
平成１６年（２００４年）２月２日 

 

長野県知事 田中 康夫 様 

 

長野県行政機構審議会会長 平尾 勇 

 

県の外郭団体の見直しについて（答申） 

 

 平成１４年（２００２年）７月８日に諮問いただきました「県の

行政機構のあり方について」のうち、県の外郭団体の見直しにつき

ましては、県出資等外郭団体見直し専門委員会の「県出資等外郭団

体のあり方に関する報告書」に、行政機構審議会委員の意見を附し、

これを以って答申といたします。 



県出資等外郭団体のあり方に関する報告書に対する行政機構審議会付帯意見 
 

 
＊辻琢也委員 

○ 県関与のあり方についてもう少し類型化（人的関与・財政的関与・行政指導等の

関与）して整理していく必要がある。 
○ 県民益極大化という大前提からいくつかの考え方が示されているが、個別の団体

により性格が異なるのでもう少し内容を具体的に整理していく必要がある。 
 
＊柴田励司委員 
 ○ 外郭団体見直しが県民および利害関係者にどのような良い事をもたらすのか、ま

たどのようなリスクが想定しうるか、これらを見極めつつ実行に移していくことが

今後重要となる。 
 
＊高橋俊介委員 

○ 外郭団体への現在の県のガバナンスのあり方が極めて非効率である。成果を上げ

ていくため、効果的なガバナンスの体制を作っていく必要がある。人事政策（県職

員の派遣のあり方）を含め、ガバナンスの新しい形を検討していく必要がある。 
○ すでに役割を終えているもの、現段階で民間や県庁自身に任せたほうが良いもの

などは、直ちに廃止するとして、本来民間でやるべきものですぐに代替民間組織が 
存在するか不安なもので、今の外郭団体が十分な効果を上げているとは思えないも

の（例えば観光協会や産業振興などの分野で）については、十分なるコスト対効果

を上げるための抜本的な組織改革案を直ちに作成させ、それでも不充分なら廃止と

いうステップがあっても良い。 
 
＊平尾勇委員 
 ○ 県民益を最大にする県全体の施策を明らかにし、それを効率的に実施に移すには

どのような行政機構が必要で、そのとき政策の一端を担っている外郭団体がどうあ

るべきかという議論が必要である。 
○ 外郭団体の事業評価についても中長期ビジョン、政策評価を通じて県行政全体の

中で評価する必要がある。その際、専門性、スピード、柔軟性、安定的、継続性な

どの視点から、行政本体で行った場合と外郭団体で行った場合のコストパフォーマ

ンスを比較する必要がある。 
○ 急速に変化する経済環境の中で、すでに役割を終えた団体、非効率な団体を整

理・統合するのは当然としても、中小企業政策、新産業分野育成、産学連携など、

ますます重要性が高まる施策には効率性、安定的継続性などの視点から支援体制を

十分検討し、行政本体、外郭団体、民間などの協力体制を構築する必要がある。 
○ 団体評価のコメントに「本来、民間が担うべきである」という表現が随所に見ら

れるが、べき論でなく、長野県の実体経済を踏まえたうえで、期待される施策を安

定的、継続的に担える主体が民間にあるかどうか、民間での代替可能性についての

事実判断が必要である。 



長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

１． はじめに 
 
 長野県は、県が出資等をしている５７の外郭団体について見直し

を行うこととし、外郭団体見直し方針を策定しました。この見直し

を第三者の専門機関で集中的に行うため、平成１５年（２００３年）

２月１０日、本委員会が設置されました。 

 委員会では個々の団体について、県担当部局および各団体からヒ

アリングを行うとともに、関係者、市町村からのご意見もいただき

調査・検討を進め、１１月１４日「県出資等外郭団体のあり方に関

する報告書（素案）」を公表しました。関係する団体の皆様はもとよ

り、広く県民の皆様のご意見を伺って、よりよい最終報告書をまと

めるべく、同日より同月２８日まで報告書（素案）に対するパブリ

ックコメントを求めたところ、３０４件のご意見をいただきました。

たくさんのご意見を本当にありがとうございました。 

パブリックコメントを委員会において詳細に検討し、さらにはパ

ブリックコメントで特に要望のあった外郭団体プロパーの皆様とは

直接の意見交換を行い、現地訪問も実施し、現場の生の声を聞き、

実態を把握すべく努めました。 

これらの過程を経て、このたび外郭団体のあり方についての委員

会の最終的な報告書をここにまとめました。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

報告書は、行政機構審議会で審議された上で、長野県知事に答申

され、県はこれを受けて、個別団体ごとの「改革基本方針」を決定

される予定と伺っています。 

本委員会の委員４名、アドバイザー１名は、全員がいわゆる役所

の論理ではない市民の目線を持っております。また、いずれも長野

県外に活動拠点を有しており、各外郭団体と直接の利害関係を持た

ない立場であります。委員会では、中立的な立場にたって、必要な

資料、情報の入手に努めるとともに、各団体、県の担当部局からの

ヒアリングを行って実態を十分斟酌した議論を進めてきました。そ

して、県民益の極大化という観点にたってあるべき外郭団体の姿を

求め、議論を重ね、さらに報告書（素案）へのパブリックコメント

も十分検討し必要に応じて意見を反映させたものがこの報告書です。 

本報告書がよりよき県民益の一助となることを、願ってやみませ

ん。 
 

平成１５年（２００３年）１２月２６日 
 

長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 
委 員 長  小 倉 昌 男 
委 員  関 口 博 正 
委 員  丹 治 幹 雄 
委 員  醍 醐   聰 
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  冨 永 朋 義 
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２． 見直しの対象団体 
 
 見直しの対象は、原則として県が出資・出捐をしているすべての

団体とした上で、次の２点を加味し、５７団体を選定しました。 

 

○ 次のものは対象外とする。 

  ・ 県の出資比率が２５％未満の団体のうち民間放送局など民

間が設立主体のもの 

  ・ 全国規模の団体など事業活動が県域を越えるもの 

  ・ 別途審議会を設けている「しなの鉄道（株）」 

 

○ 未出資団体であっても、職員の派遣、反復・継続的な財政支

出など県行政と密接な関係を有する団体は対象に含める。 

 

具体的な５７団体の一覧表は次ページのとおりです。 

 

（注）なお、上記の選定基準は予め県により示されたものでした。本来は、地

方自治法上の監査権限が無い県出資比率２５％未満の団体のうち、設立後に職

員の派遣や県からの財政支出が無いものについては、「外郭団体」としての定義

から除くべきだと考えます。今回の５７団体のうち、この基準に合致するのは

団体番号２０番（財）信州医学振興会です。 
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見直し対象団体一覧表 

 
出資比率 

50％以上 

出資比率 

25％以上 50％未満 

出資比率 

25％未満 
未出資 計

民

法

の

公

益

法

人 

04 （財）県国際交流推進協会 

08 （財）県勤労者福祉事業団 

09 （財）県隣保会館 

10 （財）県長寿社会開発ｾﾝﾀｰ 

23 （財）県文化振興事業団 

26 （財）県中小企業振興公社 

31 （財）県農業開発公社 

42 （財）県林業用苗木安定基金

協会 

46 （財）県公園公社 

47 （財）県建設技術ｾﾝﾀｰ 

48 （財）県下水道公社 

50 （財）県学生寮 

57 （財）県暴力追放県民ｾﾝﾀｰ 

＜財団：１３＞ 

 

 

 

