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はじめに 

 地方独立行政法人法、地方自治法改正（公の施設の管理）、構造改革特区法の新設、労働

者派遣法（ないし政令）の改正、さかのぼれば水道法の改正、PFI法の新設など、地方自
治体の業務や施設の管理を外部化（アウトソーシング）する動きが急となっている。 
 自治労連弁護団は、その都度、各法制の問題点を指摘し、各地で問題が発生した時に、

現行の法律を活用して批判してきた。例えば、学校給食は物の製造に該当し派遣は出来な

い、民間業者に調理室を貸すことは地方自治法の規定に違反するなどである。 
 しかし、現局面においては、こうした従来の取組の上に立ちつつも、個々の問題に別々

に対処するだけではなく、今日の事態全体をトータルにとらえ、支配層の狙いを的確に把

握して対応していくことが求められている。 
 財界は、さらに自治体の業務・組織・施設を縮小しあるいは企業の利潤の対象に変えて

いくことを要求している。たとえば日本経団連の 2004 年版「経営労働政策委員会報告」
は、「行政においては、規制緩和を通じて行政サービスを民間に開放し、この分野の膨大な

潜在的需要を顕在化させ、地域活性化と雇用創出につなげて行くことが強く求められる」

とし、「官製市場改革元年」（「財界」2004 年 1 月 20 日号）と位置づけ、自治体の市場化
をいっそう推進しようとしている。経済財政諮問会議は、行政サービスの民間開放を促進

するための「一括法」を提案しているし、総合規制改革会議の提案、具体化のテンポも速

いものがある。 
 そこで本資料では、地方自治体の外部化を推進している法的手段を再整理し、あらため

て自治体業務の個別の課題ごとに用いられる手法について分析・検討してみた。あわせて

こうした外部化により影響を受ける住民生活と自治体労働者・自治体関連労働者の身分と

労働条件に対する影響をも検討した。これにより、自治体の業務・組織・施設の外部化の

動きに対し、時機を失することなく法的あるいは運動上の対応を行っていくための手がか

りとしたい。 
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第１部 今日の自治体外部化・市場化の法的手段 

 １ 総説 

 今日の自治体外部化・市場化の法的手段として次のものがある。 

   公の施設の指定管理者 
 2003 年地方自治法 244 の 2 の改正により、公の施設の自治体出資法人等への委託は、
営利法人を含む指定管理者制度に変更され、法施行から 3年以内の 2006年 9月 2日まで
に必ず見直し（条例改正し）、直営に戻さない限り議会の議決を経て管理者の指定が行われ

ることとなった。従来公社等に委託されていた公の施設の管理が株式会社等を新たに指定

する動きが広がり、これに伴う解雇問題も起きている。自治体の規模の大小を問わず、委

託について 3年以内に議会で必ず議論が必要となる。 

   ＰＦＩ法 
 民間の資金やノウハウによって、公共施設の建設とそこで必要な調達を行う法律で、

1999年に制定された。庁舎その他の施設、道路や鉄道・水道等の大規模な建設事業を企画
から建設・運用まで民間に委ね、民間企業の営利の対象とするものである。公の施設の指

定管理者制度と結合して公共施設が企画・建設から管理・料金収受まで、民間企業の営利

の対象とされるおそれがある。 

   地方独立行政法人 
 自治体の事業を組織ごと別個の法人格を持つ独立法人に移行させる制度で、2003年に新
設された。地方公営企業法適用事業、社会福祉事業や研究施設・公立大学などが想定され

ているが、地方独立行政法人に移行する際の職員の権利保障の規定が乏しい。理事者、監

査等について自治体と独立した組織が必要であるため、数百名以上の大規模な組織が想定

され、都道府県や政令指定都市を中心に利用される可能性がある。 

   地方公営企業法の全部適用 
 地方公営企業法は事業収入をもって経費を支弁することを原則とし、組織や財務、職員

の身分取扱等に関する規定をおいているが、病院事業については、その一部のみが適用さ

れることとされている。しかし最近は、法律の規定を機械的に全部適用し、管理者による

迅速な経営判断や独立採算性を強化する動きが強まっている。 

   有償ボランテイア・ＮＰＯ 
 一部の自治体で、自治体の事業を「有償ボランテイア」に委ねたり、NPO に委託した
りする例がでてきている。自治体が「間接雇用」を作り出すことも問題であるし、「ボラン

テイア」であるとの理由で労働者としての保護を受けさせない例も出てきている。 

   労働者派遣 
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 外部の企業に雇用される労働者が自治体職場に派遣される例が増加している。2003年労
働者派遣法改定により、物の製造の事業への派遣の解禁や派遣期間の延長という規制緩和

が行われ、いっそう拡大するおそれがある。 

   構造改革特区法 
 教育・福祉・環境・医療・労働など社会権保障や物流・農業等地域経済の安定のための

社会的規制を、個別の自治体・区域ごとに撤廃し、企業の参入とその活動の自由を拡大し、

規制緩和の突破口にする制度で、2002年に新設された。社会福祉施設や医療、農業などの
営利法人への開放、環境保護や労働者保護の後退など多くの問題が、各自治体の「自発的」

な取組の装いで進められている。 
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   以上の自治体の外部化・市場化の動きを、図示すれば下記の通りとなる。、 
 

 ２ 公の施設の指定管理者とＰＦＩ法 

（１）指定管理者制度とは 

 2003（平成 15）年 6 月、地方自治法が改正され、公の施設の管理については「指定管
理者制度」に一本化された（地方自治法 244条の 2以下）。 
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 公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」（同

法 244 条）と定義され、保育所、老健施設、病院、会議場、公民館、図書館、都市公園、
公共下水道、小中学校など広範な施設が含まれる。 
 1991（平成 3）年改正の旧法では、公の施設管理の委託先は、公共団体（地方自治法上
の公共団体）、公共的団体（公益法人、農協、生協、自治会等）、政令で定める出資法人（第

三セクター）に限られていた（旧地方自治法 244条の 2第 3項）。今回の改正は、「消費者
主権に立脚した株式会社の市場参入・拡大」をキャッチフレーズにした総合規制改革会議

第 2次答申（2002（平成 14）年 12月 12日）に強く推されたもので、純然たる民間企業
の参入を可能にするものであり、公共施設管理の市場化に大きく道を開くものである（地

方独立行政法人が受け皿となることもある）。 
 PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）においては、
公共施設の民間企業による整備の推進が謳われている。そこでは施設の建設から資材の調

達までが対象とされているが、指定管理者制度は施設建設後の管理全般をまるごと営利企

業に委ねることを可能にするものであり、両者があいまって公務の市場化が促進されるこ

とになる。指定管理者制度の導入に伴って、「地方公共団体における PFI 事業について」
（H12・3・29付自治画第 67号）も一部改正（総行地第 106号・平成 15年 9月 2日）さ
れ、その中で、PFI事業にひき続き指定管理者制度が活用できることが明記されている。 
 なお、指定管理者制度は、管理者の指定という行政処分によって、企業等に管理権限を

授権するものであり、従前の契約に基づく管理委託制度とは異なる。 
 また、ここでいう「施設管理」の他に、「業務委託」も引き続き行われる。たとえば東京

都三鷹市はベネッセコーポレーションに対して保育業務を委託しているし、学童保育や観

光施設に関する業務を委託する例もある。 

（２）指定管理者制度の概要 

 １）条例の制定 

 自治体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項について条例を定めなければなら

ない。従前の管理条例の一部改正でもよい。条例で定めるべき事項は、「指定管理者の指定

手続」、「管理の基準」（休館日、開館時間をどうするかなど）、「業務の範囲」（施設の維持

管理や個別の使用許可など）等とされる（地方自治法 244条の 2 3、4項）。 

 ２）管理者の指定 

 指定管理者は、法人その他の団体であることを要する。自治体は、あらかじめ議会の議

決を経て、指定管理者を指定する（6項）。これは行政処分であり、契約ではないことから、
地方自治法（234条）上の入札等の対象とはならない。また、同法（92条の 2、142条）
上の兼業禁止の適用がなく、長や議員本人又は親族が経営する会社が指定管理者になるこ

とも排除されておらず問題である。なお、指定は期間を定めてするものとされるが（5項）、
期間について法律上の制限はない。 
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 ３）利用料金の収受 

 指定管理者は、条例の枠組みの中で、自治体の承認を得て自ら利用料金を設定し、これ

を自らの収入として収受することができる（8、9 項）。指定管理者は、この利用料金と、
自治体から交付される委託料で経営する。なお、管理委託制度においても、適当と認める

ときには利用料金の収受はできたが、今回の改正で営利を目的とする会社に適用されるこ

とが問題となる。 

 ４）自治体のチェック 

 指定管理者は、毎年度終了後、自治体に事業報告書を提出する。自治体の長又は委員会

は、指定管理者に対して業務又は経理の状況に関して報告を求め、調査や必要な指示をす

ることができる（10 項)。また、指定管理者がその指示に従わないときや管理が適当でな
いと認めるときは、指定の取消、停止をすることができる(11項）。 
 このチェック機能を果たすことができるシステム、体制を作ることが必要である。 

 ５）対象範囲 

 この制度の対象となる公の施設の範囲については地方自治法上は限定がない。ただし、

ただちに個別法の規制が解除されるわけではない。 
 たとえば、学校の管理者は設置者である国、自治体、学校法人に限られる（学校教育法

5 条）。道路（道路法）、河川（河川法）もそれぞれ管理者が法定されている。社会福祉法
2 条の定める第一種福祉事業（老人ホームなど）の経営は国、自治体、社会福祉法人に原
則として限られる（同法 60 条、ただし 62 条の 2）。病院は営利目的の場合には開設が許
可されないことがあり（医療法 7 条 5 項）、管理者は医師等に限られる（同法 10 条）。水
道事業は原則として市町村が行うものとされ（水道法 6 条）、下水道の管理はまず市町村
が、それが困難なときは都道府県が行うものとされる（下水道法 3条）。 
 また、公民館については営利事業は禁止され（社会教育法 23条）、公立図書館では入館
料その他いかなる対価徴収も禁止されている（図書館法 17条）。 
 したがって、現状では個別法による市場化への障害は多数残されており、市場化に対抗

する規制として活用していく必要がある。 
 しかし、内閣府は、2003年 11月に「行政サービスの民間開放等に係る論点について」
を出し、多くの点で旧来の見解を変更する（緩和する）解説を行っており、注意を要する。 

 ６）経過措置 

 現在、旧法下の管理委託制度によって管理がなされている施設については、法施行後 3
年間の経過措置がもうけられている（同法附則 2 条）。したがって 3 年以内に（2006（平
成 18）年 9月 1日までに）、指定管理者制度に移行するか、直営に戻すかの選択が迫られ
る。 

（３）指定管理者制度の特徴－あらゆる公の施設の管理に企業参入の可能性 
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 他のツールと指定管理者制度が最も違う点は、現行の管理委託制度により「自治体の出

資法人等」に委託している場合は、3 年以内に必ずその条例を改正することが必要となる
ことである。たとえば、「市長は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3
項の規定に基づき、○○の管理を市長が適当と認めた公共的団体に委託することができ

