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該当法令

￣

制度の現状

￣

措
置
の

e

我が国の教員養成は、幅
広い視野と高度の専門的知
識・技能を兼ね備えた多様
な人材を広く教育界に求め
ることを目的としており、基
教育職員免許法第５条 本的に教員養成の教育は大
D
第１項
学で行うことになっている。こ
の「大学」とは「広く知識を授
けるとともに、深く専門の学
芸を教授研究」する学校教
育法第52条に定められた
「大学」である。

措
置
の

措置の概要（対応策）

日本語の平仮名表記及び平仮名出版事業につい
− て、規制は存在しませんので、実施可能であると考
えます。

大学校卒業後、大学評価・学位授与機構の審査に
より学士の学位を取得した者については、教育職員
免許法で定められた単位を修得することにより、個
別に教員免許状を取得することは可能です。しかし
Ⅰ ながら、教育職員免許法は、単位の修得について
は、大学において修得することを規定しており、この
「大学」とは学校教育法に定める大学であることか
ら、大学校に対し、教員免許状取得のための教育
機関としての認定を行うことは法律上できません。

そ
の
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

-

z12001

（1）教育職員検定認定を大学校の学生時代に認定資格をとれる道を検討することを御願いし
ます。併せて、大学校の学生たちにも適用の制度の検討を御願いします。また、大学校の教
員免許につては、本校の水産大学校については、水産教員免許（課程）を認め、水産高校へ
の教員（教科；理科・水産）を認める方策等を検討願います。
（２）今後は教員免許については、中立・公平な第３機関において、認定する事の検討を御願
いします。

ｄ

以上を踏まえ、当方は教育職員免許法の改正を求めているのであり、具体的な対応策を改め
て検討されたい。また、法改正による弊害等があればそれについても具体的に示されたい。

（１）学校教育法における大学とは「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸
を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」ことを目的としております。我が国の教
員養成は「大学における教員養成」を原則としており、このことは、学校教育法に定める大学が、幅
広い教養と専門性を培う教育機関であることに着目して、教員として求められる資質能力を身に付
けさせるに足る養成機関であるとの考えに立つものです。
他方、水産大学校等の各省大学校は、国の特定機関の職員の養成を行うなど、特定の行政目的
のための教育訓練等を行う機関として設置されるものであり、大学とは、その趣旨・目的・使命を異
にするものです。
これらを踏まえれば、教育職員免許法に定める「大学」に水産大学校等の各省大学校を含めるこ
とができるかどうかについての検討に加え、各省大学校が、教職課程の認定を受けるためには、そ
Ⅰ
の設置目的・業務内容等に照らして、教員養成を行う機関として適切か否かについての検討も必要
となってくると思われます。
なお、学校教育の多様化・活性化を図るために、教員免許状未取得者に対し、個人の資質能力
に着目して免許状を授与する特別免許状制度が整備されており、水産大学校卒業後に、当該制度
を活用し、個別に教員免許状を取得することは可能です。

要望事項
（事項名）

「にほんご
文部科学 の ひらが
省
な ひょぉ
き」

z12002

大学校（4
年制）への
教員免許
文部科学
（普通免許
省
状） の交
付につい
て

z12003

農林水産
省所管独
立行政法
文部科学 人水産大
省
学校への
「学芸員」
の認定に
ついて
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「「ひらがな
しゅっぱん」
なだよし ふ
みのぶ

中江徳夫
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1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

A

1 にほんご の ひらがな ひょぉき を
みとめて いただきたい。
2 よぉ
じ が ひとり で こてん とぉ の ぶ
んがく さくひん に せっする こと が
「にほんご できる よぉに こてん ぶんがく の
の ひらがな ひらがなか しゅっぱん じぎょぉ を
ひょぉき」 みとめて いただきたい。
3
にほんご の ひらがな ひょぉき に
よる にほんご の こくさいか を は
かる ため の しゅっぱん じぎょぉ を
みとめて いただきたい。

1 さき の しゅし に よる こてん の
ほんやくか および しゅっぱん じ
ぎょぉ を きどぉ に のせる。
2 よゆぅ が あれば しゅっぱん し
た ほん を
としょかん とぉ に き
ぞぉ する。

1 「にほんご を ひらがな で かきあ
らわす」 つぅしょぉ 「にほんご の ひ
らがな ひょぉき」 を みとめて いただ
きたい。
2 ほんらい の
にほんご わ ひらがながき が もっと
も てきして いる。
3 にほ
んご に ひらがな が よく にあう。

A

大学校（4年
制）への教員
免許（普通免
許状） の交
付について

《要望内容》 大学校（4年制）の在校生
に普通免許状の交付が行われるように
次のことを要望します。
(1)教
育職員免許法にもとずく文部科学大臣
の大学校（4年生）への「教員免許課程
の認定」を認めてほしい
(2)
現状で認められないであるならば、制度
を改めて、行政機関から分離した、中
立・公平である独立（第3者）機関を設置
して、その機関による「教員免許課程」
の認定を認めてほしい。
（参考；大学校（4年生）の学位の認定
は、独立行政法人大学・評価学位授与
機構でも行われている）

大学校（4年制）の卒業生たちが教員免
許を修得し教育現場で働くことは、事
業・規制官庁とのつながりが出来、さま
ざまの情報・技術などが子供たちに提
供ができる。さらに、大学校を設置して
いる官庁は企業とのつながりもあり、こ
どもたちにとって就職にも有利である。
就職率の向上し、こどもたちの失業者
が減少し、雇用の確保につながる。

教員職員免許法は国会の議決をえて
作られた法律でありますしかし、法の運
用は大部分、文部科学省令に運用され
います。そのために、他の省庁に作られ
ている大学（大学校）には適用されてい
ないのが現状であります。このことは、
教育職員免許法
憲法に保障された国民が教育を平等受
法施行規則（19条）
ける権利と教育基本法の精神に反する
のではないかと思います。教育は公平・
中立な立場で国レベル（内閣）により各
省庁ので調整をすべきでありと思いま
す。教育の国民への信頼性を確保すべ
きであります。

農林水産省
所管独立行
政法人水産
大学校への
「学芸員」の
認定につい
て

博物館法は国会の議決をえて作られた
《背景》本校は、農林水産省所管の独
法律でありますしかし、法の運用は大部
立行政法人のため、博物館法による
分、文部科学省令に運用されいます。
「学芸員課程の設置が」認められいな
そのために、他の省庁に作られている
い。
《要望事項》
（１）本
大学（大学校）には適用されていないの
校への「学芸員課程」の認定を認めて
卒業生達が水族館に勤務して、その能 が現状であります。このことは、憲法に
ほしい。又は無試験認定を認めてほし
力を生かせて、専門的に研究ができる。 保障された14条で保障された、すべて
博物館法
い。（２）博物館法の大学を大学等に置
そのことは本校の社会的な役割を果た の国民は法の下に平等である権利の
き換える。
（３）現状で認めら
すことにつながる。
精神に反するのではないかと思いま
れないであるならば、制度を改めて、行
す。資格は公平・中立な立場で国レベ
政機関から分離した、中立・公平である
ル（内閣）により各省庁ので調整をすべ
独立（第3者）機関を設置して、その機関
きでありと思います。そのことは法律を
による「学芸員資格」の認定を認めてほ
守る国民への信頼性につながると思い
しい。
ます。

根拠法令等

その他
（特記事項）

「わかやま ぼくすゐ かしゅう」 いち
ぶ(3ぺぇじ) みほん を ていしゅつ し
ます。

教育職員免許

（２）また、教員として求められる必要な資質能力を保証し、全国一律の教育水準を確保するため
に、文部科学大臣が認定する教職課程認定は、中央教育審議会からの答申を受けて行われてお
り、現状においても公平・中立な立場で認定がなされているため、当該認定を第三者機関において
実施する必要はないものと考えます。

現行の施行規則では、大学
における博物館に関する科
博物館法施行規則第３
目を修得した場合のみ学芸
条
員資格を付与できることとし
ている。

b

Ⅲ

水産大学校を始め、対象となる大学校の現状を把
握する必要があることから１８年度を目処に対応を
検討していきたいと考えております。

博物館法は社会教育法の精神に基づき、国民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること
を目的としている。本校は水産庁を所管としての大学レベルの教育が行なわれ、卒業生たち
は水族館に勤務し、水産庁と協力・指導を受け、世界中の魚類(珍種含む）を採集して、わが
国の国際的なレベルの水族館運営と発展に協力している。本校の卒業生・在校生はわが国
の国際化・情報化に対応するための十分な教育をうけており、このことは、教育基本法・社会
教育法・博物館法の精神と趣旨に十分に達していると理解する。本校の卒業生たちに学芸員
の無試験認定を認めることは、国際的な視野にたった国民の社会教育ができるものと確信す
るところであり、文部科学省においては、すみやかに、博物館施行規則第3条を改正され、本
校の卒業生に無試験認定を認めるよう要望する。

b

省令改正にあたっては、水産大学校を始め対象となる全国の大学校の実態や要望・意向を把握
する必要があり、そのための期間を要するため、平成１７年度中の実施は困難であると考えており
Ⅲ ます。この調査の結果を踏まえ、大学校においても博物館に関する科目に相当する科目の単位を
取得し、当該大学校を卒業した者は学芸員の資格を有する者とするための省令の改正を検討いた
します。

5012

5012002

中江徳夫

2

A

以上の要望者からの要請を踏まえ、具体的な対応策について明示するとともに、平成１７年度
中の対応が困難である理由を具体的に示されたい。

国立大学法人が行うことの
できる長期借入金等の範囲
国立大学法人法第３３
は、無限定な借入金等によ
条、国立大学法人法施
り財務状況が悪化すること
行令第８条
を防ぐため、法令で一定の
範囲に限定

a

昭和59年２月１日より日本
技術士法（昭和58年法 技術士会を指定試験機関と
ｃ
律第25号）第１１条
して指定し試験業務を行わ
せている。

地方自治法第２３８条
の４第４項
地方教育行政の組織
及び運営に関する法律
第２３条第１項、第２項

行政財産は、その用途又は
目的を妨げない限度におい
てその使用を許可すること
ができる。
教育委員会の所管に属する
第３０条に規定する学校そ d−
の他の教育機関の設置、管 １
理及び廃止、学校その他の
教育機関の用に供する財産
の管理に関することは教育
委員会が管理し及び執行す
る。

国立大学法人が行うことができる長期借入金の対
Ⅱ 象範囲を拡大すべく、本年１２月中を目途に国立大
学法人法施行令の一部改正を予定しています。

Ⅰ

名称資格である技術士制度については、技術士法
の規定に基づき、国が行うのと同等の適正性、確実
性を担保するために公益法人に試験業務を行わせ
ています。
なお、試験事務の適性かつ確実な実施に影響がな
いと判断される範囲（受験申請の電子化、印刷業務
など）で民間企業への委託を行っています。

