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

5011B001
zB160001
zB160001

5036B001
zB160002
zB160002

制度の
所管省庁等

項目

国土交通省 道路管理の面的な管理委託

国土交通省

ESCO事業の入札における新たな入札
方法に関する要望

（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 措置の
分類
内容

① ｃ
道路法は、道路の種別ごとに道路管理
道路法第１２条、第１
者を定めており、原則として、各道路管 ② ｄ
３条、第１５条、第１６
理者がそれぞれの道路を管理すること （既に民
条など。
としている。
間開放
済み）

−

経済産業省総合庁舎ESCO実
証事業では、事業提案とともに
価格を含めて事業者を選定する
総合評価方式を適用していま
す。

Ｃ

措置の概要
（対応策）

①行政判断を伴う事務及び監督処分・
占用許可・通行規制等の行政権の行使
を伴う事務は国民の生命・財産の保護
に関する行政の責務と関わるものであ
ることから、道路管理者が自ら行う必要
がある。
−

−

②建設工事や、清掃・除草・補修等の
維持修繕の実施等、行政判断を伴う事
務及び行政権の行使以外の事務につ
いては、従前から民間業者等への委託
を行っているところであり、今後とも引き
続き、外部委託手法の活用を図る。

国におけるESCO事業では、民間のノウハウを最大限に活
用し、省エネルギー効果を最大化させつつ、コストを抑制す
るための方式を採用することとしています。公募型プロポー
ザル方式の場合には、事業提案の内容を評価して事業者を
特定しますが、その段階で提案内容の実行が確定しないと
いう課題があります。
一方、総合評価落札方式では、事業提案と価格を含めた評
価が可能となり、落札者決定の段階で実施する事業提案を
確定させることから、事業者選定における公平性、透明性の
−
高い方法であると考えております。また、技術評価の低い提
案でも低価格の事業者が選定されるおそれも考えられます
が、適切な条件設定、発注における技術審査及び評価方法
の設定により、対処が可能であると考えております。これら
のことから、国で実施するESCO事業では、事業対象施設に
かかるフィージビリティスタディ等の検討を十分に行い、発注
時における適切な条件設定等を実施することにより、価格に
加えて事業提案を評価する総合評価落札方式が適している
と考えております。
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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。
ｃ、ｄ
なお、既に民間委託済とされて
いる①についても、委託されて
ない範囲が有れば、その部分の
委託の可能性について示された
い。

要望者の以下の意見を踏まえ再検討願いたい。
「ESCO事業の入札においては価格を含む総合評価による
ことが求められることは認識が一致しています。総合評価の
方法のうち、経済産業省のESCO事業導入の際に採用され
た方法は総合評価一般競争入札です。要望しておりますの
は、総合評価一般競争入札が、ESCO事業のような小規模
工事の場合には現実的ではないことから、他の総合評価方
式を導入する検討を求めたものです。その一例として、地方
公共団体で行われている「公募型プロポーザル→随意契約
方式」の採用を求めるものです。総合評価一般競争入札を
ESCO事業を導入する際の問題点は、①予定価格を作成す
ることが現実的ではない。②事業者選定後の交渉が認めら
れないことから、提案の柔軟性、事業採算性に悪影響を与
える。の２点に集約されます。再考をお願いするものです。」

ｃ

措置の概要
（対応策）

行政判断を伴う事務（災害対
応、計画策定及び工事発注等）
及び行政権の行使を伴う事務
（監督処分、占用許可、通行規
制等）は国民の生命・財産の保
護に関する行政の責務と関わる
ものであることから、道路管理
者が自ら行う必要がある。
一方、行政判断を伴う事務及
び行政権の行使以外の事務（建
設工事や、清掃・除草・補修等
の維持修繕の実施等）について
は、従前から民間業者等への委
託を行っているところであり、今
後とも引き続き、外部委託手法
の活用を図る。

国におけるESCO事業では、民間のノウハウを最大限に活
用して、省エネルギー効果を最大化させつつコストを抑制
し、国にとって最も有利であるとともに、事業者に対しても、
透明性、公平性の高い方式を採用することとしております。
このため、国で実施するESCO事業においては、フィージビ
リティスタディ等の検討が十分行われ、発注時における適切
な条件設定等を行うことが可能となるため、落札業者の決
定段階において実施する事業提案が確定でき、事業者選定
における公平性、透明性が高い総合評価落札方式のほう
が、事業者の選定方式として適しているものと考えていま
す。
なお、発注者が提示するデータの不備等により、提案の柔
軟性や事業採算性への悪影響が生じるという課題について
は、総合評価落札方式における与条件整理の段階で対応
できるよう検討したいと考えています。

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
（予定）

制度の
所管省庁等

項目

要望主体名

番号
番号
2

zB160001 国土交通省 道路管理の面的な管理委託

zB160002 国土交通省

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

ESCO事業の入札における新たな入札
方法に関する要望

5011

5036

5011B001

5036B001

（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 大日コンサルタント㈱

1 ESCO推進協議会

事項
番号

1

1

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

国道、県道、市町村道の管理について、
道路管理者ごとの管理ではなく、一定の
エリアにおける管理を実施する。

道路管理の面的な管理委託

ESCO事業の入札における新たな入札方法
に関する要望

政府建物へのESCO事業の調達において
は、総合評価一般競争入札によるのでは
なく、地方公共団体で一般に採用されて
いる「公募型プロポーザル、随意契約方
式」による入札を採用すべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

道路は、線として道路管理者ごとに管
理されていますが、広範囲な地域（エリ
ア）で管理した方が効率的です。清掃や
街路樹剪定などの維持管理や除雪作業な
どにおいては移動時間等の短縮が期待さ
れます。また、道路管理者の枠を超えた
特定エリア内の総合的な道路管理を民間
に委託することによって、地図情報、交
通情報や位置情報などの多様な道路情報
を包括的に収集することも可能になりま
す。その結果、行政に必要な情報を無料
で提供するとともに民間にとって必要と
する情報を有料にて配布することが可能
になり、ひいては道路管理料のコスト削
減にもつながります。

政府建物の省エネルギーは閣議決定
（「政府がその事務及び事業に関し温室
効果ガスの排出の抑制等のため実行すべ
き措置について定める計画」（平成14年7
月19日、閣議決定））によりその目標が
定められているが、これを実現するには
ESCO事業の導入を促進することが効果的
である。しかし、現行の公共調達制度で
は民間の多様で合理的な調達を効果的に
採用することが難しい。これを背景に、
総合評価一般競争入札による入札が行わ
れているが、総合評価一般競争入札で
は、予定価格の作成がもとめられるこ
と、事業者選定後の交渉が認められない
ことが、ESCO事業の合理的な調達を阻ん
でいる。これに対し、地方公共団体にお
けるESCO事業導入で一般的に採用されて
いる「公募型プロポーザル、随意契約方
式」では、事業者の幅広い提案を実現し
つつ、最も効果的な省エネルギー改修事
業を実現することが可能であることか
ら、国の施設におけるESCO事業の入札に
おいても「公募型プロポーザル、随意契
約方式」を採用することを提案する。

・道路維持管理・修繕作業（パトロー
ル、清掃、街路樹剪定を含む）
・交通安全施設管理作業
・法面点検
・除雪作業
・災害時の緊急点検・通行止めなど
・交通渋滞情報
・駐車料金徴収
・道路管理台帳の調製と保管
・道路維持管理計画
・道路修繕計画
・道路使用許可

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

・道路法第１２条、第１３条、第１５
条、第１６条： 国道の新設、改築及び
管理は、国土交通大臣が行うほか、都道
府県道の管理は、都道府県知事が、市町
村道の管理は市町村長が行うこととされ
ている。
・道路法第２４条２第１項：駐車料金を
徴収すること。
・道路法第２８条第１項：道路台帳を調
製しこれを保管すること。
など

例えば、道路
台帳を整理する
場合、道路管理
者ごとに調製さ
れていますが、
道路よって管理
者が違っている
ことや更新時期
が違うため、そ
の収集に手間が
かかっていま
す。道路に関す
る多様な情報
は、民間にとっ
て有益な情報で
あり、管理者の
枠を超えかつリ
アルタイムで管
理された道路台
帳は、多様な利
用価値がありま
す。
これらの情報
を民間ベースで
有料にて販売す
ることによっ
て、道路の維持
管理費用を安価
にすることも可
能です。
また、道路管理
者が収集・所有
している交通情
報についても、
民間事業者が実
施し販売するこ
とによって、多
様なビジネスが
拡がるかと思い
ます。

総合評価一般競争入札による場合は、予定価格の範囲で落札者
を決めることとされており、この際の予定価格は会計監査の対
象となることからも、総工事費の数％の経費を要する設備図面
を基にした厳密な積算を行う必要がある。一方、ESCO事業にお
いては、以下の理由により総合評価一般競争入札で求められる
予定価格を作成することは現実的ではない。①事業者の提案に
より最終仕様が決まることから、予定価格作成時の図面が実際
の工事に活用されることは無い。②一般にESCO事業の事業費は
数千万円〜数億円と比較的小規模であり、予定価格作成用図面
にかかる経費と事務量の負担が大きい。特に小規模案件におい
て予定価格の作成が前提になる場合には、ESCO事業を導入する
こと自体が難しくなり、事業化による省エネルギーの促進が著
しく阻害される可能性がある。
また、ESCO事業においては、公募の際に事業者から提出される
提案内容は、簡易の省エネルギー診断に基づくものであり、最
優秀提案者選定後に詳細診断及びESCO契約の締結に係る詳細協
議が行われる。一方、総合評価一般競争入札においては、最優
秀提案者選定後の交渉（ネゴシエーション）が認められないた
め、ESCO事業への適用は難しいと考えられる。

添付資料①
「国の施設
へのESCO事
業導入に関
する要望
書」ESCO推
進協議会
（2005年3
月30日）参
照

など

公募型プロポーザル→随意契約方式における随意契約理由につ
いては会計法第29条の3の4で競争に付することが不利と認めら
れる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約に
よるものとする。と定められている。ESCO事業の場合、採用す
る省エネルギー技術が多くなるほど、省エネルギー効果は高く
なるが、同時に事業費も高くなる。一方、低価格を優先するこ
とは、最適な技術の採用を阻む恐れがあり、発注者にとって最
も有利な提案を選定するためには、価格重視の評価ではなく、
より高い省エネルギー効果を優先することが望まれる。特に地
球温暖化対策が急務である公共施設での省エネルギーの推進に
おいては、効果的な省エネルギー性能を優先し、適正な価格に
より調達することが望まれる。そのため、随意契約理由とし
て、価格による競争入札が不利になる調達であるという解釈が
でき、ESCO事業を委託業務とし、公募型プロポーザル→随意契
約方式の契約を行うことの可能性を認めることができ、この方
法を採用したESCO事業導入を行うべきである。ただし、この方
式を採用する場合は、「予決令」第102条の４により財務大臣
との協議が必要になるが、これについては事項番号3で触れ
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