る。」といった条例により管理委託がされている場合でも、法施行日から 3 年を経過する
とその条例自体の効力がなくなるのである。 
 新しい指定管理者制度による条例については、すでに管理委託している部分についてだ

け条例改正とそれに基づく管理者の指定をすればよいが、この機に「公の施設」全般につ

いての見直しがされることも考えられる。 
 総務省は、指定管理者制度と地方独立行政法人制度との関係等について、「対象となる事

務・事業についてその廃止や民間譲渡の可能性について十分な検討の上、公の施設の指定

管理者制度と地方独立行政法人の設立とを比較検討」することが適当であるとしている（通

知・総行行第 86号外・平成 15年 7月 17日）。 
 また、現在公の施設について、「自治体の出資法人等」からの委託の形で施設の管理をし

ている例がある。たとえば大阪府立体育館は、財団法人大阪府スポーツ・教育振興財団か

らシンコースポーツ株式会社に委託されている。今後、こうした企業や自治体へ新規参入

をねらっている企業から自治体への働きかけが強まることが予想される。すでに、各自治

体宛に、株式会社東京リーガルマインドから「株式会社による公設民営型学童クラブ設置

のご提案」という文書がファクスされてきている。 
 したがって、現在、直営であるからそのまま維持されるとか、現在の管理委託制度がそ

のまま指定管理者制度に移行すると思い込まず、当局の動向に十分に注意を払うことが必

要である。組合としては、自治体にある「公の施設」や管理委託の実情を把握して、早め

の対策を検討をしておくことが必要である。 
 すでに、横浜市港湾病院の管理についての条例改正、山梨県「丘の公園」についての管

理公社から民間企業への変更、北海道上富良野町立保育園への導入、仙台市の新設「子育

てふれあいプラザ」の管理者に特定非営利活動法人（NPO 法人）が指定されるなど、各
地で動きが急である。 

（４）条例制定にあたっての問題点 

 自治労連本部はすでに「利用者・住民本位の施設管理・運営をめざす条例づくり・『公の

施設』の設置及び管理に関する条例対置(案)」を発表しているので参照されたい。 
 ここでは、指定の方法などいくつかの点について触れる。 

１）条例の体裁 

 現行の管理委託制度と同様、個々の施設ごとに条例を制定する方法と、すべての施設に

共通する一般条例を制定し、個々の施設については個別条例を制定する方法がある。いち

がいにどちらがよいとは言えないが、公の施設全般についての見直しにならないように注
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意が必要である。 

２）管理者の募集 

 条例案の多くは、管理者選定に当たって候補者を公募することにしている。しかし、そ

のような規定では、現在、「自治体の出資法人等」が管理委託先となっている場合でも、他

の民間企業と並んで申請をすることになる。したがって、現在の委託先が今後とも指定先

としてふさわしい場合は、「公募」はふさわしくないやり方である。たとえば以下のような

条例案を検討すべきである。 
第○条 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効

率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果

が（「明確に」or「相当程度」）期待できると思料するときは、第２条の規定による公募
によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体（次項において「出

資団体等」いう。）を指定管理者の候補者として選定することができる。 
２ 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第３条各号の事項につい

て当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものと

する。（「法務支援室の条例案」より） 

３）選定基準 

 行政サービスの中身は、各施設によって異なっており、「公の施設」を使って行うその質

について、その施設ごとに明示をするべきである。また、「施設管理経費の削減」を主な目

的とすることは妥当ではない。 
 選定に当たって、選定審議会（選考委員会）を設置することも首長の独断を排除する上

で大切であるが、その場合どのような人選をするかが大事である。 

４）兼業禁止 

 地方自治法上の兼業禁止の規定の適用はないが、指定管理者といっても実態は「請負」

と変らず、法の趣旨は条例に盛り込まれるべきである。なお、総務省の担当者も「条例で

『長や議員本人又は親族が経営する会社』は指定管理者になることができないとすること

も可能であるとしている（地方自治 669号 28）。 

５）情報公開 

 出資団体については、各地の条例で情報公開の努力義務を規定している例がある。指定

管理者は、行政から直接に管理の指定をされ「公の施設」を管理するものであり、住民の

監視の下に置かれるべきものである。よって、情報公開の規定を設けるべきである。 
 札幌市（情報公開条例）はすでに次のような規定を制定している。 

(指定管理者の情報公開) 
第 22条の 2 指定管理者(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条の 2第 3項に
規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を
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行う同法第 244条第 1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。 
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないも
のに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文

書を実施機関に提出するよう求めるものとする。 

６）指定の取消 

 管理委託の趣旨に反し、条例に定めた行政目的に合致しないような事態が発生した場合

は、規定に基づき指定の取消・停止をすべきであるが、その際には住民・利用者からみて

適正に行われることが必要である。その意味からも、指定管理者の管理運営を監視する機

関を設け、そこに住民・利用者が参加を求めていくことが重要である。 

（５）場合ごとの検討事項 

 指定管理制度の活用といっても、現行の管理委託先の存続問題と直営事業の指定管理化

と新規事業の指定管理化とはそれぞれ異なる問題がある。 

１）現行の「自治体の出資法人等」の存続問題 

 繰り返しになるが、これが 3年以内に必ず決着をつけることになる問題である。山梨県
丘の公園問題では、公社が新たに管理者に指定されなかったことにより、公園公社に働い

ていた職員が全員解雇となった。新たな指定管理者には旧来の「自治体の出資法人等」の

職員を継続雇用する義務があるかが問題となる。公社等はその管理受託のためだけに設立

されていることが多く、制度上解雇問題が発生する危険がある。しかし、企業組織変更の

際の解雇や労働条件不利益変更は許されず、自治体には雇用確保に努める責任がある。 
 従前の管理委託団体が十分な管理能力があると認められる場合には、地域経済の健全な

発展の見地からも、その団体が指定されることが望ましい。そのためには条例の定めにお

いて管理者を公募としないとすることができるとすることが望ましい。あるいは公募の手

続となった時でも、従前の実績を示して選定されるように努力をすることが必要である。

そのためには、従前のサービスが他の民間会社ではできないこと、従前の管理委託のもと

で行われていたサービスの優位性を、住民の中に明らかにしていくこと、また民間会社が

選定されることになれば、住民サービスの低下をもたらすことを広げて行くことが必要で

ある。 
 また、新規会社が指定された時は、職員の雇用問題について、最も影響のあった当該自

治体に新規会社への雇用の継続を含めて責任をもって対処するよう迫ることが重要である。 

２）直営事業の管理者指定 

 地方独立行政法人、完全民営化などと比較してみても、現在の直営事業について指定管

理者制度が導入されることが、今後、増加する可能性がある。民間会社からの働きかけが

ある場合はそれに拍車がかかることになる。 
 自治体内外の動きに注意を払い、早い段階で対策を採ることが必要である。 
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 直営を維持するためには、公務員が直接関与することの意味を住民に知らせることが大

前提である。 

３）新規事業の管理者指定 

 昨年、農水省が、2005 年度以降に実施する大規模な増改築や新築は、原則として PFI
を導入する方針を決めたことに見られるように、今後、自治体においても PFIにより建設
し、続いて管理者を民間企業に指定するという動きがでてくる可能性がある。新規事業の

計画の段階でそのような動きは、わかるはずであり、当然、管理者を民間企業に指定する

ことも前提としており、PFIの有効性とあわせての検討を早い段階ですることが大切であ
る。 

（６）ＰＦＩ（Private Finance Initiative）法の概要 

 PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）は、「公共施
設等の民間企業による整備の推進」を目的とするものである（法 1条）。 
 その対象は、「公共施設等の整備等（公共施設等の建設、維持管理若しくは運営又はこれ

らに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む）に関する事業（市街地再開

発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む）」ときわめて広範となっており、

具体的には以下の施設が対象とされている（法 2条）。 
① 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設 
② 庁舎、宿舎等の公用施設  
③ 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保  護

施設、駐車場、地下街等の公益的施設  
④ 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設  

を除く。）、観光施設及び研究施設  
⑤ 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの  

 PFI事業者（選定事業者）の選定は公募の方法等によるものとされ、実際にはプロポー
ザル方式がしばしばとられているようである。 
 PFI事業を円滑に進めるために、地方自治法 238条の 4の例外として、行政財産の選定
事業者への貸付（借地借家法は適用除外）（法 11 条の 2）が規定されている。この規定に
より、 
・ 行政財産である土地上に民間所有の施設を建築して行政が貸付を受ける 
・ 行政財産である土地上に公共施設と商業施設が併存する 

などのパターンでの行政財産の貸付が可能となる。 
 このほか、PFI事業者に対しては、国有財産の無償使用等、無利子貸付け、資金の確保
等及び地方債についての配慮、土地の取得等についての配慮・支援等、規制緩和、国・自

治体・業者の協力義務、国・自治体の啓発活動等及び技術的援助等、至れり尽くせりの便

宜が図られている。 
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 なお PFIの活用例として、井熊均「決定版 PFI自治体プロジェクトの実務」（東洋経済
新聞社）の紹介しているところによれば、2003 年 7 月までに 105 件、議員宿舎、廃棄物
処理場、立体駐車場などの活用事例があるとされ、このほか、みずほコーポレート銀行と

日本政策投資銀行とが自治体の斎場整備に融資する方針であるとか（2003.10.10 読売新
聞）、公権力行使の最たるものといえる刑務所の建設・管理までもが構想されている（行刑

改革会議）。 
 前掲書によれば、PFIによるコスト削減は、従来の自治体が行ってきた、仕様の細部に
わたって自治体が決定する「仕様発注」から、真に必要される性能を示して、具体的な仕

様は民間企業に委ねる「性能発注」にシフトすることによるものが大きいとされる。 
 そして同書によれば、PFIによりコスト削減が図れる具体例として、一般廃棄物処理、
公立病院、IT、上下水道が挙げられている。 
 今後、指定管理者制度と結合することにより、包括的管理の中でコスト削減が図れ、利

潤追求のレベルが高まる可能性が大きい。たとえば公立病院では、①公共施設の建設②建

設後の資材の調達（医療機器、医薬品等の調達）は、いずれも取引金額が大きくなるため

業界の垂涎の的となっているが、施設建設の受注企業が建設後も管理者となれば、トータ

ルなコスト削減が可能になるという。 
  しかし、特定の事業者にこれだけの便宜を与える PFI事業については、その公正性、透
明性を確保するために住民による民主的なチェックが重要であるが、そのような機能を果

たす規定は十分なものとはいえない。また運用面でもチェック体制が確立しているとはい

えない。 
  内閣府の「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」によれば、「公共施設等の管理
者」が、PFI事業者により提供される「公共サービスの水準」を監視することができ、公
共サービスの実施状況の報告の提出を求めることができるとして、その監視の結果につい

ても必要に応じて「住民等に対し公開することが望ましい」とされている。しかし、「公開

することにより」、PFI事業者の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの
ある事項」については、あらかじめ公共施設等の管理者と PFI事業者との間の協定で合意
して除外して公表するとして、どこまでも PFI事業者の便宜を確保している。 
 

 ３ 地方独立行政法人 

（１）制度の目的 

 自治体の事業を、組織ごと別個の法人格を持つ独立法人に移行させる制度で、2003年 7
月に地方独立行政法人法が成立して新設された。その「目的」は、「公共上の見地から行う