05 （社）県私立幼稚園協会 

25 （社）県観光協会 

40 （社）県林業公社 

41 （社）県林業ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 

＜社団：４＞ 

11 （財）県国民年金福祉協

会 

12 （財）県建設技能振興基

金 

18 （財）県生活衛生営業指

導ｾﾝﾀｰ 

24 （財）県廃棄物処理事業

団 

27 （財）県ﾃｸﾉ財団 

28 （財）木曽地域地場産業

振興ｾﾝﾀｰ 

29 （財）飯伊地域地場産業

振興ｾﾝﾀｰ 

43 （財）県緑の基金 

51 （財）県建築住宅ｾﾝﾀｰ 

＜財団：９＞

06 （社）県私立短期大学協

会 

07 （社）県私学振興協会 

32 （社）県原種ｾﾝﾀｰ 

33 （社）県畜産物価格安定

基金協会 

53 （社）県高圧ｶﾞｽ保安公社

54 （社）県地域開発公団 

＜社団：６＞

01 （財）県消防協会 

14 （財）県労働者信用

基金協会 

19 （財）県ｱｲﾊﾞﾝｸ･臓

器移植推進協会 

20 （財）信州医学振興

会 

44 （財）県林業労働財

団 

＜財団：５＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 （社）県農業担い手

育成基金 

36 （社）県生乳検査協

会 

37 （社）県果実生産出

荷安定基金協会 

＜社団：３＞ 

21 （財）県健康づくり事

業団 

56 （財）県体育協会 

＜財団：２＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 （社）県地域包括医療

協議会 

＜社団：１＞

43

特

別

法

法

人 

02 県土地開発公社 

45 県道路公社 

49 県住宅供給公社 

＜３＞ 

34 県漁業信用基金協会 

＜１＞

30 県信用保証協会 

38 県農業信用基金協

会 

＜２＞ 

15 （社福）県社会福祉協

議会 

16 （社福）県社会福祉事

業団 

17 県職業能力開発協会

39 県農業会議 

＜４＞
10

商

法

法

人 

03 松本空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株） 

52 県観光事業（株） 

＜２＞ 

13 （株）長野協同ﾃﾞｰﾀｾﾝ 

ﾀｰ 

＜１＞

55 浅間高原観光開発

（株） 

＜１＞ 

 

4

計 22 団体 17 団体 11 団体 7 団体 57
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

３． 見直しの経過 

 

（１）調査・検討経過 

開催回 年 月 日 開催場所 審議時間 内     容 

第 １ 回 
平成１５年（2003 年）

２月１０日 
東 京 １時間 

外郭団体見直し方針等について 
専門委員会の進め方とスケジュールに

ついて 

第 ２ 回 ３月１１日 東 京 ３時間 

第 ３ 回 ３月１９日 東 京 ３時間 

第 ４ 回 ３月２７日 東 京 ４時間 

第 ５ 回 ４月１６日 長 野 ５時間 

県担当部局または事務局から各団体に

ついて説明 

委員からの質問 

第 ６ 回 ５月１３日 東 京 ３時間 見直しの考え方についての委員間協議 

第 ７ 回 ５月２８日 東 京 ２時間 今後の進め方についての委員間協議 

第 ８ 回 ６月１０日 東 京 ４時間 

第 ９ 回 ６月２４日 東 京 ６時間 

第 10 回 ７月 １日 長 野 ５時間 

第 11 回 ７月２０日 長 野 ４時間 

第 12 回 ７月２８日 東 京 ４時間 

各団体（県関与の大きい団体など３８団

体）からヒアリング 等 

第 13 回 ８月 ７日 東 京 ４時間 個別団体についての委員間協議 

― ８月１１日 長 野 ６時間 

委員訪問による関係者へのヒアリング

（長野県ＮＰＯセンター、長野県宅地建

物業協会） 

第 14 回 ８月１９日 東 京 ５時間 

第 15 回 ８月２６日 東 京 ５時間 
個別団体についての委員間協議 

第 16 回 ９月１８日 東 京 ３時間 
報告書骨子の検討、市町村からの意見

等 

第 17 回 １０月 ４日 東 京 ３時間 
ヒアリング未実施１６団体についての

検討  等 

第 18 回 １０月１４日 東 京 ８時間 

追加団体ヒアリング 

県からの事実関係の補足説明 

個別団体についての委員間協議 

第 19 回 １１月 １日 長 野 ９時間 
市町村長等との意見交換 

個別団体についての委員間協議 

第 20 回 
１１月１１日 

   １２日 
東 京 16 時間 報告書（素案） 検討 

第 21 回 １２月 ２日 東 京 ８時間 パブリックコメント、報告書の検討 

第 22 回 １２月 ７日 長 野 ６時間 
プロパー職員等との意見交換 

パブリックコメント、報告書の検討 

－ 
  １２月１２日 

     １３日 
長 野 11 時間 

現地訪問 

第 23 回 １２月２２日 東 京 ６時間 パブリックコメント、報告書の検討 

（審議総時間数 １３４時間） 
 

 - 5 -   



長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

（２）見直しのプロセス 

見直しにあたっては、まず、５７団体のうち既に県あるいは団体

が自主的に廃止の方向を決定した３団体（団体番号０９番、１４番、

５２番）を除く５４団体について調査・検討を行うことを決定し、

県担当部局および事務局にこれら５４団体全てについての説明を求

めました。説明の内容について不明な点はその場で確認し、未解決

のものについては後日、文書にて回答をいただきました。（第２回～

第５回） 

これを踏まえ、見直しの考え方、進め方について委員間で協議し

た結果、県との関与の大きい団体を中心に団体自身へのヒアリング

を行うこととし、団体の行っている事業を把握するため、事業ごと

に事業内容、事業効果、事業規模、民間との補完性・市町村との補

完性・県との補完性などを整理した事業評価シートを県担当部局に

作成していただき、団体把握・分析のツールの要として利用するこ

とにしました。（第６回～第７回） 

団体ヒアリングは県との関与の大きい団体から開始し、５回の委

員会で３８団体について実施しました。事業評価シートのほか、団

体からの資料「事業の必要性」、団体・県への事前質問に対する回答

については、委員会前に事務局経由で送付していただき事前に目を
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

通し、当日は更に掘り下げたヒアリングを行いました。ヒアリング

で必ずしも十分な意見を述べられなかったという団体からは意見書

を書面で提出していただき正確な団体把握に役立てました。（第８回

～第１２回） 

なお、その後も必要に応じ、再ヒアリングを実施しました。 

以上を踏まえた上で団体に対する評価を開始しました。評価のツ

ールとしては二つ、すなわち、前述の事業評価シートと、団体評価

シートです。  

事業評価シートについては、各団体毎に、その事業名、具体的内

容、平成１４年度当初の事業金額と県･国からの補助金等の額を詳細

に明らかにすると共に①事業の必要性について、②民間との補完性

について、③市町村との補完性について、④県本体との補完性につ

いて、⑤事業の単独性について、⑥事業の自立性について、の６項

目についてコメントを付したものを、作成者を明らかにした上で事

前に準備していただきました。 

各委員は、①事業そのものが必要なのか、②民間でできないのか、

③県で直接行えないのか、④他の類似団体と統合すべきか、単独で

事業を行うべきかの４項目について１－５点で評価しました。市町

村との補完性について各委員の評価対象から除いたのは、各事業の
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内容を市町村が行うべきか否かを判断することは、本委員会の責任