5036B002
zB160003
zB160003

5036B003
zB160004
zB160004

制度の
所管省庁等

項目

ESCO事業の入札における総合評価の

国土交通省 方法に関する要望

財務省、国土 ESCO事業導入における随意契約にお
ける財務大臣との包括協議に関する要
交通省
望

（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

経済産業省総合庁舎ESCO実
証事業では、事業提案とともに
価格に加え、技術提案の内容を
評価して、事業者を選定する総
合評価方式を適用しています。

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

−

措置の概要
（対応策）

経済産業省総合庁舎ESCO実証事業では、除算方式を採用
しており、入札価格（ｘ軸）と、技術提案内容、要求水準を上
回る二酸化炭素排出削減量を（ｙ軸）で評価するとともに、一
定の数値を超える光熱水費削減保証額に事業期間を乗じ
て得られる額（削減評価額）は、事業者の評価値を算出する
場合に、入札価格から減じることで評価値を算出するコスト
として評価することにしております。評価値の算出は、（技術
提案評価）／（コスト）で求め、評価値の大きい者が落札者と
なります。このように、技術提案の内容や、二酸化炭素排出
削減量、光熱水費の削減額が大きい優れた技術提案を提
出した者が高く評価されるように、総合評価落札方式による −
条件を設定しております。
一方、提案にある加算方式では、コストと事業提案を同列に
扱うため、技術提案の内容と価格の相対ウエイトの設定が
非常に困難となります。
このため、現時点でのESCO事業における知見から、国の
ESCO事業においては、適正な要求条件を設定し、二酸化
炭素排出削減量に対するコストが最も安くなるように技術提
案を評価した上で、価格競争が期待できる除算式を採用す
るのが有利であると考えております。

財務省より回答いたします。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者の以下の意見を踏まえ再検討願いたい。
「経済産業省総合庁舎ESCO実証事業で採用された総合評
価手法は除算方であるが、分母となる価格項に一定の配慮
が行われているように見えます。
このESCO事業の総合評価の計算式は以下のとおり。
評価値＝技術提案評価により付与された得点÷（入札価格
―α）
α＝（光熱水費削減保証額―12,000千円/年）×3.75年
ただし、光熱水費削減保証額が、12,000千円/年を超えない
場合は、αは０とする。
（出展：経済産業省総合庁舎ESCO実証事業 総合評価方
法）
分子である得点は合計170点であるが、一定の基準を満た
す提案には基礎点として100点が付与され、実際の競争で
差がつくのは、70点分についてです。これに対し、分母に用
意されたα項は、光熱費削減保証額が、12,000千円/年未
満の場合は０カウントという条件がついているが、落札者の
工事費が20,000千円程度であった現実を考えると、全ての
提案者のα項は０であった可能性が高く、分母は入札価格
そのもので評価された可能性が高い。技術評価の100/170
のうち提案者の点の開きよりも、価格の開きの方が遙かに
大きくなることが一般的と考えられ、結果的には入札価格偏
重の評価になった可能性が高い。
このように、除算法は価格偏重になる可能性が極めて高く、
ESCO事業を導入する際は、加算法によることを再考願いた
い。国土交通省の「公共工事における総合評価方式活用検
討委員会」でも加算法の可能性を検討していると聞いていま
す。」

要望者の以下の意見を踏まえ
再検討願いたい。
「財務省との協議は、発注官庁
である国土交通省から申し込み
問題ではないかと思います。国
土交通省としてこの問題に対し
て前向きに検討して頂きたいと
考えています。」

措置の 措置の
概要
内容

ｃ

ｄ

措置の概要
（対応策）

国におけるESCO事業では、技術提案の内容と共に、二酸
化炭素排出削減量、光熱水費の削減額が大きい優れた技
術提案を提出した者を高く評価できるように、条件の設定を
おこなっております。
しかしながら、提案にある加算方式では、コストと事業提案
を同列に扱うため、技術提案の内容と価格の相対ウエイト
の設定が非常に困難となります。
現時点でのESCO事業における知見から、国のESCO事業
において、適正な要求条件が設定できる場合においては、
事業提案の内容とともに、二酸化炭素排出削減量に対する
コストが最も安くなるように技術提案を評価した上で、価格
競争が期待できる除算式を採用するのが有利であると考え
ております。なお、適正な要求条件の具体的な設定方法に
ついては、実証事業の事例を踏まえ、検討を進めたいと考
えます。

ESCO事業に係る包括協議につ
いては、どのような項目を、どの
ように評価するのが合理的であ
るか等、様々な課題について検
討を行い、今後、ESCO事業の
入札に係る協議の実績を踏ま
え、適切に対処していくこととい
たします。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

制度の
所管省庁等

項目

要望主体名

番号
番号
2

ESCO事業の入札における総合評価の

zB160003 国土交通省 方法に関する要望

zB160004

要望
事項

要望管理 要望事項管 事項
補助
番号
理番号
補助

財務省、国土 ESCO事業導入における随意契約にお
ける財務大臣との包括協議に関する要
交通省
望

5036

5036

5036B002

5036B003

（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 ESCO推進協議会

2 ESCO推進協議会

事項
番号

2

3

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

ESCO事業の場合に除算方式を用いる場合
には以下の問題点があげられる。
①分母を入札価格とする場合であって、
価格のランキング等を行わない場合は、
価格の差がそのまま総合評価の差につな
がり、指定した最低の省エネルギー効果
ESCO事業の入札は総合評価方式で行うこ
以上の提案を行うインセンティブが無く
とが適切であるが、その評価方法には除
なる。
算法と加算法があり、PFI事業においては
②ESCO事業にあっては評価すべき項目
除算法が採用されているが、地方公共団
が、価格、省エネ率あるいは温室効果ガ
ESCO事業の入札における総合評価の方法 体におけるESCO事業では加算法が多く採
ス排出削減効果、その他（技術面、資金
に関する要望
用されている。昨年度、経済産業省総合
調達等）と大きく3者あり、総得点と入札
庁舎が行ったESCO事業公募では、評価方
価格の2者の指標で評価するには適さな
法に除算法が採用されているが、今後、
い。
国の施設でのESCO事業入札では、加算法
③価格については入札価格と収益の両者
による総合評価を採用すべきである。
が評価対象になり、省エネルギー効果あ
るいは温室効果ガス排出削減効果は、価
格とともに客観的に定量化される指標で
あることからこれらを合理的に加算して
評価することが効果的である。

ESCO事業導入における随意契約における
財務大臣との包括協議に関する要望

総合評価一般競争入札であれ、公募型プ
ロポーザル、随意契約方式であれ、随意
契約を行う為には、「予決令」第102条の
４により財務大臣との協議が必要にな
る。PFI事業においてはこの包括協議が
整っている（財計第1584号（平成14年5月
23日 財務大臣 塩川正十郎）「民間資
金等の活用による建築物及びその附帯施
設の整備等事業に関する入札に係る総合
評価落札方式について」（通知））こと
から、ESCO事業においても包括協議を整
え、手続きの簡略化を図ることで、事業
の普及拡大を図る必要がある。
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ESCO事業調達を行う際には、プロポーザ
ル方式による競合コンペが最も望ましい
が、これを経た入札であっても現行制度
では随意契約と解釈される。
そもそも、実質的には随意契約とはいえ
ないことから、プロポーザル方式による
入札制度を構築することが望ましいが、
随意契約については財務大臣との協議を
行うことが認められていることから、国
の施設での省エネルギーを推進するため
に、ESCO事業の入札を効率的に実施する
ことを目的に、財務大臣との包括協議を
整えることを要望する。

具体的事業の
実施内容

ESCO事業は採用する省エネルギー技術が多いほど省エネルギー
効果と価格が高くなり、収益の面では最適な技術の組み合わせ
を採用した場合が最高になる。発注者にとっては、収益最大を
目指すことが経済合理性にかなっていると考える。また、省エ
ネルギーの推進では一般に、低価格を優先すると最適な技術を
採用することが困難となる。さらに、公共施設で省エネルギー
を推進する際には必ずしも経済効果で最適解ではなくても、よ
り高い省エネルギー効果を優先させることが望まれる場合も想
定される。これは他の公共工事発注の際に留意すべき要求性能
と価格の関係に似ている。一方で、省エネルギー改修の場合に
は効果的な性能仕様あるいは省エネルギー効果を発注者側で見
込むことが難しく、複数の提案を比較することが効果的であ
る。その際、性能と位置づけられる省エネルギー効果が常に数
値で定量化できる点に特徴があり、総合評価の項目として公正
かつ効果的な指標になると考えられる。経済性の面では、価格
と削減額、保証額のバランスを特に重視する必要があることか
ら、価格偏重の評価は発注者にとって必ずしも有利な選択にな
らない。従って、ESCO事業の場合には、価格、収益、省エネル
ギー効果、温室効果ガス削減効果、技術的信頼性、資金調達の
安定性等に与えられる得点を加算し、総得点の最も高い事業者
を最優秀提案とする加算方式を採用することを要望する。

ESCO事業においては総合評価一般競争入
札が現実的ではないこと、評価方法とし
ての除算法が適切な評価方法にはならな
いことから、新たな条件（公募型プロ
ポーザル方式及び、加算法による総合評
価等）を前提とした「予決令」第102条の
４にもとづく財務大臣との包括協議を整
える必要がある。

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

例えば、経済産業省総合庁舎ESCO実証事業で採用された総合評
価手法は除算方であるが、分母となる価格項に一定の配慮が行
われているように見える。このESCO事業の総合評価の計算式は
以下のとおりである。
評価値＝技術提案評価により付与された得点÷（入札価格―
α）
α＝（光熱水費削減保証額―12,000千円/年）×3.75年
ただし、光熱水費削減保証額が、12,000千円/年を超えない場
合は、αは０とする。
（出展：経済産業省総合庁舎ESCO実証事業 総合評価方法）
分子である得点は合計170点であるが、一定の基準を満たす提
案には基礎点として100点が付与され、実際の競争で差がつく
のは、70点分についてである。これに対し、分母に用意された
α項は、光熱費削減保証額が、12,000千円/年未満の場合は０
カウントという条件がついているが、落札者の工事費が20,000
千円程度であった現実を考えると、全ての提案者のα項は０で
あった可能性が高く、分母は入札価格そのもので評価されたの
ではないだろうか。技術評価の100/170のうち提案者の点の開
きよりも、価格の開きの方が遙かに大きくなることが一般的と
考えられ、結果的には入札価格偏重の評価になったのではない
かと思われる。

添付資料①
「国の施設
へのESCO事
業導入に関
する要望
書」ESCO推
進協議会
（2005年3
月30日）参
照

PFI事業における財務大臣との包括協議では、総合評価を行う
方法として以下の条件が規定されている。
①入札価格が予定価格の範囲内にあること
②評価項目を必須項目とそれ以外に区分する
③必須項目における最低限の要求条件を満たすものに基礎点を
与え、最低要求水準を超える部分は評価に応じて得点を与える
④必須項目以外は評価に応じた得点を与える
⑤得点配分は必要度・重要度に応じて定める
⑥補償費による支出、収入の減額は得点評価ではなく、入札価
格に加算する
⑦総合評価は、入札者の申込みに係る事業計画事項の各評価項
目の得点の合計を当該入札者の入札価格（補償費等の支出額等
を評価する場合においては、入札価格にその費用を加算した価
格。）で除して得た数値をもって行う（いわゆる除算法）
（財計第1584号（平成14年5月23日 財務大臣 塩川正十郎）
「民間資金等の活用による建築物及びその附帯施設の整備等事
業に関する入札に係る総合評価落札方式について」（通知））
特に、ESCO事業をPFIで行う場合にはこの通達どおり総合評価
一般競争入札で除算法を用いることになることから、ESCO事業
の導入に関する新たな包括協議を整える必要がある。

添付資料①
「国の施設
へのESCO事
業導入に関
する要望
書」ESCO推
進協議会
（2005年3
月30日）参
照

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

5042B001
zB160005
zB160005

5053B001
zB160006
zB160006

制度の
所管省庁等

全省庁

項目

府省における官房基幹業務

該当法令等

−

制度の現状

官房基幹業務の最適化計画に
ついては、ご要望理由の記述に
あるとおりの取り組みが行われ
ており、対象業務を電子化、統
一化することにより、システム開
発等を検討しています。その検
討においては、民間事業者主体
での検討が行われ、システム開
発から管理、運用保守までを外
注化させる予定です。