事務及び事業の確実な実施」を図ることとされている（1条）。しかし、実際には住民サー
ビス確保のための規定は乏しく、立法に先立つ研究会は、「実施部門のうち一定のものにつ

き、事務事業の垂直的減量を推進」するうえで、「機動的、戦略的」な対応の「ツール」と

 －10－



 

して活用するところに真の目的があることを明らかにしている。自治体と独立した組織が

必要であるため、数百名以上の規模の組織が想定され、都道府県や政令指定都市を中心に

検討されている。 

（２）制度のしくみ 

（詳細は自治労連弁護団「地方独立行政法人法の解説」自治労連 HP 参照

http://www.jichiroren.jp/restora/image/002.pdf） 
 地方独立行政法人は、自治体が直接行うべき許認可等以外で、かつ民間企業にはゆだね

にくい事業を担う。財産的基礎は地方公共団体が出資し（6条）、設立は地方公共団体が条
例で決め（7条）、財源措置は原則として地方公共団体の交付金である（42条）。 
 理事長は設立団体の長が任命し、理事と職員は理事長が任命する（12～20条）。人事に
議会が関与する義務はない。「業務運営」（21 条～31 条）につき、業務の範囲は、試験研
究、大学の設置及び管理、地方公営企業法適用 8 事業（水道、軌道、自動車運送、鉄道、
病院等）、社会福祉事業、公共施設の設置管理とされる。「公共施設の設置管理」がどこま

で及ぶかは政令で定められ、現在のところ介護老人保健施設、一定規模以上の会議場・展

示施設等とされているが、今後広げられるおそれもある。「社会福祉事業」として地方公共

団体の担う福祉事業も地方独立行政法人化され得る。業務の方法については、議会の関与

が弱められ、3年から 5年の間に一度決める中期目標が中心となって規制されている。 
 「中期目標期間」の終了時に、地方独立行政法人の「業務を継続させる必要性」や「組

織の在り方」など「全般にわたる検討」を行って「所要の措置を講ずる」とされ（31条）、
「効率性」が悪いなどの理由で業務を継続させる必要性がないと判断されれば、組織の廃

止という「措置」を講ずることが想定されている。住民サービスを行う組織をまるごとつ

ぶすことも想定されている。 
 「地方独立行政法人への移行に伴う措置」という一連の規定（59 条～67 条）には問題
が多い。地方公共団体が業務を地方独立行政法人に移管して行うときは、「別に辞令を発せ

られない限り地方独立行政法人の職員となる」とされる。この規定は職員の意思が無視さ

れるおそれがある。また身分の移行は「別に辞令を発せられない限り」とされ、選別が行

われるおそれもある。 

（３）問題点 

 地方独立行政法人には、次のような問題がある。 

 １）住民サービス後退のおそれ 

 試験研究、大学の設置管理、水道、交通、病院、社会福祉、公共的施設管理などは、住

民の福祉やサービスあるいは地域の経済発展の上で必要不可欠なものとして、地方自治体

の責任で営まれてきた。移管により公共的責任が後退し、採算性、効率性などを基準にし

て事業・サービスの縮小が決定され、住民負担の増加が生じるおそれが大きい。 
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 ２）地方議会の関与が後退し住民の声が届きにくくなるおそれ 

 地方自治体の行政は、地方議会が広範な権能を有し、議会を通じて住民の声を反映しよ

うとしているが（地方自治法 96条、98条等）、地方独立行政法人法では、地方議会の議決
は、3～5 年に一度の中期目標（「公営企業型」では中期計画）や利用料金の上限の認可、
解散などに限定されている。総務省研究会報告は「自治体の議会の詳細な事前関与がある

と（地方独立行政法人を）導入する意義がない」とまで主張していた。また、「評価機関」

が法人と独立して公正に評価や是正をできるかも疑問であるし、評価の視点として住民の

福祉やサービスの視点が軽視され、経営効率に傾斜するおそれが大きい。 

 ③住民自治・住民参加の後退のおそれ 

 地方自治体で情報公開条例が制定され、住民が事務事業を監視するために同条例が活用

されてきた。また地方自治法上の住民監査請求と住民訴訟の制度も、各地の「市民オンブ

ズマン活動」などにより、公金支出をめぐる違法を是正し、自治体民主化に大きな役割を

果たしてきた。しかし、本法では情報公開条例の適用は保障されず、事業計画や定員管理・

給与等役員が選別した情報だけが公開されるおそれもある。また、住民監査や住民訴訟制

度がなく違法が是正されるかも疑問である。住民による監視が後退すれば、新たな腐敗の

温床になるおそれもある。 

 ④自治体労働者の身分と権利の問題 

 地方独立行政法人への移管の際には円滑に移行させる制度となっており、議会の議決と

条例により当然に職員の身分も移行するとされているが、自治体労働者の権利の保障は乏

しい。職員の勤務条件は、地方独立行政法人の業績を理由にして左右され、その勤務条件

は不安定になるおそれもあり、自治体労働者の権利保障の上できわめて大きな問題である。

地方独立行政法人の解散の際の雇用保障も問題である。 

（４）地方独立行政法人法に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１ 地方公営企業職員と特定地方独立行政法人職員との労働条件の決定方法に違いはあ

るか。 
Ａ 法的な差異はなく地公労法が適用される。ただし給与に関する地方公営企業法 38条 2
項（技能、困難度）3項（生計費）と地方独立行政法人法 51条の文言は異なる。実際には、
職員の労働条件の決定は事務・事業の展開如何によって大きく左右される。そして地方独

立行政法人は議会の監督が弱い（地方公営企業は毎事業年度の予算・決算として議会の議

決。地方公営企業法 24 条 2 項、30 条 4 項）。したがって労働条件が施策と結びついてい
る場合、地方公営企業は施策をめぐる住民の声を議会に届ける運動との結合が可能だが、

地方独立行政法人では困難である。 
Ｑ２ 独立行政法人労組の構成員に「一般職地方公務員」がその構成員になること（二重加

盟）は可能か。 
Ａ 可能と考えられる。そもそも組合員の範囲は組合が自主的に決定することができる。
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そして地独法の上でも、64条（経過措置）は過半数が地独職員なら労組法または地公労法
適用組合となると規定しており、この規定は過半数に満たない人数の「一般職」が構成員

となることを予定している。ただし、「混合組合」の問題を生じる。 
Ｑ３ 独立行政法人と設立団体は、共に使用者か。 
Ａ 地独法人が労組法上の使用者であることは問題がない。設立団体はどうか。労働条件

の決定は地独法人であるが、設立団体である自治体は、出資・交付金など財政を負担し、

理事長の任命・解任・調査権を行使する。そこで、その労働条件決定における設立団体の

現実的影響の程度が問題となる。三郷市の学童保育に関する埼玉地労委命令が参考になる。 
Ｑ４ 独立行政法人が「行政事務」の一端を担うものであれば、「事業の安定性・継続性」

と「身分保障」の関係はどう捉えたらいいか。また、特定型独立行政法人の場合「公務員

の身分を有する」こととの関連ではどうか。 
Ａ 事業の安定性・継続性と身分保障の関係について、事業の安定性・継続性は必要だと

する抽象的目的規定は地独法にもある（1条）。しかし実際には中期目標期間経過のたびに
事業を継続させる必要性が検討される（地独法 31条 1項）。こうして事業削減が決定され
れば地公法上も「廃職又は過員を生じた場合」として意に反して免職することができる（地

公法 28条 1項 4号）。一般型法人は、労基法 18条の 2等の問題となる。特定型法人は、
公務員としての身分を有し、地公法上の保障がある。例・地公法 27条 2項「条例」は「設
立団体の条例」と読み替えて適用される（地独法 53条 3項の表）。しかし廃職・過員や解
散があり得る（地独法 92条）点は同じである。 
Ｑ５ 登録職員団体と独立行政法人労組の「共闘」について、「市労連」方式はとれるか。 
Ａ とれる。組合としての性質の差異は、書面協定の法的効力（地公法 55条 9項、地公労
法 4 条、労働組合法 16 条）や救済手続（労働組合法、地公労法）について現れ、交渉や
運動についての「市労連」方式は何ら妨げられない。 
 ただし「市労連」と使用者との協定の効力や救済手続が問題となる場合、「混合組合」の

問題と同様の問題が生じ、ある法令の適用を受ける職員がその団体の主要な地位を占めて

いない場合には労働委員会による救済を否定されるおそれがある。 
Ｑ６ 自治体出資法人（外郭団体）の場合、就業規則では「自治体職員準拠」と明記されて

いる場合が多くある。「企業会計」原則にそった場合、これと異なった対応となるか。 
Ａ 「企業会計」原則は、財産評価等の法人の財務に関する原則であり、就業規則上の職

員の労働条件とは直結しない。労働条件はあくまで法人の決定する就業規則によるのであ

り、ここに「準拠」と明記されればその条件、そうでなければ独自に定められた条件にな

る。ただし、地独法人では能率・実績考慮（地独法 51 条 1 項 3 項）や勤務成績・業務実
績考慮（地独法 57条 1項 3項）が法律に明記されており、「準拠」とされる可能性は低い。 
Ｑ７ 労働協約を結ぶ場合、組織内に労働組合が並存した場合、多数組合・少数組合の扱い

上の違いは生じるか。 
Ａ 労働組合が併存する場合の法律問題は多岐にわたる。 
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 ①多数組合の締結した労働協約は少数組合におよぶか。 
 及ばないとする説が一般である。 
 ②多数組合の締結した労働協約と同一条件を少数組合と締結しない場合、それが一方組

合の弱体化をはかってする不合理な差別にあたれば不当労働行為となるが、その判定は使

用者が併存組合に対して同一条件提示など誠実な交渉をつくしたかによる（最高裁昭和 60
年 4月 23日）。 
 ③就業規則の作成変更については、過半数組合なら意見聴取がなされる点などが取扱の

上で異なる。 
 

 ４ 地方公営企業法の全部適用 

（１）地方公営企業の法制度 

 地方公営企業法は経営の基本原則として、企業の経済性発揮と公共の福祉を推進する（同

法第 3条）こととされ、経費の負担の原則は「地方公営企業の経営に伴う収入をもって充
てることが適当でない経費」「能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもっ

て充てることが客観的に困難であると認められる経費」は自治体の一般会計又は他の特別

会計で出資、長期の貸付け、負担金支出等により負担するが、その他は当該地方公営企業

の経営に伴う収入をもって充てることになっている（同法第 17条の 2）。 

（２）最近の全部適用の動向 

 近時、地方公営企業の独立採算性を強化し、管理者を設置して企業としての効率性を強

化しようとする動きが強まっている。「新しい地方公営企業の在り方に関する報告書」（平

成 12年 3月・21世紀を展望した新しい地方公営企業の在り方に関する調査研究委員会）
は「企業としての合理的、能率的な経営を確保する観点から管理者制度が設けられた趣旨

