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政府系公益法人の新制度への移行に係る事後チェックについて【権限付与】 

 

平成２７年３月 

経 済 産 業 省 

１．政府系公益法人の新制度移行に係る事後チェック 

 

（１）背 景 

   一般法人法等に基づく新制度に移行した政府系公益法人に対する権限付与の内容等

について、平成２３年以降、各府省において毎年事後チェックを行うこととなっている。 

※内閣府からの通知により、事後チェックに際しては、第三者の関与が求められている。 

  

（２）対象法人・事業 

法人の常勤役職員に国家公務員出身者が就いている法人で、国から権限を付与さ

れて業務を実施している法人のうち、以下の条件に該当する法人が行う権限付与に

よる事業。 

 指定法人又は登録法人として当該法人のみが指定・登録され、権限付与に係る

業務を実施（以下、「業務独占」という。）している法人 

 

（３）観 点 

対象事業についての事後チェックの観点は以下のとおり。 
 

 業務独占に係る業務については、当該業務を当該法人のみが実施することが必

要性・効率性の観点から適当か、当該法人以外の指定・登録を促進するための

措置を講ずる必要はないか等 

 

※ 事後チェックは、原則として移行年度又は翌年度に実施する。 

また、チェックの実施時期において業務独占の状態が解消されている場合には、事

後チェックは不要となっている。 

 

２．事後チェック結果 

（１）平成２５年度移行法人のチェック対象事業：６事業 

（２）チェック対象事業の概要 

業  務 実施法人名 権限付与
の形態 

公益法人要件 
の有無 

複数指定
の可否 

割賦販売法第３５条の１
８第２項に規定する業
務 

（一社）日本クレジット協会 認定 
 

無 可 

中小企業診断士試験実施
事務 

 

（一社）中小企業診断協会 指定 無 可 

中業企業診断士登録に係
る実務補習事業 

（一社）中小企業診断協会 登録 無 可 

競輪関係業務 
 

（公財）ＪＫＡ 指定  無 不可 

小型自動車競争関係業務 
 

（公財）ＪＫＡ 指定 無 不可 

公害防止管理者国家試験
実施事務 

（一社）産業環境管理協会 指定 無 不可 

資料８
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（３）点検結果 

今回の点検を実施した６事業の点検結果は以下のとおり。 

 

① 新規参入が可能であり、要件を満たせば検討する事業：３事業 
   

■ 申請を行う者が法令等に基づく要件を満たせば､認定を受け業務を行うことが

可能な仕組みであるため検討を継続する。 

（割賦販売法第３５条の１８第２項に規定する業務、中小企業診断士試験実施事

務、中小企業診断士登録に係る実務補習事業） 

 

② 事業特性から一者指定はやむを得ず、当該法人が継続して事業実施：３事業 

  

 ■ 競輪は賭博罪の例外として認められている公営競技であり、公正・安全な実施

が求められている。競技に関する公正性・安全性の確保、これまでの実績や維持

発展を踏まえると、継続して事業を実施することが望ましい。 

（競輪関係業務） 

   

■ オートレースは賭博罪の例外として認められている公営競技であり、公正・安

全な実施が求められている。競技に関する公正性・安全性の確保、これまでの実

績や維持発展を踏まえると、継続して事業を実施することが望ましい。 

（小型自動車競争関係業務） 

 

■ 試験は､複数の法人で実施した場合、試験レベルの統一が困難で有り、試験間の

不平等が起こる可能性がある。 

    （公害防止管理者国家試験実施事務） 

   

   

３．今後の対応 

 

３月末までに経済産業省のホームページで結果を公表予定。  
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（参考）指定・登録制度について 

 

「指定機関」 

法令等に基づいて行政機関から指定を受けることにより、特定の行政権限を委任

され、それを行使する機関 

「登録機関」 

法令等に明示された一定の要件を備え、かつ行政の裁量の余地のない形で 

登録された機関 

 

【過去の経緯等】 

近年の行政改革の中では、新規参入を促進するため、一者指定となっている事業に

ついては、事業特性によりやむを得ない場合を除いて、可能な限り「複数指定」又は

「登録制」に改めることとされている。 

 

 国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及

び国の関与等の透明化・合理化のための基準（平成１８年８月１５日閣議決定） 

 

―  国以外の特定の法人に法令等で定められた国の事務・事業を実施させる仕組

みの新設は抑制するものとし、やむを得ず、新設せざるを得ない場合について

は、当該事務・事業の基本的内容を、原則として、法律で定め、事務・事業の

実施方法等に関する基準を客観的に明確なものとするとともに、登録制とする。 

 