範囲を越えていると判断したからです。事業の自立性と単独性の判

断は総合して④で評価しました。 

団体評価シートについては、事業評価シートでの評価のほか、団

体の財務状況など他の要因も総合して団体そのものに対する評価を

各委員が記述しました。 

なお、第８回～第１２回委員会で団体ヒアリングを行った３８団

体以外の１６団体については比較的県関与の薄いものが多いため、

各種情報に基づき冨永アドバイザーがたたき台の評価を作成し、こ

れを基に各委員が協議しました。ただし、１６団体のうち団体廃止

の方向となったものについては、更に慎重に検討するために団体へ

の追加ヒアリングを行いました。なお冨永アドバイザーは、委員会

の討議内容や評価基準の考え方に関するたたき台の作成などに関し

て、委員会への各種提言、事務局である県への助言などを行い、本

委員会の中で委員とは異なる重要な機能を果たしたことを付言しま

す。 

個別団体への評価についての委員間協議は、第１３回委員会以降

に本格化しましたが、併行して、より多面的に団体を把握するため、

委員による民間団体（長野県ＮＰＯセンター、長野県宅地建物業協
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会）へのヒアリング（８月１１日）、民間建設コンサルタント各社へ

のアンケート（１０月末）もそれぞれ実施しました。 

また、県の出資する外郭団体の中には市町村が深く関わる団体も

あることから、県内１１８市町村全てに対しアンケートを事務局の

判断で作成・送付し、全ての市町村からその結果を得ました。これ

をもとにして各委員がアンケート結果に対する追加質問を作成し、

各市町村に意見を求めました。これについても、多くの市町村から

回答を文書にて受領しました｡ 

第１９回委員会では、６市町村の首長等を招いて円卓討論会を実

施し、意見交換を行いました。 

第１８回および第１９回委員会では県の部局長クラスに出席いた

だき、結論が出ていない団体について事実関係を補足していただき

ました。 

以上のように、きわめて多面的に団体に関する情報を収集・分析

し、２０回に及ぶ十分な協議を踏まえた上で、委員会は団体に対す

る評価を固め、１１月１４日「報告書（素案）」を公表しました。 

同日から同月２８日に報告書（素案）に対するパブリックコメン

トを募集したところ、電子メール、ＦＡＸ、手紙で計３０４件の意

見が寄せられました。 
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委員会では、パブリックコメントの内容を詳細に検討するととも

に、強い要望のあった外郭団体プロパー職員の皆様とは直接意見交

換し（第２２回委員会）、現地も訪問して（１２月１２、１３日）、

現場の生の声を聞き、実態を把握するように努めました。 

このような過程を経て、ここに最終報告書を公表するに至ったわ

けです。 

なお、この間の審議プロセスは情報公開法の趣旨に沿って第１３

回を除き、全て公開としました。第１３回については、委員間で評

価基準の整合性が確保されていない時点で外郭団体の評価を外部に

公表することは誤解を招く恐れがある、との配慮から当初、非公開

としました。後日、その恐れなしと判断し、議事内容を遡って公開

しました。 

会議に提出された全文書は原則としてＰＤＦファイルにてイン 

ターネット上で公開し、議事録については音声（ＷＭＡ形式）・文書

で公開しました。これらは本報告書の別冊と位置付けられるもので、

本報告書ともども永く保存され、活用されることが期待されます。 
 

 - 10 -   



長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

４．見直しの考え方 

 
（１） 見直しの基本哲学 

○ 県民益の極大化という見直しの理念 

そもそも、それぞれの外郭団体は、その時代ごとの社会的・経済

的な需要に対応した事業を実施する際に、県本体が行うよりも県が

出資等する外部組織に委ねた方が適当であるという判断に基づいて、

あるいはそういった判断に基づく法律等によって、設立されたもの

と考えます。 

しかし、社会経済情勢の変化に伴って世の中の価値観が多様化し、

民間企業、非営利団体（ＮＰＯ等）など公的なサービスの担い手も

多様化する中で、県が事業の実施を特定の外郭団体のみに委ね、補

助金・委託料を交付したり、職員を派遣しつつ業務を行わせること

が適切ではない状況も生まれています。 

むしろ、県が特定の団体にのみ深く関与したり、事業委託をした

りすることが、かえって行政の透明性を後退させ、事業の効率性を

損ない、民間の創意を汲み取れない仕組みにしてしまっていること

も考えられます。 

さらに、外郭団体に対して継続的な人的関与がある場合などは、

人件費相当額を県が継続して負担することによって、県財政の硬直
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化を招くことになります。外郭団体にとっても、県の人的関与が足

かせになり、県民ニーズの変化に迅速に対応できる柔軟な組織変革

が阻害されることにも繋がります。 

県民益の極大化という観点からすると、外郭団体を含めた、より

広い範囲の公的なサービスの担い手が、平等に創意・工夫をし、刺

激し合って競争する中で、県民がニーズに応じたサービスを選択で

きるような仕組みをつくることこそが、県に求められている役割で

あると委員会は考えます。すなわち県は、県民が公的サービスを、

どこから、どのようにすれば受けられるのかを的確に判断できる情

報をまとめること、言い換えれば、サービス提供主体をネットワー

ク化することに注力すべきだと考えます。民間にサービスの実施主

体がない、あるいは十分に育っていない場合は、当面は外郭団体に

委託せざるを得ないとしても、同時に県の責務として、当該サービ

スを担えるような民間の団体が生まれ育つ環境整備を政策的に進め

ることが不可欠でしょう。 

また、県が補助金や委託料を支出する場合にも、県民が受ける 

サービスの提供主体が多様化することを前提に、特定の外郭団体に

偏ることなく、同質的なサービスが提供可能な団体を平等に支出対

象とすることが可能なようにシステムを再構築することが大切だと
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考えます。すなわち、ある事業（サービス）の発注方式を随意契約

から競争入札方式に変更し、透明性が確保された中で様々な主体が

参加できるようにする変革が少なくとも必要です。しかし、それだ

けでは、事業の質を高め、県民益の極大化に貢献するためには不十

分です。事業そのものの企画提案段階から民間企業、非営利団体、

個人など大勢の担い手が参加出来るようにすることによって、県民

へのサービスの質や提供方法が改善されていくと考えます。 

今回の本委員会による見直しは、このような理念に基づいていま

す。 
 
○ 外郭団体への県の関与のあり方 

 このような理念に基づいて本委員会はいくつかの団体について県

の関与を廃止あるいは抜本的に見直すよう求めますが、その場合、

県の人事面での関与の縮小・廃止と事業面・財政面での関与の縮小・

廃止は必ずしも一体のものではないことを付言しておきたいと思い

ます。 

 つまり、人事面での関与、特に管理部門への県職員の派遣は、外

郭団体の意思決定の自立性を高める意味から速やかに縮小・廃止さ

れる必要がありますが、事業面・財政面での関与（財政支援）につ

いては、複数の担い手を対等の立場で支援の対象にするという長期
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的理念を堅持しながらも、個々のケースごとに事業の性格を勘案し

て柔軟に対処する必要があると考えます。 

 具体的には、人事面での県の関与を縮小・廃止する団体ではあっ

ても、あるいは純粋民間団体化する団体ではあっても、事業面・財

政面では、例えば既存の団体において、ある事業に固有の専門的ノ

ウハウが蓄積され、当分の間、それらと比肩しうるノウハウを持っ

た別の事業主体の参入を想定できない場合は、当該団体に蓄積され

たノウハウを十分に活かすような事業委託、補助を継続することが

適切と考えられます。 
 
 
○ ｢アウトソーシング｣について 

 さて、委員会が調査・検討する中で、県の担当部局、外郭団体か

ら、「アウトソーシングして県本体のスリム化を図った」とか「アウ

トソーシングの受け皿として本法人を活用したい」といったように、

「アウトソーシング」という言葉が頻々聞かれました。 

そこで、県の業務のスリム化というような目的でアウトソーシン

グを行うという考え方に立った場合、今後留意しなければならない

諸点を挙げます。 

まず、前述したように、様々な公的なサービスの担い手が平等に
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競争できる環境が大切ですから、県事業を委ねる前には、民間企業、