を踏まえ地方公営企業の規模等を勘案しつつ、できるだけ管理者を設置する方向で考える

べきである。」とする。 
 「行政改革大綱」も「地方公営企業の改革」として（i）公営企業のあり方についての不
断の見直しの徹底（ii）経営効率化・健全化の推進（iii）住民への業務状況等の公表方法
の改善（iv）地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）適用の推進等を指摘し「地方公
営企業の独立性の向上」のため「①管理者設置の推進，管理者の権限の充実・強化、②地

方公営企業法の適用範囲の拡大」の措置を講ずべきだとしている。 
 この動きは、文字通りの「外部化」とは言えないが、組織上の独立性を強化することに

よって採算面からのリストラが進められる危険があり、警戒が必要である。 

（３）住民の福祉・健康に対する自治体の責任 

 地方公営企業は、本来、企業としての経済性を発揮しつつも住民の福祉・健康などを推

進する使命を持っている。したがって経営効率や独立採算性のみを強調するべきではない。 
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経営効率の偏重は、住民サービスの低下や住民の利用料金負担増に直結するので、住民と

共同した取組が求められる。 

 

 ５ 「有償ボランティア」・ＮＰＯ 

（１）「有償ボランティア」 

 近年、自治体当局が「市民との協働」の名の下に、市民を「有償ボランティア」として

活用する例が増えている。 
 しかし、これは当局が、「有償ボランティア」は非労働者であるとして、最低賃金法その

他の労働者保護法を潜脱しようという意図に出たものであることが多い。実際、これを推

奨する書籍も出版されているようである。また、こうした「有償ボランティア」を労働組

合に組織しても、当局が労働者ではないとして団体交渉を拒否する場合すらある。 
 他方、自治体が NPO（特定非営利活動法人）との間で業務委託契約を締結し、その NPO
に雇用された労働者が低劣な労働条件で自治体業務を担っているケースもあるようである。 
 最近、しばしば引き合いに出される埼玉県志木市では、市民（高齢者が中心のようであ

る）を当局がグルーピングして、「市民公益活動団体」と位置づけ、自治体とこの「団体」

との間で業務委託契約を締結する形式となっている。ここでは市民が最低賃金ぎりぎりで

自治体業務に従事している。しかしながら、この「団体」には団体としての実体はなく、

せいぜい勤務シフトの調整をさせているに過ぎないものであり、実質的には直用の労働者

といえる。 

（２）労働者性の判断基準 

 「有償ボランティア」については、労働者性が問題となる。 
 労基法上の労働者性については、大塚印刷事件東京地判昭和 48 年 2 月 6 日がそのファ
クターを示して以来、労基研報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」（1985
年 12 月 19 日）、近いところでは過労死した研修医の労働者性が争点とされた関西医大事
件（①大阪地堺支判平成 13年 8月 29日労判 831号、大阪高判平成 14年 5月 9日労判同
号でも維持、②大阪地堺支判平成 13年 8月 29日労判 813号、大阪高判平成 14年 5月 10
日労判 836号でも維持）などで明らかにされている。 
 そのファクターを列挙すれば、①諾否の自由がないこと、②指揮命令を受けていること、

③時間的場所的拘束性、④労務提供の代替性、⑤業務用器具（生産手段）の負担関係、⑥

報酬の労働対償性、⑦専属性の程度、⑧報酬についての給与源泉徴収の有無等である。 
 また、労組法上の労働者性については、ひろく「使用従属関係」があればよいとされ、

労組法上の労働者の範囲は、労基法上の労働者よりも広いものとされている。 
 実際には、労基法、労組法いずれの観点からも、「有償ボランティア」の労働者性が否定

されることはほとんどないと考えられる。 
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（３）ＮＰＯに雇用される労働者 

 NPOの定義は非常に緩やかであり（特定非営利活動促進法 2条）、役員が高額の報酬を
受領することも禁止されておらず、実際には営利企業に近いようなものも含めて、さまざ

まなタイプがある。 
 したがって、そこに働く職員（ボランティアを含む）が上記の要件を満たす限り、労働

者として保護されるべきは当然である 
 また、NPO に働く労働者を組織する労働組合が、いわば親会社にあたる自治体に対し
て団体交渉を求めることが必要であるし、可能である。 
 ただし、厚労省は、一定の要件を満たす NPO 職員について最低賃金規制を解除する立
法を 2005年通常国会に提出すべく検討を開始したと伝えられている（2003.10.15日経新
聞）。 

（４）まぎらわしい「市民との協働」 

 「市民との協働」については、民主的な運動の側からも同じ用語が語られることが多い。

この場合の「協働」とは、住民が「主権者」として地域の再生に参画していくという文脈

で語られているのが通常である。 
 これに対し、当局側が用いる「協働」は、住民サービスに関わる部分を安上がりの労働

力での受け皿として利用されていることが多い。これはしばしばまぎらわしいので、注意

を要する。 
 

 ６ 労働者派遣 

（１）雇用流動化を促進するための役割 

 民間の雇用流動化は、ついに非正規雇用が雇用者の 30.5％を占める事態にまで進行し
（総務省調査 2002 年 10 月－12 月期）、2003 年春の卒業者 54.5 万人のうち、未就職
22.5％、不安定雇用 4.6％と、大学を出ても 4 人に一人は仕事がないという時代になって
いる（文部科学省調査）。これは一過性の不況によるものではなく、企業が自社内で育成す

ることを放棄し、労働市場から即戦力を採用する政策にシフトしているからである。この

雇用流動化に大きな役割を果たしているのが労働者派遣である。 
 労働者派遣法上の派遣は、労働契約は派遣元との間にのみ成立し、派遣先との間には極

めて限定した関係しか存在しない。これは派遣先が使用者責任を回避するために考案され

た制度だからである。これに対して、公益法人等職員派遣法上の地方公務員の派遣は「出

向」（派遣元と派遣先の双方に任用や労働契約などの労働関係が成立する）と解されており、

概念が異なる。 

（２）改正労働者派遣法 

 もともと派遣先としては自治体も例外ではなかったが、2003 年 6 月の労働者派遣法改
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悪により、以下のとおり労働者派遣の要件緩和が図られた。 
  ①派遣対象業務の拡大 
  ・身体障害者療護施設における医療関係業務 
   （病院、介護老人保健施設等の医師、看護師はなお派遣禁止） 
  ・物の製造（最初の 3年間は１年のみ、その後は 3年）（附則 4、5項） 
  ②派遣期間 
  ・専門業務等については制限なし、その他については 3年（法 40条の 2） 
 これにより学校給食調理委託（実質的な労働者派遣）などの拡大が懸念される。 
 しかし、改正法も常用代替禁止の原則を変えたわけではない。また、改正法は以下の通

り派遣先の直用義務を定めている。これは、常用代替の歯止めとしては不十分ではあるが、

活用すべきである。 
①１年以上働いた場合の雇い入れ努力義務（法 40条の 3） 
②一般的業務について、派遣会社から期限切れ通知を受けてもなおその労働者を働かせ

る場合の雇用契約申込み義務（法 40条の 4） 
③専門業務等について、同一業務で３年を超えて働かせた場合で、その業務について労

働者を採用するときには、その派遣労働者に対しての雇用契約申込み義務（法 40 条
の 5）。 

 このほか、派遣先企業は派遣責任者を定めることが求められる（法 41条）。 
 このため、派遣先企業や自治体としてはなお制約が多いと受け止め、後述の偽装請負が

広範に併存する可能性がある。 

（３）偽装請負 

 請負契約を形式上締結した下請業者のもとで働いているが、実質的には労働者供給（派

遣労働者）であるものを「偽装請負」という。もともと、労働者派遣が禁止されていた時

代から、偽装請負は広範に存していた。これらを適法化するために労働者派遣法が制定さ

れ、現実を追認するように派遣対象が拡大されてきた。これまでも自治体に派遣労働者を

受け入れることは可能であったが、実際には少なく、多くは偽装請負であった。 
 労働者派遣法は規制が緩和されたとはいえ、なお、派遣先（自治体）の使用者にさまざ

まな義務を課している（期間制限、雇用申込み義務、派遣先責任者の選定）。偽装請負は使

用者としての責任を完全に免れる形式的根拠を与えるという意味でメリットがあるので、

これは今後も「活用」される可能性がある。 

（４）請負と派遣・労働者供給の区別の基準 

 以下のとおり、いくつかの基準があるが、実質的には同一である。 
 ・職業安定法施行規則第 4条（労働者供給事業と請負事業との区分） 
 ・昭和 61年 4月 17日付労働省告示第 37号（派遣事業と請負事業との区分） 
 ・平成 11年 11月 17日付職発 814号、女発 325号「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 
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 労働省告示を例に取れば、請負業といえる（労働法規制を免れる）ためには、以下のす

べての要件を充足することを求めている。 
（ア）自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること。具体的には次の３点であ

る。 
 ①労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うこと 
 ②労働者の労働時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理（これらの単なる把握は

除く）を自ら行うこと 
 ③企業における秩序維持確保等のための指示等の管理を自ら行うものであること 
（イ）請負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理すること。 
 具体的には 
 ①業務の処理に要する資金につきすべて自らの責任の下に調達しかつ支弁すること 
 ②業務の処理につき法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと 
 ③自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な

工具を除く）又は材料若しくは資材により、業務を処理すること 
 このうち③についてはさらに詳細な定めがある。 
 ・「機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何を問うものではないが、機械、資

料等の相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契約（契約当事者

双方に相互に対価的関係をなす法的義務を有する契約）による正当なものであることが必

要である。尚、機械等の提供の度合いについては、単に名目的な軽微な部分のみを提供す

るにとどまるものではない限り、請負により行われる事業における一般的な社会通念に照

らし通常提供すべきものが業務処理の進捗状況に応じて随時提供されていればよい」 
 ・製造業務の場合には、「注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約と

は別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修

理に要する経費を受託者が負担していること」 
 ④自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理す

ること 
 なお、1999年法派遣法改正の際の衆参両委員会の附帯決議として、以下の条項があり、
活用できる。「請負等を偽装した労働者派遣事業の解決に向けて、労働者供給事業と請負に

より行われる事業の区分に関する基準についての一層の具体化、厳選な指導・監督を行う

こと」 

（５）組織化 

 違法派遣であることが明らかになった場合、これらの労働者は直用の臨時非常勤職員と

して採用されるべきである。しかし、違法状態の是正という名目で当局が契約自体の打ち

切りや雇い止めという対応に出てくる危険もある。当局の出方を見ながら注意深く対応す

る必要がある。なお、組織母体としては、混合組合の問題を避けるために自治体一般労組

に組織することが考えられる。 
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 ７ 構造改革特区法 

 2002年 12月に成立した「構造改革特別区域法」は、地方自治体の申請を内閣総理大臣
が認定することによって、地方自治体や区域ごとに社会的規制を緩和する特例措置を可能

とするものである。短期間のうちに各地で「構造改革特区」の申請が活発に行われ、一定

の期待を集めている。 
 しかし、「構造改革特区」の制度は、憲法の基本原理に照らして見過ごすことのできない

重大な問題を含んでいる。 

（１）構造改革特別区域法の概要と特徴 

 構造改革特区法の内容と特徴は次の通りである。 

 １）目的 

 目的は「地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地

域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又は

その実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野に

おける経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図り、もって国民生活の

向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする」（1条）とある。 
 「構造改革とは何か」という問いに明快に回答することは困難であるが、グローバリゼ

