のホームページ上でクレジット
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
なども入学時に受け付ける。学生番号に
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。

県立・都立高校の受験料・授業料、寮費
国立大学受験料・授業料の支払（納付）代行
等学生生活関連費用のクレジットカード
業務
決済での支払の許可

現行、高校によって口座振替などの支払
手段があるが、受験料・授業料、寮費に
ついて、オンラインによるクレジット
カード決済を導入したい。学生、親族に
とって1ヶ月毎の継続課金等支払い方法を
選択することで負担を軽減できる。利便
性と収納の確実性も増し、学校側にとっ
ても滞納者への回収業務の削減に繋が
る。

県立・都立高校のホームページ上でクレ
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
続支払なども入学時に受け付ける。学生
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。
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120030 文部科学省 代行業務

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120031 文部科学省 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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

ご要望の学校の費用は地方自治法にいう「公金」に該当す
るものです。公金の収納方法については、地方自治法と地
方自治法施行令で定められていますが、地方税法等には第
三者による納入が可能である旨定める規定がある一方、地
方自治法及び地方自治法施行令にはそうした規定がありま
せんので、現在は、公金のクレジットカードによる第三者立
替払いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。

Ｃ

ご要望の学校の費用は地方自治法にいう「公金」に該当す
るものです。公金の収納方法については、地方自治法と地
方自治法施行令で定められていますが、地方税法等には第
三者による納入が可能である旨定める規定がある一方、地
方自治法及び地方自治法施行令にはそうした規定がありま
せんので、現在は、公金のクレジットカードによる第三者立
替払いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。
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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。

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
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c

前回ご回答したとおり、公金の
クレジットカードによる収納につ
いては、学校に関するものも含
め、公金全般について既に検討
が開始されているところです。し
たがって、そちらの検討の結果
をお待ちいただくことが適当と考
えます。

c

前回ご回答したとおり、公金の
クレジットカードによる収納につ
いては、学校に関するものも含
め、公金全般について既に検討
が開始されているところです。し
たがって、そちらの検討の結果
をお待ちいただくことが適当と考
えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120030 文部科学省 代行業務

国立大学受験料・授業料の支払（納付）

ｚB120031 文部科学省 代行業務

5078

5078

5078B015

5078B016

（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

1 株式会社ゼロ

1 株式会社ゼロ

事項
番号

15

16

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

県立・都立中学校の受験料・授業料、寮
国立大学受験料・授業料の支払（納付）代行
費等学生生活関連費用のクレジットカー
業務
ド決済での支払の許可

現行、中学校によって口座振替などの支
払手段があるが、受験料・授業料、寮費
について、オンラインによるクレジット
カード決済を導入したい。学生、親族に
とって1ヶ月毎の継続課金等支払い方法を
選択することで負担を軽減できる。利便
性と収納の確実性も増し、学校側にとっ
ても滞納者への回収業務の削減に繋が
る。

県立・都立中学校のホームページ上でク
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
動継続支払なども入学時に受け付ける。
学生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。

県立・都立小学校の受験料・授業料、寮
国立大学受験料・授業料の支払（納付）代行
費等学生生活関連費用のクレジットカー
業務
ド決済での支払の許可

現行、小学校によって口座振替などの支
払手段があるが、受験料・授業料、寮費
について、オンラインによるクレジット
カード決済を導入したい。学生、親族に
とって1ヶ月毎の継続課金等支払い方法を
選択することで負担を軽減できる。利便
性と収納の確実性も増し、学校側にとっ
ても滞納者への回収業務の削減に繋が
る。

県立・都立小学校のホームページ上でク
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
動継続支払なども入学時に受け付ける。
学生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。
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120032 文部科学省 奨学金の返済代行業務

ｚB120033

文部科学省・ 国営・県営のスポーツ施設利用料支払
代行業務
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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

b①

施設利用料の支払方法につい
ては、現金払い及び口座振込の
ｂ①
みとなっており、クレジット払い
は行っていません。

独立行政法人日本学生支援
機構が行う奨学金の回収につ
いては、現在銀行口座からの引
き落とし等により実施していると
ころであるが、①利用者のニー
ズの把握、②個人情報保護、③
導入に伴う新たな経費の発生等
の問題点を踏まえ、導入につい
て慎重に検討していきたい。