小中学校の管理者である教育委員会又は学校の
長の同意を得ればご提案の構想は実現できるもの
と考えます。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえて、再検討願いたい。
a,b
認可基準については、個々の事案への対応の中で明確化が図られるようお願い致したい。

国立大学法人が行うことができる長期借入金の対象範囲の拡大については、国立大学法人法施
Ⅱ, 行令の一部を改正する政令（平成１７年１２月２８日政令第３８６号）により措置したところです。な
− お、認可の具体的な運用の在り方については、ご要望も考慮しつつ、今後検討し、適切に対応して
いきたいと考えています。

-

-

z12004

国立大学
法人の資
文部科学 金調達、収
省
益事業に
係る規制
緩和

z12005

独立行政
法人並び
に、政府管
掌の公益
法人、社
団・財団法
人等が運
営実施して
いる国家
資格試験
業務の、民
間への委
託開放を
希望致しま
す。

z12006

1/5

全省庁

公共施設
（特に小中
学校など）
の屋上や
南側壁面
総務省・文
を太陽光
部科学省
発電のた
め無償で
業者に貸
与可能と
すること。

5021

5026

5029

5021014

5026001

5029001

都銀懇話会

（株）アイ・
イーシー

仁尾善久

14

1

1

A

国立大学法
人の資金調
達、収益事
業に係る規
制緩和

B

独立行政法
人並びに、政
府管掌の公
益法人、社
団・財団法人
等が運営実
施している国
家資格試験
業務の、民
間への委託
開放を希望
致します。

A

・ 民間金融機関から借入が可能な場合
の拡大（借入目的の拡大、認可基準の
明確化）。
・ 関連事業に関する許容範囲の明確
化。

・ 民間金融機関からの借入について、
認められる借入目的が拡大され、借入
に関する認可基準が明確化されれば、
資金調達手段の拡大、多様化につなが
り、結果として国立大学法人の資金効
率の向上に資する。
・ これとあわせて、国立大学法人の関
連事業の範囲が明確化されれば、国立
大学法人が有する資産の活用範囲が
実質的に拡大し、その有効活用に資す
る。銀行としても、その実現に向け、資
金調達、コンサルティング、ビジネスマッ
チング等、様々な形でのソリューション
の提供が可能となる。

国家資格試験の受付事務から採点処
理・合否判定・通知業務までの一連の
作業事務は、民間で十分に対応出来得
る内容であり、且つ効率、効果的な運用
が大幅に改善できると鑑みてます。

博物館施行規則

国立大学法人法第２２条、第３１条、第
３３条、第３４条
国立大学法人法施行令第８条、第９
条、第１０条、第１１条
国立大学法人法施行規則第２２条、第
２３条
独立行政法人通則法第４７条
文部科学省告示第５３号

全省庁で定められている国家試験ごと
法律等で指定された資格認定事業者以
政府管掌でなくてはならない明確な事
の、省令等により、公益法人、資格認定
試験業務に付随する一切のアウトソー
外でも、取り扱いができる国家試験業
由が、見当たらないことと、民間に出来
管理栄養士・社会福祉士・衛生管理者
事業団体でしか、取り扱いが出来ないと
シングを事業主体として取組んでおりま
務の事務請負の民間への開放および
ない事由が明確でない事による国家資
（厚生労働省）、行政書士（総務省）、国
なっているもの。
す。
規制の緩和・撤廃を要望致します。
格試験の民間開放を要望致します。
内旅行業取扱主任者・一般旅行業務取
各資格の業法および、法律
扱主任者・マンション管理士・管理業務
主任者・宅地建物取引主任者・（国土交
通省）、危険物取扱者（消防庁）の試験
業務の規制撤廃および民間への業務
開放を要望致します。

公共施設、特に小中学校は運動場が
南側にあり、校舎の屋上はおおむね日
当たりが良い。ここに着目し、屋上等を
利用して、太陽光発電を行うものであ
る。
学校等は予算もなく自身での設備投
資は難しい。そこで、場所を業者に無償
で貸与し、業者は発電により電気料を
得るかわりに、維持管理を行う。

公共施設（特
太陽光発電装置は年々エネルギー換
に小中学校
算率が向上している。この分野の更な
など）の屋上
る開発推進は世界をリードし、現在のエ
や南側壁面
ネルギー問題、環境問題の解決策に少
を太陽光発
なからず貢献することができる。
電のため無
本規制緩和策はある程度の収益性
償で業者に
（多額の利益が出るようであったら、電 （面積）を持った研究場所の提供でもあ
貸与可能と
気料金の割引を依頼し、学校等に少な る。
すること。
からず還元して頂けたら良いのですが、
そこは良く分かりません。また、そういう
利益を求めようとするものではありませ
ん。）

１．石油代替えエネルギーの開発推進
に役立つ。
２．特に都会地の夏季の消費電力の増
加に対応するものである。
３．小中学校に設置することにより、優
れた教材となり、地域の啓蒙活動にも
繋がる。
４．屋上緑化の推進よりも簡易で、効率
的である。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

￣

￣

①経済的、社会的及び
文化的権利に関する国
際規約第１３条第１項、
第２項（ａ）（ｂ）、児童の
権利に関する条約第２
８条第１項（ａ）（ｂ）
②学習指導要領
③−
④教育職員免許法別
表第一、同法施行規則
第６６条の６、同法施行
規則第６条、同法法施
行規則第６条の２第２
項

①我が国が批准した「経済
的、社会的、文化的権利に
関する条約（国際人権規約
Ａ規約）」及び「児童の権利
に関する条約」等に基づき、
希望する外国人子女に対し
て無償の機会を保障するた
め、希望する外国人子女に
ついては、日本人子女と同
様に、公立小・中学校へ受
け入れることとなっていま
す。
②外国人の子どもに対する
教育方針については、学習
指導要領総則において、「学
校生活への適応を図るとと
もに、外国における生活経
験を生かすなど適切な指導
を行うこと」として既に盛り込
まれているところです。
③日本語指導カリキュラム
については、日本語を母語
としない子どものための初
期の日本語指導のための教
材である「にほんごをまなぼ
う」を平成４年に、学習支援
を行うための「学校教育にお
けるＪＳＬカリキュラム」の小

①−
②−
③−
④−

-

-

①定期的な就学状況調査に
ついては、小・中学校等につ
いては、学校基本調査に
よって外国人についても在
籍状況を毎年度調査してい
るところです。
②小・中学校への就学案内
については、各教育委員会
に対し、公立の義務教育諸
学校への入学を希望する外
国人児童生徒がその機会を
逸することがないよう、その
保護者に対して就学案内を
発給するよう指導していると
ころであり、さらに平成１７年
４月に就学案内の例文を記
載した外国語による就学ガ
イドブックを作成し、各自治
体に配布したところです。
③日本語教室の設置につい
ては、設置に対する法令上
の規制は存在しません。
④バイリンガルの教員を配
置することについては、配置
することに対する法令上の
規制は存在しません。

措
置
の

d

①d
②d
③d
④ｃ
ｄ

①d
②d
③d
④d

外国人学校の地位に関して
は、法令上規定されておりま
せん。
なお、参考ですが、一部の
外国人学校がすでに、これ d
まで学校教育法上の各種学
校としての法的地位を得て
いる実態があります。

国際会議への出席等の際
に、海外でコピー、電話料等
の使用が予定される場合
は、現地で契約をする必要
があることから、会計法第１
３条第３項の規定に基づき、
出張者のうち適任者を契約
権限を有する分任支出負担
行為担当官として任命する
とともに、経費の使用予定額 d
を支出負担行為限度額とし
て示達し、クレジットカードを
前提とした契約を行い、後
日、利用内容を確認の上、
クレジット会社からの請求に
基づき、センター支出官払と
しているところであり、会計
法令の範囲内で適正に処理
しているところであります。

措
置
の

措置の概要（対応策）

文部科学省ではお寄せ頂いたご要望に関する規制
は有しておりません。なお、外国の方々に有用な情
報データベース化する事業につきましては、その内
￣ 容が明らかでないため、現時点で確定的なご回答
をすることはできませんが、現行制度内で協力が可
能な事柄については必要に応じた対応をしていきた
いと考えております。

①
−
②
−
③
−
④
Ⅰ，
Ⅲ

①
−
②
−
③
−
④
−

-

-

①外国人の子どもについては、我が国が批准した
「経済的、社会的、文化的権利に関する条約（国際
人権規約Ａ規約）」及び「児童の権利に関する条約」
等に基づき、各教育委員会に対し、希望する外国人
子女については、日本人子女と同様に、公立小・中
学校へ受け入れるよう指導しているところです。以
上のことから、外国人については、保護者や子ども
の希望等に応じ、教育の場を日本の学校や外国人
学校等から選択できるようになっており、現状でも教
育の機会の保障がされているところです。
②外国人の子どもに対する教育方針については、
学習指導要領総則において、「学校生活への適応
を図るとともに、外国における生活経験を生かすな
ど適切な指導を行うこと」として既に盛り込まれてい
るところです。具体的には、一人一人の実態を的確
に把握し、当該生徒が自信や誇りをもって学校生活
において自己実現を図ることができるように配慮す
ること、日本語の習得については、日常的な取組を
基本としつつ、特に文字の読み書きについては、段
階的、効率的な指導を工夫することなどが求められ
ています。
③日本語指導カリキュラムについては、「学校教育
におけるＪＳＬカリキュラム」の中学校編を平成１９年
度中に完成させる予定です。また小学校編につい
ても、日本語指導等を行っている教員等の意見を伺
いながら改善を図っていくこととしております。
④学習指導要領上、「日本語教育」という教科等が
位置づけられてない以上、教員免許状にだけ「日本
①外国人の不就学の実態把握については、不就学
の実態把握及びその要因を分析し、あわせて就学
への支援の方法のあり方について実践研究を行
う、「不就学外国人児童生徒支援事業」を平成１７年
度より２年間の計画で１２地域に委嘱して実施して
いるところです。なお、国においては、学校基本調査
において、小・中学校等については、日本国籍を有
さない者についても在籍状況を毎年度調査している
ところです。
②小・中学校への就学案内の徹底については、各
教育委員会に対し、公立の義務教育諸学校への入
学を希望する外国人児童生徒がその機会を逸する
ことがないよう、その保護者に対して就学案内を発
給するよう指導しているところであり、今後も引き続
き指導の徹底を図っていくこととしています。
③日本語教室の設置については、現状においても
各自治体において、日本語指導が必要な外国人児
童生徒に対する日本語指導をいわゆる取り出し授
業として、在籍学級とは別の教室のおいて実施して
いる学校はあり、各自治体の判断でできます。また
地域の日本語教室も各地で設置されており、文化
庁においても「学校の余裕教室等を活用した親子参
加型の日本語教室の開設事業」を実施しているとこ
ろです。
④バイリンガル教員の加配教員配置については、
現状においても日本語指導等に対応する教員の加
配を国としても行っており、また外国人であっても都
道府県において特別免許状を活用するなどによっ