ーションを推進する日米財界の意向を受けて、国民生活を守るための様々な社会的規制を

取り払い、そして大企業が高収益をあげるのに適した仕組みをつくるのに適した「改革」

を、推進しようとするものである。 
 この法律は、「構造改革」を初めて法律の文言に明記したが、それでも「構造改革を推進

する」ことを、「構造改革特区」であると規定しているだけであり、理念を異にする種々の

「規制」を緩和するという以上の内容も定義も明らかにしていない。 
 この法律は法体系における位置が捉えにくく、経済界が企業活動として実行を欲してい

たこと、あるいは福祉、医療、労働、教育、農業などさまざまな国民生活分野で国民の抵

抗があってなかなか突破できなかった社会的規制を突破するために、「特別区域」を設定し、

全国に等しく適用されているこれらの社会的規制と異なる規制としての「特例措置」を適

用・実施することを認めるものである。 
 こうした「特区」による規制緩和された「特例措置」としての規制・基準を、「まず地域

を限定した社会的実験を行って、一定期間後に改めてその全国展開の可否に関する評価」

を行ったうえで、「特例措置の早急な全国展開」（総合規制改革会議第３次答申）をめざし

て、「全国的な規制の在り方の見直しが進むことにより、全国的な経済社会の構造改革」（内

閣官房構造改革特区推進室「構造改革特別区域法逐条解説」）を進めようとするものである。 
 以上のような「特区」による規制緩和は、きわめて反民主的な手続に基づく超法規的な

「特例措置」を認めるもので、憲法の定める議会制民主主義に反する性格を持っている。 
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  ２）「構造改革特別区域」と「基本方針」 

 「構造改革特別区域」は、「地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定

する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するも

の」（2 条）とされ、「特別区域」は「地域の活性化を図るために自発的に設定する区域」
として「地域の特性に応じ」て決めるとして、地域や地方の「自発性」を尊重した形で、

全国に等しく適用されている規制を解除・開放するものである。 
 他方で「構造改革特別区域基本方針」は閣議で決定することとされ（3条）、民間企業・
事業者からの提案を受けるなどして、そのニーズを踏まえた形で、地方公共団体は、「構造

改革特別区域計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を申請する（4 条 1 項）。この申請を、
内閣総理大臣は、「基本方針」に適合し適切な効果があると認めるときは認定し、これによ

って規制の「特例措置」が適用されることになる（4 条 8 項、10 項）。反民主的な手続に
基づく超法規的な「特例措置」の認定が、内閣総理大臣の強力な執行権のもとに決定され

る。 
 したがって、地方公共団体の「自発性」はあくまでも内閣の方針に枠づけられており、

内閣の「基本方針」に沿った計画のもとで認定申請することができるにとどまる。認定の

基準は、閣議で決めた「基本方針」に適合することや、「適切な経済的・社会的効果を及ぼ

す」ことなどとされている。「経済の活性化のためには、規制改革を行うことによって、民

間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要である」として企業活動の自由、

民間開放の拡大に著しく偏した「構造改革特別区域基本方針」が認定の基準となっている。 
 また、「地方公共団体が構造改革特別区域計画を作成するに当たって」は、「構造改革の

推進等の意義及び目標に合致していることを立証する必要がある」、またその計画の内容が

「将来全国的な構造改革へと波及するような」ものであることを要求されていることから

みて、地域の「自発性」や地方公共団体の「自発性」は、中央政府の企業活動の自由を拡

大しようとする思惑に合致する限度でのみ、規制緩和としての「特例措置」の適用となっ

て結実するが、逆に住民の福祉を厚くする方向で企業活動の社会的規制を強める要素のあ

る提案は認定されない。 
 こうして国の法律による全国一律の社会的規制が、特に、健康で文化的な最低限度の生

活と労働を保障するための社会的規制が、地域や地方の「自発性」を梃子に「民間開放」

「民業拡大」にむけて崩されていくことになる。 

 ３）法律の規制の「特例措置」と最近の動き 

 成立当初の構造改革特区法の中に、すでにさまざまな規制緩和策が「特例措置」として

盛り込まれた（11条～25条）。下記のようなものである。 
 株式会社または NPO 法人による学校設置事業、幼稚園入園年齢の規制緩和、教育施設
による職業紹介事業、市町村の教職員採用、行政財産である埠頭の貸付、法人の農地取得、

通関業務の手数料軽減、営利法人の特養ホーム、自治体の電気通信事業、大規模小売店舗
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法上の手続の軽減等々。 
 種々雑多であるが、今日では、「医療特区」「福祉特区」「「教育特区」「地方行革特区」「農

村活性化特区」等々として、規制緩和策として社会的な抵抗が強く容易に実現できなかっ

たものが多く含まれている（構造改革特区推進室において整理している）。 
 構造改革特区推進本部と一体となって「特例措置」を提案・推進してきた総合規制改革

会議は、「経済的規制分野に加えて、医療・福祉・教育などの『官の関与の強い生活者向け

サービス分野』（社会的規制分野）についても、その改革が、事業者間の競争を通じて消費

者の満足度を高めるとともに、潜在的に存在する巨大な需要と雇用を新たに創出すること

が可能な分野」であるとして、その民間への開放への解禁・拡大をめざした「特例措置」

を提起している。 
 同会議は、02年度からは、株式会社等の参入が原則禁止されている医療・福祉・教育・
農業などの分野を「官製市場」と位置付け、そのうえで、「構造改革特区」により、先行的・

試行的に「特例措置」による規制緩和を推進する仕組みを活用しながら、「全国規模又は構

造改革特区のどちらかで」、これらの分野について、株式会社等の参入をはじめとする民間

への開放を解禁・拡大するための提案・調整を行ってきている。 
 こうして 03年６月 27日「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」（閣議決定）
は、「改革のポイント」として、「医療・福祉・教育・農業など、官の関与の強いサービス

分野の民間開放を促進することにより、消費者・利用者の選択肢の拡大を通じた多様なサ

ービス提供を可能とするとともに、新規需要と雇用の創出を加速化する」との方針を打ち

出している。 
  これまでに総合規制改革会議は、「規制改革推進のためのアクションプランとして、以下
の如き「重点検討事項」を答申し、同答申は経済財政諮問会議了承のもとに、政府決定事

項に盛り込まれるに至っている。 
 ①株式会社等による医療機関経営の解禁、②いわゆる「混合診療」の解禁（保険診療と

保険外診療の併用）、③労働者派遣業務の医療分野（医師・看護師等）への対象拡大、④医

薬品の一般小売店における販売、⑤幼稚園・保育所の一元化、⑥株式会社、NPO 等によ
る学校経営の解禁、⑦大学・学部・学科の設置等の自由化、⑧株式会社等による農地取得

の解禁、⑨高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和、⑩職業紹介事業の地方公共団体・民

間事業者への開放促進、⑪株式会社等による特別養護老人ホーム経営の解禁、⑫株式会社

等による農業経営（農地のリース方式）の解禁 
  その後も、同会議は、「公的関与の強い分野である『官製市場』を、一定の条件の下で、
経営主体の違いを問わず民間事業者に開放することや、国の権限を地方自治体に委譲する

ことが官製市場の改革の基本的な目的であり、そのための主要な手段の一つが構造改革特

区」（総合規制改革会議第 3次答申）であるとして、以下の如き「特例措置」を提起して、
その適用・実施を迫っている。 
 ①公共施設・サービスの民間開放の促進、②国民年金の徴収事務等の見直し、③労災保
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険及び雇用保険事業の民間開放の促進、④駐車違反対応業務の民間委託の推進、⑤基礎年

金の将来の負担の在り方についての検討、⑥教育委員会必置規制の廃止、⑦教育・福祉分

野における経営主体への公的助成の均一化・バウチャーによる利用者補助制度の導入 

（２）巧みな宣伝と改正法による特例の拡大 

 2003 年 6 月 30 日に構造改革特区法の改正案が成立し、規制の特例措置が拡大された。
公有水面埋立法の特例、株式会社による学校設置、保育事務の教育委員会への委任、地方

公務員法上の臨時的任用の更新規制の緩和、等である。 
 構造改革特区法による規制緩和策は、それぞれの規制の立法目的を考察すれば、大きな

問題を含むものであることは明らかである。幼児教育の低年齢化が発達に何をもたらすか、

農業に法人が参入し個人農家が駆逐されないか、教員の市町村採用で県費負担の原則がゆ

らぎ市町村の財政力による教育水準の格差がもたらされないか、通関業務の 24 時間化の
推進で関係者の勤務条件が悪化しないか、大型店舗の出店が容易になれば中小店舗はさら

に苦境に立たないか、といった点である。 
 しかし、現在のところ構造改革特区の申請それ自体が、各地で肯定的に報道されており、

まだ問題点の指摘は少ない。たとえば鳥取県羽合町は県内で初めて特区を申請する方針を

固め、臨時的任用の保育士の任用期間を 3～5 年に延ばす特例を申請し保育所への調理室
必置の見直しも求めるという。ここでは、臨時的任用の規制が緩和されれば正規の臨職へ

の置き換えが拡大し結局経験豊富な保育士による保育が難しくならないか、調理室のない

保育所で供される乳幼児の食事がどのようなものになるか、という問題点を指摘した住民

運動が展開されているが、こうした例はまだ少ない。 
 構造改革特区についての世論状況は、「多様なカリキュラムを認める教育特区」「国際競

争力のある物流特区」「農業への新規参入を促進する特区」など、不況や社会不安の下での

経済活性化策としての巧みな PRがおこなわれている。 
 特定の地域の特定の分野に限定された規制緩和策を試行するという法律の仕組みも、基

本的な検討や批判を困難にしている。「基本方針」では「特区制度の導入により実現すべき

目標」のひとつは、「特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、十分な評

価を通じ、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること」

とされていることに注意を要する。 

（３）構造改革特別区域法の問題点 

 構造改革特別区域法の問題点をあらためて整理すると次の点があげられる。この法律の

問題点の検討が深められ、地方自治体も慎重に対処する必要がある。 

 １）社会権保障や地域経済維持のための規制の撤廃・緩和 

 社会保障についてこれまで打ち立てられてきた基準を切り下げ、医療・福祉・教育など

の分野について一定の質を確保し国民生活の安全などを守るための社会的規制について、

その規制を取り払うことで社会権保障を切り捨て、あるいは地域経済のバランスをとるた
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めの規制を地域・区域ごとに撤廃・緩和し全国に広げようとしている。結局「構造改革」