今後検討してまいります。
日本スポーツ振興センターが
所掌する国立競技場等の施設
利用料の支払方法については、
現在、口座振込及び現金払い
の２種類です。①利用者のニー
ズの把握②導入に伴う新たな経
費の発生を踏まえ、「オンライン
によるクレジット決済」の導入に
ついて、総合的に検討していき
ます。
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その他

当室からの
再検討要請

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。また、要望者からの
以下の更なる意見について、回
答願いたい。

措置の 措置の
概要
内容

ｂ①

「②個人情報保護」において、選
定企業の資格や認定基準の例
があれば教えてほしい。（例：プ
ライバシーマーク、ＩＳＭＳなど）

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。また、以下の要望者
からの更なる意見について回答
願いたい。
クレジットカード決済の導入時期
などの見通しがたっているようで
あれば教えてほしい。

ｂ①

措置の概要
（対応策）

平成18年度までの実施の可否
については、国の奨学金政策と
して貸与した奨学金の取り扱い
についてクレジットカード払いの
手数料負担の問題などから、18
年度までに実施することは困難
です。
また、個人情報保護につい
ては、独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に関する
法律で利用及び提供についても
制限されているところであり、ク
レジットカード会社に対して個人
情報を提供する場合、返還金を
収納するクレジットカード会社以
外にも情報が提供されることと
なり、こうした問題等について検
討する必要があると考えていま
す。

今後検討してまいります。
(独)日本スポーツ振興センター
が所掌する国立競技場等の施
設利用料の支払方法について
は、現在、口座振込及び現金払
いの２種類ですが、
①利用者のニーズの把握
②導入に伴う新たな経費の発生
等を踏まえ、オンラインによるク
レジット決済の導入について総
合的に検討してまいります。
なお、導入時期については、
利用者のニーズの把握に時間
を要することから、現時点にお
いて具体的に示すことは困難で
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
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120032 文部科学省 奨学金の返済代行業務

ｚB120033

文部科学省・ 国営・県営のスポーツ施設利用料支払
代行業務
財務省

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

5078

5078

5078B020

5078B021

（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

1 株式会社ゼロ

2 株式会社ゼロ

事項
番号

20

21

要望事項
（事業名）

奨学金の返済代行業務

具体的
要望内容

奨学金のクレジットカード決済での返済
の許可

国営・県営のスポーツ施設利用料支払代行 国営・県営スポーツ施設利用料のクレ
業務
ジットカードでの支払の許可
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要望理由

具体的事業の
実施内容

奨学金は滞納が数多く発生している。奨
学金申請時にオンラインでクレジット
カードでの決済を行なうことにより滞納
や支払い忘れを防ぎ、更には回収業務の
削減に繋がる。また支払者にとっても1ヶ
月毎の継続課金、分割払や一括払い等、
支払い方法を選択でき負担が軽減し、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
なる。

ホームページ上で申請時に自宅のパソコ
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・申請番号による個人の
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。

東京都で行っているけやきネット等、イ
ンターネットを利用した施設予約が多い
が、支払手段は口座振替、現金払いしか
ない。新たな決済手段としてオンライン
によるクレジット決済を導入したい。施
設予約画面上にクレジット決済リンク画
面を設け、決済もネット上で行うことで
当日の突然のキャンセルを防ぐことがで
きる。現在、予約者と利用者が異なる問
題が発生しているが、クレジットカード
決済のため本人確認も行なうことが可
能。

予約ホームページ上で申請時に自宅のパ
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。利用者登録番号・パスワードによる
個人の特定、暗号化通信によるセキュリ
ティの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も不要である。

民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120034 文部科学省 小学校給食費の支払代行業務

ｚB120035 文部科学省 中学校給食費の支払代行業務

（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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

ご要望の小学校の給食費は地方自治法にいう「公金」に該
当するものです。公金の収納方法については、地方自治法
と地方自治法施行令で定められていますが、地方税法等に
は第三者による納入が可能である旨定める規定がある一
方、地方自治法及び地方自治法施行令にはそうした規定が
ありませんので、現在は、公金のクレジットカードによる第三
者立替払いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。