―  登録機関による実施により難い事務・事業については、登録機関による実施

に準じた措置を検討することとする。 

 

―  それにもより難い次のような場合は、上記原則の例外として取り扱うことも

やむを得ないものとする。 

ア 条約により、一定の要件を備えた法人を指定することが義務付けられて

いる事務・事業 

イ 確実かつ効率的な事務・事業の実施を確保する観点から、長期にわたり

安定的な資金管理を必要とする事務・事業 

ウ 全国均一の水準による資格の付与を確保する等の観点から、一元的な試

験や能力開発の実施を必要とする事務・事業 

エ 取り扱う情報の重複の排除や漏えい・拡散の防止等の観点から、統一的

な情報の管理や提供等を必要とする事務・事業 

オ 確実に行わなければ国民生活の安全が損なわれるおそれが高く、その確

実な実施を確保する観点から、専用の施設で実施される必要性があるな

ど、特に専門的な知見を要求される事務・事業 

カ 国等の出資等を受け、特定の施設の設置及び管理を目的として設立され

た株式会社等が行う事務・事業 
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 独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方（平成２２年６

月１８日行政刷新担当大臣） 

 

 

― 法律等によって指定され権限が付与されているいわゆる指定法人について、法

人所管各府省庁は、以下の観点からゼロベースで見直しを行い、その結果につ

いて８月末を目途に行政刷新会議に報告する。 

○ 指定の根拠が何か、「法律」「政令」「省令」「通達」その他の根拠を整理

しリストアップする。特に法令では複数の指定が可能な形式となってい

るものの、通達等により特定の法人が実質上指定されている場合にはそ

の旨明示する。 

○ そもそも権限や資格自体が必要かどうかを検証。 

○ 法令等において、「指定」や「登録」等の根拠となっている規制が本当

に必要か、必要な場合であっても最小限となっているかを検証。 

○ その上で、特に「全国で一つ」となっている権限付与は、可能な限り「複

数指定」または「登録制」に改める。 

○ 権限付与に基づく資格付与、義務付け講習等について、国民の時間的・

金銭的負担を軽減するため、重複等を徹底的に見直す。 

 

 



権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局課室名：商務流通保安Ｇ商取引・消費経済政策課

割賦販売業者等に係る割賦販売等に係る取引の公正、取引に携わる関係事業者の業務の
適正な運営の確保、消費者の利益保護等を図る法人の認定（認定団体は、自主規制規則の
制定、当該規則の遵守状況調査、会員への指導・勧告、情報収集、苦情処理を行う）

割賦販売法第３５条の１８第１項 権限付与の形態 認定

 
割賦販売事業者等が設立した一般社団法人であって
・割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利
益の保護を目的とすること。
・割賦販売業者等を社員とする旨の定款があること。
・業務を適正確実に行う実施方法を定めていること。
・業務を適正確実に行う知識、能力、財産的基礎を有する
こと。

公益法人要件の有
無

無

一般社団法人日本クレジット協会 法律上複数指定の可否 可

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

要件を満たす一般社団法人であれば、申請相談には積極的に応じる。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

　一般社団法人であって、一定の要件に適合する者であれば、行政裁量の余地無く登録さ
れることが法令等において明示されており、必要最小限のものにとどめられていることから妥
当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

当該法人以外からの申請がないため、権限付与法人は一者のみの認定となっている。
認定割賦販売協会としての認定を希望すれば必要な審査を行った上で認定できる仕組みと
なっており、権限付与法人が１つである必要は無い。
認定割賦販売協会としての業務実施については、割賦販売業者等の必要となる規則の制
定、規則遵守の状況の調査、利用者の利益の保護を図るための情報収集及び整理等、多
岐にわたる。これらの業務の性質上、設備や人的資本等が充実した１者に任せるほうが効
率的ではある。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

認定要件は妥当であり、他の主体の申請を妨げてはいない。適正な主体から、適正な申請
があれば、法律に基づき認定する。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

認定の要件は妥当であり、他の主体の申請を妨げてはいない。認定割賦販売協会としての
業務実施については、上記したとおり、１者に任せるほうが効率的であると考えるが、日本ク
レジット協会以外の認定割賦販売協会への認定についても、引き続き検討を行う。
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権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

指定試験機関の実施主体に係る要件については、一般社団・財団法人を拡充する方向で政
府全体で検討する際には、指定試験機関の中立性及び事業実施の中長期的な安定性確保
に留意しつつ検討を行う。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