特定行政庁が、安全上、防火上
及び避難上支障がないと認めて
建築基準法第７ 仮使用の承認をしたときには、
国土交通省 建築物の仮使用承認手続の民間開放
検査済証の交付を受ける前に
条の６
おいても、仮に、使用し、又は使
用させることができる。

（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）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ①

ｃ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

その他

最適化計画に基づくシステム開
発検討は、現在経済産業省が
中心となり実施しているところで
あり、平成２０年度の運用開始
を目指しています。なお、システ
ム開発から管理、運用保守まで
を外注化させる予定であり、シ
ステム開発段階に先立って、す
でに業務の標準化も行っており
ます。

①については手続法として
の会計法令が定められて
おり、各業務等における定
性的な性能（成果）等を入
札条件とすることは、現行
法令に抵触してしまう恐れ
があります。②については
各省庁間で共通する基準
として採用することは可能
な場合があります。③⑤に
ついては、市場化テストの
対象となった場合には、必
然的に検討されるものと考
えます。また④については
細分化の程度が不明です
が各業務における一定範
囲や分野の外注化は既に
行われているものもあり、
経済的合理性に基づいて
決定されるものと考えま
す。

仮使用の承認は、対象となる工
事中の建築物について想定さ
れる危険要因を具体的に検討
し、個々の危険要因に対応した
安全対策が適切に講ぜられて
いるか否かを建築物の使用状
況等を勘案して総合的な見地か
ら判断し、安全上、防火上及び
避難上支障がないと認めた場
合に行うものであり、特定行政
庁の裁量を伴う行為であるの
で、民間機関の業務にはなじま
ない。
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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
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。

回答では、仮使用の承認は特
定行政庁の裁量を伴う行為であ
るので、対応不可とされている
が、建築物の本使用を認める効
果を有する完了検査について指
定確認検査機関による検査を
認めていることとの整合性がと
れていないのではないかと考え
る。この点を踏まえ、改めて実
施に向けた具体的な対応策及
び実施時期を検討され、示され
たい。

ｃ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

前回回答のとおり、ご提案され
ている官房基幹業務・システム
の最適化に関しては、逐次公表
しているとおりの取組方針・状況
を、引き続き、関係府省で推進
していく予定です。
なお、当省の現状としては、情
報管理等において支障のない
業務等は、既に民間委託・外注
化を行っており、官房基幹業務・
システムの最適計画に関する検
討状況に合わせ、引き続き、民
間委託等の取組を推進していく
予定であります。

完了検査は、工事が完了した
後に申請があり、完成した建築
物について建築基準関係規定
に適合するかどうかを覊束的に
検査するものであり、指定確認
検査機関による検査を行うこと
が可能である。
一方、仮使用の承認は、対象
となる工事中の建築物について
想定される危険要因を具体的に
検討し、個々の危険要因に対応
した安全対策が適切に講ぜられ
ているか否かを建築物の使用
状況等を勘案して総合的な見地
から判断し、安全上、防火上及
び避難上支障がないと認めた場
合に行うものであり、特定行政
庁の裁量を伴う行為であるの
で、民間機関の業務にはなじま
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
（予定）

zB160005

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

要望主体名

番号
番号
2

府省における官房基幹業務

zB160006 国土交通省 建築物の仮使用承認手続の民間開放

5042

5053

5042B001

5053B001

（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

12 民間企業

1 (社）日本経済団体連合会

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

建築物の仮使用承認手続の民間開放

具体的
要望内容

要望理由

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

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

仮使用承認の手続を、指定確認検査機
関でも行えるようにするべきである。

建築確認や完了検査と異なり、仮使用
承認は指定確認検査機関が行うことが認
められていない。その結果、建築確認申
請を指定確認検査機関で行って建築物を
仮使用したい場合は、仮使用承認だけを
特定行政庁に申請することになり、手続
が煩雑である。
工事部分の工事計画や安全計画の検査
を除けば、仮使用承認に際して行われる
検査は実質的に完了検査と同じである。
安全上、防火上及び避難上の支障につい
ては、仮使用承認の基準を明確化すれ
ば、民間の指定確認検査機関で判断する
ことは十分に可能であると考えられる。
建築物の検査や使用開始に関わる手続を
合理化するために、仮使用承認手続を民
間の指定機関でも行えるようにするべき
である。
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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。

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

建築基準法第７条の６

建築基準
法では、検
査済証の交
付を受ける
までの建築
物の使用制
限を規定し
ており、仮
使用承認の
手続は特定
行政庁が行
うものとさ
れている。

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

5053B003
zB160007
zB160007

5053B004
zB160008
zB160008

制度の
所管省庁等

項目

航空従事者の技能証明実地試験にお

国土交通省 ける民間試験官制度の導入【新規】

独立行政法人航海訓練所が行う業務

国土交通省 に対する市場化テストの導入【新規】

（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

航空法第２９条

-

制度の現状

技能証明を行う場合には、申請
者が申請に係る資格の航空業
務に従事するのに必要な知識
及び能力を有するかどうかを判
定するため、国土交通大臣が試
験を行わなければならない。な
お、国土交通大臣が申請により
指定した航空従事者の養成施
設の課程を修了した者について
は、試験の一部又は全部を行
わないことができる。

-

措置の 措置の
分類
内容

d

c

-

-

措置の概要
（対応策）

その他

・指定養成施設は民間が運営す
る施設であり、一定の要件を充
足すれば当該指定を受けること
ができる。
・指定養成施設においては、そ
の技能審査員が実地審査を行
うこととされており、これに合格
すれば国の試験官による試験を
受ける必要がない。したがって、
実質的に「民間試験官制度」に
相当するしくみは導入されてい
る。

航海訓練所は、５隻の練習船を運航しながら乗船訓練を実
施しているが、１隻当たり百名程度の学生に対し、その安全
を確保しつつ、乗船訓練を実施するためには、戦前より長年
にわたり訓練を実施し、そのノウハウを蓄積してきた航海訓
練所が責任を持って行う以外にその方法はない。
元々航海訓練所は複数の練習船を一括して管理・運用する
ことにより、航海訓練の業務の効率化を図るために昭和１８
年に設置されたものであるが、入札制度の活用等により、
効果的、効率的な船員教育を実施してきているので、民間
に比べても練習船の運航に係るコストは決して高くない。加
えて、乗船訓練の実施に当たっては、複数の学校の学生を
乗り合わせる等、５隻ある練習船全体を活用しながら運航
の効率化を図っている。このため、これらの練習船の運航を
民間に委ねた場合、訓練体制の効率化を図ることが困難と
なる。
今回の市場化テストの要望主体は民間企業においても船員
訓練の経験を蓄積していると主張しているが、民間企業が
蓄積してきた訓練に係る経験・ナレッジは、あくまでも航海訓
練所による基礎的な訓練を終了した者を対象に、各社ごと
のポリシーに沿った社内教育によって得られたものに過ぎな
い。そのような社内教育が効果をあげているのは、航海訓
練所における基礎的な教育において、シーマンシップを身に
付けさせているからである。このように、民間企業と航海訓
練所が持っているノウハウは全く異なるものであり、航海訓
練所の訓練を適切に引き受けることができる民間企業は現
在のところ存在しない。一人前の船員となるためには大学
等の船員教育機関を卒業後、少なくとも１０年程度の実務経
験が必要といわれているが、航海訓練所による基礎教育と
各社におけるポリシーに沿った社内教育とが相まって、こう
した一人前の船員を育てているのである。
また、収益事業の開拓に関する指摘については、航海訓練
所は、船員教育の基礎教育を実施するものであり、その目
的を達成するのに必要最小限の組織において効率的に事
業を実施しているため、これに他の収益事業を加えること
は、本来業務である航海訓練に支障を来たし、実施は不可
能である。
なお、国家試験受験資格履歴取得者数の２００人の指摘
は、事実誤認であり、２００４年度において、訓練生のうち５４
９人である。
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-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
概要
内容

要望者からの下記の更なる意見を踏まえて、改めて検討さ
れ、具体的な対応策を示されたい。
航空従事者指定養成施設の指定会社は、全国に１社しかな
く、また、費用の関係等から、指定養成課程以外のコースを
選択するケースが多い。そのため、多くの受験生は国の試
験官が行う試験を受験しているが、試験官の人数が少ない
ため、団塊の世代のパイロットが退職した後のパイロットへ
の需要増に対応することは困難である。
現在、民間で実施できる試験は、航空従事者指定養成施
設の技能審査員が、指定養成課程の修了者を対象に行う
試験に限定されている。航空局の試験官同様のスキルを持
つ民間試験官の資格制度を導入し、航空従事者指定養成
施設の技能審査員でなくても、受験生の取得コース等にか
かわらず、試験を実施できるようにすべきである。

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、な
お、要望者からの再検討要請は以下の通り。
今回の要望は、経団連が（独）航海訓練所の行う乗船訓練
等の業務について、市場化テストの対象事業とすることを求
めているものである。これに対し国交省の一次回答では、航
海訓練所の根拠のない優位性がただ一方的に主張されて
いるのみであり、残念ながら何らの具体的な論拠も、また検
証可能なデータも示されていない。従って、国交

d

d

-

措置の概要
（対応策）

国土交通省では、操縦士需要
増への対応策の検討において、
安全の観点からは一定の水準
の教育を受けた上で資格を取得
することが望ましいことから、総
合的対策の推進の一環として民
間飛行訓練会社の育成・振興に
取り組んでいるところ。よって指
定養成施設数についても増加し
ていくものと考えており、操縦士
需要増へも適切に対応できると
考えている。なお、要請には養
成施設の指定会社は全国に１
社しかないとの記載があるが、
指定養成施設は、操縦士関係
で13施設、整備士関係で6施設
の指定を既に行っている。

○ 航海訓練所の訓練業務は、複数の機関が保有していた
練習船（現在５隻）を一括して集中的に管理・運用することに
よって効率化と充実化が図られているものであるが、このよ
うな体制で年間１７００人に及ぶ実習生に対して乗船訓練を
実施している民間企業は他に存在しない。
○ 航海訓練所の提供するサービスは、海技士育成に不可
欠であり、その機能は、海技士制度に対応しつつ維持させ
なければならない。一方で、航海訓練所が保有する各種船
舶を安全に運航しつつ訓練を提供する能力の育成は非常
に長期の期間を要するため、代替機能を確保することが極
めて困難である。実際、当該業務を提供している民間企業
は存在していないし、仮に民間企業に行わせたとして、契約
期間終了後（場合によっては経営上の問題等により終了前
に）撤退する可能性は否定できず、この場合、海技士育成
のための訓練業務が全く行われなくなり、海技士育成に重
大な支障を来す可能性が高い。また、海運業界からは、日
本人船員（海技者）の確保・育成が要請されており、国の政
策としてこれに応えていく必要があるが、ご提案の内容では
この点について確証が得られない。
したがって、航海訓練業務においては、独立行政法人制
度の下で効率化を図りつつ、国の責任において、安定的か
つ政策に的確に対応したサービスを提供していくことが適当
である。
○ なお、航海訓練所が実施している訓練プログラムは、法
令に基づく乗船履歴を付与するために行っているものであ
り、ご指摘のような訓練プログラムの抜本的な見直しが必要
だとしても、市場化テストの実施とは関係がない。
付言すれば、航海訓練所の提供する訓練は、共通する
基礎的技能を教授するものであり、民間のＯＪＴとは性質が
異なる上、一定の技術を要する職種であれば（例えば医者
や弁護士など）、独り立ちするために１年程度のＯＪＴを要す
るのは通常であり、これをもって航海訓練所の訓練が現場
ニーズと乖離していることを示すことにはならないと考える。
加えて、ご指摘のような海外船員の指導・育成等のプロ
グラムを提供するにあたって特段の規制はなく、民間企業
が行う上での支障はないものと考えている。