非営利団体（ＮＰＯ等）などによる実施の可能性を十分検討する必

要があります。県の「公民パートナーシップ型アウトソーシング推

進指針」（平成１４年８月）においても、公社等外郭団体に業務を委

託する場合は、外郭団体でなければならない理由を明確にするとあ

ります。 

また、連結決算的思考も必要となります。県本体をいくらスリム

化しても、アウトソーシングをした外郭団体が不健全な財政に陥り、

将来これを県が肩代わりしなくてはならないといったような事態に

陥ったのでは、県本体のスリム化もうわべだけのものとなります。 

本来は、県本体と県の出資等する外郭団体とをフロー面とストッ

ク面双方について合算し、重複部分を相殺消去した上で、県総体と

して効率的な経営を行っているかどうかを判断すべきだと考えます。 

さらに、県事業を委託する際には、外郭団体に対してであれ、そ

れ以外に対してであれ、消費税について考慮する必要があります。

県本体から外部に事業を委託する場合、消費税が課税されます。外

部に事業を委託することによるメリットを金銭換算し、これが消費

税５％分を上回っているかというコスト意識が現行税制下では必要

です。ましてや、今後の税制の行方を考えたとき、所得・消費・資
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産課税のバランスの中で消費税率が引き上げられる可能性もあるこ

とを念頭に置かなくてはなりません。 
 
○ 公益法人の税制優遇措置 

 また、今回調査・検討する中で、基金の果実を活用した事業等に

ついて、「公益法人の税制上のメリットを活用するために本法人で

事業を実施している」というような意見も聞かれました。 

 しかし、行政改革推進本部を中心に、公益法人制度の抜本的改革

が推進されている中で、今後そのような税制上の優遇措置が受けら

れなくなったときに、その外郭団体で事業を行う必然性がなくなる

可能性があるということも指摘しておきます。 
 
○ 公の施設の指定管理者制度 

 委員会が調査・検討を行っているさなか、地方自治法が改正され、

今まで地方公共団体やその出資する法人等に限られていた公の施設

の管理運営を受託できる団体が、民間業者にまで拡大されました。 

 これによって、公の施設の管理運営に民間活力が導入され、より

低いコストで、より良い住民サービスを提供できる可能性がふくら

んだといえます。 

 委員会としては、この制度を積極的に評価します。現在、公の施
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設を管理運営している事業団等の外郭団体について、他に担い手が

あり得る場合、今後は受託先の選択肢の一つでしかないと捉え、民

間の事業者との平等な競争の中でのみ受託先になりうると考えてお

ります。 

納税者である県民にとっては競争による委託費の抑制が期待され、

また、施設を利用するユーザーにとっても民間センスによる使い勝

手の良い施設運用が期待されることから、この制度の積極的な活用

を県に対して進言します。 

 ただし、公の施設の管理運営は単なる施設（ハード）の管理にと

どまるものではなく、施設を利用して社会福祉や文化活動等、経済

的効率性だけでは評価できない事業が行われている場合も少なくあ

りません。こうした事業は効率性の観点からだけではなく、県の福

祉・文化行政を十分に勘案し、それぞれの事業の性格、利用者のニ

ーズを見極めた検討が必要です。 
 

○ 株式会社への出資のあり方 

今回の見直し対象５７団体のうち４団体は株式会社です。つまり、

県が出資を行っています。         

しかし、なぜ県が株式会社に出資する必要があるのでしょうか。 

株式会社は利益獲得を目的としており、本来は県が出資するには
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馴染まないといえます。例外的に県の出資が想定されるのは、「政策

的に設立が必要と考えられるが、民間からだけでは出資が集まらず、 

かつ設立後には自立が見込めるために、呼び水的に県が出資する」

というケースです。この場合は、着実に収益をあげられる企業とな

るよう株主としての責任を果たした上で、なるべく早い段階で第三

者に県の持ち株を譲渡できるようにすることが目標となります。 

なぜ県が株式会社に出資するのか、その目的が明確でないまま現

在まで出資が行われてきているように感じられるので、今回の見直

し対象以外の企業に対する出資も含め、県としての考え方を整理す

べきであることを指摘しておきます。
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（２）長期債務など財務上の課題 

 仮に、全ての事業について必要性が失われ、廃止すべきであると

結論づけた団体であっても、必ずしも直ちに廃止できるわけではあ

りません。                 

 団体が多額の長期債務を有している場合は、直ちに団体を廃止す

るとすれば、県が一時的に返済を肩代わりしなければならないケー

スもあると考えられます。しかし、これは現在の長野県財政を考慮

するならば実現可能性が低いと思われます。 

 このような場合、むしろ、団体を一種の清算過程に入ったと捉え

直し、この長期債務の返済期間をいかにして短縮していくかという

検討が必要になってくるものと考えます。 

ただ債務があるから漫然と廃止時期を先伸ばしするというのでは

なく、財政上最も効率的かつ望ましい手法を模索しつつ、延命策を

防止するプランを策定していかなければならないことは言うまでも

ありません。 

 廃止への道筋が長期にわたる場合には、この団体が廃止の途上に

ある、という位置づけがいつの間にかうやむやになり、何年か後に

は新しい事業を取り入れて肥大化している、というような恐れがあ

ります。 
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 このような事態が生じないよう、「実質的な清算過程に入った団

体については新規事業を起こすことは認めない」など、長期にわた

って改革の実効性を担保する措置を講じる必要があります。 
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（３）プロパー職員の処遇 

本委員会は、プロパー職員の雇用問題についても、十分に念頭に

おきながら検討してきました。県からは既にプロパー職員の雇用問

題について「外郭団体職員の雇用問題に係る県の基本的な考え方に

ついて（骨子）」をまとめていただいていますが、多くの外郭団体は

設立以来、県からの人的財政的支援を受けて、県行政を補完・代行

する役割を担ってきたことに照らし、そうした団体に在籍されてい

るプロパー職員の方々の雇用問題には県が責任をもって対処し、個

別団体ごとに策定される予定の詳細計画（「改革実施プラン」）の中

に問題解決の方向性を極力具体的に明記するよう要望します。 
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外郭団体職員の雇用問題に係る県の基本的な考え方について（骨子） 

 
１ 基本認識  

県は、これまで外郭団体の設立や運営に関与してきており、外郭団体は、独立し

た経営体でありながら県と一体的に或いは県の補完的役割を果たす中で事業を展開

してきました。 

このため、外郭団体の中には、県の関与が団体運営に大きく影響しているものも

あり、県は、その関与度に応じた責任を有しています。 
県では、県民益の極大化という観点から外郭団体の見直しを行っており、この見

直しにより生じることとなる外郭団体職員の雇用問題の解決に当たっては、県と外

郭団体は協調して積極的にその解決に向けて対応する必要があります。 

 

２ 外郭団体の対応 

  職員の処遇については、外郭団体自らが具体的な対応を決定し的確に実施してい

く必要があります。 

○ 職員の解雇に伴う再就職支援措置の実施 

・ 他の就業先の斡旋 
・ 職員に対する転職のための自己啓発の実施・支援 

○ 職員の解雇回避措置の実施 

・ 希望退職制度の創設 
・ 給与規程等の見直しによる人件費の抑制 
・ 新規採用の中止による中長期的な雇用調整 

 
３ 県の対応 

  以下につき、県民の理解が得られる支援策を実施します。 

○ 外郭団体への情報提供等 

・ 外郭団体が行う職員の再就職支援活動に伴う連絡調整 

・ 他の外郭団体の職員募集、県職員等の採用試験の周知 

○ 県職員への採用選考 

・ 県の行政機能を発揮するうえで必要な特定の知識・経験・技術を有する職員

の採用（廃止となる外郭団体から県へ事業が移管されるなど、外郭団体職員の

ノウハウが必要となる場合） 

○ 外郭団体の人件費に対する財政的支援 

・ 県の現状の関与度に応じた退職金等の支援 
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（４）市町村とも関係の深い外郭団体についての考え方 