C

ご要望の中学校の給食費は地方自治法にいう「公金」に該
当するものです。公金の収納方法については、地方自治法
と地方自治法施行令で定められていますが、地方税法等に
は第三者による納入が可能である旨定める規定がある一
方、地方自治法及び地方自治法施行令にはそうした規定が
ありませんので、現在は、公金のクレジットカードによる第三
者立替払いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。
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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。

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
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c

前回ご回答したとおり、公金の
クレジットカードによる収納につ
いては、学校に関するものも含
め、公金全般について既に検討
が開始されているところです。し
たがって、そちらの検討の結果
をお待ちいただくことが適当と考
えます。

c

前回ご回答したとおり、公金の
クレジットカードによる収納につ
いては、学校に関するものも含
め、公金全般について既に検討
が開始されているところです。し
たがって、そちらの検討の結果
をお待ちいただくことが適当と考
えます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

ｚB120034 文部科学省 小学校給食費の支払代行業務

ｚB120035 文部科学省 中学校給食費の支払代行業務

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

5078

5078

5078B022

5078B023

（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

1 株式会社ゼロ

1 株式会社ゼロ

事項
番号

22

23

要望事項
（事業名）

小学校給食費の支払代行業務

中学校給食費の支払代行業務

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

小学校給食費のクレジットカードでの支
払許可

ホームページ上で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入学
現行、口座振替による支払いが認められ
時に受け付ける。学生番号による個人の
てるが、支払い手段を増やすことで負担
特定、暗号化通信によるセキュリティを
軽減、利便性と収納の確実性が増す。学
確保してデータを管理する。回収業務も
校側にとっても滞納者への回収業務の削
軽減され、カード会社からの入金を確認
減に繋がる。1ヶ月毎の継続課金も可能。
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。

中学校給食費のクレジットカードでの支
払許可

ホームページ上で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入学
現行、口座振替による支払いが認められ
時に受け付ける。学生番号による個人の
てるが、支払い手段を増やすことで負担
特定、暗号化通信によるセキュリティを
軽減、利便性と収納の確実性が増す。学
確保してデータを管理する。回収業務も
校側にとっても滞納者への回収業務の削
軽減され、カード会社からの入金を確認
減に繋がる。1ヶ月毎の継続課金も可能。
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。
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民間開放を阻害している現行の法規制の
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）

管理コード

ｚB120036

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

国公立大学等の受験料、入学金、授業

ｚB120037 文部科学省 料のクレジットカード決済の導入

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

ｃ、d

庁舎内サービスセンターの導入
にあたっては、提案された業務
についてはすでに必要に応じ外
部に委託を行っており、また、提
供しなければならない庁舎ス
ペースの確保などの問題がある
ことから、現時点ではサービス
センターの導入は必要がないと
考えています。

C

各国立大学法人及び各公立大学法人においては、ご提案
に関連して何ら法的な規制はなく、授業料等の納入手続き
の利便性の向上や簡素化を図るため、代行納付から口座
振替方式への変更、窓口収納の廃止のほか、クレジット
カード決済による収納等について、自主的な判断により対
応しているところです。
地方公共団体の設置する公立大学・高校・専門学校にお
いて、授業料等は、地方自治法にいう「公金」に該当するも
のです。公金の収納方法については、地方自治法と地方自
治法施行令で定められていますが、地方税法等には第三者
による納入が可能である旨定める規定がある一方、地方自
治法及び地方自治法施行令にはそうした規定がありません
ので、現在は、公金のクレジットカードによる第三者立替払
いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段としては、①地方
公共団体の公金収納方法について包括的に第三者立替払
いを可能とするように措置すること（例：地方自治法の改
正）、②各種の公金それぞれについて、それぞれ各種の法
律に第三者立替払いが可能である旨の規定を設ける、とい
う２通りのパターンが考えられますが、現在、政府において
は、公金一般のクレジットカードによる納付の容認について
の検討が既に始まっているところであり、担当省庁によれ
ば、「次期通常国会を念頭に置いて、必要な検討や作業を
行ってまいりたい。」（平成17年７月12日構造改革特区に関
する有識者会議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisya/05071
2/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきましては、まず
は公金一般について現在政府が行っている検討の結果を
お待ちいただくことが適当と考えます。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
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
ｃ、d
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。

前回ご回答したとおり、提案され
た業務についてはすでに必要に
応じ外部に委託を行っており、
また、提供しなければならない
庁舎スペースの確保などの問
題があることから、現時点では
サービスセンターの導入は必要
がないと考えています。