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
（予定）

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

航空従事者の技能証明実地試験にお

zB160007 国土交通省 ける民間試験官制度の導入【新規】

独立行政法人航海訓練所が行う業務

zB160008 国土交通省 に対する市場化テストの導入【新規】

5053

5053

5053B003

5053B004

（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 (社）日本経済団体連合会

1 (社）日本経済団体連合会

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

3

航空従事者技能証明実地試験において
は、昨年の受験者数は2000名を超えたに
も関わらず、航空従事者試験官は20名程
航空従事者の技能証明実地試験におい 度しかおらず、非常に少ない。
て、民間試験官制度を導入するべきであ
また、今後はパイロット数の絶対数不
る。
足（団塊世代の退職者補充や、コミュー
ター航空会社の台頭等に起因）を背景
＜民間試験官制度（案）＞
に、受験者の増加が予想されるので、現
航空従事者の技能証明実地試験における民
航空局の試験官同等のスキルを持つ民 状の試験制度では対応が困難と予測され
間試験官制度の導入【新規】
間試験官を認定（国家資格とする）
る。
し、技能証明実地試験において試験官
既に、航空従事者指定養成施設におい
を務めることを許可する。
ては、指定養成課程修了者に対して施設
民間試験官の要件は現行の指定養成施 内の技能審査員による実施試験が行われ
設の技能審査員に準じたものとする
ている。指定養成施設の技能審査員のよ
うな資格を拡充すれば、民間試験官制度
を導入しても航空従事者の質の確保は可
能と考えられる。

4

①航海訓練所は職員453人、年間予算約78
億円、練習船５隻（2004年）で運営され
ているが、当該組織で訓練された国家試
験受験資格乗船履歴取得者数は年間約200
人に止まり、必ずしも効率的な運営がな
されていない。訓練業務は民間で十分対
応可能であり、民間で蓄積された船舶管
理等の知見を導入することで航海訓練業
務の効率化と運営経費の合理化が可能と
なる。
独立行政法人航海訓練所が行う、①航海
②航海訓練は職業訓練であり、効果的な
訓練、②航海訓練に関する研究、及び③
独立行政法人航海訓練所が行う業務に対す
訓練の必須要件は、現場経験に裏付けら
これらの業務に付帯する業務を市場化テ
る市場化テストの導入【新規】
れた知識をもつ有能な指導要員の配置と
ストの対象とし、民間委託、民営化等の
訓練手法・教科の継続的改善システム
民間開放を進めるべきである。
（現場ニーズの変化に的確に対応するこ
とが可能なシステム）の構築である。民
間海運企業はISO9000ｓ/ISM−SMSコード
による品質管理・船舶安全運航管理シス
テムの導入を契機として船員教育訓練分
野でも豊富な経験・ナレッジを蓄積して
きており、また、訓練に係る現場ニーズ
を日常的に把握できる環境にあることか
ら、航海訓練は公的機関よりも民間が行
う方が実践的な成果が期待できる。
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具体的事業の
実施内容

（要望理由 左下の続き）
③経済活動のグローバル化とIT技術革新
（IT等）に伴い、海運、海事産業及び海
事機関の人材ニーズも国際化、多様化、
複合化してきており、海技系人材の養成
においても、（ア）海外船員・海外海技
要員を指導/監督する運航管理者、海上輸
送技術管理者或いは経営者としての能力
開発、（イ）船舶需要の高まりによる海
技技術者の不足に対応した外国人船員の
戦略的な養成、（ウ）船員教育訓練に係
るODA/雇用機会の提供を媒体としたアジ
アの船員供給国（フィリッピン、インド
ネシア、 ヴェトナム、インド等）との
連携強化などへの対応が求められてい
る。
④航海訓練運営は民間委託から一定期間
は国の運営費交付金による助成を要する
が、委託された業務の履行を通じて、
（ア）海外船員乗船実習事業、（イ）船
員派遣事業、（ウ）船舶管理事業などの
収益事業を開拓することで、将来的に
は、採算的に自立し、航海訓練業務の完
全民営化を実現することが可能となる。

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

航空法第29条
航空法施行規則50条の４の２の７

航空従
事者になる
ためには、
事業用技能
証明および
計器飛行証
明の国家試
験に合格す
る必要があ
る。当試験
の中の実地
試験は､原
則として国
土交通省航
空局の試験
官が実施す
ることに
なってお
り、民間試
験官が実施
できない。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条
船舶職員及び小型船舶操縦者施行規則別
表第６
独立行政法人航海訓練所法、独立行政法
人航海訓練所に関する省令
国際条約STCW1995年

船舶職員（船
長、航海士、機
関長、機関士
等）になろうと
する者は、海技
従事者免許を取
得する必要があ
る。免許取得に
あたっては、海
技従事者国家試
験を受験する必
要があるが、当
該試験は、船舶
職員及び小型船
舶操縦者法施行
規則で定める乗
船履歴を有する
者でなければ受
験することがで
きない。この乗
船履歴について
は、一般船舶に
よる場合は３
年、独立行政法
人航海訓練所が
運航する練習船
などによる場合
は１年と規定さ
れている。

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

5059B020
zB160009
zB160009

5059B021
zB160010
zB160010

制度の
所管省庁等

項目

国土交通省 講習業務・適性検査業務の包括受託

国土交通省 貸付業務等の受託

（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

①旅客自動車運送事業運輸規
則第４８条の４ 旅客自動車運
送事業運輸規則の解釈及び運
用について（平成１４年１月３０
日付、国自総第４４６号の２、国
自旅第１６１号の２、国自整第１
４９号の２）、貨物自動車運送事
業輸送安全規則第２３条 貨物
事業者運送事業輸送安全規則
の解釈及び運用について（平成
１５年３月１０日付、国自総第５１
０号、国自貨第１１８号、国自整
第２１１号）
②旅客自動車運送事業運輸規
則第３８条 旅客自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指
針（平成１３年１２月３日国土交
通省告示第１６７６号）、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
１０条 貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針
（国土交通省告示第１３６６号）

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。

自動車損害賠償
保障法 附則第
４項
独立行政法人自
動車事故対策機
構法 第３条、第
１３条

重度後遺障害者への介護料支
給業務及び交通遺児への無利
子の貸付業務は、交通事故被
害者の保護の増進を目的として
自動車事故対策機構において
実施。

措置の 措置の
分類
内容

d

c

−

−

措置の概要
（対応策）

その他

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。
−
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。

重度後遺障害者への介護料支給業務及び交通遺児への無
利子の貸付業務は、自動車損害賠償保障法に基づく交通
事故被害者救済対策事業として、交通事故被害者の保護
の増進を目的として実施されている。
これらの事業は、被害者が全国のどの場所においても等し
く申請を受け付けることができる組織を有し、また、返済能
力如何にかかわらず要件を満たす申請者に交付する公平
性が担保されている必要がある。
また、当該事業は被害者への長期にわたる給付又は貸付
けの継続が常に確保されている必要があることから、支援
体制の変わらない安定した主体が実施していく必要がある。
さらに、交通事故被害者の救済事業という性質から、支給
や貸付け業務を行うばかりでなく、重度の後遺障害等に係
る情報提供や交通遺児に対する精神的支援の業務等も併
せて行う必要があり、高度な専門的知見と長年にわたるノウ
ハウをもつ主体によって実施されることが求められる。
したがって、これらの事業の性質から、全国的な組織を有
し、法律に基づき設置・運営される独立行政法人であり、約
３０年にわたる被害者支援の実績を有する自動車事故対策
機構が実施することが適当である。
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−

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

d

c

−

−

措置の概要
（対応策）

運行管理者の講習または適
性診断業務については、適
正かつ確実に実施するに足
りる経済的基礎及び技術的
能力がある場合には認定を
受けることができることとなっ
ており、既に民間開放済みで
ある。

重度後遺障害者への介護料支給業務及び交通遺児への
無利子の貸付業務は、被害者が全国のどの場所において
も等しく申請を受け付けることができる組織を有するととも
に、返済能力の如何にかかわらず給付要件を満たす申請
者に対して全て貸付けを行う公平性が担保されなければな
らず、かつ、長期の事業継続を確保できる支援体制の変わ
らない安定した主体が実施していく必要があり、さらには、
給付又は貸付けという経済的側面の支援のみならず、重度
後遺障害についての情報提供や家庭相談等の精神的側面
の支援について高度な専門的知見と長年にわたるノウハウ
を有することが求められる。
したがって、これらの事業の性質から、当該事業について
は官民の競争入札を行う市場化テストの対象とすることは
不適当であり、再検討要請にあるご指摘のような趣旨では
ない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

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

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

zB160009 国土交通省 講習業務・適性検査業務の包括受託

5059

5059B020

1

1 市場化テスト推進協議会

20

講習業務・適性検査業務の包括受託

指導講習・適性検査業務を市場化テスト
の対象とされたい。

非権力的業務であり、民間による提供が
独立行政法人自動車事故対策機構
可能である。

zB160010 国土交通省 貸付業務等の受託

5059

5059B021

1

1 市場化テスト推進協議会

21

貸付業務等の受託

介護料支給業務・貸付業務を市場化テス
トの対象とされたい。

非権力的業務であり、民間による提供が
可能である。民間でも類似の業務が存在
し、民間が提供することは充分可能であ
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）
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独立行政法人自動車事故対策機構

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

5059B022
zB160011
zB160011

5060B003
zB160012
zB160012

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

国土交通省 再開発・造成等の業務の包括受託

公共用飛行場周
辺における航空
機騒音による障
害の防止等に関
する法律第９条
の３、第２０条、
第２８条

国土交通省 講習業務・適性検査業務

①旅客自動車運
送事業運輸規則
第４８条の４ 旅
客自動車運送事
業運輸規則の解
釈及び運用につ
いて（平成１４年
１月３０日付、国
自総第４４６号の
２、国自旅第１６
１号の２、国自整
第１４９号の２）、
貨物自動車運送
事業輸送安全規
則第２３条 貨物
事業者運送事業
輸送安全規則の
解釈及び運用に
ついて（平成１５
年３月１０日付、
国自総第５１０
号、国自貨第１１
８号、国自整第２
１１号）
②旅客自動車運
送事業運輸規則
第３８条 旅客自
動車運送事業者
が事業用自動車
の運転者に対し
て行う指導及び

（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

国は、大阪国際空港及び福岡
空港を周辺整備空港として指定
し、知事は当該周辺整備空港の
設置者（国土交通大臣）と協議
し、その同意を得て空港周辺整
備計画を策定している。
独立行政法人空港周辺整備機
構は、この周辺整備計画を実施
する等により、その地域におけ
る航空機の騒音により生ずる障
害の防止及び軽減を図り、併せ
て生活環境の改善に資すること
を目的として設立されたもので、
この目的達成のために各種事
業を行っている。

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

大阪国際空港及び福岡空港
は、人口が非常に稠密な既成
市街地の中に立地しており、民
家の防音工事や移転補償だけ
でなく、住民が移転した跡地を
利用して、再開発や公園緑地整
備など、地方公共団体との協力
の下に面的なまちづくりを併せ
て行うことが必要である。こうし
たことから、地方公共団体の出
資・人員派遣等を得て、地域に
密着した組織として独立行政法
人空港周辺整備機構を設立し、
環境整備を行っているものであ
り、再開発・造成等の業務の包
括委任を実施することは不適切
である。なお、ご指摘の再開発・
造成・防音工事それ自体につい
ては、民間事業者が実施してい
るところである。

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。

−

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。
−
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。