外郭団体の見直しを行う上で、市町村とも関係が深い団体が少な

くないことから､団体の統廃合の検討にあたっては、この点も勘案し

て検討しました。 

これまで小規模町村などにおいては自前の職員のみで対応できな

い事業のいくつかについて、県が出捐した（あるいは県と市町村な

どが共同で出捐した）団体にその事業実施の補完機能を求めてきま

した。 

具体的には（社）長野県林業コンサルタント協会、（財）長野県建

設技術センター、（財）長野県下水道公社などが、そうした補完機能

を担ってきました。 

委員会では、これらの団体を評価するにあたって市町村から直接

意見を伺う必要があると考え、市町村長等との意見交換を第１９回

委員会（１１月１日開催）に実施いたしました。 

意見交換の中では、これまで市町村との関係の中で各団体が担っ

てきた「機能」については、今後も誰かが担わなくてはならないこ

とが市町村の皆様から強く指摘されました。しかし市町村が必要と

しているのはその「機能」であって特定の「組織」ではない、とい

った意見もいただきました。 
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市町村がそれら「機能」の担い手をどこに求めていくかは、市町

村自身が判断されることですが、委員会では、これら「機能」の重

要性については十分認識して検討を行いました。 

委員会としては、県が随意契約をやめ競争入札を導入することに

より、今後は多数の民間企業がいままで県の外郭団体の独占してき

た分野に参入していくことが期待されること、本委員会が民間建設

コンサルタントに行った調査でも多数の企業から参入可能との回答

をいただいていること、さらに多数の市町村から指摘のあった会計

検査の立会いについては、民間企業でも可能であることを県担当部

局からも確認していることを、指摘しておきたいと思います。 
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（５） 国の地方行政に対する関与のあり方 

 委員会での調査・検討の中で、個々の事業を行う実施団体が、国

の法律や規則によって特定の外郭団体一つに指定されている場合が、

少なからずあることが分かりました。こうした国の地方行政に対す

る関与のあり方が、外郭団体の見直しにあたって種々障害となる場

合がありました。 

 明らかに時代的役割を終え、本来、必要ないはずの事業が、法律

により義務づけられている等の理由から、現実には廃止できない場

合もありました。 

 また、ある事業は県出資法人より、むしろＮＰＯなどが担うべき

であると委員会としては認識しながらも、中央官庁の補助金制度に

より、当該県出資法人しか補助金の受け皿たりえない、という場合

もあります。 

 さらに、ユーザーである県民の立場からはほぼ同一のサービスで

あるにもかかわらず、国の行政が縦割りであることから、県におい

てもいくつかの部局がバラバラに類似の事業を行っている例が、こ

の外郭団体の見直しをとおして確認されました。 

中央集権型の社会から地方分権型の社会へと進む歴史的転換点に

差し掛かっている中で、国の法制度、中央官庁の補助金制度におけ
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る制約などが、それを阻害していると痛感せざるをえない事業が散

見されるのです。 

 委員会では、このような国の地方行政に対する制約は解消すべき

であると個々の外郭団体の検討結果でも言及しましたが、特に強調

したい事例については以下に整理しました。 

本委員会の意見を真摯に受け止めた上で、長野県として、自立し

た地域社会において県民益を実現していくことができるように、あ

るべき国と地方との関係という観点、つまりは地方自治の本旨の観

点から、国等に対して法律や規則の見直しを提言することを要請し

ます。 

 また、一方で県自身も、国の制度がこうであるから、こうするし

かない、といった受身の姿勢から脱すべきです。例えば国の補助金

制度が利用可能でも、事業が不要と考えられる場合は廃止する、と

いった主体性を持つことが必要だと考えます。 
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主な「国の不当な制約」について 

対象団体 
国の不当

な制約 
対象省庁 制 約 の 内 容 制約がない場合の効果 

10  

(財)長野県長寿

社会開発ｾﾝﾀｰ 

国庫補助 

対象団体 

限定 

厚生労働省

生きがいと健康づくり推進事業、シ

ニアリーダー実践推進運営事業の

補助対象団体が１ヶ所に限定 

・ ＮＰＯなど民間団体等

の参入による活性化 

15  

(社福)長野県社

会福祉協議会 

国庫補助 

対象団体 

限定 

厚生労働省

相当数の事業につき事業実施主

体・補助対象団体を都道府県社会

福祉協議会に限定 

・ ＮＰＯ、民間社会福祉

法人等多様な福祉サー

ビスの担い手の参入に

よる社会福祉の向上 

17 

(特)長野県職業

能力開発協会 

国庫補助 

対象団体 

限定 

厚生労働省

技能検定実施事業につき県が実

施公示した職種については県以

外では都道府県職業能力開発協

会に限定 

・ 民間事業者の参入機会

の拡充 

18  

(財)長野県生活

衛生営業指導ｾ

ﾝﾀｰ 

国庫補助 

対象団体 

限定 

厚生労働省

生活衛生営業経営相談・指導事業

等の補助対象団体を限定（生活衛

生法における指導センターを各都

道府県に一つに限って設置） 

・ 民間事業者の参入によ

るサービスの向上 

26  

(財)長野県中小

企業振興公社 

国庫補助 

対象団体 

限定 

経済産業省

下請企業振興事業、中小企業支

援センター事業での補助対象団

体の限定（各事業の根拠法により

民法34 条法人等に要件を限定） 

・ 民間事業者の参入によ

るサービスの向上 

30  

(特)長野県信用

保証協会 

対象者の 

限定 
経済産業省

中小企業者（商工業者等）に対す

る保証に限定（農業者に対する保

証業務は(特)長野県農業信用基金

協会が実施） 

・ 団体の統合による窓口

の一本化、コストの縮減

・ 業際に位置する事業者

への保証も可能に 

31  

(財)長野県農業

開発公社 

組織形態 農林水産省

民法 34 条法人に特定されている

ため特別法人である長野県農業

会議との統合は不可 

・ 団体の統合による窓口

の一本化、事業効率の

向上 

38  

(特)長野県農業

信用基金協会 

対象者の 

限定 
農林水産省

農業者に対する保証に限定（中小

企業者（商工業者等）に対する保

証業務は(特)長野県信用保証協会

が実施） 

・ 団体の統合による窓口

の一本化、コストの縮減

・ 業際に位置する事業者

への保証も可能に 

39  

(特)長野県農業

会議    

組織形態 

及び事業 

の制限 

農林水産省

農業委員会法に基づく特別法人

である。また、業務が限定されてい

るため(財)長野県農業開発公社が

実施する農地保有合理化事業の

実施は不可 

・ 団体の統合による窓口

の一本化、事業効率の

向上 

44  

(財)長野県林業

労働財団 

国庫補助 

対象団体 

限定 

農林水産省

高性能林業機械整備事業（レンタ

ル事業）の補助対象団体の限定

（林業労働力確保促進法により県

が指定した団体に限る） 

・ 民間事業者の参入によ

るサービスの向上 

49  

(特)長野県住宅

供給公社 

解散の制 

限 
国土交通省

地方住宅供給公社法で解散を破

産若しくは主務大臣の認可の取り

消しがある場合に限定 

・ 自主解散が可能に 
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５．個別団体に関する検討結果 
 
（１）検討結果一覧 

団   体   名 検   討   結   果 

０１ （財）長野県消防協会 
団体への県関与の廃止（県関与事業の県直営

化） 

０２ （特）長野県土地開発公社 団体の廃止（事業の県直営化） 

０３ 松本空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株） 
存続（筆頭株主として県が事業活性化の責任を