「規制緩和」の名で社会的弱者に対する様々な保障の切り捨てを推進するための法律であ

るというところに問題の一番の核心がある。 

 ２）地方公共団体の「自発性」を上から枠づけ弱者切り捨て競争を推進 

 規制緩和推進の手法として、随所に地方公共団体の「自発性」や「創意工夫」を促すか

のような表現を用いながら、実際は中央政府や内閣総理大臣の意図に沿う施策を推進し、

経済界の収益に奉仕しないものは認定しないという仕組みで最終的権限は首相に握られて

いる。 
 中央政府の方針の枠内で、地方公共団体同士に弱者を切り捨て、経済界に奉仕するため

の施策の競争を促すこの法律は、実際には地方自治や地方分権の反対物となっている。 

 ３）法治主義・議会制民主主義を潜脱する手法 

 医療・福祉・労働・教育などの分野では、それぞれ憲法が社会権の保障に基づいて、一

定の施策を国に対して義務づけており、厚生労働省や文部科学省等の省庁が国民全体の福

祉の観点から検討をし、国会制定法で一定の施策を確立してきたものである。異なる目的

の社会的規制について、それを経済界の利益になるように緩和をするというだけの点でひ

とまとめにして検討や議論を省略し、区域を限定して実施をするという手法は非常に問題

である。内閣総理大臣の認定のみによって地方公共団体や区域ごとに法定された社会的規

制を突破させ、その結果を恣意的に宣伝材料として使い、全国的な規制緩和の突破口にし

ていくという手法は、国会や議会を中心とした法治主義、議会制民主主義にも抵触する。 

（４） 課題 

 そこで、構造改革特区による規制緩和については、それまでの規制の目的・理念とその

規制のもとで守られてきた住民や自治体労働者の利益が、憲法に照らして正当に保護され

るに値するものであることを、それまでの実績に照らして明らかにしていくことが重要で

ある。これに対して、特区によって規制緩和されることによってもたらされる事態が、誰

のいかなる利益のために道を開けようとしているのか、そのために必要な民主主義的検討

が欠落していることを明らかにしていく必要がある。 
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第２部 分野ごとの動向 

 

 １ 保育 

（１）従来の民営化の到達点と問題点 

 １）民営化の道を開いた 1997年児童福祉法「改正」 

 児童福祉法の、「保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入

所させて保育する措置を採らなければならない」（24条）との規定は、 「保育に欠けると
ころがある場合において、保護者からの申し込みがあったときは、それらの児童を保育所

において保育しなければならない」と改正された。この改正は、自治体が保育所を設置・

運営する義務の事実上の免除に道を開いた。また保育料は応能負担原則から年齢別均一保

育料へ変更され、年齢別定員を前提とした保育料の算出を可能にした。 

 ２）通達による相次ぐ最低基準の緩和 

 「保育所運営に関する基本的考え方」（1997年 6月）は、①公立保育所の民間社会福祉
法人への運営委託の促進②入所定員の弾力化③保育室の面積基準の弾力化④延長保育・一

時保育につき承認制度を廃止し保育所と利用者の自由契約に⑤非常勤保育士の活用・調理

の外部委託・分園方式をすすめる、などさらなる規制緩和を可能とした。 
 これを受け（a）「保育所への入所の円滑化」（98.2.13 児童家庭局保育課長通知）で待
機児解消のため、「年度当初 15％、年度途中 25％まで」入所定員が弾力化され、（b）「保
育所における短時間勤務の保母の導入について」（98.2.18 児童家庭局長通知）で保育士
定数の 2割は非常勤又はパートでも最低基準を満たすこととされ、（c）「保育所における調
理業務の委託について」（98.2.18 児童家庭局長通知）で調理業務の委託を認め、「施設内
の調理室を使用して調理させる」調理員の派遣が可能となった。 

 ３）企業参入を認める規制緩和 

 その後、企業参入を認める規制緩和として（a）「保育所の設置認可等について」（00.3）
は、社会福祉法人以外の NPO、株式会社、その他の法人に保育所の設置・運営を認め、（b）
「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」（00.3）は、土地建物の自己所有
の原則を緩和し 10年以上の賃貸でもよいこととし、（c）「保育所運営費の経理等について」
は、人件費、管理費、事業費の費目間の流用を可能にした。 

 ４）従来の民間委託・企業参入の実情 

①単独型地元企業の例として、建設会社が設立した「さくら保育園」（東京都、江戸川区）

が葛西駅前の自社ビルの 2階に設置（60人定員）した例がある。しかし、企業であるため
最低基準以上の人件費補助がなく、運営費から施設整備費や賃貸料に充てられる額が限定

されるため、経営的には苦戦していると言われている。 
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②大企業として、授乳用品・おむつ・ベビーフード等のメーカー「ピジョン」が児童手当

拠出金特別会計による「駅型保育試行助成事業」の補助金を利用し、リトミックやキッズ

ワールドなどの幼児教室を併設した保育に参入した。保育スタッフは 1年契約の契約社員
と時給制パートだけである。また東京都三鷹市では、教育産業であり育児雑誌出版等もし

ているベネッセコーポレーションが市立保育所の運営を受託した。やはり保育スタッフは

一年契約の契約社員と短時間パートであり、年間運営費は予想の半分であると言われる。 
③認可外保育施設の認可化については、基準が守れず規制も多いため参入が少ない。 
④認可外保育施設の全国チェーン化として「ちびっこランド」は全国 250 ヵ所を FC（フ
ランチャイズ）方式で展開している。たとえば 150万円の加盟料と毎月 4万前後のロイヤ
リティを支払い、マンションやアパートで 20坪前後の部屋を借り、40人を 4人の常勤ス
タッフで預かるというものである。 

 ５）従来の企業参入の障壁 

 1997年の児童福祉法改正後数年が経過したが、保育への企業参入・民間委託は一気には
進まなかった。それは、規制緩和が進んでも、未だ以下のような障壁とされる規制が残さ

れているからである。①認可保育所では収入・支出とも規制が強いためほとんど収益が上

がらない。（保育料は自由に設定できず、運営費は保育事業以外に使用できない）②保育所

と利用者との関係が直接契約でなく行政が関与する。（例外、延長保育、一時保育は自主事

業として直接契約による）③企業が設置する場合に施設整備に対する援助がなく認可保育

所では投下資本の回収が困難である。 

（２）今後の外部化・民間委託・企業参入の動向 

１）地方独立行政法人および「指定管理者」制度の活用による民間委託化 

 地方独立行政法人の制度化にともない、30園以上、職員数百人など一定の規模の保育所
を有する政令都市や東京都特別区などの地方自治体では、地方独立行政法人への移行が検

討される可能性がある。 
 それ以外の地方自治体では、公立保育所の廃止や保育所・幼稚園の一元化の動きととも

に、公の施設の「指定管理者」制度を活用した民間委託が今後急増する可能性がある。こ

の場合には、保育所の正規職員は、従来の学校給食の民間委託のケースのように、他の保

育所に異動するか、それがなければ外の現業職または一般職に配転される可能性もある。

非常勤・パートなどの非正規職員は、雇い止めになるケースも考えられ、民間委託先への

雇用継続をも含む得た取組が求められる。 

２）中野区の保育所の「指定管理者」制度導入の動き 

 東京都中野区では、多くの区民や保護者・職員らの反対にもかかわらず、区内に約 30
ある区立保育所のうち 2 園に、2004 年 4 月 1 日から公の施設の「指定管理者」が導入さ
れた。「指定管理者」となったのは、1園は株式会社であり、他は社会福祉法人である。導
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入の理由は「保育サービスの拡充とより効率的・効果的な保育園運営を図ること」として

いるが、2園の選定理由は「産休明けからの 11時間保育や 2時間の延長保育などの保育サ
ービスが不足している地域にある」としている。 
 この 2園の「指定管理者」制度の導入により、全園に勤務する「非常勤保育士」29名に
ついて「職の廃止」を理由として全員を雇い止めにした。2 園の正規職員は他の園に異動
することになり、非常勤保育士が過剰・不要となるという口実である。なお、他に臨時職

員の保育士（6ヵ月更新）もいるが、ここには手を付けていない。 
 指定管理者の業務として（a）業務には①保育事業の運営②施設及び設備の維持管理に
関する業務を含むことに大きな特徴がある。（b）指定管理者は区長の承認を得て延長保育
の利用料金を定め収受ができる。（c）休所日及び開所時間等は条例上定められる。（d）指
定管理者及び従事者の秘密保持義務が条例上定められる、とされる。 
 非常勤保育士は、①全員解雇（雇い止め）の中止②委託先での継続雇用③非常勤保育士

の制度廃止反対、等の要求をかかげて運動している。 

３）目黒区の産休代替・育休代替による派遣労働の導入提案 

 東京都目黒区の保育園は 23 園で約 550 人の保育士がいる。毎年、産休・育休などにつ
いては正規職員の採用などにより対応してきた。ところが区当局は 2004 年から新規採用
を止めることなどを理由として、正規職員の産休育休の代替として派遣労働者を受け入れ

ることを提案してきた。 
 しかし、従来正規職員が行っていた業務を派遣職員に委ねると、経験が豊かな職員によ

って育まれてきた保育水準が維持できなくなる危険性がある。また、保育士の派遣会社に

よる地方自治体に対する売り込みも始まっており、産休育休の代替に限らない保育士の派

遣に道を開くおそれもある。そこで職員組合では、この制度の導入を許さない立場で取組

を強めている。 
 

 ２ 社会福祉施設 

 2000年に、基本法が「社会福祉事業法」から「社会福祉法」と変更になった。これは名
称の変更にとどまらず、措置制度の見直し、社会福祉法人の自立化（収益事業を認める）

をうながすなど、理念の変更を伴ったものであった。 
 社会福祉事業の区分は、第 1種社会福祉事業（知的障害児施設、肢体不自由児施設、特
別養護老人ホーム、知的障害者更生施設）、第 2 種社会福祉事業（保育所、身体障害者介
護事業、老人デイサービス事業）であり、第 1 種社会福祉事業については「国、自治体、
社会福祉法人の経営が原則」（社会福祉法 60条）となっており、例外的にそれ以外の者も
都道府県知事の許可を受けて経営することができる（同法 61条 2）となっていたが、これ
まで、例外的に「それ以外の者」が設置し経営している例はない。しかし、今後は予断を

許さない。 
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 社会福祉施設（保育所を除く）について、設置主体は自治体であるが、運営主体は社会

福祉法人である事業団となっているところが多くある。 
 運営主体が自治体である施設については、地方独立行政法人の対象業務（同法 21条④）
である。また、同法 21 条⑤の公共的な施設に「介護老人保健施設」（介護保険法 7 条 22
項）が指定されている。その関係で、地方独立行政法人化も考えられるが、法は「独立の

組織とするに足るだけの業務量のまとまりのある大規模な施設を想定」しており、自治体

の直営が多くないもとでは、あまり多用は想定されていない。 
 運営主体が社会福祉法人のものについては、わざわざ、自治体が管理する独法化への「逆

戻り」は考えられない。問題となるのは、公の施設の管理委託制度である。他のツールと

異なり、3年以内に条例改正と管理者の指定が必要だからである。 
 但し、第 1種社会福祉事業の経営委託は、先に述べたように、経営は、国、地方公共団
体又は社会福祉法人を原則としているため、営利企業に経営を委託することはできない。

しかし、厚生労働省は、法の趣旨に反して営利企業に管理を委ねることができるとの見解

を出しており、問題である。 
 これまでは、「46通知」（社会福祉事業団の設立・運営の基準、並びに、社会福祉施設の
委託先は社会福祉事業団を原則とする）により、委託先は社会福祉事業団に限られており、