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、要望主体か
らの提案は、（独）自動車事故対
策機構の行っている指導講習・
適性検査業務を市場化テストを
用いて民間開放することである
が、その点に関する貴省の見解
を回答されたい。
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措置の 措置の
概要
内容

c

d

-

-

措置の概要
（対応策）

独立行政法人空港周辺整備機
構（以下「機構」という）が実施し
ている業務は、一般取引におけ
る再開発・造成・防音工事などと
異なり、航空機騒音による障害
の防止・軽減を目的とした補償
ないし補償的業務であるため、
個々の住民・住民団体・関係公
共団体等の意向の把握から具
体の計画作り、国・公共団体に
対する予算措置や調整、施工に
とどまらず、その後の住環境の
変化を常に把握し、住環境の改
善につなげていくもので、国・地
方公共団体と一体になって長
期・継続的に実施していく必要
があるものである。
従って、単に、再開発・造成・防
音工事のみを取り出して民間に
委託できるものではない。（但
し、施工自体は、機構において
既に民間を活用して実施してい
る。）

運行管理者の講習または適
性診断業務については、適
正かつ確実に実施するに足
りる経済的基礎及び技術的
能力がある場合には認定を
受けることができることとなっ
ており、既に民間開放済みで
ある。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

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

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

zB160011 国土交通省 再開発・造成等の業務の包括受託

5059

5059B022

1

1 市場化テスト推進協議会

22

再開発・造成等の業務の包括受託

当該独立行政法人の全業務を市場化テス
トの対象とされたい。

再開発・造成・防音工事などの業務は民
間でも実績と技術を蓄積しており、民間
が充分に受託提供することが可能であ
る。

独立行政法人空港周辺整備機構

zB160012 国土交通省 講習業務・適性検査業務

5060

5060B003

1

1 民間企業

3

講習業務・適性検査業務

講習業務・適性検査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

独立行政法人自動車事故対策機構

（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 その他・要
内容
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

5067B002
zB160013
zB160013

5067B005
zB160014
zB160014

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

国土交通省 下水業務の市場化テスト

下水処理場等の維持管理にお
ける包括的民間委託の推進に
ついて（平成１６年国都下管１０
下水道法第３
号）及び指定管理者制度による
条、第２５条の２
下水道の管理について（平成１
６年国都下企第７１号）を地方公
共団体に通知している。

国土交通省 公園施設管理の市場化テスト

公園施設の管理については、従
来は公園管理者が「自ら設け、
又は管理することが不適当又は
困難である」ものに限って第三
者に公園施設の設置・管理を許
可してきたところであるが、都市
公園の一層の機能増進を目的
として、平成１６年に都市公園法
第５条を改正し、民間事業者等
公園管理者以外の者が公園施
設を設置・管理することが都市
都市公園法第５ 公園の「機能の増進に資すると
条
認められる」場合についても設
置・管理の許可をすることがで
きるよう措置したところ。
また、地方自治法第２４４条の２
第３項の規定に基づき、公園管
理者が公園管理者以外の者で
ある指定管理者に都市公園の
包括的管理を行わせることがで
きる旨通知（平成15年９月２日
国都公緑第76号「指定管理者
制度による都市公園の管理に
ついて」）を行っているところ。

（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

ｄ

ｄ

ー

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

下水道の維持管理は、その多く
が民間に委託されており、平成
１６年３月には、包括的民間委
託や指定管理者制度の活用に
ついて地方公共団体に周知し、
積極的に民間活力の活用を促
しているところ。

貴省回答では、「下水道の維持
管理は、その多くが民間委託さ
れており」とのことだが、料金設
定も含め全ての業務が民間委
託可能かどうかご教示願いた
い。

民間事業者等公園管理者以外の者による公
園施設の管理については、従来より都市公
園法第５条に基づいて行われてきたところで
あり、平成１６年には一層の機能増進を目的
として公園施設の設置・管理の許可要件を
緩和し、公園管理者自らが設置・管理するこ
とが不適当である場合に加え、公園管理者
以外の者が公園施設を設置・管理すること
が都市公園の機能の増進に資すると認めら
れる場合についても管理の許可をすることが
できるよう措置しているところ。
また、地方自治法第２４４条の２第３項の規
定に基づき、公園管理者が公園管理者以外
の者である指定管理者に都市公園の包括的
管理を行わせることができる旨通知（平成15
年９月２日国都公緑第76号「指定管理者制
度による都市公園の管理について」）を行っ
ているところであり、積極的に民間活力の活
用を促しているところ。

「公園管理者自らが設置・管理
することが不適当である場合」
および「公園管理者以外の者が
公園施設を設置・管理すること
が都市公園の機能の増進に資
すると認められる場合」の判断
基準について、具体的にご教示
願いたい。
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措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

ｃ

包括的民間委託において民間
事業者に委託できる業務は、下
水処理場等の運転、保守点検
等の事実行為であり、下水道管
理者が行うべき公権力の行使
に係る事務等については委託で
きないこととしている。

ｄ

公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当である
場合とは、売店、飲食店、大型遊戯施設等営利行為を伴う
もの、専門的な経営・運営ノウハウを必要とするものを公園
施設として設置・管理する場合が考えられる。
公園管理者以外の者が公園施設を設置・管理することが都
市公園の機能の増進に資する場合とは、当該公園施設の
効用の内容や程度及び当該公園施設の存する都市公園の
設置目的や性格等から判断されるものであるが、例えば、
公園管理者が自ら設置・管理するよりも、地域の状況に即し
たきめ細かな管理が期待される場合（地域住民団体による
身近な公園における公園施設の設置又は管理等）、第三者
が有する専門的なノウハウや企画力、資金力等により、当
該公園施設の機能が向上する場合や、当該公園施設の管
理コストが節減される場合（特定のスポーツ競技のための
公園施設の設置又は管理を当該スポーツ競技の愛好団体
が行う場合等）等が考えられる。

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
（予定）

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

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

現在、下水事業は下水道法3条により、市
区町村もしくは都道府県が請け負うこと
になっている。しかし、当該業務は設備
の管理など民間において類似業務が存在
する。

zB160013 国土交通省 下水業務の市場化テスト

5067

5067B002

1

1

つくば市議会議員
青

五十嵐立

民間も含めた事業者を広く募ることで以
下のような効果を生むことができる。
2

下水業務の市場化テスト

自治体の下水業務を民間開放する

自治体の下水道管理業務全て
1.コストダウン・.利用者にとっての料金
低下
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民
間と競争させることでコストが下がる。
2.利用者にとってのサービスの向上
民間の創意工夫により、下水処理の新し
い技術が採用され水質が向上する等の可
能性がある。

現在、公園管理業務は自治体の職員や自
治体から委託を受けた業者により行われ
ているが、施設管理やその設備の有効活
用は民間企業がノウハウを有する部分で
ある。
民間も含めた事業者を広く募ることで以
下のような効果を生むことができる。

zB160014 国土交通省 公園施設管理の市場化テスト

5067

5067B005

（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

つくば市議会議員

1青

五十嵐立

5

公園施設管理の市場化テスト

公園施設管理業務を広く市場化テストに
かける
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1.利用者にとってのサービス・品質の向
上
民間の創意工夫を活用することにより受
付方法の向上等の向上が見込める。
2.コストダウン
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民
間と競争させることでコストが下がる。
3.新しい活用方法や機会の提供
イベントや学習等と組み合わせることで
活用の幅が広がる。

自治体の管理する公園施設全般

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

第３条 公共下水道の設置、改築、修
繕、維持その他の管理は、市町村が行う
ものとする。２ 前項の規定にかかわら
ず、都道府県は、２以上の市町村が受益
し、かつ、関係市町村のみでは設置する
ことが困難であると認められる場合にお
いては、関係市町村と協議して、当該公
共下水道の設置、改築、修繕、維持その
他の管理を行うことができる。この場合
において、関係市町村が協議に応じよう
とするときは、あらかじめその議会の議
決を経なければならない。

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

制度の現状

気象業務法では、災害の予防、
交通の安全の確保、産業の興
隆等公共の福祉の増進に寄与
することを目的として、気象庁が
予報及び警報を行わなければ
ならないこととなっている。（気象
業務法第13条及び第23条関係）
一方、民間開放規定を設けてお
気象業務法第13 り、民間気象事業者が予報業務
条、第17条、第 を行うに当たっては、不正確な
予報により、社会・経済活動へ
23条
の被害を回避する等のため、必
要最小限の基準を設け、許可制
としている。（気象業務法第17条
関係）現在、予報業務許可事業
者が全国各地において、個人や
民間企業等の様々なニーズに
応えて各種サービスを提供して
いる。

5068B001
zB160015
zB160015

国土交通省 予報業務の一部業務の市場化テスト

5068B011
zB160016
zB160016

自動車検査時の基準適合性の
審査については、民間の指定整
自動車検査独立行政法人の市場化テ
国土交通省 スト
道路運送車両法
備工場においても行うことが可
能である。

（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）

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

ー

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

予報業務については、平成７年
以降、特定向けに加え、一般向
け予報についても自由化を図
り、民間気象事業者の技術レベ
ルの進展に応じて、予報期間に
ついても６ヶ月予報まで可能とし
た。これらにより、現在、民間の
ー
予報業務許可事業者数は約60
事業者、年間総売上額は約300
億円にのぼり、全国各地におい
て、世の中の多様なニーズに対
応した各種サービスが民間に
よって提供されているところであ
る。

「民間気象事業者の技術レベル
の進展に応じて、予報期間につ
いても６ヶ月予報まで可能とし
た。」とされているが、更なる民
間開放の可能性についてご教
示願いたい。

自動車の基準適合性の審査に
ついては、民間の指定整備工場
においても行うことが可能であ
り、既に民間開放されている。

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。
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措置の 措置の
概要
内容

ｄ

ｄ

ー

措置の概要
（対応策）

気象庁では、予報精度の向上
に必要な予報技術の開発を進
め、これを踏まえて積極的に予
報業務の許可を行い、民間気象
事業の振興を図ることとしてい
る。6ヶ月を超える予報について
は、現時点では研究段階である
ことから、気象庁においても実
施しておらず、既に民間には最
大限の開放がなされているとこ
ろである。

自動車の基準適合性の審査
については、民間の指定整
備工場においても行うことが
可能であり、既に民間開放さ
れている。

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
（予定）

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

zB160015 国土交通省 予報業務の一部業務の市場化テスト

自動車検査独立行政法人の市場化テ

zB160016 国土交通省 スト

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

5068

5068B001

1

1 個人

1

予報業務の一部業務の市場化テスト

現在、気象庁が実施している予報業務
（地域ごと）

5068

5068B011

1

1 個人

11

自動車検査独立行政法人の市場化テスト

現在、自動車検査独立行政法人が実施し
ている審査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）
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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 その他・要
内容
望

災害対策基本法、及び気象業務法等によ
り実施されている予報業務については、
すでに気象庁長官の許可に基づきいくつ
かの企業が一部地域で類似業務を実施し
ているため

地域ごとに市場化テストを実施すること
で、地域ごとに競争が促進されコスト削
減・サービスレベル向上が図られるもの
と考えられるため

気象業務法では、当該業務の実施主体は
気象庁が想定されている

現在、自動車検査法独立行政法人が実施
している車検の審査事務は、民間事業者
等においても、すでに広く実施されてい
る業務と著しく類似しているため

市場化テストを導入することにより、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

自動車検査独立行政法人法では、当該業
務の実施主体は自動車検査独立行政法人
のみが想定されている

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

5069B007
zB160017
zB160017

5069B009
zB160018
zB160018

制度の
所管省庁等

全省庁

全府省

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

公用車の運転業務受託

職員及び職員の指示を受けた
民間委託運転手が、公用車によ
る幹部の送迎等を行っている。
また、行政効率化推進計画の一
環として、職員運転手の退職後
は、原則として不補充とし、運転
業務の民間委託を推進してい
る。民間委託運転手に対して
は、職員同様に守秘義務を契約
時に課している。