果たしたうえで、将来的には県の関与を見直す）

０４ （財）長野県国際交流推進協会 存続（ただし、県の人的関与は廃止） 

０５ （社）長野県私立幼稚園協会 

０６ （社）長野県私立短期大学協会 

０７ （社）長野県私学振興協会 

県関与事業の統合 

０８ （財）長野県勤労者福祉事業団 
団体の廃止（事業は県直営化し、一部は民間委

託） 

０９ （財）長野県隣保会館 団体の廃止 

１０ （財）長野県長寿社会開発ｾﾝﾀｰ 条件付き存続（県関与を抜本的に見直すこと） 

１１ （財）長野県国民年金福祉協会 存続（ただし、県関与は今後も行わない） 

１２ （財）長野県建設技能振興基金 団体の廃止（解散を提案） 

１３ （株）長野協同ﾃﾞー ﾀｾﾝﾀｰ 存続（事業推進に対して積極的に支援） 

１４ （財）長野県労働者信用基金協会 団体の廃止 

１５ （社福）長野県社会福祉協議会 存続（ただし、県関与は抜本的に見直す） 

１６ （社福）長野県社会福祉事業団 存続（ただし、県の人的関与は廃止） 

１７ （特）長野県職業能力開発協会 存続（ただし、県関与については縮減していく） 

１８ （財）長野県生活衛生営業指導ｾﾝﾀｰ 存続（ただし、県関与は抜本的に見直す） 

１９ （財）長野県ｱｲﾊﾞﾝｸ・臓器移植推進協会 存続（県関与を拡充） 

２０ （財）信州医学振興会 存続（ただし、県関与は今後も行わない） 

２１ （財）長野県健康づくり事業団 存続（ただし、事業の見直しは必要） 

２２ （社）長野県地域包括医療協議会 
団体への県関与の廃止（県関与事業の県直営

化） 

２３ （財）長野県文化振興事業団 存続（ただし、県の人的関与は抜本的に見直す）

２４ （財）長野県廃棄物処理事業団 存続（当面、県の積極的支援が必要） 

２５ （社）長野県観光協会 団体の廃止（株式会社化） 

２６ （財）長野県中小企業振興公社 存続（ただし、県関与は抜本的に見直す） 

２７ （財）長野県ﾃｸﾉ財団 団体への県関与の廃止 

２８ （財）木曽地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 団体への県関与の廃止（株式会社化を提案） 

２９ （財）飯伊地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 
団体への県関与の廃止（将来的な株式会社化を

提案） 
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３０ （特）長野県信用保証協会 
存続（制度的な制約を解消した段階で、長野県

農業信用基金協会と統合） 

３１ （財）長野県農業開発公社 

統合（長野県農業担い手育成基金と統合。ま

た、制度的な制約を解消した段階で長野県農業

会議とも統合） 

３２ （社）長野県原種ｾﾝﾀｰ 存続（ただし、県関与について見直す） 

３３ （社）長野県畜産物価格安定基金協会 存続（ただし、運営体制の見直しを提案） 

３４ （特）長野県漁業信用基金協会 団体の廃止（事業そのものの廃止） 

３５ （社）長野県農業担い手育成基金 統合（長野県農業開発公社との統合） 

３６ （社）長野県生乳検査協会 存続 

３７ （社）長野県果実生産出荷安定基金協会 存続（ただし、運営体制の見直しを提案） 

３８ （特）長野県農業信用基金協会 
存続（制度的な制約を解消した段階で、長野県

信用保証協会と統合） 

３９ （特）長野県農業会議 
存続（制度的な制約を解消した段階で、長野県

農業開発公社と統合） 

４０ （社）長野県林業公社 団体の廃止（県行造林への移行） 

４１ （社）長野県林業ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 団体への県関与の廃止 

４２ （財）長野県林業用苗木安定基金協会 存続（ただし、県関与は今後も行わない） 

４３ （財）長野県緑の基金 団体への県関与の廃止 

４４ （財）長野県林業労働財団 存続 

４５ （特）長野県道路公社 団体の廃止（財務条件等を満たした時点において）

４６ （財）長野県公園公社 団体の廃止（事業の県直営化） 

４７ （財）長野県建設技術ｾﾝﾀｰ 団体への県関与の廃止 

４８ （財）長野県下水道公社 団体への県関与の廃止 

４９ （特）長野県住宅供給公社 団体の廃止（制度的な制約を解消した段階で） 

５０ （財）長野県学生寮 団体の廃止(事業そのものの廃止) 

５１ （財）長野県建築住宅ｾﾝﾀｰ 団体への県関与の廃止（純粋民間団体化） 

５２ 長野県観光事業（株） 団体の廃止 

５３ （社）長野県高圧ｶﾞｽ保安公社 団体への県関与の廃止 

５４ （社）長野県地域開発公団 団体の廃止（財務条件等を満たした時点において）

５５ 浅間高原観光開発（株） 団体への県関与の廃止 

５６ （財）長野県体育協会 存続（ただし、県関与は抜本的に見直す） 

５７ （財）長野県暴力追放県民ｾﾝﾀｰ 団体の廃止（事業の県直営化） 

 

（注）本報告書において民間とは、県関与のない団体を広く指し示すことばとして使用し

ます。従って必ずしも営利法人のみを想定しているわけではなく、ＮＰＯ等の非営利組織

を含んでいます。 
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（２）個別団体ごとの検討結果 

０１ （財）長野県消防協会 
団体への県関与の廃止 

（県関与事業の県直営化） 

昭和 53 年に市町村消防団の集合体として設立された。県下消防団の消

防技術の向上、防火思想の高揚を統一的に図るべく県ポンプ操法大会を実

施する等してきた。 

当協会の運営実態をみると２名の常勤職員のうち１名は県現職であり、

支部については地方事務所職員が職務従事免除により当協会の事務にあ

たっている。また、事業に対する県補助金のウェイトも高い。 

このような実態からすると、県関与事業については、県の外郭団体にお

いて事業を行うよりも、県で直接行った方が県民から見てわかりやすく、

各事業の必要性を精査したうえで県直営化すべきである。 

それ以外の事業については、県関与を廃したうえで当協会自身の判断に

委ねるべきである。 

 
 

０２ （特）長野県土地開発公社 
団体の廃止 

（事業の県直営化） 

昭和 48 年に特別法である「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づ

き設置され、県の土地先行取得事業を担ってきた。 

バブル崩壊後は長期にわたり保有する、いわゆる「塩漬け土地」が発生

するという問題を抱えている。また、長野県のみならず全国的にも進む公

共事業の減少に伴い先行取得の需要量も減少してきている。 

このような中、公社を小規模化させ全県の先行取得事業を担うよりも、

現年度の用地取得は県で行っていることに鑑み、県において先行取得事業

も引受け一元的に行った方が効率的に業務を行い得るものと考える。 

また、先行取得の需要量が減少するほどにプロパー職員のスリム化が図

られてこなかった現実もあり、存続してスリム化を図っていくことは現実

には困難と推察される。 

先行取得事業については、速やかに公社から県へ移すとともに、公社の

組織については、それに見合ったスリム化をすべきである。そのうえで公

社は保有している土地の整理に特化し、県は最終的な公社の廃止をなるべ

く早く実現できるよう尽力すべきである。 

なお、先行取得事業の県直営化にあわせたプロパー職員の処遇について

は、県において十分配慮すべきである。 
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０３ 松本空港ターミナルビル（株） 