そ
の
他

再検討要請

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

-

z12007

外国人登
録制度の
改善、国・
自治体に
おける外
国人に関
する情報
の共有

要望主体
管理番号

5057

要望事項
管理番号

5057004

分割
番号

グ
要望 要望
ルー 要望主体名 事項 種別
プ化
番号 （規制

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

4

A

要望事項
（事項名）

外国人登録
制度の改
善、国・自治
体における
外国人に関
する情報の
共有

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

登録内容と実態の乖離を是正するため
に、外国人登録制度においては、①転
出届の実施、②世帯単位で登録変更を
行うこと、③出国通知を迅速化する、④
国民健康保険の喪失に関する基準の
統一化（例えば、再入国手続きを受けて
出国する際の基準を統一することなど）
が必要である。外国人登録制度を住民
基本台帳制度に近接させ、長期的には
両制度の一元化を検討すべきである。
また、現在、内閣官房でも検討が進めら
れているが、出入国管理、外国人登
録、税・社会保険、教育などに関する情
報を「外国人共用データベース」に登録
し、法令に定める必要性の生じた場合、
関係省庁や自治体に対して当該データ
ベースにアクセスを認めるシステムの導
入は、本要望の実現にとって効果的な
ので、その実現を求める。その際、デー
タ保護に万全を尽くし、国民、外国人及
び関係ＮＰＯなどの理解と協力を得る必
要があることを強調しておきたい。

①c
②ｄ
③d
④ｃｄ

①−
②−
③−
④
Ⅰ，
Ⅲ

④貴省のご回答によると、学習指導要領の内容に合わないため「日本語教育」を制度化できないのであれば、学習指導
要領の改訂も含めてご検討いただきたい。また、教員養成課程における多文化共生カリキュラムの必修化については、
「総合演習」が必修化されているとはいえども、テーマはあくまでも大学側が設定するものであり、必ずしも多文化共生の
ための講義や演習を受講しているわけではない。集住都市会議は、「教員養成課程における多文化共生カリキュラムの
必修化」を要望しているのであり，「外国語コミュニケーション」や「総合演習」が必修化されているというご回答は、当方
の要望に沿ったものにはなっていない。
わが国の公立学校における外国人に対する日本語教育に当たっては、今後、高い専門性を持った「日本語教育」を行え
る教員や、子どもの母語を理解できる教員を一層多く養成し、効果的な教育指導を行うことが不可欠であるため、日本語
教育の教員免許の創設や、外国人児童教育の専任教員の創設などについて検討いただきたい。
また、外国人の子どもに対する教育方針として、②における回答に「一人一人の実態を的確に把握する」「日本語の習得
について、特に文字の読み書きについて、段階的、効率的な指導を工夫する」ことをご回答されているが、日本語が充分
でない外国人の子どもの実態を的確に把握し工夫した指導を行うためには、子どもの母語を理解できる教員が必要であ
ることも付け加えたい。これらの点について貴省のご意見をお伺いしたい。
また、外国人の子どもの教育について、各組織の役割分担が必要と考えるが、国として取り組むべきこと、自治体が取り
組むべきこと、その役割分担の考え方についてもご意見を頂きたい。

③外国人児童生徒教育において、日本語指導は重要であり、これまでも、日本語初期指導のための指導書からＪＳＬカリキュラムまで開発を行ってき
たところです。
今後、外国人児童生徒の教育支援体制のモデル作りを進めていくこととしていますが、その中で効果的な日本語指導体制のあり方について調査研究
していく予定です。また、ＪＳＬカリキュラム中学校編完成後、これまで開発してきた日本語指導教材とともに、より実践的なものとなるよう改善・充実を
進めていきます。これらの取り組みを通じて体系的・効果的な日本語指導体制を整備していきたいと考えています。
④（１） 学校教育法施行規則に規定する教科等は、全国全ての学校において指導することが必要な内容を定めたものであり、外国人の児童生徒の
みを対象とする日本語教育という教科を全国全ての学校に共通の教科として創設することは困難であり、これに伴い、教育課程上「日本語」という教
科は存在しないことから、日本語教育の免許状を創設することについても困難です。
また、変化の激しい社会状況や子どもの多様化等を考慮すると、教員免許状を取得するための教員養成課程についても、社会状況の変化等に応じ
て見直し・改善等を図ることが必要であると考えますが、教員免許状はすべての教員に最小限求められる資質能力を全国一律に保証する性格のも
のです。このため、ご提案の多文化共生に関する内容については、教員免許状の性格、教員に求められる資質能力や他の教職科目とのバランス等
も踏まえ、慎重に検討していく課題であると認識しています。
現在、文部科学省においては、日本語指導を担当する教員の指導力の向上のため、独立行政法人教員研修センターとの
共催により、毎年、全国のこれらの教員を対象に、日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修会を実施しておりますの
で、本研修の成果を地域における日本語指導に役立てていただきたいと考えています。
なお、現行の免許制度においても、外国人に対して特別免許状を授与することができるため、各自治体の判断により、専門
性の高い教員が日本語指導にあたることも可能です。

z12008

外国人の
文部科学 子どもをめ
省
ぐる教育体
制の整備

5057

5057006

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫
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①外国人児童生徒の就学状況の把握については、「不就学外国人児童生徒支援事業」の成果を
ふまえ、効果的な実態把握や就学支援のあり方について必要な対応をとってまいります。
なお、ご指摘のとおり、外国人児童生徒の就学状況の把握にあたっては、外国人の的確な在留管
理が行われることが必要であると考えます。

①d ①−
②c ②− ②在留資格の問題については、文部科学省の所管外ですが、外国人の子どもの教育の機会を確
②当方は「小中学校への就学案内の徹底、日本語教室の設置、バイリンガルの加配教員配
④d ④− 保することは重要と考えており、効果的な実態把握や就学支援のあり方については、今後必要な
置などへの支援を行い、在留資格の更新の要件として子どもの就学を定める」ことを要望の二
対応をとってまいります。
点目として挙げているが、「在留資格の更新の要件として子どもの就学を定める」ことについ
て，何の回答もなされていない。このことについて、貴省のご回答をいただきたい。
④各種会議の場等において、周知してまいります。

z12009

警察庁・法 外国人の
務省・厚生 子どもの不
労働省 就学対策

5057

5057007

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5057008

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5075002

クレジット
カード普及連
絡会（クレ
ジットカード
会社29社
※別紙参加
カード会社
社名一覧ご
参照）
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A

わが国に９０日以上滞在する外国人の
子どもについても、教育を受ける権利と
義務を法令上明記するとともに、外国人
の子どもの教育を義務的なものとする
ために必要な周辺環境の整備を行う。
外国人の子
学習指導要領等に、外国人の子どもの
どもをめぐる
教育方針を盛り込むとともに、日本語指
教育体制の
導カリキュラムを策定する。大学の教育
整備
免許に、多文化共生のカリキュラムを必
修化し、日本語教育免許を新設する。
外国人の子どもの母語を話す教員を養
成し、外国人児童生徒教育の専任教員
の充実を図る。

A

外国人の不就学状況を把握するため
に、外国人登録制度を④の要望に沿っ
たものに改善するとともに、併せて、国
外国人の子 が定期的に就学状況調査を実施する必
どもの不就 要がある。また、小中学校への就学案
学対策
内の徹底、日本語教室の設置、バイリ
ンガルの加配教員配置などへの支援を
行い、在留資格の更新の要件として子
どもの就学を定める。

日本が批准している社会権規約に、「初
等教育は義務的なものとし、すべての
者に対して無償のものとすること」と定
められており、すべての子どもの社会的
適応力を高めるためにも、不就学の子
どもが存在するという現状を放置しては
ならない。しかし、現行の外国人登録を
基礎にした就学手続きの過程では、不
就学の子どもの正確な情報が得にくい
ため、定期的な実態調査を実施し、確
実な不就学対策を行っていく必要があ
る。また、在留資格更新の要件として子
どもの就学を定め､親の意識を高めるこ
とも必要である。

A

外国人学校の法的地位を明確にし、国
や都道府県が支援を強化する。特に、
外国人学校 自治体等が、外国人学校に対して、私
に対する支 立学校と同様な財政支援が可能となる
援措置
ような制度を導入する。また、日本語指
導の強化を図るため、教師等の派遣に
ついて支援を行える制度を導入する。

外国人の子どもが日本で教育を受ける
上で、外国人学校の存在は重要であ
り、国として位置づけを明確にして支援
することが不可欠である。また、日本で
生活するためには日本語の習得が不
学校教育法第47条、第56条 第83条
可欠と思われるが、外国人学校におけ
各種学校規定第10条
る日本語指導には授業時間や内容、教
師のレベルにばらつきがある。均一のカ
リキュラムに則って日本語を習得しても
らうために、日本語指導教師の派遣を
支援するシステムを整える必要がある。

A

政府におけ
る物品調達・
支払業務に
おけるクレ
ジットカード
システムの
導入

諸外国と同様にクレジットカードシステ
ムを導入した、政府における物品購入・
支払いシステムを実現し、政府の物品
調達・支払いに関するコスト削減や業務
プロセスの効率化を実現いただきたい。
ついては、会計法や予算決算及び会計
令等のにおいて、本要望を妨げる規定
がある場合は、その規定をご指摘いた
だくとともに制度を改正いただきたい。

音楽著作権
管理事業に
おける新規
支分権参入
の障害となっ
ている
「JASRAC」
「民放連」間
の「包括契
約」の再検討

音楽著作権管理事業における新規支
分権「放送権」の管理参入。
「放送権」に関し、日本民間放送連盟
また、「放送権」に続く、「有線放送権」
（以下、民放連）及び日本放送協会（以
「通信カラオケ」「貸与」への管理事業参
下、NHK）と交渉を行っており、この団体
入。
間交渉の折、JASRACの独占状態の中
で締結された「民放連」と「JASRAC」間
【右記要望理由の続き】
の「ブランケット契約、いわゆる“包括契
そもそも「ブランケット契約」のような「包
約”」の取り扱いが大きな弊害となり、交
括契約」が、公正取引委員会からも独
渉が暗礁に乗りあげつつある。
占禁止法の観点から、新規参入との関
「民放連」との協議の中でも、「著作権
係での競争阻害要因として問題視され
等管理事業法が施行された以上、
た状況（公正取引委員会発表・平成15
JASRACへの支払のみでは解決しな
年3月31日付「デジタルコンテンツと競
い。しかし、「JASRAC」が現在
争政策に関する研究会報告書」参照）
「JASRAC」に支払っている放送使用料
等が放置されていること自体、著作権
から「e-License」へ支払うべき放送使用
等管理事業法の主旨である自由競争
料を除くことを拒絶している状況では、
の促進に反するものと考えております。
これ以上協議が進められない。よって、
この「包括契約」は「放送権」のみならず
今までの「JASRAC」への支払からシェ
「有線放送権」「通信カラオケ」「貸与」等
アするというのは、よいアイデアなのだ
各支分権全てに係わっており、
が、前進するための知恵がほしい。」と
「JASRAC」が主張し続ける「包括契約」
の提案を受けています。
が関連全支分権への新規参入の障害
となっています。
（別紙回答書参照）