バックオフィス系業務の民間委託

例えば「備品購入」などの業務
について国土交通省としては競
争入札における電子入札の全
面的実施を図っているとともに
その保守・管理なども民間事業
者に外注しており、会計法令
上、職員が行うべき業務（判断）
以外は手続きを電子化・統一化
ｂ①
して、その殆どを民間へ開放し
ています。また、現在総務省とり
まとめにより、ｌTベンダー企業が
中心となって各省庁が参加する
形式により検討が行われた結果
を踏まえて、「カタログ調達サー
ビス」などをWeb上で実施するこ
とを決定しています。

（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）

行政効率化推進計画の一環と
して、職員運転手の退職後は、
原則として不補充とし、運転業
務の民間委託を推進していると
ころ。

ｄ

Ⅳ

今回のご要望については、非
常に多岐に渡る業務範囲の民
間開放・委託であるため、程度
の差があり一元的に回答するこ
とは難しいところですが、例えば
会計関係業務の殆どは既にシ
ステム化され、外注化していると
ころです。
ご要望について、国土交通省
のみで議論を進めることは、困
難であるとともに、既に行われ
ている「官房基幹業務の業務・
システム最適化計画」や、それ
に基づく、システム開発の成果
を踏まえて、判断すべきものと
考えています。
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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
概要
内容

今後とも引き続き検討してまい
りたい。

ｄ

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。

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

前回回答のとおり、ご提案され
ている各府省の共通性の高い
業務については、例えば「官房
基幹業務・システムの最適化」
などの取組方針・状況を進めつ
つ、逐次公表しており、引き続
き、関係府省で推進していく予
定です。
なお、当省の現状としては、業
務の共通性が高いもののみに
限定することなく、情報管理等
において支障のない業務等は、
既に民間委託・外注化を行って
おり、引き続き、民間委託等の
取組を推進していく予定であり
ます。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

zB160017

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

公用車の運転業務受託

5069

5069B007

1

12 個人

要望主体名

事項
番号

7

要望事項
（事業名）

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

要望理由

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。

具体的事業の
実施内容

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。

zB160018

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

12 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

18/30

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

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

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

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

5070B007
zB160019
zB160019

5070B007
zB160020
zB160020

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

自動車損害賠償
保障法 附則第
４項
自動車事故対策機構における指導・講
独立行政法人自
国土交通省 習業務等の市場化テスト
動車事故対策機
構法 第３条、第
１３条

国土交通省

①旅客自動車運送事業
運輸規則第４８条の４
旅客自動車運送事業運
輸規則の解釈及び運用
について（平成１４年１
月３０日付、国自総第４
４６号の２、国自旅第１６
１号の２、国自整第１４９
号の２）、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第
２３条 貨物事業者運送
事業輸送安全規則の解
釈及び運用について
（平成１５年３月１０日
自動車事故対策機構における適正診 付、国自総第５１０号、
国自貨第１１８号、国自
断業務、指導講習業務にかかる市場化 整第２１１号）
テスト
②旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条 旅客
自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監
督の指針（平成１３年１
２月３日国土交通省告
示第１６７６号）、貨物自
動車運送事業輸送安全
規則第１０条 貨物自動
車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の
指針（国土交通省告示
第１３６６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）

制度の現状

重度後遺障害者への介護料支
給業務及び交通遺児への無利
子の貸付業務は、交通事故被
害者の保護の増進を目的として
自動車事故対策機構において
実施。

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できる。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

−

−

措置の概要
（対応策）

重度後遺障害者への介護料支給業務及び交通遺児への無
利子の貸付業務は、自動車損害賠償保障法に基づく交通
事故被害者救済対策事業として、交通事故被害者の保護
の増進を目的として実施されている。
これらの事業は、被害者が全国のどの場所においても等し
く申請を受け付けることができる組織を有し、また、返済能
力如何にかかわらず要件を満たす申請者に交付する公平
性が担保されている必要がある。
また、当該事業は被害者への長期にわたる給付又は貸付
けの継続が常に確保されている必要があることから、支援
体制の変わらない安定した主体が実施していく必要がある。
さらに、交通事故被害者の救済事業という性質から、支給
や貸付け業務を行うばかりでなく、重度の後遺障害等に係
る情報提供や交通遺児に対する精神的支援の業務等も併
せて行う必要があり、高度な専門的知見と長年にわたるノウ
ハウをもつ主体によって実施されることが求められる。
したがって、これらの事業の性質から、全国的な組織を有
し、法律に基づき設置・運営される独立行政法人であり、約
３０年にわたる被害者支援の実績を有する自動車事故対策
機構が実施することが適当である。

その他

−

①運行管理者の講習について
は、旅客自動車運送事業運輸
規則第４８条の４第３項、貨物自
動車運送事業輸送安全規則第
２３条第３項により、講習を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。
−
②適性診断については、旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条
第３項〜第５項、貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第
３項〜第５項により、診断を適性
かつ確実に実施するに足りる経
済的基礎及び技術的能力があ
る場合には認定を受けることが
できることとなっている。
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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、要望主体からの提案は、
（独）自動車事故対策機構の
行っている指導講習・適性検査
業務を市場化テストを用いて民
間開放することであるが、その
点に関する貴省の見解を回答さ
れたい。

措置の 措置の
概要
内容

d

c

−

−

措置の概要
（対応策）

運行管理者の講習または適
性診断業務については、適
正かつ確実に実施するに足
りる経済的基礎及び技術的
能力がある場合には認定を
受けることができることとなっ
ており、既に民間開放済みで
ある。

重度後遺障害者への介護料支給業
務及び交通遺児への無利子の貸付業
務は、被害者が全国のどの場所におい
ても等しく申請を受け付けることができ
る組織を有するとともに、返済能力の如
何にかかわらず給付要件を満たす申請
者に対して全て貸付けを行う公平性が
担保されなければならず、かつ、長期
の事業継続を確保できる支援体制の変
わらない安定した主体が実施していく
必要があり、さらには、給付又は貸付け
という経済的側面の支援のみならず、
重度後遺障害についての情報提供や
家庭相談等の精神的側面の支援につ
いて高度な専門的知見と長年にわたる
ノウハウを有することが求められる。
したがって、これらの事業の性質か
ら、当該事業については官民の競争入
札を行う市場化テストの対象とすること
は不適当であり、再検討要請にあるご
指摘のような趣旨ではない。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

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

自動車事故対策機構における指導・講

zB160019 国土交通省 習業務等の市場化テスト

5070

5070B007

1

1 個人

要望主体名

事項
番号

7

自動車事故対策機構における適正診

zB160020 国土交通省 断業務、指導講習業務にかかる市場化

5070

5070B007

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）

2

1 個人

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

運行管理者の指導公衆業務、運転者の適
自動車事故対策機構における指導・講習業 正診断業務、重度後遺障害者、交通遺児
務等の市場化テスト
等の援護業務を公益法人も含めて市場化
テストにかける

・左記の業務は公益法人でも実施してい
る業務であることから自動車事故対策機
構独自でやる必然性が無い
・また、適正診断業務は各種科学技術の
発達に伴い診断方法等を改良していく必
要がありながらもほとんど変わっていな
いことから業務改善のため民間も含めた
主体者の検討が望ましい

・業務を効率化させることにより経費削
減が見込まれる。また、給与水準が国家
公務員に比べ高いことから給与水準の低
い民間に委託することでこの分のコスト
ダウンも見込める。
・さらに、適正診断業務によっては方法
が改良されることによりその見極め能力
が向上するという効果も得られると考え
られる。

運行管理者の指導公衆業務、運転者の適
正診断業務を公益法人も含めて市場化テ
ストにかける

・左記の業務は公益法人でも実施してい
る業務であることから自動車事故対策機
構独自でやる必然性が無い
・また、適正診断業務は各種科学技術の
発達に伴い診断方法等を改良していく必
要がありながらもほとんど変わっていな
いことから業務改善のため民間も含めた
主体者の検討が望ましい

・業務を効率化させることにより経費削
減が見込まれる。また、給与水準が国家
公務員に比べ高いことから給与水準の低
い民間に委託することでこの分のコスト
ダウンも見込める。
・さらに、適正診断業務によっては方法
が改良されることによりその見極め能力
が向上するという効果も得られると考え
られる。

自動車事故対策機構における適正診断業
務、指導講習業務にかかる市場化テスト
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民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

5070B012
zB160021
zB160021

5070B014
zB160022
zB160022

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄

国土交通省 道建設業務と土地売却業務の市場化 −
テスト

国土交通省 バス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）

制度の現状

（鉄道建設業務）
鉄道事業法等関係法令の手続
を行った民間事業者が鉄道建
設業務を行うことについて、現
行法令上の支障はない。
独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構（以下「機
構」という。）の建設する整備新
幹線等の鉄道施設は、国の重
要な社会基盤であり、国民生活
の向上及び社会経済の発展等
の見地から、公的主体である機
構がその調査・計画・建設を一
貫して行っているが、現在にお
いても建設工事の大部分をゼネ
コン等の民間企業に発注してい
るところである。
（土地売却業務）
現行法令上、機構の土地売却
業務について、民間開放を阻害
する規定はない。現在において
も、機構はその保有する土地の
売却事業の更なる効率化、適正
化を図る見地から、その一部の
業務において、民間企業に業務
委託を行っているところである。

一般旅客自動車運送事業を経
道路運送法第４ 営しようとする者は、国土交通
大臣の許可を受けなければなら
条
ない。

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

−

（鉄道建設業務）
鉄道事業法等関係法令の手続
を行った民間事業者が鉄道建
設業務を行うことについて、現
行法令上の支障はない。
また、制度の現状のとおり、現
在においても、機構は、建設工
事の大部分をゼネコン等の民間
企業に発注しているところであ
る。
（土地売却業務）
現行法令上、機構の土地売却
業務について、民間開放を阻害
する規定はなく、その土地売却
業務を民間事業者が行うことは
可能である。

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、要望主体か
らの提案は、鉄道建設・運輸施
設整備支援機構の行っている
鉄道建設業務と土地売却業務
を市場化テストを用いて民間開
放することであるが、その点に
関する貴省の見解を回答された
い。

−

バス事業は、公営民営を問わず
道路運送法第４条の許可を受け
たものであれば経営することが
可能である。実際現行制度にお
いても、既に経営効率化等の観
点から公営企業から民間企業
への移管が進んでいるところも
あり、民間開放を阻んでいるも
のではない。

新規参入ではなく、市営で行わ
れているバス運営事業の一部
（バックオフィス業務、接客業
務、運転等）または全部を市場
化テストの対象とすることは可
能か、との視点でごご回答頂き
たい。
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措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

d

（鉄道建設業務）
鉄道建設業務については、現行
法令上、民間開放を阻害する規
定はなく、民間企業が鉄道建設
業務を行うことは可能である。
そもそも、機構が鉄道建設業務
を行う場合であっても、建設工
事等の大部分をゼネコン等の民
間企業に発注しているところで
ある。
（土地売却業務）
鉄道建設・運輸施設整備支援
機構の行っている土地売却業
務については、現行法令上、民
間開放を阻害する規定はなく、
現在においても、機構の土地売
却事業の更なる効率化、適正化
を図る見地から、その一部の業
務において、民間企業に業務委
託を行っているところ。

d

前回回答でお示ししたとおり、市
営のバス事業についても、既に
事業者の判断により、民間事業
者への業務の移管が可能となっ
ているところである。

-

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

制度の
所管省庁等

zB160021 国土交通省

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

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄
道建設業務と土地売却業務の市場化
テスト

5070

5070B012

1

1 個人

要望主体名

事項
番号

12

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

鉄道建設・運輸施設整備支援機構におけ
鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道建
る鉄道建設業務と土地売却業務を市場化
設業務と土地売却業務の市場化テスト
テストにかける