存続（筆頭株主として県が事業活

性化の責任を果たしたうえで、将

来的には県の関与を見直す） 

平成４年に設立され、空港ビル施設の賃貸業を営んでおり、黒字を維持

して経営してきたものの、松本空港の利用者数が年々減少する状況下にあ

る。 

県としては筆頭株主としての責任をふまえ、積極的に事業の活性化を推

進し、利用者の利便を高めることによって、株式の価値を高め、第三者へ

の譲渡を可能とするような状況を早急に目指すべきである。 

そのために高率の内部留保をどのように活用すべきかについて、配当政

策・賃貸料水準の見直しなど、戦略的意思決定が早急に行なわれるべきで

ある。 

 
 

０４ （財）長野県国際交流推進協会 
存続（ただし、県の人的関与は廃

止） 

平成元年に、民間が主体となった県民レベルの多角的な国際交流活動の

推進と県民の国際感覚の醸成を目的に、県、市長会、町村会、民間企業等

の出捐により設立された。現在、外国籍県民への生活支援に活動がシフト

してきている。 

近年、国際交流や国際協力の分野で活動している民間団体の活動が活発

になっており、他の民間団体でも既に実施している、あるいは実施可能な

事業については、県が当協会に対してのみ今後も補助を行うことは公平性

を欠くこととなる。また、団体の運営面では、平成 15 年４月に民間から

事務局長を迎え民間主導を図っているものの、県からの派遣職員が２名お

り、今後さらに団体自身が自立性を高めていくことが求められる。 

県は、現在当協会へ委託している国際関係の行政情報サービスは直営で

実施することとし、県職員の派遣を廃止し、他にも担い手のある事業につ

いての補助金は、当協会に限定せず広く他の民間団体にも機会を広げるべ

きである。 

県が当協会以外の団体への支援も視野に入れることで、結果として県全

体の国際交流活動の底上げが図られると考えられる。 
ただし、当協会が行っている外国籍児童就学援助（サンタ・プロジェク

ト）は関係者の間で高い評価を得ていることから、当面、当協会の事業と
して継続していくことが望ましい。 
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０５ （社）長野県私立幼稚園協会 

０６ （社）長野県私立短期大学協会 

０７ （社）長野県私学振興協会 

県関与事業の統合 

私学関係３団体はそれぞれ会員を異にして会員相互の連携と業界の発

展を目的に設立されており、各団体とも会員に対する貸付事業を主として

実施している。団体の事務は他の私学団体と合わせた６団体で構成する私

学団体連合協議会で行っている。 

県の出資は、３団体が実施する貸付事業への支援措置として行ってきた

が、団体ごとの貸付事業を統合することで、県の関与の一本化が図られる

ことが望ましい。 

貸付事業が統合された場合は、県と団体の窓口が一本化されるため、県

及び団体の事務効率の向上が図られると考えられる。 

なお、団体そのものの統合については、各団体で協議すべきと考えられ

る。 

 
 

０８ （財）長野県勤労者福祉事業団 
団体の廃止（事業は県直営化し、

一部は民間委託） 

昭和 44 年に県の全額出捐により設立され、県から県勤労者福祉センタ

ー及び県男女共同参画センターの管理運営、男女共同参画センター活動促

進事業を受託している。 

県の両施設についての貸館を中心とした管理運営の内容から、あえてそ

のために一つの事業団が存在する必要性が低下している。また、公の施設

の管理については、地方公共団体の出資法人等に対する委託制度から民間

事業者を含む指定管理者制度へと地方自治法が改正されたことにより、民

間事業者で対応可能な状況となっている。さらに、男女共同参画事業につ

いては、現在も県からの派遣職員及び県職員ＯＢ等が計画立案・実施を担

当していることから、県の直接実施が可能である。 

したがって、当事業団が存立する意義が薄れてきているため、事業につ

いては県の直営とし、施設の管理運営については民間へ委託することとし

て、当事業団は廃止すべきである。 

なお、廃止にあたっては、プロパー職員の処遇について十分配慮する必

要がある。 
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０９ （財）長野県隣保会館 団体の廃止 

平成 15 年３月をもって既に団体が廃止されている。 

 

 

１０ （財）長野県長寿社会開発センター 
条件付き存続（県関与を抜本

的に見直すこと） 

高齢者の社会参加と生きがい、健康づくりを進めるために、国のゴール

ドプランに基づく「明るい長寿社会づくり推進機構」として、平成元年に

設立された団体である。 

老人大学、シニアリーダー実践講座の運営、ねんりんピックへの取り組

み、普及啓発事業等を行っている。また、独自の賛助会員制度を基礎とし

た奉仕活動支援事業を行っている。 

賛助会員の組織化など主体的な取り組みを評価する。 

しかし、当センターの組織は、県派遣職員、県職員ＯＢ及び県社会福祉

協議会派遣職員で構成されているほか、県職員が職務専念義務免除という

形で多数業務に携わっており、収入についても、県からの補助・委託が約

８割を占めている。 

県職員および県社会福祉協議会職員の派遣・従事は中止して、当センタ

ーによる自立的な運営への転換を図るべきである。また、国の補助要綱等

により当センターが実施主体と制限されている事業以外の委託事業等に

ついては、他の団体も対等の立場で参入できる形にするため、県職員の派

遣、県からの補助金など、県の関与を抜本的に見直す必要がある。 

これらの見直しが不可能なのであれば、老人大学など国の制度上の制約

のない主要な事業については、他の民間団体もしくは県自身により実施す

べきである。 
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１１ （財）長野県国民年金福祉協会 
存続（ただし、県関与は今後も行

わない） 

国民年金制度の向上発展と国民年金事業の円滑な推進を図るとともに、

国民年金被保険者及び年金受給者等の福利を増進し、もって県民福祉の向

上に寄与することを目的として、昭和 58 年に設立された団体である。 

国民年金制度の普及・啓発事業、小諸市及び阿智村にある国民年金健康

保養センターの管理運営等を行っている。 

設立当時、国民年金事業は国からの機関委任事務として県が行っていた

が、平成 12 年の地方分権一括法の施行により国に移管され、現在では県

の人的・財政的関与はない。今後も、県からの補助金支出や職員派遣を行

うことなく、自立した経営を維持すべきである。 

なお、本来は、地方分権一括法の施行により国（社会保険庁）の所管と

なった時点で、県の出捐 145 万円は国が負担すべきであったことを指摘し

ておく。 

 

 

１２ （財）長野県建設技能振興基金 団体の廃止（解散を提案） 

若年建設技能者の確保・育成を促進するため、行政及び建設産業関連団

体の出捐により平成５年に設立された。 

基金の果実により啓発事業、人材育成事業等を実施している。 

現在、事務局を県の産業活性化・雇用創出推進局内に置き、県職員が事

務を担当しているが、振興すべき技能の多様化、高度化等により、建設産

業という特定産業支援団体に対してのみ県がこうした支援を行う意義が

薄れてきており、本来業界団体が自主的に対応すべきものであるので、当

基金の解散を提案するよう県に求める。 

 

 

１３ （株）長野協同データセンター 
存続（事業推進に対して積極的に

支援） 

障害者も健常者も共に生活し、働けるようにすべきとの理念に基づき、

重度障害者の多数雇用モデル企業として、県も出資を行って平成２年に設

立され、情報処理業を営んでいる。 

去る11月 18日付けで公正取引委員会から談合行為排除勧告を受けた入

札参加事業者の中に当センターも含まれていたことに鑑み、３割の出資を

行っている県は当センターが実施しているモデル事業の実態把握に努め、

障害者の待遇の向上等のために必要な指導、支援を強化すべきである。 
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１４ （財）長野県労働者信用基金協会 団体の廃止 