④「バイリンガルの教員配置」について，文部科学省より「また外国人であっても都道府県にお
いて特別免許状を活用するなどによって教員免許を付与することは可能になっており、各自治
体の判断でできます」と回答され，各自治体において，常勤講師に限られるが，母語を用いて
指導を行うことができる外国人の「教員」の採用が可能であることが示された。しかし，このこと
があまり知られていないのが現状である。文部科学省においては，このことが各自治体に周
知されるよう情報提供をお願いしたい。

d

-

外国人児童生徒への指導の充実を図るためには、教員の資質向上や指導力の充実は重要な課題
であると考えています。
このような認識の下、文部科学省では、外国人児童生徒担当教員の資質向上のため、毎年、こ
れら教員を対象に、教育内容や指導方法の充実を目的とした実践的研修を実施しています。
文部科学省としては、同研修の改善・充実を図り、日本語指導担当教員の資質向上に努めて参り
z12010
ます。
また、今後、外国人児童生徒の教育支援体制のモデル作りを進めていくこととしていますが、その
中で効果的な日本語指導体制のあり方について調査研究していく予定です。
これら国の施策を活用しつつ、加配教員の配置や前述の研修とあわせ、外国人児童生徒の受入れ
体制の包括的な整備を進めてまいります。

文部科学
省

外国人学
校に対す
る支援措
置

全省庁

政府にお
ける物品
調達・支払
業務にお
けるクレ
ジットカー
ドシステム
の導入

5057
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要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な対応策を改めて検討され、示されたい。
「①海外における調達・支払業務において既にクレジットカード決済を導入いただいていること
は理解できる。しかし、今回要望している内容は、諸外国のように国内における物品調達・支
払業務におけるクレジットカードシステムを活用したコスト削減や業務効率化である。既に既存
の会計機関により適正な運用が行われているとのことであるが、再度諸外国の導入事例等を
ご確認いただき、国内の調達・支払業務についてもご検討いただきたい。

①国内における物品購入、支払に関してクレジットカード決裁を導入することについては、職員が物
品購入等のため立替を必要とすることはほとんど想定されないことから、既設の会計機関で適切に
処理しているところであります。
d

-

z12011

②「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」に基づ
き、今後新たに開発・運用するシステムについては、各府省全体として開発していくことになってい
るため、当省のみの判断で回答することはできません。

②また、金融庁・財務省からの回答にある通り、「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」により、物品調達・支払業務が電子化される予定で
あれば、その計画の中でクレジットカードシステムの導入についてもご検討いただきたい。」

5075
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各府省庁において実施されている、物
品調達・支出の一連の業務プロセスに
クレジットカードシステム（政府購買専用
カードの発行、決済スキームの活用、共
同アウトソーシングシステムの構築等）
を導入する。まずは、いくつかの府省庁
で実証実験を行い効果を確認。効果が
見られた場合は、その他の府省庁に順
次拡大する。

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえて、再検討願いたい。

−

音楽の著作物の放送や演
奏、通信カラオケ、インタラク
ティブ配信等の分野では、
管理事業者が管理している e
全部の著作物の利用を認め
る包括契約が一般的に採用
されています。

包括契約は、簡易な手続により大量の著作物を利
用できる契約方法として、放送等の無形的な利用を
中心に我が国のみならず、世界のほぼ全ての管理
事業者において採用されています（（社）日本音楽
著作権協会の場合、包括契約により内外の約２３０
万曲を自由に利用できます）。
このように包括契約は、全世界で採用されています
が、これは包括契約を禁止すると、放送局等の利用
者が多大な事務的負担を強いられることになり、著
−
作物の円滑な利用を阻害することになるからです。
また、包括契約は管理事業者の国際団体であるＣＩ
ＳＡＣでも認めており、また、独占禁止法の適用が
厳しい米国においても、音楽の放送分野で５つの管
理事業者が業務を行っているにもかかわらず、各事
業者ごとに採用されています。
このようなことから、文化庁としては、包括契約につ
いては、著作権等管理事業法上問題はないと考え
ています。

「文化庁としては、包括契約については、著作権等管理事業法上問題はないと考えています。」と回答
しているが、そもそも、「包括契約」そのものが問題であると主張しているわけではなく（当社も民放連等
に対して包括契約を提案している）、JASRACが、複数管理事業者体制を予定する著作権等管理事業
法施行後においても、一元管理時代である仲介業務法施行下で締結された包括契約の条件を堅持す
ることを問題視しているのである。
今後、新規事業者が、３社、４社と放送著作権管理事業に参入したとしても、JASRACが現行の条件を
堅持するのならば、（α）利用者（放送事業者）への過度の負担の押しつけや、（β）それに伴う新規参
入の著作権等管理事業者との競争阻害が生じると言うことであって、「包括契約」そのものではないの
である。
当社も、民放連も、ともに、上記「現行民法局がJASRACに支払っている放送使用料をJASRACとイーラ
イセンスの楽曲管理割合によって分割した上でイーライセンスへの放送使用料に充てる」という複数の
著作権管理時御者の存在を前提とした取引ルール（公取報告書３６頁参照）を提案しているにもかかわ
らず（そしてそのような形は、実際にインタラクティブ配信のストリーム形式において採用されているにも
かかわらず）、JASRACは、それを拒否しているのである。
JASRACが民放連との包括契約に基づく放送使用料について、たとえ今後イーライセンスや他の会社
が放送使用に関する著作権等管理事業に参入したとしても、JASRACとイーライセンスの管理割合（録
音権使用料徴収比率等）に応じた放送使用料の減額等を行わない、ということを貫くことは、まさに、公
取報告書にて指摘されている、仲介業務法時代の包括契約を振りかざすことにより、利用者に過度の
負担を押しつけ、かつ、その構造を利用して、新規参入を妨害しているものと評価せざるを得ない。
複数管理事業者が一つの分野に参入し得る著作権等管理事業法下においては、権利者が複数の管
理事業者のうちの一つを「選択」することは当然であり、また、他の管理事業者へ「移行」することが当
然予想されるものであって、当該「選択」の多寡や、「移行」に応じてある分野の包括契約における使用
料等の減少が生じることは、極めて当然のことである。従って「『包括』契約だから、使用料を下げない」
という主張は、全く合理性がないものである。

e

新規参入の管理事業者は、同協会のような指定管理事業者ではないので、利用者団体から意見
聴取義務はあるものの利用者団体との協議が整わなくても、原則として使用料規程を文化庁に届
け出れば、管理著作物について使用料を徴収することはできるので、包括使用料の仕組みが新規
参入を妨げているとは考えておりません。
また、文化庁から（社）日本音楽著作権協会に問い合わせたところ、（社）日本民間放送連盟から
− ご指摘の相談があり、その際、包括契約の仕組みを説明した上で、特段の事情がない限り現状は
変更できないと回答したようです。これは音楽の放送の分野では放送権を管理している管理事業
者は同協会以外に事実上なく、インタラクティブ配信の分野のように、複数の団体が包括契約を実
施しているという状況にないことから、このような回答になったもので、放送の分野でも契約実態に
特段の変更があった場合で、利用者団体から改めて使用料の見直しの要請があれば協議に応じ
るとしています。
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音楽著作
権管理事
業における
新規支分
権参入の
文部科学 障害となっ
省
ている
「JASRAC」
「民放連」
間の「包括
契約」の再
検討
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（株）イーライ
センス

1

根拠法令等

日本が批准している「経済的、社会的及
び文化的権利に関する国際規約」(以下
「社会権規約」という。)に、「初等教育は
義務的なものとし、すべての者に対して
無償のものとすること」と定められてい
る。また日本国憲法には、「日本国が締
結した条約及び確立された国際法規
は、これを誠実に遵守することを必要と
する。」と定められている。外国人の子
どもについて、義務教育を適用せず、義
務教育のなかで明確な方針が示されて
いない現状では、外国人に対する教育
体制の整備には限界がある。特に、日 教育基本法第4条第1項、学校教育法
本語教育に比べ、母語教育の位置づけ 第22条第1項、社会権規約第13条第1
が明確でなく、母語能力の低下を防ぐと 項及び第2項(a)、日本国憲法第98条第
ともに、保護者と学校とをつなぐ言語的
2項
な支援を継続するためにも、その充実
整備を図る必要性は高いと考える。これ
らのことを実現するため、大学の教員養
成の段階から措置を講じる必要があ
る。
なお外国人の子どもの教育を義務的な
ものとする目的は、すべての子どもが教
育を受けることを担保するためのもので
あり、いたずらに義務違反のみを生じさ
せることのないよう周辺環境の整備を
行う必要がある。これには教育体制の
整備のみにとどまらず、①〜⑤までの

（２） 国と地方の役割分担については、義務教育においては、地方自治体が学校の設置管理を行うなど直接的な責任を負っ
ている一方、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持向上といった義務教育の根幹の保障については国が責任を負って
います。
これを踏まえ、外国人児童生徒教育について、国では、教員の加配、就学案内制度の制定、各種事例の情報収集と提供を
通じた教育体制の整備、ＪＳＬカリキュラムの開発等日本語指導教材の整備など、必要な施策を講じているところです。
今後とも 国としては 自治体における外国人児童生徒の受入れ体制の整備・充実の支援を図るべく 関連施策の充実に取

①就学状況調査は、学校基本調査及び「日本語指導を必要とする外国人児童生徒の受入状
況等に関する調査」などで毎年進められているが、あくまでも公立小・中学校に就学している
外国人児童生徒が調査の対象となっている。そのため、義務教育段階対象年齢にある外国
人子女の就学状況をすべて把握するには至っていない。また、「不就学外国人児童生徒支援
事業」についても、委嘱12地域（うち７地域が当方の会員）のみの状況調査である。また、実際
に就学状況調査を実施するにも、対象児童生徒数の基礎資料となる外国人登録が、調査時
点での状況を正確には反映していないという事実があるため，その実施は非常に困難である
とともに、得られたデータについても。貴省におかれては、これらのことも踏まえた上で、より正
確な実態調査を継続していただくようお願いするとともに、これらに対しての貴省のご意見をお
伺いしたい。