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。

前回ご回答したとおり、各国立
大学法人及び公立大学法人に
ついては、利用者等のニーズの
大きさ、企業のご提案の内容も
踏まえて、各法人の経営判断に
より対応する仕組であり、授業
料等の納入手続きに関する利
便性の向上についても、法人の
自主的な判断により対応してい
るところです。
また、公金のクレジットカードに
よる収納については、学校に関
するものも含め、公金全般につ
いて既に検討が開始されている
ところです。したがって、そちら
の検討の結果をお待ちいただく
ことが適当と考えます。

c

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

ｚB120036

制度の
所管省庁等

全府省

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

庁舎内サービスセンター事業

国公立大学等の受験料、入学金、授業

ｚB120037 文部科学省 料のクレジットカード決済の導入

5092

5103

5092B001

5103B006

（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

8 コクヨファニチャー株式会社

1 株式会社オーエムシーカード

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

1

庁舎内サービスセンター事業

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。

6

国公立の高校、大学、専門学校等の受験
料、入学金、授業料の支払いに対して、
国公立大学等の受験料、入学金、授業料の
消費者に決済手段の多様化と利便性を提
クレジットカード決済の導入
供する手段としてのクレジットカード決
済の導入

国公立の高校、大学、専門学校等の受験
料、入学金、授業料の支払いは、一時的
に高額な支払いとなり、消費者に不安と
不便を与えているケースが多いと考えら
れ、決済手段の多様化と利便性を提供す
る手段としてのクレジットカード決済の
導入を図りたい
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具体的事業の
実施内容

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

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

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。

その他・要望

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

制度の
所管省庁等

項目

警察庁、総務
省、財務省、
国公立の病院、介護施設の料金のクレ
ｚB120038 文部科学省、 ジットカード決済の導入
厚生労働省、
防衛庁

国立大学の授業料の分割支払ならび

ｚB120039 文部科学省 にカード決済

（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

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

C

d

各国立大学法人及び公立大学法人が設置する
大学附属病院においては、自主的な判断により、
病院の料金の納入手続きの利便性の向上や簡素
化などを図るため、クレジットカード決済による収納
を行うことができることとなっています。なお、既に２
１法人においてクレジットカードによる収納を実施し
ているところです。
地方公共団体の設置する公立大学において、病
院の料金は、地方自治法にいう「公金」に該当する
ものです。公金の収納方法については、地方自治
法と地方自治法施行令で定められていますが、地
方税法等には第三者による納入が可能である旨
定める規定がある一方、地方自治法及び地方自治
法施行令にはそうした規定がありませんので、現
在は、公金のクレジットカードによる第三者立替払
いは認められていません。
したがって、ご要望を実現するための手段として
は、①地方公共団体の公金収納方法について包
括的に第三者立替払いを可能とするように措置す
ること（例：地方自治法の改正）、②各種の公金そ
れぞれについて、それぞれ各種の法律に第三者立
替払いが可能である旨の規定を設ける、という２通
りのパターンが考えられますが、現在、政府におい
ては、公金一般のクレジットカードによる納付の容
認についての検討が既に始まっているところであ
り、担当省庁によれば、「次期通常国会を念頭に置
いて、必要な検討や作業を行ってまいりたい。」（平
成17年７月12日構造改革特区に関する有識者会
議によるヒアリング配布資料１
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/yusikisy
a/050712/siryou1.pdf）とのことです。
したがいまして、ご提案の要望の実現につきまして
は、まずは公金一般について現在政府が行ってい
る検討の結果をお待ちいただくことが適当と考えま
す。

各国立大学法人においては、
ご提案に関連して何ら法的な規
制はなく、授業料等の納入手続
きの利便性の向上や簡素化を
図るため、代行納付から口座振
替方式への変更、窓口収納の
廃止のほか、クレジットカード決
済による収納等について、自主
的な判断により対応していると
ころです。
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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。