要望理由

・鉄道建設業務は民間事業者でも同等の
業務を行っているものである。
・また、土地売却業務は不動産企業によ
り行われているものであり、告知・価格
交渉等においてノウハウをもっているも
のと考えられる

具体的事業の
実施内容

・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
・民間不動産会社のノウハウを活用する
ことで、売却件数の増加、売却価格の適
正化等が期待できる

民間も含めた事業者を広く募ることで以
下のような効果を生むことができる。

zB160022 国土交通省 バス業務の市場化テスト

5070

5070B014

（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

14

バス業務の市場化テスト

市営で行っているバス運営事業を民間開
放する
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現在、バスの運営業務は市営で行ってい
る。しかし、当該業務は民間でも実施さ
れている業務であり、給与体系、運用ノ
ウハウ等において優位を築いていると考
えられる。

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.利用者にとってのサービスの向上
民間の創意工夫により、本数や社内設
備、料金体系等に工夫が生まれサービス
が向上する。

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

5070B015
zB160023
zB160023

5078B009
zB160024
zB160024

制度の
所管省庁等

項目

国土交通省 地下鉄・鉄道業務の市場化テスト

該当法令等

制度の現状

現在、市営で行っている「地下
鉄・鉄道運営事業」への民間事
鉄道事業法第３
業者の参入は、国土交通大臣
条
の許可を受けることにより、既に
可能である。

自動車検査・登録等の申請に当
たっては、自動車検査登録印紙
を印紙売り捌き所で購入し、納
付書に貼付して納めなければな
道路運送車両法
らない。
第１０２条
財務省、国土 車検申請時における印紙税の支払（納
ただし、「行政手続き等における
道路運送車両法
付）代行業務
交通省
情報通信の技術の利用に関す
施行規則第６９
る法律」（平成１４年法律第１５１
条
号）第３条の規定により電子情
報処理組織を使用して申請をす
る場合には、電子納付すること
ができる。

（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）

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

ー

−

措置の概要
（対応策）

現在、鉄道事業について、鉄道
事業法第３条の規定により、国
土交通大臣の許可を受けた者
であれば、鉄道事業を経営する
ことができることとなっている。
したがって、「地下鉄・鉄道事
業」の民間開放を現在において
も阻んではいない。

自動車検査登録印紙の売買に
ついては、公金の性格上、取扱
い上の責任を明確にし、公正の
確保を期することが要求される
ため、予め資力や信頼性等を考
慮して選定・委託された印紙売
り捌き人に取り扱わせることが
−
適当と考えている。
ただし、当該売り捌き人から印
紙を購入する場合において、第
３者（クレジットカード会社）が代
行して現金納付するなどして、
印紙を購入することについては
禁止していないので、現行制度
下でも実施可能と考える。
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その他

当室からの
再検討要請

新規参入ではなく、市営で行わ
れている地下鉄・鉄道運営事業
の一部（バックオフィス業務、接
客業務、運転等）または全部を
市場化テストの対象とすること
は可能か、との視点でごご回答
頂きたい。

措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

d

市営の地下鉄・鉄道事業を民間
に譲渡することや、運行の管理
等を委託することは、鉄道事業
法の規定に基づく手続きを経れ
ば可能となっている。また、駅業
務等に関しては、委託に係る規
定は存在しない。
したがって、「地下鉄・鉄道事
業」の民間開放を阻んでいるも
のではなく、一事業者としての
市営の地下鉄・鉄道事業者の
経営判断に係る問題である。

ｄ

印紙を購入する際にクレジッ
トカードを利用した支払を行う
ことについては、印紙売り捌
き人の判断により行うことと
なっている。また、電子情報
処理組織を利用した電子納
付については、当省の関知し
ないところである。

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。
「行政手続き等における情報通
信の技術の利用に関する法律」
（平成１４年法律第１５１号）第３
条の規定により電子情報処理
組織を利用する場合は電子納
付ができるが、『インターネット
バンキング、ATM等』と書かれて
いる。クレジットカードの電子納
付のような第三者による立替払
いは可能か。また、印紙売り捌
き人から印紙を購入する際にク
レジットカード払いをすることは
禁止していないとのことである
が、現状、取り扱っている例は
あるか。ないのであれば導入を
見送っている理由は何か。

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
（予定）

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

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

民間も含めた事業者を広く募ることで以
下のような効果を生むことができる。

zB160023 国土交通省 地下鉄・鉄道業務の市場化テスト

zB160024

財務省、国土 車検申請時における印紙税の支払（納
付）代行業務
交通省

5070

5078

5070B015

5078B009

（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

2 株式会社ゼロ

15

9

地下鉄・鉄道業務の市場化テスト

市営で行っている地下鉄・鉄道運営事業
を民間開放する

車検申請時における印紙税の支払（納付）代 車検申請時における印紙のクレジット
行業務
カード決済での支払の許可
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現在、地下鉄・鉄道運営事業はは市営で
行っている。しかし、当該業務は民間で
も実施されている業務であり、給与体
系、運用ノウハウ等において優位を築い
ていると考えられる。

現行、印紙を購入するには現金払いしか
認められおらず、新たな支払手段として
印紙をオンラインによるクレジットカー
ド決済で支払を行ないたい。印紙は課税
文書に貼り付けた時点で課税され、印紙
の購入自体は税金の支払ではない。しか
し車検時に車検業者に支払いを行なう場
合、検査料はクレジットカードが利用で
きる場合があるが、印紙分は現金でしか
払うことができない。印紙を購入すると
いう考え方でオンラインによるクレジッ
トカード決済を行いたい。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。

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.利用者にとってのサービスの向上
民間の創意工夫により、本数や社内設
備、料金体系等に工夫が生まれサービス
が向上する。

陸運局のホームページ上で自宅のパソコ
ンからクレジット支払情報を入力するこ
とにより、２４時間支払を受け付ける。
パソコン・ナンバープレートによる個人
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。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。

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

5078B010
zB160025
zB160025

5078B017
zB160026
zB160026

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

自動車検査・登録等の申請につ
いて、自動車検査証を交付又は
返付する場合に、係る自動車に
財務省、国土 自動車重量税の支払（納付）代行業務 道路運送車両法
ついて課されるべき自動車重量
交通省
第９７条の４
税が納付されていないときに
は、自動車検査証の交付又は
返付を行わない。

国土交通省 公団の家賃の支払代行業務

（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）

クレジットカードを利用しての家
賃等の支払いに関して、民間開
放を妨げる規制はない。

措置の 措置の
分類
内容

e

e

−

措置の概要
（対応策）

当省所管業務の中では、申請
の自動車に課されるべき自動車
重量税の納付確認を行っている
−
に過ぎず、納付の方法について
は当省の関知しないところであ
る。

本件については、民間開放を妨
げる規制はなく、独立行政法人
都市再生機構の経営判断に係
る事項である。なお、同機構に
おいて、口座振替等の手数料に
比較してクレジットカードの利用
手数料負担が大きいため提案
の実現は困難としている。
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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

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。
ペイジーを利用して自動車重量
税の納付を行う具体的な計画は
あるのか。具体的な導入スケ
ジュールがあれば教えてほし
い。また、その場合市場化テスト
の対象事業から除外されてしま
うのか。

独立行政法人都市再生機構に
おけるクレジットカード利用の実
現に向けて、具体的な対応策を
改めて検討されたい。

措置の概要
（対応策）

ｅ

当省所管業務の中では、申
請の自動車に課されるべき
自動車重量税の納付確認を
行っているに過ぎず、納付の
方法については当省の関知
しないところである。

e

本件については、民間開放を妨
げる規制はなく、独立行政法人
都市再生機構の経営判断に係
る事項である。
同機構において、口座振替等の
手数料に比較してクレジットカー
ドの利用手数料負担が大きいた
め現時点での提案の実現は困
難としている。なお、クレジット
カードの利用については、以前
に導入を検討したことがある
が、上記理由により見送った経
緯がある。

市場化テストを含む民間開放要望事項一覧（様式B）

要望
管理コード
（予定）

zB160025

制度の
所管省庁等

項目

財務省、国土 自動車重量税の支払（納付）代行業務
交通省

zB160026 国土交通省 公団の家賃の支払代行業務

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

5078B010

5078B017

（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 株式会社ゼロ

1 株式会社ゼロ

事項
番号

10

17

要望事項
（事業名）

自動車重量税の支払（納付）代行業務

公団の家賃の支払代行業務

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

自動車重量税のクレジットカード決済で
の支払の許可

車検を依頼する場合、車検業者の検査料
はクレジットカード決済ができる場合も
あるが、自動車重量税は現金払いとなっ
てしまう。自動車重量税もまとめてクレ
ジットカード決済ができればで利用者の
利便性が向上する。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
を減らすこともできる。

陸運局のホームページ上で自宅のパソコ
ンからクレジット支払情報を入力するこ
とにより、２４時間支払を受け付ける。
パソコン・ナンバープレートによる個人
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。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。

公団家賃・共益費のクレジットカード決
済での支払の許可

公団は家賃・共益費滞納の問題を抱えて
おり、新たな決済手段としてクレジット
カード決済を導入する。支払者にとって
支払い方法を選択できることで利便性が
向上する。クレジットカードは口座振替
同様に継続支払等ができるため収納の確
実性があり、公団にとっても滞納者への
回収業務の削減に繋がる。

公団の入居契約時・更新時に都市再生機
構などのホームページ上や窓口でクレ
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
続支払なども契約時・更新時に受け付け
る。抽選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。

26/30

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
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

5092B001
zB160027
zB160027

5100B001
zB160028
zB160028

制度の
所管省庁等

全府省

国土交通省

項目

該当法令等

要望事項の庁舎内サービスセ
ンター事業の内、印刷パッケー
ジサービスの内容については既
に「印刷機運用業務請負」にお
いて当該サービスは網羅されて
おり、民間開放を実施済みであ
る。また、当該業務請負は提案
内容での２４時間体制ではない
が、現体制での不都合等は生じ
ていない状況である。

庁舎内サービスセンター事業

自動車保有関係手続のワンストップ
サービスにおける証明書等管理業者の
対象拡大

（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）

制度の現状

ー

ー

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

ｄ

今回のご要望については、多岐
に渡る業務範囲の民間開放・委
託であるため、一元的に回答す
ることは難しいところですが、要
望事項の庁舎内サービスセン
ター事業の内、印刷サービスの
内容については既に「印刷機運
用業務請負」において当該サー
ビスは網羅されており、民間開
放を実施済みである。また、当
該業務請負は提案内容での２４
時間体制ではないが、現体制で
の不都合等は生じていない状況
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
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。

ｅ

提案のあった証明書等管理業
務は、ワンストップサービス導入
後においても、法的な制度とし
て位置付けられるものではな
い。
ただし、自動車登録番
号標等の電子化に馴染まない
「物」の取扱いについては、要望
者（日行連）も含む関係者で構
成された証明書等管理業務協
議会で検討されているところで
ある。

提案の趣旨を踏まえ検討された
い。

ー
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措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

d

前回回答のとおり、ご提案され
ている業務のうち、例えば、印
刷パッケージサービスの内容に
ついては既に「印刷機運用業務
請負」において当該サービスは
網羅されており、民間開放を実
施済みの状況です。