現に、各都道府県に社会福祉事業団が設立され管理が委託されてきた。しかし、公の施設

に関する地方自治法の改正の前後に改定された「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準

の取扱いについて」（雇児発第 0821001 号ほか・2002 年 8 月 21 日）「社会福祉施設にお
ける指定管理者制度の活用について」（雇児発第 0829001号ほか・2003年 8月 29日）に
より、その限定は撤廃された。 
 社会福祉法人以外の者が社会福祉事業を経営する場合は、県知事の許可が必要（法 62
条 2項）である。 
 個別法の規制として、児童自立支援施設については、児童福祉法施行令 10 条による都
道府県設置および従業職員として児童自立支援専門員等が都道府県の職員でもって充てる

という規制により管理・運営のアウトソーシングはできない。知的障害児施設、児童養護

施設等における調理業務委託についても、（児童福祉施設最低基準（厚生省令）42条、49
条により、「調理員を置かなければならない」とあり、調理業務の包括的な外部委託は認め

られない。また、調理員を置くか委託した場合でも、その施設で調理をしなければならず、

共同調理場からの配食はできない。 
 なお、PFI方式を活用した公設民営型による施設の整備の推進は、一部措置済みである。 
 構造改革特区として、「第 1 種社会福祉事業である特別養護老人ホームについて、公設
民営方式又は PEI方式により株式会社が施設運営を行うことを認める」福祉特区が認めら
れている。 
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 ３ 公民館・図書館 

（１）公民館・図書館は「公の施設」 

 公民館、図書館は、いずれも「公の施設」である。1991年改正の旧法では、公の施設管
理の委託先は、公共団体、公共的団体、第 3セクターに限られていた（旧地方自治法 244
条の 2第 3項）が、改正後の指定管理者は、単に「法人その他の団体」とされた（地方自
治法 244 条の 2 以下）。そのため純然たる民間企業が、公民館・図書館の指定管理者とな
っていくことも考えられる。現在、既に管理委託されている公民館、図書館は少なくない

が、これらは 3年以内に指定管理者制度に移行していく。 
 PFI法においては、公共施設の民間企業による整備の推進が謳われている。PFI法によ
り公民館、図書館の建設を民間企業が行い、指定管理者制度により施設建設後の管理全般

がまるごと企業に委ねられる可能性がでてきた。 
 指定管理者の指定手続きと、休館日、開館時間をどうするかなどの管理の基準は条例で

定められる（地方自治法 244条の 2 3、4項）。 
 指定管理者は、条例の枠組みの中で、自治体の承認を得て、自ら利用料金を設定し、こ

れを自らの収入として収受することができるが（8、9 項）、図書館については個別法によ
る制約を受ける。 
 公民館、図書館ともに、「公の施設」の中でもとりわけ住民の自由な利用のニーズが高い

施設である。地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを

拒んではならないが、指定管理者も当然同じ制約を受ける（地方自治法 244条第 2項）。 
 以下個別法による規制をみる。 

（２）公民館 

  社会教育法により、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、
住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図る、そして生活文化の振興、社会福祉の

増進に寄与することを目的とすることとされており（２０条）、そのため営利事業を行った

り、営利事業を援助することは禁じられている（２３条）。指定管理者は、社会教育法の規

制に従わなければならない。 

（３）図書館 

  図書館法により、公立図書館では入館料その他いかなる対価徴収も禁止されている（17
条）。よって、指定管理者は利用料金を徴収することはできない。 
 

 ４ 水道 

 地方公営企業法第 2条の「水道」は上水道であり、下水道は含まれない。但し、下水道
も同法の任意適用業種であり、東京都、京都市及び名古屋市が任意適用団体となっている。 
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 上水道については、水道法の原則（経営単位は市町村ごと、経営主体は公営原則、経営

手法は直営方式）があったが、水道法の改正（2002年 4月）で、「水道の管理に関する技
術上の業務（上水道の運転や水質管理）の全部又は一部」（技術的管理業務）に限り、第三

者委託（民間企業、他の自治体）が可能となった（法 24条の 3・1項）。 
 この水道法改正により、民間の参入する道が開かれ、広島県三次市、群馬県太田市など

で、浄水場維持管理業務などについて業務委託が行われている。 
 下水道については、下水道法上、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他管理は、

市町村が行う（2つの市町村にまたがる時は例外的に都道府県ができる）となっている（下
水道法 3 条 1 項）。しかし、下水道施設の運転・維持管理業務の 9 割はすでに民間委託さ
れており、さらに、国土交通省（2001 年 4 月）の下水道に関する「性能発注の考え方に
基づく民間委託のためのガイドライン」の策定により、民間委託化が加速している。 
 地方独立行政法人の対象業務としては、原則として上水道のみである。しかし、具体的

な動きは今のところない。ただしこれまでいくつかの発電施設、汚泥処理施設などで PFI
方式が採用され建設されてきた。 
 上水道、下水道施設ともに、水道用水供給施設、上水道の配水管、上水道事業施設とい

った形で、「公の施設」となっている。また、多くの自治体で、上水道事業施設は、下水道

事業施設と並んで、「特に重要な公の施設」（地自法 244条の 2・2項）となっている。 
 PFI の実施方針が策定・公表されたものが、上水道関連施設について、自治体関係で 4
件（平成 15 年 9 月現在）ある。PFI 法制定当初から問題となっていた「公の施設」の規
定の改正で料金徴収を含めた実質的な民間企業の責任による上水道事業が可能となり、今

後「PFI方式で建築し、料金徴収を指定管理者制度で」という流れが強まるものと思われ
る。フランスでは長年にわたり「長期責任委託」が行われており、わが国でもこうした多

国籍企業の参入が考えられる。 
 利用料金制をとる場合は、指定管理者が水道法上の事業者となるため、あらためて「厚

生労働大臣の許可」を取ることが必要（法 6条 1項）となる。その際には、関係自治体（給
水しようとする区域の）の同意が必要（法 6条 2項）となる。この点は歯止めとして活用
できる。なお、鉄道事業法の改正で、路線廃止についての沿線自治体の同意を不要にし、

廃止が加速したことがあり、自治体の同意を必要とする条項の廃止を求める動きには、注

意を払う必要がある。 
 さらに、完全民間委託（イギリスの上下水道事業）も将来的には考えられる。しかし、

独占のため社会的な管理が難しく、弊害は大きい（「水」戦争の世紀・集英社新書より）。

また、厚生労働省は、市町村などの自治体が水道事業を民間に委託しやすくするための制

度の導入を検討している。よって、この分野での民間委託が急速に強まるおそれがある。 
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 ５ 病院 

（１）自治体病院 

 地方自治体が経営する病院は、大学の附属病院を除いて地方財政制度上公営企業に位置

づけられ、地方公営企業法が適用される。病院事業の一般会計において負担すべき経費に

ついては、地方公営企業法施行令第 8条の 5、繰出基準（「平成 12年度の地方公営企業繰
出金について」平成 12年 4月 21日自治企－第 37号自治省財政局長通知）において繰出
しの趣旨や基準を定めている。建設改良経費、へき地医療の経費、結核・精神病院の経費、

救急医療の経費、高度医療の経費、不採算地区病院の経費である。 
 自治体病院が、単に採算のみにとらわれず、住民の健康と福祉のための責務を担うべき

ものであることは、この繰出基準にもあらわれている。 

（２）近時の経営効率強調の動向 

 近時、自治体病院について経営効率のみを強調する動向が強まっている。「自治体病院の

経営健全化方策に関する調査研究報告書」（平成 12年 3月・地方公営企業経営活性化研究
会）は、「病院事業は法の財務規定等を適用して経営することとされているが，管理者の設

置等その他全部の規定を適用して経営することも可能である。管理者の設置により、病院

の実態をより正確に踏まえた職員の人事配置により運営体制の強化を図るなど、業務の執

行に関する広範な権限を活用し、合理的、能率的な経営を確保することが期待できる」と

し、地方公営企業法の全部適用による管理者設置を推奨している。なお、「全部適用」とは、

自治体の条例制定により、同法の財務に関する規定（経営の原則、特別会計の設置、経費

分担の原則等）だけでなく、組織に関する規定（管理者の設置）及び職員の身分取扱に関

する規定についても適用とすることである。  
 これを受けて一部の自治体病院で全部適用の動きがある。また大阪府では、地方公営企

業法全面適用とし、独立行政法人化も視野に入れた経営責任、権限の明確化をはかろうと

している。兵庫県では病院事業会計への県独自の繰出基準の見直しをしようとしている。

全部適用した岡山市では管理者として民間病院の理事長を据え、将来的には３病院の統廃

合をねらっている。 

（３）住民の健康に対する自治体の責任 

 本来、「医療制度」は憲法 25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む」
ための保障となる制度であるが、経営効率への傾斜は、自治体独自の医療施策・医療事業

を切り下げ、医療費の負担増や医療事故の増加の原因にもなっている。こうした経営効率

偏重は、住民との矛盾を広げる。医療と健康への自治体の責任を住民と自治体労働者が共

同して追及することが求められる。 
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 ６ 公立大学 

（１）地方独立行政法人化の動き 

 公立大学で地方独立行政法人化の動きがある。 
 ①都立大 
 従前の改革検討を突然廃止し、「設置者責任」での地方独立行政法人化の機会に任期制・

年俸制導入をしようとしている。（詳細については、自由法曹団東京支部意見書、都立大・

都 立 短 大 職 員 組 合 弁 護 団 意 見 書 参 照 ・ い ず れ も 職 員 組 合 HP か ら

http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/） 
 ②横浜市立大 
 地方独立行政法人への移行に際し、任期制を導入しようとしている。 
 ③その他、大阪府、秋田県、滋賀県、北九州市など、多数の府県・市で地方独立行政法

人化が検討されている。 

（２）公立大学における外部化の手法としての地方独立行政法人 

 学校教育法は、学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第３条に規定する学校法人の

みが、これを設置することができる（2条）。したがって一般の営利法人への譲渡等は不可
能である。ところが「地方独立行政法人法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律」

により「地方公共団体」とともに「（地方独立行政法人法第 68条 1項に規定する公立大学
法人を含む）」こととされた（関連法律整備法 32 条）。したがって、公立大学の外部化に
は、学校法人への譲渡の他には、地方独立行政法人化が許される有力な手法となる。 
 地方独立行政法人には設置自治体と独立した理事会・監査体制等が必要であり、その規

模として職員数が数百人以上の事務・事業でなければかえって経費が増大するとの試算が

ある（神奈川県における独立行政法人制度－平成 14年度部局共同研究チーム報告書）。と
ころで公立大学は一般に教職員・事務部門について大学の自治の見地から自治体の他部門

との間で一定の独立性を有し、規模の面でも数百人以上のところも少なくない。したがっ

て、規模の面でも大都市においては地方独立行政法人化による経費削減が指向されやすい。 
 したがって公立大学の外部化は、地方独立行政法人による手法が中心となっている。 

（３）公立大学の地方独立行政法人化における問題と対応 

 東京都の場合には次のような問題が生起している。 

 １）先行する「経営分析」 

 外部化に先立ち「経営分析」が示され、「赤字」あるいは「学生 1 人あたり教員数が過
大」等の攻撃がなされる。 

 ２）大規模な学部・講座のスクラップアンドビルド 

 人文系など産業界の需要に直結しない学部の解体と都市工学等の産学協同を進める分野
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に傾斜することが指向される。 