試験事務の公平性、中立性、事務運営の長期的安定性確保のため一般社団法人又は一般
財団法人を要件としている。また、全国均一の水準による資格の付与を確保し、秘密保持、
効率性、利便性、統一性等を厳格に確保する観点を踏まえつつ、試験事務の実施に関する
計画が試験事務の適性かつ確実な実施のために適切なものであること、試験の確実な実施
に必要な経理的及び技術的な基礎を有することとしており、必要最小限のものにとどめられ
ており妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

法令上、複数の者を指定試験機関（権限付与法人）として指定することは可能であり、指定
試験機関が一つである必要は無い。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

国家試験事務の実施であることにかんがみ、全国均一の水準による資格の付与や公平中
立性、秘密保持、効率性、利便性、継続性、統一性等が厳格に確保されることを踏まえつ
つ、要件を満たす適切な申請があれば、法令に基づく指定を行う。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

他の主体から、要件に基づく適切な申請があれば、法令に基づく審査の上、指定の可能性
あり。

試験事務実施計画が適切なものであること。
試験事務を適正・確実に実施する経理的・技術的基礎を有
すること。

公益法人要件の有
無

無

一般社団法人中小企業診断協会 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局課室名：中小企業庁経営支援課

中小企業診断士試験の実施に関する事務

中小企業支援法第１２条第２項 権限付与の形態 指定
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権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

　登録要件を満たしている者であれば、誰でも登録が受けられるものてあり、ホームページに
おいて周知を行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

　法人格の有無及び法人類型の如何を問わず、一定の要件に適合する者であれば、行政裁
量の余地無く登録されることが省令において外形的に明示されており、必要最小限のものに
とどめられていることから妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

　実務補習機関としての登録を申請すれば、必要な審査を行った上で登録できる仕組みと
なっており、権限付与法人が１つである必要性はない。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

登録の要件は妥当であり、他の主体の申請を妨げておらず、適正な申請があれば必要な審
査を行った上で登録を行う。なお、関係業界等に対し、平成２６年度にヒアリングを行い、申
請方法等についての相談・助言等を行った結果、登録申請を希望する民間事業者が存在す
ることを確認している。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

　制度上、登録要件を満たしている者であれば事業を行うことが可能であり、他の主体による
実施の可能性について排除しておらず、適正な申請があれば、法令に基づく審査の上、登録
する。

・同省令第１９条で定める欠格条項に該当しない者
・同省令第２０条第１項の登録基準に基づく要件に適合す
る者

公益法人要件の有
無

無

一般社団法人中小企業診断協会 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局課室名：中小企業庁経営支援課

中小企業診断士登録に係る実務補習事業

　中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第２０条
第１項

権限付与の形態 登録



権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局課室名：　製造産業局車両室

競輪関係業務
競輪に係る
・審判員及び選手に関する検定・登録、競輪用自転車の規格登録。
・選手及び競輪用自転車の検査方法、審判方法等の規定。
・選手の出場あっせん。
・審判員及び選手の養成・訓練。
自転車その他機械工業振興事業に対する補助。　　等

自転車競技法第23条第1項 権限付与の形態 指定

・業務を的確に実施する経理的技術的基礎の保有。 等
・役職員の構成が業務の公正な実施に支障をきたすおそ
れがないこと。
・競輪関係業務以外の業務を行っている場合その業務に
よって競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ
がないこと。　等

公益法人要件の有
無

無

公益財団法人　ＪＫＡ 法律上複数指定の可否 不可

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

経済産業省としては引き続き、競輪振興法人の業務が法令に基づき適正に実施されるよう、
監督する。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

法律において、経済産業大臣より指定された競輪振興法人が、権限を付与されることとなっ
ており、認定の要件は、業務を適格に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するこ
と等、権限付与に係る事業を行うに当たって必要最低限のものにとどめられていることから
妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

・「競技ルール」や「自転車の規格」については全国均一の水準を確保し、競技運営を安定的
に実施していくことが不可欠である。
・人気選手・有名選手の出場調整についても、一つの法人が行わなければ地方公共団体間
で利害不一致が生じ、混乱を招くおそれがある。
・広く社会還元を行うための事業や一年中全国で開催されている競輪を安定的に運営するた
めの支援業務を行う上で、特に長期にわたる安定的な資金管理が必要である。
以上の理由から制度上、指定法人を「一つ」に指定している。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