要望理由

A

その他
（特記事項）

外国人も日本人も、基本的には同じ権
利を有する住民であるという認識に基
づけば、外国人登録制度は、長期的に
は住民基本台帳制度に近づける必要
がある。この制度は、単に、出入国管理
制度の一部であるというだけでなく、地
域における外国人住民の実態を把握す
る上で一層重要になっている。しかしな
がら、現状では、外国人登録された内
外国人登録法第３条、第４条第1項 住
容と居住実態との乖離が大きくなってい
民基本台帳法第１条、第２条、学校教
るほか、住民登録と外国人登録の制度
育法第47条
のずれが自治体における住民の実態
把握を困難にしている。そこで、出入国
管理行政のみならず、雇用・労働条件、
税・社会保険、教育など関係行政が協
力して外国人の在留実態の把握と情報
共有を行い、地域において整合性のあ
る外国人施策を実施し、外国人の権利
の保護と義務の履行を図る必要があ
る。

②外国人の児童生徒に対する指導方針については、学習指導要領解説（総則編）において、「一人一人の実態を的確に把握し、当該生徒が自信や
誇りをもって学校生活において自己実現を図ることができるように配慮すること」、「日本語の習得については、日常的な取組を基本としつつ、特に文
字の読み書きについては、段階的、効率的な指導を工夫すること」などについて記載しているところです。
学習指導要領については、現在、中央教育審議会において学習指導要領全体の見直しを審議しているところであります。
なお、学習指導要領では、外国人の児童生徒に対する教育について、何ら規制しているものではありませんので、ぜひ積極的な取組を今後とも宜し
くお願い致します。

②貴省のご回答によれば、「外国人の子どもに対する教育方針については、学習指導要領総則において、『学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な
指導を行うこと』として既に盛り込まれているところです。」とあるが、他の領域、教科に比べてかなり具体性に欠けると言わざるを得ない。そもそも学習指導要領に記載されているものは、
「海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと」であり、いわゆる帰国子女を対象とした内容であっ
て、生活習慣、文化、教育制度も異なる外国人児童生徒に対する内容でないことは明らかである。公立小・中学校に受け入れる外国人児童生徒に対する国としての教育指針は、貴省回答
にある「一人一人の実態を的確に把握し、当該生徒が自信や誇りをもって学校生活において自己実現を図ることができるように配慮すること、日本語の習得については、日常的な取組を基
本としつつ、特に文字の読み書きについては、段階的、効率的な指導を工夫すること」を、少なくとも総則の中に盛り込む必要があると考えるが、この点について貴省のご意見をお伺いした
い。
③外国人の子どもに対する言語指導は、外国人の社会的統合施策が実施されている欧米諸国の言語教育学において
は、高い専門性を有する言語教育の分野として認知されている。
日本語指導についても、専門的な日本語教育の知識や技術を持った教員によるシステマティックな指導体制を整えるこ
とが必要だと考える。貴省の回答によれば「日本語指導カリキュラムを策定する」ことに対して、JSLカリキュラムのことが
述べられているが、外国人児童生徒への日本語初期指導は、受入各校においては重大かつ緊急な課題となっている。
学校現場で実際に有効に活用しやすい日本語指導カリキュラム及び教材が，19年度と言わず早急に公表されることを
期待する。
なお、日本語指導体制や日本語指導カリキュラム、教材などについて、現状では各自治体の判断にまかせられており、
それぞれの現場において手探りで思考錯誤しながら献身的な努力により対応しているが、あまりに非効率的なものであ
ると言わざるを得ない。これらの点について、貴省のご意見をお伺いしたい。

警察庁・総
務省・法務
省・財務
省・文部科
学省・厚生
労働省

要望事項
（事項名）

①我が国の義務教育は、我が国の国民の人格形成と国家・社会の形成者の育成を目的としたものであり、このような義務教育を外国人に対して強制
することは実際的であると考えられません。

①集住都市会議は「外国人子女の教育機会が保障されていない」ということを現状として訴えているわけではない。
貴省のご回答によれば、外国人の子どもについては、「保護者や子どもの希望等に応じ、教育の場を日本の学校や外国人学校等から選択できるようになっている」とあるが、現在問題に
なっているのは、学校の選択ができない保護者や子どもが増加しているということである。保護者の就労場所の都合などで日本各地を移動し、または出入国を繰り返す中で、将来への展望
も描けぬまま、その時々の環境に左右されながら断続的な教育環境にある子どもたちは、日本語、母語ともに理解が不十分な、いわゆるセミリンガルへの道を歩んでいく。日系人が定住化
してきている昨今では、セミリンガルの子どもたちが、また自らの子どもを産み、教育の重要さを理解できずに悪循環に至っているというケースも増加しており、単に「教育の機会の保障がさ
れている」といった受動的な構えでは、次代を担う子どもたちが将来の希望を持って生きていくことができなくなり、単に彼らの幸福が保障されないばかりでなく、治安の悪化も含めた重大な
問題の発生につながる恐れも否定できない。以上のことにより、当方は「教育の義務化」の必要性を強く求めるものであるが、このことに関して貴省のご意見を伺いたい。

① 文部科学省としては、一部の外国人学校が各
種学校として法的地位を得ている実態を踏まえ、外
国人学校の扱いについては、慎重に対応する必要
があると考えています。
ご回答によれば、「外国人学校への教師等の派遣については、現行制度において実施可
② また、外国人学校への教師等の派遣について
能」とあるが、そもそも日本語指導のできる教師の育成については、統一的なカリキュラムが
は、現行制度において実施可能です。
組まれておらず、また、公立学校の日本語指導教員の経費についても各自治体の努力で賄っ
なお、参考ですが、外国人学校など各種学校の設
- ているところである。現在、外国人集住都市は限られているが、近い将来においては全国的に
置認可に関しては、平成１６年６月に設置基準を見
広がると予想される中で、外国籍児童を受け入れるための教育プログラムや教師の育成に、
直し、当該教育施設がその校地・校舎の全てについ
文部科学省として総合的に取り組み、経費的支援をして頂きたいと考えるが、再度、貴省の見
て、一定の条件の下に他の学校等の施設・設備を
使用することができるようにし、まだ認可を受けてい
解をお聞きしたい。
ない外国人学校が都道府県から認可を受けやすく
するよう措置したところです。

クレジットカード決済の導入にあたっては、文部科学
省の会計に係る規則上規制はなく、海外出張先で
の少額な支払について実施しているところでありま
すが、国内での利用については、職員が物品購入
等のため立替を必要とすることはほとんど想定され
ないことから、既設の会計機関で適切に処理してい
るところであります。ご要望の物品購入、支払に関
してクレジットカード決裁を導入することについて
は、現行の会計制度の中で効率性、経済性、安全
性等の問題を検討した上で判断する必要があると
考えます。

措置
の分
類

2006/1/1914:28

学校教育法第22条 第80条、児童福祉
法第39条、入管法第21条、社会権規約
第13条第1項及び第2項(a)、日本国憲
法第98条第2項

諸外国では、既にクレジットカードシステ
ムを導入し、政府物品調達・支払業務
におけるコスト削減・効率化において大
きな成果を上げている。米国では年間１
４億ドル、イギリスでは年間１億ドルのコ 会計法（第10条〜第28条）、予算決算
スト削減効果があると推定されている。 及び会計令（第38条〜第63条）、契約
従って、日本においても物品調達・支払 事務取扱規則（第1条〜第27条）
業務にクレジットカードシステムを導入
することによる、コスト削減・効率化効果
が見込めるものと考えるため、関係府
省において検討をお願いしたい。

2002年の著作権等管理事業参入以
来、一貫して、「公平」「公正」な著作権
環境の提供・創造と、徹底した情報公開
による「公共性」の向上という点を基本
的なポリシーとして、管理事業を行って
参りました。
今般、参入時より音楽著作権に関しま
す管理対象支分権を「録音権等」及び
「インタラクティブ配信権」に限定して参
りましたが、委託契約を頂いております
著作権者の皆様からの要望や支分権
毎の管理事業者との契約の複雑さを回
避すべく、他の支分権への参入を目指
し、使用者団体との交渉を開始しまし 著作権法
た。新規参入支分権につきましては、 著作権管理事業法
「放送権」「有線放送権」「通信カラオケ」
「貸与」「出版」を検討致しております。
その第一弾としまして、「放送権」に関
し、日本民間放送連盟（以下、民放連）
及び日本放送協会（以下、NHK）と交渉
を行っております。この団体間交渉の
折、日本音楽著作権協会（以下、
JASRAC）の独占状態の中で締結され
た「民放連」と「JASRAC」間の「ブラン
ケット契約、いわゆる“包括契約”」の取
り扱いが大きな弊害となり、交渉が暗礁
に乗りあげつつあります。
「民放連」との協議の中でも、「著作権

【ご参考：クレジットカードシステムを導
入している諸外国】米国、イギリス、フラ
ンス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ノ
ルウェー、スペイン、スウェーデン、オー
ストラリア、香港、韓国、ニュージーラン
ド、シンガポール、台湾、タイ、カナダ、
アルゼンチ、ブラジル、コスタリカ、プエ
ルトリコ等※物品調達に限定するもの
ではなく、政府からの様々な支出におい
てクレジットカードシステムを導入してい
る国々

（参考資料）
１、楽曲の放送使用に関する著作権管
理業務についての協議の申入れ書
２、放送に関する管理事業参入にあ
たっての当社の基本方針とご提案書
３、放送に関する管理事業参入にあ
たって「日本民間放送連盟」会議議事
録

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

学校教育法第８５条

制度の現状

措
置
の

学校教育法第８５条により現
状においても、学校施設を
その目的以外の使用に供す d
ることができるようになって
いる。

措
置
の

措置の概要（対応策）

-

学校教育法第８５条において、「学校教育上支障の
ない限り、（中略）学校の施設を社会教育その他公
共のために、利用させることができる」となっており、
現行制度においても当該学校を設置する地方公共
団体の教育委員会の判断によって学校施設を利用
させることができるものとなっております。
学校施設をその本来の目的である学校教育以外に
使用させるかどうかは、教育委員会の判断に委ね
られているところであり、地域や学校の実情に応じ、
適切に対応されるべきものであります。