 ３）予算削減が基調 

 「経営分析」を梃子にして予算削減と講座削減・人員削減が押しつけられることが「改

革」の基調となる。先行して 2004 年 4 月から独立行政法人化されようとしている国立大
学では、運営費交付金の一律削減計画が示され、毎年、一般管理費 3％減、教育研究費 1％
減、付属病院収入 2％増を義務付け 5年間で 1千億円を超える予算を削減するとされてい
る。これをみても、地方独立行政法人化が交付金削減を基調とすることは明らかである。 

 ４）教職員の身分・権利の侵害 

 横浜市立大ではすでに、大学側から全教員への任期制導入が表明される事態となってい

る。任期制は大学教員任期制法でも全員への一律導入は予定されておらず、任期満了によ

り身分を失う点で単なる勤務条件の問題に止まらない重大な問題である。都立大では任期

制の一律強制ではないものの、任期制と原給固定の給与引き下げとの「選択制」が示され

ている。地方独立行政法人化に際してこのような著しい勤務条件の不利益変更は許されな

い。 

（４）公立大学の地方独立行政法人化とたたかう要点 

 １）住民の利益と住民と共同した運動 

 地方独立行政法人化は教職員のリストラに腐心するあまり、在学生の大学院進学の展望

や高校生の進路選択の希望を破壊する点に最大の弱点がある。独立行政法人化によって教

職員削減など利用者・住民の利益を損なうことを明らかにすることである。都立大では学

生自治会、院生有志など学内の「利用者」から声があげられ、マスコミ報道とも相まって

高校の進路指導担当者向け説明会でも苦情が相次ぎ、都知事の廃止表明から 3ヵ月後にPR
の HPを立ち上げざるを得なくなるなど、容易には強行を許さない奮闘をしている。 

 ２）「経営分析」の対案 

 利用者・住民の立場に立った財政面での論戦も欠かせない。都立大では大学管理本部に

より人文学部が他大学と比較して著しく学生１人当たり教員数が少ないとの攻撃がなされ

たが、教職員組合は、これは他学部生に語学を指導する教員も人文学部の専任教員に算入

した虚偽の数値であることを指摘し、正当な比較を示して論戦している。 

 ３）教職員の身分権利の擁護 

 公立大学の廃止は「在学生がいなくなることが確定した時」に廃止の認可申請を行うこ

ととされている。したがって学生・院生の利益を損なう廃止はできない。 
 移行型地方独立行政法人は、地方公務員としての身分が地方独立行政法人職員としての

身分に移行されるものである。したがって解雇はできないし、任期制の一方的導入も勤務

条件の大幅な不利益変更も許されないと解される。 
 大学の設置認可を受けようとする者は、認可申請書に必要書類を添えて当該大学を開設
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しようとする年度の前年度の 4 月 30 日までに文部科学大臣に申請する。一般には「専任
教員の履歴書及び教育研究業績書」を添付して専任教員ひとりひとりが教育研究の業績に

照らして、大学教育にふさわしいかを個別に審査するが、「大学を既に設置している者が、

当該大学又は当該大学の学部若しくは当該大学の学部の学科を廃止し、その職員組織、施

設、設備等を基に、他の大学を設置しようとする場合」には、この教員審査を省略できる

（以上につき「大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則」平成 3年 12月 17日文部
省令第 46号、1条）。 
 したがって、すでに公立大学を設置している自治体が、大学を地方独立行政法人に移行

させようとするときには、教員審査を省略することが一般であり、そうである以上すでに

ある大学の「職員組織、施設、設備等を基に、他の大学を設置しようとする場合」にあた

るとして、教職員の身分と勤務条件についても原則として承継しなければならないと解さ

れる。 
 認可申請にあたり教員について「就任承諾書」の添付が必要であるが、これは「就任承

諾書 年 月 日 申請書 宛 氏名 捺印 私は○○大学設置認可の上は、○○学部○

○学科○○担当の専任の教員として、 年 月 日から就任することを承諾します。」とい

うことを記載する文書であり（「大学の設置等の認可申請に係る書類の様式及び提出部数」

平成 15年 3月 31日文科省告示第 54号・様式 4号その 3）、勤務条件の不利益変更につい
ての同意を強要するために利用してはならない。 
 

 ７ 学校給食 

（１）学校給食の意義 

 学校給食は、「児童が食という体験を通して生きる力の原点を学ぶ場である。教育の一環

として学校給食が実施されるということは、児童自らの食体験を通じて食の営みと今日と

将来の生活をするところである」（学校給食法の法案趣旨説明）。 
 学校給食があくまで教育の一環として位置づけられるべきである以上、その形態は自校

直営方式こそふさわしい。 
 学校給食法は、義務教育諸学校設置者が自らの責任において、学校給食を実施すること

を義務づけている。すなわち、同法第 4条は「義務教育諸学校の設置者は、該当義務教育
諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならない」とし、同法第 6条 1項
は「学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経

費のうち政令で定めるもの」は設置者の負担とすると定めている。そして「学校給食の運

営に要する経費」について、学校給食法施行令第 2条 1号は、この経費に「学校給食に従
事する職員（学校教育法第 28条の規定により義務教育教育諸学校の置かれる職員をいう）
に要する給与その他人件費」が含まれることを明記している。 
 これは、学校給食の運営に他方公務員たる職員が従事することを予定した規定であり、
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民間業者に業務委託することは学校給食法の精神に反する。 
 さらに、学校給食法は、学校給食の目的を「児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、

かつ、国民の食生活の改善に寄与するもの」とし（第 1条）、「教育の目的を実現するため」
に、関係者に対し、種々の配慮を義務づけている（第 2 条）。学校給食の調理業務を民間
営利企業に委託することは、この教育目的を大きく損なうものである。また、給食の安全

はなにものにも優先するが、この安全を確保するためには、経済的効率を多少犠牲にして

も、十分な人員を確保することが不可欠である。しかし、「安上がり」を目指した民間委託

からは、到底それは望めない。 

（２）労働者派遣法に違反 

１）請負ではなく派遣 

 多くの自治体で現在導入されている学校給食調理業務の民間委託は、上記（第 1部 6労
働者派遣（4）請負と派遣・労働者供給の区別の基準）で述べた労働省告示第 37号の規定
する区分基準（ア）①及び（イ）②ないし④の要件のいずれも欠くものであって、請負で

はなく、労働者派遣事業であることは明らかである。 
 例えば、「請負業者は、労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う

こと（ア）①」という要件について言えば、この要件を充たすためには、自治体職員であ

る栄養士は、調理内容に関して、受託民間業者の代表者に対して一般的な指示ができるに

とどまり、当該業者の個々の従業員に対して直接に具体的な指示等がまったくできないと

いうことになる。現実には、調理員は、自治体職員たる栄養士の決定する献立に従って、

自治体から提供された食材を使用して調理する。そして、栄養士の指示内容は、単なる献

立にとどまらず、決められた栄養価に基づく材料選択から具体的な調理方法に至るまで詳

細にわたる。これは学校給食が教育の一環と位置づけられていることからくる必然的なも

のである。そのため、調理の現場では、栄養士が個々の作業について細目チェックし、調

理員を指揮することが不可欠となっている。 
 自治体当局自身も認めているとおり、給食調理業務はあくまで栄養士の指示に従い、そ

の指揮監督の下で行うべき業務なのである（昭和６１年３月３１日付文部省体育局長通知

「学校栄養職員の職務内容について」においても、栄養職員の指導・助言が明記されてい

る）。 
 従って、受託民間業者が「労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら

行う」とは到底言えない。 
 また、「請負業者の自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは、器材（業

務上必要な簡易な工具を除く）または、材料若しくは資材により、業務を処理すること（イ）

③」という要件についても、学校給食の調理に使用する調理設備、器材等はすべて自治体

の財産であり、受託民間業者が自ら提供するものではない。水道光熱費はもちろん、作業

着、靴までが自治体の負担とされている例もある。結局、当該業者が提供するのは単なる
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労働力だけであり、労働者派遣そのものである。 
 さらに、「請負業者は、自ら行う企画又は、自己の有する専門的な技術若しくは経験に基

づいて、業務を処理すること（イ）④」という要件についても、学校給食においては、自

治体職員である栄養士が作成する献立に従って調理作業が行われており、ここにいう「自

ら行う企画に基づいて業務を処理する」とは到底言えず、この要件を充たさない。 

２）労働者派遣法に違反 

 先に述べたように（第 1 部・6）、2004 年 3 月 1 日から施行された改正労働者派遣法に
よって、派遣の範囲が大幅に緩和されたが、学校給食の調理業務は、派遣期間の制限が全

面的に解禁された上記 26 業務に含まれていない。したがって、改正労働者派遣法によっ
ても、3年を越えることはできない。 

３）給食調理は物の製造 

 改正労働者派遣法によって、物の製造の業務（物の溶融、鋳造、加工、組立、洗浄、塗

装、運搬物を製造する過程における業務）については派遣が解禁された。（但し、派遣期間

は 2004年 3月 1日から 3年間は 1年に制限されている。） 
 学校給食の調理業務は、1 年の期間制限を受ける「物の製造の業務」に該当する疑いが
ある。ここにいう「物」には限定がなく、食材も含まれる可能性があり、「加工」の内容、

方法にも限定がないからである。そうすると、１年を越えて、学校給食の調理業務を民間

委託することはできないことになる。 

（３）調理室の貸与と地方自治体法 

 学校給食の業務を民間委託することにあたって、それまで自治体において使用していた

調理室、設備、厨房機器・備品などの一切を、受託民間業者に無償で使用・貸与すること

が多く行われている。 
 一方、地方自治法（第 237条以下）は健全な財政運営を図ると共に、公共の財産の恣意
的な運用を防止することを目的として、自治体の財産の管理及び処分について一定の制限

を設けている。即ち、「行政財産」については、原則は貸付禁止であり（第 238条の 4）、
例外的に、行政財産の「目的又は用途」を妨げない限度で、「使用の許可」（第 238条の 4・
4項）が認められている。そして、その際、「使用料を徴収することができる」（第 225条）。 
 行政財産たる調理室（設備が調理室の従物の場合は設備も含む）の本来の目的・用途は、

自治体の業務・事業として学校給食の調理、食器の洗浄などを行うためのものである。し

かし、受託民間業者に「使用許可」することにより、その業者が調理室を排他的に使用す

ることになり、その行政目的として定められた「本来の用途」を妨げるものとなっている。

よって、このような使用許可は、法第 238条の 4・4項に違反し違法なものである。 

（４）PFＩ方式の導入について 

 給食センターの建設にあたって、PFIを活用しようとする例が岩手県水沢市、山形県上
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山市、島根県八雲村や新潟県新津市（但し、04 年 2 月に PFI 落札者なく、今後、PFI 方
式で事業化するかどうかも含め対応を検討する）などにみられる。 
 給食センター建設を機に、これまで各学校にあった調理室をいっせいに廃止することも

ありうる。 
 PFI方式は、今後、「活用」されることが予想され、その場合は建設に引き続く施設管理
についての指定管理者制度の導入もある。PFI方式の導入には一定の期間がかかるが、当
局の動きをすばやくキャッチすることが大切である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 
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