現在のところ、上記理由に鑑み、検討は行っていない。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

・競輪は賭博罪の例外として認められている公営競技であり、公正・安全な実施が求められ
ている。
・昭和２３年に法律が施行され、競技が開始されたが、JKAは前身の団体を含め、競技開始
時より競技ルールや自転車の検査規格の策定、選手あっせん、審判員や選手の育成、競輪
の振興等の業務に携わっており、競技実施のための規則や経験を有している。
・公正・安全な実施が競技においては重要であり、ＪＫＡにはこれまでの十分な実績とそれを
維持発展させる能力があることから、引き続き競輪振興法人としての業務を継続させること
が適切である。



権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

経済産業省としては引き続き、小型自動車競走振興法人の業務が法令に基づき適正に実
施されるよう、監督する。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

法律において、経済産業大臣より指定された小型自動車競走振興法人が、権限を付与され
ることとなっており、認定の要件は、業務を適格に実施するに足りる経理的及び技術的な基
礎を有すること等、権限付与に係る事業を行うに当たって必要最低限のものにとどめられて
いることから妥当である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

・「競技ルール」や「競走車の規格」については全国均一の水準を確保し、競技運営を安定的
に実施していくことが不可欠である。
・人気選手・有名選手の出場調整についても、一つの法人が行わなければ地方公共団体間
で利害不一致が生じ、混乱を招くおそれがある。
・広く社会還元を行うための事業や一年中全国で開催されている小型自動車競走を安定的
に運営するための支援業務を行う上で、特に長期にわたる安定的な資金管理が必要であ
る。
以上の理由から制度上、指定法人を「一つ」に指定している。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

現在のところ、上記理由に鑑み、検討は行っていない。

・小型自動車競走は賭博罪の例外として認められている公営競技であり、公正・安全な実施
が求められている。
・昭和２５年に法律が施行され、競技が開始されたが、JKAは前身の団体を含め、競技開始
時より競技ルールや競走車の検査規格の策定、選手あっせん、審判員や選手の育成、小型
自動車競走の振興等業務に携わっており、競技実施のための規則や経験を有している。
・公正・安全な実施が競技においては重要であり、ＪＫＡにはこれまでの十分な実績とそれを
維持発展させる能力があることから、引き続き小型自動車競走振興法人としての業務を継
続させることが適切である。

権限付与の形態

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局課室名：　製造産業局車両室

小型自動車競走関係業務
小型自動車競走に係る
　・審判員及び選手に関する検定・登録、競走用小型自動車の規格登録。
　・選手及び競走用小型自動車の検査方法、審判方法等の規定。
　・選手の出場あっせん。
　・審判員及び選手の養成・訓練。
小型自動車その他機械工業振興事業に対する補助。　　等

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

小型自動車競走法第27条第1項 指定

公益法人要件の有
無

・業務を的確に実施する経理的技術的な基礎の保有 等
・役職員の構成が業務の公正な実施に支障をきたすおそ
れがないこと。
・小型自動車競走関係業務以外の業務を行っている場合
その業務によって小型自動車競走関係業務の公正な実施
に支障を及ぼすおそれがないこと。　等

無

法律上複数指定の可否公益財団法人　ＪＫＡ 不可



機密性○

権限付与及び
それによる事業
の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

経済産業省としては引き続き、法令等に基づき適正かつ確実に実施されるよう、監督する。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

　公害の防止を図るために公害防止管理者の能力を担保する上では、試験の斉一性が要求
されるものであり、全国一律に試験を実施することが適当である。
　また、法律に定める権限付与の要件は、試験事務の安定性及び信頼性を維持する観点か
ら妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

　公害の防止を図るために公害防止管理者の能力を担保する上では、試験の斉一性が要求
されるものであり、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果、当該試験は産業基盤や国民生活の安心・安全を確保していくため、引き
続き、全国均一の水準を確保する必要性が高く、公害防止管理者等の能力を担保する上で
試験の斉一性が要求されることから、全国一律に試験を実施することが適当であるとの結論
を得た。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

一定以上の試験レベルを確保するためには、有識者等の意見を反映する体制の確保と十分
な知見が必要であり、これらの要件を有していると認められる。現在の試験実施機関による
実施が最も効果的かつ合理的であるとの結論を得た。

・試験事務実施計画が適切なものであること。
・試験事務を適確に実施する経理的基礎・技術的能力があ
ること。
・試験事務以外の業務を行っている場合、その業務により
試験事務が不公正になるおそれがないこと。

公益法人要件の有
無

無

一般社団法人　産業環境管理協会 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：産業技術環境局環境指導室

公害防止管理者国家試験実施に関する事務

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第８
条の２

権限付与の形態 指定