先に示した法令等により、
職員が離職後２年以内に営
利企業の地位で、その離職
５年前に在職していた国の
機関等と密接な関係にある
ものに就くことは人事院の承
認を得た場合を除き、しては
ならないものとされている。
また、行政上の権限を背景
とした押し付け的な再就職を
排除する制度として、在職中
に培った職員の専門的知
識・能力を求める企業から、
国家公務員法第１０３
日本経済団体連合会を経て
ｃ
条第２項、第３項、人事
人事院に人材要請があった
院規則十四−四
場合に人事院が府省に照会
し、これを受け該当府省が
営利企業と折衝し、職員の
再就職を行う「公正な人材
活用システム」を平成１０年
度より実施している。
国と密接な関係を持つ公
益法人役員に離職後2年以
内の国家公務員出身者が
就こうとする場合は、「今後
の行政改革の方針」（平成
16年12月24日閣議決定）に
基づき所管府省庁から総務

ご提案の管理監督権限を有する企業や関連団体へ
の再就職につきましては、政府全体の様々な取り組
Ⅰ
みの中で、文部科学省として、適切に取り組んで参
りたいと考えています。

国立大学法人が行うことの
できる長期借入金等の範囲
国立大学法人法第３３
は、無限定な借入金等によ
条、国立大学法人法施
り財務状況が悪化すること
行令第８条
を防ぐため、法令で一定の
範囲に限定

a

国立大学法人が行うことができる長期借入金の対
Ⅱ 象範囲を拡大すべく、本年１２月中を目途に国立大
学法人法施行令の一部改正を予定しています。

b

物品及び役務の調達契約について、各省庁共通の
ルールにより債権譲渡禁止特約の解除の対象とな
Ⅳ
る契約の拡大及び譲渡対象者の拡大を行うこととし
ます。

そ
の
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

-

z12013

要望事項
（事項名）

小学校施
設の放課
文部科学
後児童健
省・厚生労
全育成事
働省
業への開
放の推進

要望主体
管理番号

2006/1/1914:28

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
要望 要望
ルー 要望主体名 事項 種別
プ化
番号 （規制

5103002

（株）オリエン
タルコンサル
タンツ

5110

5110014

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙
環境を」推進
協議会

5116

5116008

社団法人
第二地方銀
行協会

5118006

社団法人
リース事業
協会

5120003

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

5103

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

学校の活用については法文上では制限
はないが、実運用では児童館や公民
放課後等の時間的な施設余剰を学校
館、あるいは民間施設を利用し、学校
教育において差し支えのない範囲で「放
（余裕教室を除く）を利用している事例
は少ない。学童の遊びや生活、教育の
課後児童健全育成事業」へ開放する。
場の提供といった機能を果たしていると 児童福祉法第６条の２
開放先は公的機関に限定せず、民間団
学校施設（小学校の施設）を活用した放 は言い難い。また、サービス提供施設 児童福祉法第４０条
体へも開放する。
これにより、以下の効果が期待できる。 課後児童クラブ・学童保育の運営
の密度も低く、距離が制約となり利用を 児童福祉法施行令第１条
①児童健全育成事業実施施設の質の
断念する児童も多い。さらには、学童保 学校教育法第８５条
育サービスを中止する事例も散見され
向上
②児童健全育成事業実施施設の配置
る。上記の背景から、充実した施設を有
の適正化
し、施設密度も高い学校施設を活用し、
運営コストの抑制と質の向上を図ること
を提案する。

B

小学校施設
の放課後児
童健全育成
事業への開
放の推進

14

A

行政機関の
役職退職者 行政機関（例えば財務省）の退職者（役
が，その行政 職の）が，その行政機関が管理監督権
行政と，管理監督される側は，天下りな
機関が管理 限を有する企業や関連団体（例えばＪＴ
近年，最近も，天下りによる不祥事が多
ど人事を通して癒着の事例が多くある
監督権限を やたばこ協会，販売組合など）に就職す
く見られることから，この禁止が行政改 人事院等の法令
ので，公平性と透明性のために，禁止
革上からも必須である。
有する企業 ることは，天下りであって癒着を生み，
が必要である。
や関連団体 行政の公平性を損なうので，禁止するこ
に就職するこ とが必要である。
とを禁止する

8

A

国立大学法
人の長期資
国立大学法人の長期資金借入目的を
金借入目的
拡大するとともに、認可基準の明確化を
の拡大およ
図る。
び認可基準
の明確化

地域金融機関として、国立大学法人の ・国立大学法人法第33条、第34条
多様な資金ニーズに応えることができ、 ・国立大学法人法施行令第８条、第10
地域経済の発展に貢献できる。
条、第11条

A

国・地方自治
体向け金銭
債権の証券
化に関する
債権譲渡禁
止特約の解
除

本年6月に同要望を提出したが、各省
庁の対応が異なり、引き続き、統一的
かつ早急な対応が求められる。

B

コンプライアンスに関するアンケート調
昨今、公務員による不祥事露見が頻発
査を各行政機関ごとに実施し、その結
しているが、これを未然に防ぐために
果に基づいて客観的なコンプライアンス
は、何よりもコンプライアンス意識を高
公務員による不正行為や非倫理的行
レベルを評価、コンプライアンス研修を
コンプライア
めることにある。
為を未然に防止し公共サービスのレベ
なし
行うことによりコンプライアンスレベルを
ンス監査シス
事後においては、監察組織による対応
ルを高めるため、第三者機関による監
高める。このシステムは問題があってか
テムの導入
ということになるが、このシステムは少し
査システムを導入する。
らの対応ではなくコンプライアンス意識
でも未然に不正を防ぐことが目的であ
を高めることによる不祥事の予防システ
る。
ムである。

2

要望者から以下のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いします。
『（１）国家公務員法第103条第2項で「職員は、離職後２年間は、営利企業の地位で、その離
職前５年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政
公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。」としていますが，２
年間であることの根拠があるわけではなく，また再就職による関連企業等への利益誘導事例
が先般日本道路公団を舞台にありました。役職者については年限を設けずに禁止することが
必要な事例です。 例えば，財務省の役職者が，現にＪＴの役職者として天下っています。例え
ば現ＪＴ会長は財務省元主計局長であり，副社長の一人は元造幣局長であるなど，行政機関
が管理監督権限を有する企業に迂回して就職していることは，癒着を生み，利益誘導を有す
る可能性が否定できないので，行政の公平性を損なわせないために，天下りによる関連企業
等への利益誘導が絶対に起こらないような保証制度が創設されない限り，役職者については
年限を設けずに禁止することが必要です。

（１）公務員の再就職の在り方については、行政と公務員に対する国民の信頼確保の観点から、重
要な問題であると認識しており、これらに係る政府の方針に従い、適正な対応に努めてまいりたい
と考えています。
c

Ⅰ

z12014

全省庁

（２）また、公務員の早期退職慣行の見直しは、いわゆる「天下り」の弊害を是正し、公務員が志を
持って行政に専念できる環境を整備する観点から、重要な問題と認識しており、政府の方針に従
い、段階的に勧奨退職年齢の引き上げに努めているところであります。

行政機関
の役職退
職者が，そ
の行政機
関が管理
監督権限
を有する企
業や関連
団体に就
職すること
を禁止する

（２）省庁の幹部職員が，定年前に辞め，管理監督権限を有する企業や関連機関に再就職す
る慣習がある場合があって，それが癒着や利益誘導を有する可能性が否定できないケースが
あることが懸念されます。このような慣習は原則的に止めるべきではないでしょうか。』

-

z12015

国立大学
法人の長
期資金借
文部科学 入目的の
省
拡大およ
び認可基
準の明確
化

z12016

全省庁

国・地方自
治体向け
金銭債権
の証券化
に関する
債権譲渡
禁止特約
の解除

全省庁

コンプライ
アンス監査
システムの
導入

文部科学省発注工事
請負等契約規則（平成
13年文部科学省訓令
第22号）
別記第二号 製造請負 平成１４年５月より中小企業
契約基準
者が売掛債権担保融資保
証制度を利用して信用保証
（権利義務の譲渡等） 協会及び金融機関に対して
第四 請負者は、この 売掛債権を譲渡する場合に
契約により生ずる権利 限定して債権譲渡禁止特約
又は義務を第三者に譲 の解除を実施している。
渡し、又は承継させて
はならない。ただし、あ
らかじめ、発注者の承
諾を得た場合は、この
限りでない。

省庁間での統一的な対応を願いたい。

b

各省庁における統一的な取扱いについては、当省で回答できる立場にないが、当省における物
Ⅳ 品及び役務契約については、他省庁の先行事例等を踏まえ,譲渡対象者（信託会社、特定目的会
社）及び譲渡対象債権の範囲の拡大を行うこととします。

5118

6

各省庁及び地方自治体において、統一
的かつ早急に債権譲渡禁止特約の解
除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社
等）を望む。

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。

￣

未実施

ｄ

行政手続等における情報通
行政手続等における情 信の技術の利用に関する法
報通信の技術の利用に 律に基づき、文部科学省関
関する法律（平成十四 係の行政手続等における情 d
年十二月十三日法律 報通信の技術の利用に関す
第百五十一号）
る省令を制定し運用を行っ
ている。

根拠法令等

すでに職員の研修の外部委託等を実施しており、ど
￣ のような調査・評価、研修を行うかを適切に判断の
うえ、予算の範囲内において外部委託を検討するこ
とは可能です。

申請・届出件数が多い手続については、現在、本
人確認の方法の簡素化を検討しており、今後、その
他の手続も含め、利用者の視点に立って、本人確
認の方法の簡素化、手続きの見直し等について検
討する予定である。
―
また、利用者の利便性の向上や利用促進につい
ては、「電子政府利用促進週間」を活用するととも
に、当省のホームページ上において、随時、オンラ
イン申請システムについての利便性に関する意見
などを募集し、オンライン手続の利用促進を図って
いるところです。

現在すでに外部委託が行われているようではあるが、その研修等が御省にとってそれが最適
なコンプライアンスプログラムに基づくものであるかは判断することが出来ない。それに対し我
が団体では、民間で言えば業界ごとにアンケートやヒアリングを行い常に客観的なコンプライ
アンスレベルの評価を行う手法用いて、監査を実施している。コンプライアンスに関する教育
について特に我々が重視しているのは職員のモチベーションやライフバランスについてであ
り、組織としてのコンプライアンスを高めていくには、組織の中において職員一人一人がコンプ
ライアンスを意識していくことが重要であるという点である。それらの項目について特に重視し
たコンプライアンスプログラムを提案することによってセルフコンプライアンスの実現を目指し、
それによりコンプライアンスの欠如によって引き起こされる不祥事等を未然に防止するシステ
ムの提供が可能である。特に御省については教育という未来の日本国家の根幹に関わる部
分を担う為、初等教育をはじめ生涯教育の分野にかけてもその模範となるべく高い倫理観と
ハイ・コンプライアンスを持った組織を目指すことは必然のことであり、それには第三者による
コンプライアンス監査システムの導入は必要不可欠であると我々は考えるのである。