ｅ

提案のあった証明書等管理業
務は、ワンストップサービス導入
後においても、法的な制度とし
て位置付けられるものではな
い。

ー

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
（予定）

zB160027

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

5092

5092B001

1

12 コクヨファニチャー株式会社

事項
番号

5100

5100B001

対象拡大

（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）

1

1 日本行政書士会連合会

具体的
要望内容

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。

要望理由

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。

1

庁舎内サービスセンター事業

1

OSSは、新車新規検査登録に関して、本
年12月26日より全国の4都道府県において
稼働する予定で準備が進められている。
自動車ナンバープレート等の電子申請・
情報化に馴染まない「物」については、
証明書等管理業務として対応を図るべく
国土交通省、（財）自動車検査登録協力
会等で構成された証明書等管理業務協議
会で検討が重ねられている。
自動車保有関係手続のワンストップ
当該業務を取り扱う証明書等管理業者
サービス（以下「OSS」と称す。）におけ
自動車保有関係手続のワンストップサービス
として、メーカーやディーラーに属さな
る証明書等管理業務について、国家資格
における証明書等管理業者の対象拡大
い国家資格者であり、自動車登録業務に
者として安心と利便に貢献できる行政書
ついて深い知識と経験を有する行政書士
士を活用すべきである。
を活用することにより、国民の選択肢が
広がり、証明書等管理業者間において利
便性の高いサービスの充実が期待でき
る。
また、行政書士は運輸アドバイザーと
しての能力も提供することができ、OSSに
おける迅速・安心・安全の充実が図ら
れ、国民が利用しやすいシステムの推進
に寄与することができる。

自動車保有関係手続のワンストップ

zB160028 国土交通省 サービスにおける証明書等管理業者の

要望事項
（事業名）
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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 その他・要
内容
望

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。

道路運送車両法第60条第1項、第66条第1
項

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

5109B001
zB160029
zB160029

5118B001
zB160030
zB160030

×

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

公団等の家賃の収納・保証ならびに回

航空交通管制

×

×

（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

航空法第９４条
〜９９条

×

航空管制業務は我が国におい
ては、航空法に基づき国が実
施。

×

Ｃ

×

措置の概要
（対応策）

回答では事実誤認とされている
が、要望内容は独立行政法人
都市再生機構等におけるクレ
ジットカード利用の実現を求め
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。

〔地方住宅供給公社〕
地方住宅供給公社法第２１条に
定められている公社の業務の
一部を、第三者に委託すること
について、同法上特段の規制は
設けられていない。

Ⅰ

×

当室からの
再検討要請

その他

〔独立行政法人都市再生機構〕
本件については、民間開放を妨
げる規制はなく、独立行政法人
都市再生機構の経営判断に係
る事項である。なお、同機構に
おいて、収納等業務の費用負担
が増加する等の判断から、提案
の実現は困難としている。

〔独立
〔独立行政法人都市再生機構〕 行政
法人
家賃等収納、滞納督促業務に
ついて、民間開放を妨げる規制 都市
再生
はない。
機構〕
e
〔地方住宅供給公社〕
地方住宅供給公社法上、公社 〔地方
の業務の一部を第三者に委託 住宅
供給
することは制限されていない。
公社〕
e

国土交通省 収

国土交通省 業務・事業

制度の現状

・ 航空管制業務を我が国のような狭隘な国土のもとで最も
効率的に行うためには、空域管理を含む管制業務の実施主
体が一元化されることが望ましく、現に、我が国航空ネット
ワークの中枢である首都圏空港の発着容量拡大のために
米軍の管理する横田空域の返還に向け政府として取り組ん
"提案者要望事項に対する回答
でいるところ。
１．航行援助施設利用料の収支状況（平成１７年度
予算）
・ タワー管制業務等管制業務の一部を民間開放の対象と
・航行援助サービスに必要なコスト（Ａ）
することは、このような一元化の方向性と相容れず、空域返
総額約１，５０７億円
還の見通しが不透明な状況下でこれに着手することは今後
・航行施設援助利用料収入（Ｂ）
の空域返還交渉にも悪影響を及ぼすおそれがあり、我が国
総額約１，２５４億円
の空域に係る主権回復を損なうことが懸念され、不適当で
・収支
ある。
（Ｂ）-（Ａ）＝
１，２５４億円-１，５０７億円＝
・ なお、要望で言及されている米国におけるタワー管制業
▲２５３億円
務の外部委託は１）ＶＦＲ（有視界飛行方式）専用飛行場、
ＨＰ上の本文『「全国規模の規制改革及び市場化テストを含
※空港整備特別会計として航空機燃料税等の一
２）ハワイ・グアム・サイパンの両者で実施されているものと
む民間開放要望」に対する各省庁からの回答への再検討
般財源からの繰入額２５３億円により充当
承知しているが、我が国においては前者に相当する飛行場
要請について（平成１７年８月５日）』の（注）の通り。なお、要
２．航空保安職員について
においては基本的に管制業務を提供していない。また、後
望者からの再検討要請は以下の通り。
・職員数
４,４８５人（平成１７年度末予算定
者はいずれも米本土から遠く離れた地域であり、かつ、受託
まず、国土交通省からの御回答に「航空管制業務を我が国
員）
者は同地域に米本土より近接しているオーストラリア管制当
のような狭隘な国土のもとで最も効率的に行うためには、空
・雇用形態 国家公務員
局であり、米連邦航空局とのコミュニケーション言語が共通
域管理を含む管制業務の実施主体が一元化されることが望
（内訳）
語（英語）という環境下で実施されているもの。日本のタワー
まし」い、「これらの業務の部分的な民間開放はいたずらに
航空管制官
1，９０４人
管制業務で同様の条件に合致する外部受託者を想定する
内部調整プロセスを増幅させ、きわめて非効率なものとする
航空管制運航情報官 ７８８人
ことは困難である。
ことから不適当」、あるいは「管制業務はその業
航空管制通信官
６４人
航空管制技術官
１，５９０人
・ また、要望で言及されている米国のＦＳＳ（Ｆｌｉｇｈｔ Ｓｅｒｖｉｃ
衛星運用官
１３９人
ｅ Station）は、定められた管轄空域内で運航者への航空情
３．各航空会社からの収入について（平成１７年度
報や気象情報の提供、飛行計画の受理、危難にある航空
予算）
機の捜索・救難等我が国において運航情報官が提供してい
航行援助施設利用料１，２５４億円
る業務を実施しているものと承知しているが、我が国におい
（内訳）
て全く同様の管制機関が存在するものではない。したがっ
・本邦内において着陸する航空機からの徴収額
て、同要望によって我が国の航空保安業務の具体的に何を
１，１９６億円
民間開放の対象にすべきとの主張か定かでないが、これら
・本邦の飛行情報区を通過する航空機からの
の業務は我が国の管制機関において航空管制と一体不可
徴収額
５８億円
分となって提供されており、これらの業務の部分的な民間開
放はいたずらに内部調整プロセスを増幅させ、きわめて非
効率なものとすることから不適当である。

×
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×
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措置の 措置の
概要
内容

措置の概要
（対応策）

〔独立行政法人都市再生機構〕
本件については、民間開放を妨げる規制はなく、独立行政
法人都市再生機構の経営判断に係る事項である。
同機構において、家賃等は直接委託している銀行等の口座
振替によりそのほとんどが収納されており、それ以外の方法
では収納等業務の費用負担が増加する等の判断から、現
時点での提案の実現は困難としている。なお、クレジット
カードの利用については、以前に導入を検討したことがある
が、上記理由により見送った経緯がある。

e

〔地方住宅供給公社〕
本件については、民間開放を妨げる規制はなく、クレジット
カード利用の実現を認めるか否かは各地方住宅供給公社
の経営判断に委ねられると考えている。

・内閣府に対する回答
航空管制業務を我が国のような狭隘な国土のもとで最も効率的に行う
ためには、空域管理を含む管制業務の実施主体の一元化が最大の課
題であり、現に、我が国航空ネットワークの中枢である首都圏空港の発
着容量拡大のために米軍の管理する横田空域の返還に向け政府とし
て取り組んでいるところ。
空域返還の見通しが不透明な状況下で市場化テストに着手すること
は今後の空域返還交渉にも悪影響を及ぼすおそれがあり、我が国の空
域に係る主権回復を損なうことが懸念され、不適当である。

Ｃ

Ⅰ

・要望者に対する回答
１．我が国の公共用飛行場において、有視界飛行方式（ＶＦＲ）専用飛
行場は新島等、９空港・飛行場であるが、当該空港・飛行場は、交通量
が少なく、輻輳がみられないことから、管制官を配置する必要はないと
考えており、今後も 実施することは考えていない。なお、調布飛行場に
ついては米軍から返還された国が管理する施設であったという特殊な
歴史的経緯、かつては離着陸回数が多かったという事情等から、従来
から管制官を配置してきたが、現在、管制業務の廃止に向け作業中。
またＩＦＲによる飛行は飛行場周辺に限らず、航空路・洋上を含め、飛行
場から飛行場まで実施される。したがって我が国のような狭隘な国土の
もとで最も効率的に航空機を飛行させるためには、空域管理を含む一
連の管制業務の実施主体が一元化されることが望ましく、ＩＦＲ飛行場の
飛行場管制業務に限り民営化することは、効率的ではないと考える。
２．航空管制においては世界的に英語が用いられているが、管制機関
内における航空管制官相互間及び管制機関相互間において綿密な調
整が必要な場合、さらに上局である地方航空局及び国土交通省航空局
からの指示伝達・連絡調整は母国語である日本語が使用されている。
また、緊急時等においては、連絡調整先が航空管制官とは限らず、日
本語の使用が必要な場合があり、日本語能力は必要不可欠である。
３．ＦＳＳの業務について、その全てを詳細に承知するものではないが、
先に回答したとおり、我が国においてその一部の業務（定められた管轄
区域内で運航者への航空情報や気象情報の提供、飛行計画の受理、
危難にある航空機の捜索・救難等）を運航情報官が実施している。ＦＳ
Ｓの他の主要業務である気象に関するブリーフィング（パイロットに対し
航空機の運航に必要な気象現象や気象状況の予想を解説すること）に
ついては、我が国では気象庁が当該業務を実施している。

×

×

×

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
（予定）

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

公団等の家賃の収納・保証ならびに回

zB160029 国土交通省 収

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

入居者の家賃支払の集金業務を信販会社
等が行い、また家賃の支払いについて一
定期間、金額の保証を行う／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
5109

1

5109B001

1 レーション・オリファサービ

1

公団等の家賃の収納・保証ならびに回収

ス債権回収株式会社

具体的事業の
実施内容

要望理由

集金事務の合理化

民間開放を阻害している現行の法規制の その他・要
内容
望

地方住宅供給公社法

1.現状管制
業務に当て
られている
国家予算の
内容と具
体的数字が
明らかにな
ること。

現行、提供されているサービスを民間企
業が実施することで、下記メリットが得
られると考えられる。

zB160030

航空交通管制

国土交通省 業務・事業

5118

1

5118B001

1 民間企業

1

航空交通管制
業務・事業

航空法により、国土交通省・航空局が
主管としている航空交通管制業務事業

1.必要経費(ｺｽﾄ)の削減
組合員に属さない管制官を使用すること
で、コスト削減が期待できる。
・米国FAAの管制官平均給与
=>約US$112,000/年
・米国民間企業の管制官平均給与
=>約US$ 82,000/年

1.各空港の管制塔内でのタワー管制業務
2.FSS(Flight Service Station)での
管制業務

航空法及び
航空法施行規則

2.安全・サービスの向上
a)国家予算に関係無く、設備投資が
可能となる。
b)既に海外で管制業務を実施してい
る民間業者との連携により、蓄積
ノウハウを有効活用できる。

×

×

×

×

×

（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）

×

×

×

×

×

×
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×

2.現在の航
空管制運営
にかかわる
全ての諸経
費とそれに
従事する職
員数、また
雇用形態に
関わる情報
が開示され
ること。
3.現状各航
空会社から
の収入
（overflig
ht Feeや
Enroute
Fee等）の
情報が開示
されるこ
と。

×

×

×