回答では現行制度下で可能とさ
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
概要
内容

措置の概要
（対応策）

c

前回ご回答したとおり、各国立
大学法人及び公立大学法人が
設置する大学附属病院におい
ては、既にクレジットカードによ
る収納を行うことができることと
なっております。
また、公金のクレジットカードに
よる収納については、学校に関
するものも含め、公金全般につ
いて既に検討が開始されている
ところです。したがって、そちら
の検討の結果をお待ちいただく
ことが適当と考えます。

d

本件は、利用者等のニーズの
大きさ、企業のご提案の内容も
踏まえて、各国立大学法人の経
営判断により対応する仕組であ
り、授業料等の納入手続きに関
する利便性の向上についても、
法人の自主的な判断により対応
しているところです。また、これ
に基づいて例えば、既に附属病
院における診療費支払等にお
いては多くの大学においてクレ
ジットカード決済を導入するなど
対応も行われているところです。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

要望主体名

番号
番号
2

警察庁、総務
省、財務省、
国公立の病院、介護施設の料金のクレ
ｚB120038 文部科学省、 ジットカード決済の導入
厚生労働省、
防衛庁

国立大学の授業料の分割支払ならび

ｚB120039 文部科学省 にカード決済

5103

5103B007

1

4 株式会社オーエムシーカード

5109

5109B011

1

1 レーション・オリファサービ

事項
番号

（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）

具体的
要望内容

要望理由

7

国公立の病院、介護料金の一時的高額負
国公立の病院、介護施設の料金のクレジット 担を緩和し、消費者の不安、不便を解消
カード決済の導入
するために、クレジットカード決済の導
入

一時的高額負担に対する消費者の不安、
不便を解消するために、クレジットカー
ド決済の活用したい

11

国立大学の授業料の分割支払ならびにカー
ド決済

信販会社等が一括して授業料を納め、信
販会社は学生・親権者等から分割して償
還を受ける。／また延滞した顧客に対す
る督促・集金業務。

株式会社オリエントコーポ
ス債権回収株式会社

要望事項
（事業名）
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具体的事業の
実施内容

集金事務の合理化、支払の利便性

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

地方独立行政法人法

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

国立大学・高等専門学校等の授業料の

ｚB120040 文部科学省 収納代行業務

（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）

該当法令等

制度の現状

措置の概要
（対応策）

措置の分類
措置の内容

d

各国立大学法人及び高等専
門学校においては、ご提案に関
連しては何ら法的な規制はな
く、授業料等の納入手続きの利
便性の向上や簡素化を図るた
め、代行納付から口座振替方式
への変更、窓口収納の廃止の
ほか、クレジットカード決済によ
る収納当について、自主的な判
断により対応しているところで
す。

43/44

その他

当室からの
再検討要請

回答では現行制度下で可能とさ
れているが、要望内容はクレ
ジットカードによる収納の実現を
求めているものであり、この点
についての具体的な対応策を
改めて検討されたい。

措置の 措置の
概要
内容

d

措置の概要
（対応策）

本件は、利用者等のニーズの
大きさ、企業のご提案の内容も
踏まえて、各国立大学法人等の
経営判断により対応する仕組で
あり、授業料等の納入手続きに
関する利便性の向上について
も、法人等の自主的な判断によ
り対応しているところです。ま
た、これに基づいて例えば、既
に附属病院における診療費支
払等においては多くの大学にお
いてクレジットカード決済を導入
するなど対応も行われていると
ころです。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード

制度の
所管省庁等

ｚB120040 文部科学省

項目

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

番号
番号
2

国立大学・高等専門学校等の授業料の
収納代行業務

5119

5119B002

（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 民間企業

要望主体名

事項
番号

2

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

国立大学・高等専門学校等の授業料の収納 当社会員1,310万名（2005年5月20日現
代行業務
在）のクレジットカードによる収納。
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要望理由

学生及び学生の両親等の支払方法の多様
化による利便性向上を図るため、クレ
ジットカードによる収納を行う。それに
より収納率の向上と職員の負荷軽減を図
ります。

具体的事業の
実施内容

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・延納率が改善され、滞納者へ
督促する事務コストが軽減されます。
②収納金額が高額な為、支払方法（分
割・ボーナス払等）を選択出来れば収納
者の利便性向上につながります。
※適正なクレジット料率の設定と上限金
額の検討が課題です。

民間開放を阻害している現行の法規制の
内容

各国立大学の「財務及び会計に関する事
項についての基準」（会計規程）で「ク
レジットカード決済も行う」といった追
加が必要である。

その他・要望