ｄ

−

前回回答しましたとおり、すでに職員の研修の外部委託等を実施しており、どのような調査・評価、
研修を行うかを適切に判断のうえ、予算の範囲内において外部委託を検討することは可能です。

-

z12017

z12018
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全省庁

利用者サ
イドに立っ
たオンライ
ン手続き
の見直し
による電子
化促進

5120

5121

5121003

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

3

3

A

利用者サイド
に立ったオン
ライン手続き
の見直しによ
る電子化促
進

電子的な手続きを躊躇させる主因と思
われる現行の公的認証の取扱い方法
の根本的見直しが必要と考える。即ち、
現在のように全ての手続きに一律に公
的認証を求めるやり方ではなく、手続き
毎にリスクの有無ならびに軽重を十分
吟味のうえ、問題なしとされる手続きに
は公的認証なしで簡易に手続きができ
るような検討を早期にお願いしたい。も
ちろん情報保護の観点ならびにイン
ターネットという非対面での手続きに伴
なう必要な確認等の安全を十分考慮し
たうえという条件付にはなろうが、これ
により多くの利用者にとりオンライン手
続きが非常に身近なものとなり実利用
の飛躍的な伸びにつながるものと考え
る。また、年度毎の利用目標を定め、実
利用の推移を利用者に還元すると共
に、定期的に利用者アンケートやパブ
リックコメントを募り、一層の見直しを図
る仕組み作りの検討をいただきたい。

現在利用が進まないオンライン手続き
に幅広く利用者を呼び込むために、「簡
易」に利用できる手続きへの見直し・仕
組み作りの検討が必要である。そして、
オンライン手続きの普及が実現すれば
同時に、手続き時に発生する料金・手
数料の電子収納についてのニーズも高
まり、申請から納付までの一連の手続
きが「トランスポートレス（自宅から移動
なしに）」、「ペーパーレス（申請書なし
に）」、「キャッシュレス（現金のやりとり
なしに）」にて完了するという、行政手続
の電子化の目指す最終型への実現に
向けて大きな弾みがつくものと思料す
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

措
置
の

措
置
の

措置の概要（対応策）

「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針2005」（平
成17年6月21日 閣議決定）
に基づいて、モデル事業（平
d
成１８年度予算からは成果
重視事業）を活用した電子
政府の推進に取り組んでい
る。

電子政府関連予算については、モデル事業（平成
１８年度予算からは成果重視事業）として、積極的
― に適用することとしており、業務・システムの最適化
対象システムについて、平成１８年度概算要求を
行っているところです。

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
独立行政法人国立博
る調査・研究並びに教育・普 c
物館法
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
る。

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
Ⅰ
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。
また、市場化テストの検討に当たっては、業務運
営に自主性が配慮されなければならない独立行政
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。

―

−

著作権等管理事業者が使
用料規程を定める際には、
あらかじめ利用者又はその
団体に意見を聴取した後、
文化庁長官に届け出ること
とされています。

e

本件に関して、（社）日本音楽著作権協会に業務の
状況を聴取した結果、現在のカラオケにおける使用
料規程を、定員に応じた使用料から１曲当たりの使
用料へ変更するなど、使用料規程の見直しに関す
る要望は、飲食店の団体、カラオケボックスの団体
などの利用者団体から同協会に対して提出されて
いないとの報告を受けています。
−
著作権等管理事業法においては、利用者側から
著作権等管理事業者に対して使用料規程の変更を
求める法的な仕組みが整っていますので、貴協議
会の要望を実現するためには、まず、利用者側で
意思統一をした上で、利用者側の総意として（社）日
本音楽著作権協会に使用料規程の改定を申し入れ
ることが必要だと考えます。

￣

独立行政法人国立高等専
門学校機構の規定に基づ
き、各高等専門学校が一般 ｅ
競争入札等により、契約して
いる。

国立高専の寄宿舎等における給食委託業者の選
定については、独立行政法人国立高等専門学校機
構の規定に基づき、各高等専門学校において一般
競争入札等により、契約を行っているため、国が規
制を行っているものではありません。

￣

￣

d

地域の人材や多様な専門分
野の社会人を学校現場に迎
え入れることにより、学校教
教育職員免許法第3条 育の活性化等を図るため、
d
教員免許を有しない非常勤
の2
講師を登用し、教科の領域
の一部を担当させることがで
きる

-

独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国
立少年自然の家の給食業務については、「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）等
― も踏まえ、原則、民間委託の方針の下、広く多数の
参加者による競争を通じて利用者の更なる良好な
給食サービスの向上、また法人予算の効率的な執
行の観点からも、今後、一般競争契約を促していき
たいと考えております。

特別非常勤講師制度については、昭和63年の制度
創設以降、各都道府県教育委員会等に対して通知
を出すなど、周知徹底を図ってきたところであり、各
― 自治体において、地域の実情等に応じ優れた社会
人の活用を図ってきたところです。（参考＜特別非
常勤講師の届出状況＞平成元年度173件 平成15
年度 2,0392件）

そ
の
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

-

国立博物館の業務に関して市場化テストを実施することについて、引き続き検討されたい。な
お、貴省の左記見解は、国立博物館の業務であるから、市場化テストの対象からアプリオリに
排除されるべきものではない、との意味と思われるが、そう理解してよいか。また、「国の責任
の下」で「独立行政法人が実施するべき」「運営の根幹に関わる部分」とはどのような部分か、
具体的に明らかにされたい。

z12019

ｃ

独立行政法人国立博物館が行う文化財の収集・保管・展示（教育普及を含む。）及びこれに関する
調査研究業務は、業務の継続性・安定性を必要とするものであり、数年ごとの競争入札により運営
Ⅰ 主体が決まる市場化テストはなじまないものと考えます。このため、国立博物館の運営は独立行政
法人国立博物館が担いつつ、ご提案のあった事業については、民間委託の範囲を拡大するなどの
措置を講じて参ります。

-

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。
一般競争入札が実施されている旨は十分、知っておりますが、補助金部分に１円応札がおこ
なわれており、こうした状況で公共性の高い部門においてサービスの質が確保できているか、
実態調査をお願いしたい。

ｅ

国立高専の寄宿舎等における給食業務委託については、各高等専門学校において一般競争入札
等により契約を行った後、独立行政法人国立高等専門学校機構の規定に基づき、契約内容が十
− 分履行されているか検査が行われています。また、必要に応じて、教職員による検食や、給食内容
について教職員・利用学生によるアンケートが行われており、サービスの質を確認するための実態
調査は既に行われているものと考えています。

z12020

z12022

特別行政
法人 国立
文部科学 高専の給
省
食委託入
札の適正
化

z12023

独立行政
法人、国立
少年自然
文部科学 の家、国立
青年の家
省
の給食委
託の公正
化

z12024

4/5

国立博物
文部科学
館の管理
省
運営業務

z12021

一般競争入札を促されるとの由ですが、問題なのは、競争入札が行われている体裁で実態的
に２−３社による独占が続いています。よく実態調査をお願いしたい。

-

モデル事
業を活用し
ての電子
政府の推
進

著作権等
管理事業
法のもとで
文部科学 の音楽著
作権使用
省
料徴収の
方法見直
し

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。
実態をよく踏まえ、広く一般競争入札を促していきたいと考えています。

全省庁

要望事項
（事項名）

文部科学
省

食育にお
ける栄養
教諭業務
での民間
栄養士へ
の機会付
与

要望主体
管理番号

5121

5134

5136

5136

5136

5136

2006/1/1914:28

要望事項
管理番号

5121004

5134001

分割
番号

グ
要望 要望
ルー 要望主体名 事項 種別
プ化
番号 （規制

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

民間企業

5136003

（社）日
本ュービジネ
ス協議会連
合会

5136004

（社）日
本ュービジネ
ス協議会連
合会

5136005

5136007

（社）日
本ュービジネ
ス協議会連
合会

（社）日
本ュービジネ
ス協議会連
合会

4

1

3

4

5

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

A

モデル事業として運営している財務省
の国税電子申告・納税システム（ｅ−
Tax）、総務省の総合的なワンストップ
サービス整備事業（申請・届出窓口の
一括化・電子化）のように各省庁の予算
要求時等に既存の電子申告・電子納付
モデル事業
の取り扱い件数についても年度ごとに
を活用しての
目標値を明確化しての計画立案と事後
電子政府の
評価を確実に行って欲しい。すなわちモ
推進
デル事業を現行の予算編成を改革する
ための試行事例としてのみだけでなく、
電子政府の活性化のためにも幅広く活
用して取扱い対象の多い電子申告・電
子納付の項目については適用すること
を検討いただきたい。

B

地方自治体においては「指定管理者制
度」の導入により、十分とは言えないも
のの、民間企業にも博物館運営事業参
博物館は展示収集保管だけを目的とす
画の門戸が開かれ、民間企業が管理
るのではなく、教育普及や国民の文化
運営の実績を着々と積んでいる。国立
生活に積極的に資することが求められ
博物館においては一部業務の民間委
国立博物館
ている。民間の施設運営や広報のノウ （1）一般管理（2）展覧事業（3）教育普及 託はすでに行われていると察せられる
の管理運営
ハウを広く導入することで「より開かれ 事業
ものの、管理運営は独立行政法人が従
業務
た博物館」を実現することが可能であ
来通り担っている。地方自治体で既存
り、各種業務の一層の民間開放を求め
団体と民間企業が競合・連携する事例
たい。
がすでにいくつも誕生している以上、国
立博物館においても官民競争入札ある
いは官民協働を行わない理由はないと
考える。

A

著作権等管
理事業法の
もとでの音楽
著作権使用
料徴収の方
法見直し

ｶﾗｵｹでの音楽著作権使用料の支払い
は歌った回数当たりではなく、ﾙｰﾑ当た
りで支払っている。現在、著作権等管理
事業法が適用されているが、徴収方法
は当時の仲介業務法が施行されていた
時に設定されたものである。ﾙｰﾑ当たり
の著作権使用料単価設定は、ʼ９０年代
のｶﾗｵｹﾌﾞｰﾑ時になされたので、今やｶ
ﾗｵｹ人口は当時より３０％程減少してい
る。ｺｽﾄ負担は実態にあった形でなされ
るべきもので、健全な事業展開の観点
から見直しをして戴きたい。なお、著作
権の徴収団体はJASRAC（日本音楽著
作権協会）１社から複数の団体が可能
となるなどの見直しがされているが、徴
収方法は従来規定が踏襲されたままに
なっている。

A

特別行政法
人 国立高
専の給食委
託入札の適
正化

国立高専の給食の入札制度は、提案
区分が経費国費補助部分と利用者負
担部分に分かれ、入札が行われてい
る。しかし、補助金部分は１￥応札が横
行していて、給食企業のコストアップに
つながり、提供サービスの劣化は確実
と思われる。指導官庁として入札の適
正化の指導をお願いしたい。

A

独立行政法
人、国立少
年自然の
家、国立青
年の家の給
食委託の公
正化

A

食育におけ
る栄養教諭
業務での民
間栄養士へ
の機会付与

現在、全国に３０箇所の同上施設があ
るが、給食業務は２−３の企業に独占
的に委託されている。コンペが形式的に
実施されているものの３０数年間委託
先の変更は見られず、運営者のよりよ
いサービスの向上を求める意思が無い
と推察される。公的施設のサービス向
上には委託先の選考が公平におこなわ
るべきと考える。主管官庁のご指導をお
願いしたい。

食育における栄養教諭業務での民間栄
養士への機会付与
今般、食育基本法が成立し、食品関連
業者も食育の推進に取り組むよう記載
されている。学校での食育の授業は栄
養士の資格を有する公務員である栄養
教諭が担当すると推察されるが、長年
に亘って給食事業において栄養士が給
食のみならず食材について深い知見を
はぐくんできた。前回、「民間栄養士は
特別非常勤講師の形で食育の授業に
参加できる」とあるが、文部科学省より
この内容を各学校に周知徹底し、民間
栄養士の授業参加を積極的に推進して
ほしい。

根拠法令等

ｶﾗｵｹでの音楽著作権使用料の支払い
は歌った回数当たりではなく、ﾙｰﾑ当た
りで支払っている。現在、著作権等管理
事業法が適用されているが、徴収方法
は当時の仲介業務法が施行されていた
時に設定されたものである。ﾙｰﾑ当たり
の著作権使用料単価設定は、ʼ９０年代
のｶﾗｵｹﾌﾞｰﾑ時になされたので、今やｶ 前回、「同協会から業務の状況を聴取
著作権等管理事業法のもとでの音楽著
ﾗｵｹ人口は当時より３０％程減少してい する」と回答があるが、結果を受けての
作権使用料徴収の方法
る。ｺｽﾄ負担は実態にあった形でなされ 見解をご教示願いたい。
るべきもので、健全な事業展開の観点
から見直しをして戴きたい。なお、著作
権の徴収団体はJASRAC（日本音楽著
作権協会）１社から複数の団体が可能
となるなどの見直しがされているが、徴
収方法は従来規定が踏襲されたままに
なっている。

国立高専の給食の入札制度は、提案
区分が経費国費補助部分と利用者負
担部分に分かれ、入札が行われてい
現行の仕組みでは給食企業のコスト
る。しかし、補助金部分は１￥応札が横
特別行政法人 国立高専の給食委託
アップにつながり、提供サービスの劣化
行していて、給食企業のコストアップに
入札の適正化
は確実と思われる。
つながり、提供サービスの劣化は確実
と思われる。指導官庁として入札の適
正化の指導をお願いしたい。

現在、全国に３０箇所の同上施設があ
るが、給食業務は２−３の企業に独占
的に委託されている。コンペが形式的に
実施されているものの３０数年間委託
公的施設のサービス向上には委託先
独立行政法人、国立少年自然の家、国
先の変更は見られず、運営者のよりよ
の選考が公平におこなわるべきと考え
立青年の家の給食委託の公正化
いサービスの向上を求める意思が無い
る。
と推察される。公的施設のサービス向
上には委託先の選考が公平におこなわ
るべきと考える。主管官庁のご指導をお
願いしたい。

食育における栄養教諭業務での民間栄
養士への機会付与
今般、食育基本法が成立し、食品関連
業者も食育の推進に取り組むよう記載
されている。学校での食育の授業は栄
養士の資格を有する公務員である栄養
教諭が担当すると推察されるが、長年
に亘って給食事業において栄養士が給
食のみならず食材について深い知見を
はぐくんできた。前回、「民間栄養士は
特別非常勤講師の形で食育の授業に
参加できる」とあるが、文部科学省より
この内容を各学校に周知徹底し、民間
栄養士の授業参加を積極的に推進して
ほしい。

前回、「民間栄養士は特別非常勤講師
の形で食育の授業に参加できる」とある
が、文部科学省よりこの内容を各学校 教育職員免許法第５条、附則１８項
に周知徹底し、民間栄養士の授業参加
を積極的に推進してほしい。

その他
（特記事項）

① 市場化テスト導入の際の均一化措
置としては第三者機関による公正・公明
な審査、② 開示すべき情報として館別
の収支および財務状況、が挙げられま
す。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

日本私立学校振興・共
済事業団法第39条
日本私立学校振興・共
済事業団の財務及び
会計に関する省令第23
条

制度の現状

措
置
の

私学共済年金の年金資産
は将来の年金給付のための
積立金であることから、その
運用にあたっては、これを安
全確実かつ有利に確保する
ことが必要であり、そのよう
な観点から資産運用方法に
ついては法令で限定的に規
c
定しているところである。こ
のうち、自家運用できる有価
証券は国債・地方債のほ
か、現在の事業団の運用体
制等も考慮して、「日本私立
学校振興・共済事業団の財
務及び会計に関する省令」
で定めたものに限っている。

措
置
の

措置の概要（対応策）

今回要望のあった信託受益権型の債権流動化商
品については、事業団の現体制で自家運用するに
Ⅲ は、個々の商品特性が強くリスク分析等が困難であ
り、また、流動性が低いと考えられることなどから、
年金資産の運用対象とすることは困難です。

そ
の
他

再検討要請

所管省庁は主として償還金額の変動リスク、流動性リスク、商品特性によるリスク分析の困難性などに着目して、対応不可と回答されている
が、以下に掲げる事項を踏まえ、再度、検討することを求めたい。
１． 償還金額の変動リスクについて
信託受益権型の債権流動化商品（以下「商品」）の中には、確かに繰上げ返済や借り換え等に伴い、毎月の償還金額が変動する商品（パ
ス・スルー型）が存在する。
しかし、こうした形態の商品よりも、満期一括償還型（ハードブレッド型）や、予め償還期日を定めた分割償還型（コントロール・アモチゼーショ
ン型）など、償還金額の変動を伴わず、安定したキャッシュフローを予定する商品が数多く存在することから、信託受益権型の商品を投資対象
として認め、個別の商品に関する投資の適否に関しては、運用ガイドラインで規定すれば、償還金額の変動リスクを回避することは可能であ
る。
なお前掲したパス・スルー型商品は、信託受益権型のみに存在するものではなく、すでに投資対象として認められている社債型にもある。上
記の各種の償還形態は、信託受益権型・社債型共通のものであることから、発行形態の相違（信託受益権型・社債型）によって、異なった扱
いをすることは合理的ではない。
また、滞納事故等による償還金額の不安定性に関しては、①幅広い投資家に受け入れられる観点から、高格付けを取得する部分（優先部
分）には、商品を組成する際に格付機関から十分保守的なシミュレーションを要求されること、②一定期間以上の滞納債権を入れ替え、継続
的に原資産である貸付債権の品質を維持することなどにより、信用リスクの軽減を図るのが通常であり、指定格付け機関から、一定水準（例
えばシングルA格）以上の格付けを取得している商品については、投資対象とすることを認めるべきである。
２．流動性リスクについて
流動性と金利はトレードオフの関係にあり、流動性が低い場合は、それに見合った金利がプレミアムとして上乗せされることとなる。投資家
は両者を勘案した上で、自らのポートフォリオを構築している。
自家運用については、将来の年金給付に備えて中長期的な視点からポートフォリオを組むことが通例であることから、一般的には、満期保
有を前提とした運用形態が適しているといえる。こうした運用実態を踏まえつつ、投資の自由度を拡大する観点から、流動性より金利プレミア
ムを選好できるような選択肢の拡大を図るべきである。
３．リスク分析の困難性について
今回の要望では、貸付債権を原資産とする流動化商品に限定して、投資対象とすることを求めている。当該商品は、
不動産や動産等を裏づけとしたものとは異なり、概ね簡素な元金や利金の支払い構造を有しており、一概にリスク分析
が困難であるとの指摘はあたらない。かかる観点から、信託受益権型の債権流動化商品を一律に排除すべきでなく、
リスク分析が比較的容易な商品については、投資対象として認めるべきである。

措置
の分
類

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

現在、私学事業団の年金資産の運用において投資可能な有価証券は、国債・地方
債のほか安全確実なものとして「日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に
関する省令」に列挙するものに限っています。私学事業団においては、これら関係法
令を踏まえて資産運用に関する基本方針を定めており、自家運用に当たっては、国
内債券を中心に発行体の信用力及び市場の流動性を考慮しながら長期的に有利な
運用に努めることとしており、具体には、国債・地方債・政府保証債を中心に運用して
いるところです。
Ⅲ
要望にございました「信託受益権型の債権流動化商品」はこれらの債券に比較し
個々の商品特性が強く、私学事業団の現体制で自家運用するにはリスク分析が困
難であり、また流動性にも劣ると判断されることから、自家運用の対象に加えたとして
も、私学事業団で活用されることが想定できないため、措置の分類はｃ（全国規模で
対応不可）としています。
なお、今後、私学事業団において、自家運用の対象として「信託受益権型の債権流
動化商品」を含めるべきであると判断した場合には、自家運用の対象として検討して
いくことも考えられます。
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要望事項
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具体的
要望内容

共済年金等
の自家運用
共済年金等の自家運用の投資対象
にかかる運
として、信託受益権型の債権流動化商
用規制の緩
品（貸付債権）を容認すべきである。
和
【新規】

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

年金資金の自家運用においては、既
に社債型の債権流動化商品が認めら
れていることから、投資家保護の確立を
前提に信託受益権型の債権流動化商
品についても投資対象として認めるべ
きである。
信託受益権型は、従来の社債型に比
べ、組成の手続等が簡便であることや、
組成コストが安く、債権流動化マーケッ
トの主流商品になりつつある。投資家層
の拡大によって、債権流動化市場の活
性化につながることが期待できる。

厚生年金法第136条の３、厚生年金基
金令第39条の８
確定給付企業年金法第66条、同施行
令第44条、同施行規則第76条
国家公務員共済組合法第35条の２、同
施行令第９条の３、同施行規則第85条
の２の３
地方公務員等共済組合法第25条、同
施行令第16条
日本私立学校振興・共済事業団法第39
条
日本私立学校振興・共済事業団の財務
及び会計に関する省令第23条

年金資金（国家公務員共済、地方公
務員共済、私学共済、厚生年金基金、
確定給付企業年金等）の運用について
は、委託・自家運用ともに、投資対象資
産が限定列挙されている。このうち委託
運用では、信託受益権型の債権流動化
商品（貸付債権）が投資対象資産として
認められているものの、自家運用では
認められていない。