平成 16 年７月をもって廃止予定である。 

 

 

１５ （社福）長野県社会福祉協議会 
存続（ただし、県関与は抜本的に

見直す） 

社会福祉事業に関する総合的企画・助成・相談、社会福祉活動への住民

参加のための援助、社会福祉事業従事者の人材育成、郡市町村社会福祉協

議会相互の連絡調整など、非常に多岐にわたる事業を実施している。 

当協議会の実施している事業については、国の制度によって実施主体と

定められているものや、補助金の受け皿に指定されているものも多い。し

かし、そのような制約の及ばない部分においては、他の社会福祉サービス

の担い手が対等の立場で参入できる環境を整備するという観点から、例え

ば、福祉人材研修センター運営事業や社会福祉総合相談事業に対する県委

託の大幅な縮減を図るなど、県として補助・委託の抜本的な見直しを行い、

関与を必要最小限のものとすべきである。同時に、当協議会に対しても、

自ら事業を精査して大幅なスリム化を図ることを促す必要がある。また、

県職員の派遣についても中止すべきである。 

こうした見直しによって、多様な福祉サービスの担い手が創意を競い合

い、それらを県民がニーズに応じて選択できるようにすることが、県内の

社会福祉の活性化につながると考える。 

なお、低所得世帯を対象にした生活福祉資金貸付事業は、ナショナル・

ミニマムな社会福祉政策の一部であり、個人や世帯のプライバシーに深く

関わるものであることから、本来からいえば行政が行うべき事業であり、

当協議会の業務からはずして、県の直轄事業とすべきであることも指摘し

たい。 
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１６ （社福）長野県社会福祉事業団 
存続（ただし、県の人的関与は廃

止） 

独自事業として知的障害者援護施設水内荘、グループホームを運営して
いるほか、県西駒郷の業務の一部、県障害者福祉センターの管理運営を県
から受託している。また、県からの補助・貸付を受けて社会福祉施設整備
等に関わる融資事業も行っている。 

平成 14 年度に厚生労働省から「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」の通知が出され、これまで地方公共団体が設置した
施設の運営委託先は原則社会福祉事業団とされていたものが、地方公共団
体が選択できるようにあらためられたことにより、県の施設の管理運営に
ついては、制度的には民間事業者でも対応可能な状況となっている。 

しかしながら、障害者福祉における専門性、ノウハウ、利用者との間の
信頼感などを考慮すると、事業の継続性が不可欠な事業が多いことから、
当事業団の職員が引き続き、これらの事業を担っていくのが適切である。

これまで当事業団は県職員が幹部として派遣されるなど組織運営の自
立性が阻害されてきた。県の人的関与はできるだけ速やかに解消すべきで
ある。 

西駒郷の地域移行後の事業団のあり方、障害者スポーツ・レクリエーシ
ョン活動広域化のための担い手育成策等については、別途検討の必要があ
ると考える。 

なお、融資事業等県の補助・貸付により実施している事業のうち必要な
ものについては県が直接行えばよい。 

 

 

１７ （特）長野県職業能力開発協会 
存続（ただし、県関与については

縮減していく） 

技能検定をはじめとして、主に国・県・中央職業能力開発協会の補助・

委託による職業能力の開発及び向上の促進のための事業を実施している。

法律等により当協会でなければ実施できない事業があり、また、中央職

業能力開発協会から受託している事業があるため、団体としては存続せざ

るを得ない。 

ただし、職業訓練振興事業などは民間でも対応可能になりつつあること

から、この状況をふまえた個別の事業内容の見直しが必要であり、その整

理に応じて県職員の派遣を中止し、補助金の縮減を図っていくべきであ

る。 
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１８ （財）長野県生活衛生営業指導ｾﾝﾀｰ
存続（ただし、県関与は抜本

的に見直す） 

長野県における理・美容業、飲食業等の生活衛生関係営業の経営の健全

化及び振興を通じて、その衛生水準の維持向上と利用者・消費者の利益の

擁護を図ることを目的に、生活衛生関係団体と県の出捐により昭和 56 年

に設立され、当該営業関係者に対する経営相談・指導、理容師美容師に関

する試験の受託実施等を行っている。 

当センターは、法律上の必置団体ではないものの、事業の多くが法律等

により当センターに限定されている状況から、存続せざるを得ない。 

しかし、生活衛生フェアや生同組合独自事業振興事業等については、県

補助金の縮減を図るとともに、受益者負担の仕組みの導入を含めた必要な

見直しを行うべきである。 

 
 

１９ （財）長野県ｱｲﾊﾞﾝｸ・臓器移植推進協会 存続（県関与を拡充） 

眼球提供者の登録及び角膜移植に必要な角膜の斡旋を行い、併せて広く

臓器移植に関する知識の啓発、普及、調査研究事業等により臓器移植の推

進を図り、県民福祉の向上に寄与することを目的に平成元年設立の（財）

長野県腎バンクが２回の改組を経て、平成 10 年に現組織となったもので、

ライオンズクラブが過半数の出捐を行っている。 

アイバンク、臓器移植は、啓発普及活動が非常に重要であり、事業の社

会的必要性及び重要性に鑑み、人件費の補助と合わせ、啓発普及事業につ

いても必要に応じて県の財政的支援など積極的な関与が必要である。 
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２０ （財）信州医学振興会 
存続（ただし、県関与は今後も行

わない） 

医学研究及び医療を担当する医師、看護師並びに医療関係者の学術研
究、研修及び国際交流を助成し、もって長野県における医療水準の向上に
寄与することを目的に、信州大学医学部創設 50 周年記念事業の一環とし
て、平成６年に設立されたものである。 

団体は自立的に運営されており、県は、設立時に 6.7％の出捐を行った
以降、人的・金銭的関与は行っていない。今後とも県の関与は行うべきで
はない。 

このような実態をふまえると、県の外郭団体の定義から外すことを検討
すべきである。 

なお、本来、特定団体の記念事業等に対して県が出捐することについて
は、慎重に判断すべきであることを指摘しておく。 

 
 

２１ （財）長野県健康づくり事業団 
存続（ただし、事業の見直しは必

要） 

 健康づくりに関する知識の普及啓発事業、結核、がんその他の生活習慣
病等の早期発見及び治療に必要な検診・診療事業等を行い、県民の保健、
医療及び福祉の向上に寄与することを目的に設立された。 
 数多くの検診車を保有し、市町村・事業所等から各種検診を受託し、自
立的に運営されているとともに、今後、一次及び二次の予防機能を備えた
検診事業に集約されることから、本事業を中心に存続すべきである。 

普及啓発事業については、その効果を見極めたうえで、継続するとすれ
ば県の直轄とすべきである。 

 
 

２２（社）長野県地域包括医療協議会 
団体への県関与の廃止（県関与

事業の県直営化） 

 県下の医療関係団体、県及び市町村が連携して県民の健康増進を図るた
めに設立された。 
 県施設である二つの総合健康センターの管理運営を受託してきたが、セ
ンターが県有施設としては平成 15 年度をもって廃止されることから受託
事業は終了し、平成 16 年度から当協議会の運営体制は事務局長１名のみ
と見込まれる。このような組織体制を考慮すると、支部活動推進事業など
の県補助事業については本部である当協議会を通すことなく、当協議会と
は別にそれぞれ独立して運営されている 18 の支部に県から直接補助する
方が合理的である。 
 県関与事業については県直営化すべきである。そのうえでの当協議会の
あり方については、団体自身が判断する事柄である。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

２３ （財）長野県文化振興事業団 
存続（ただし、県の人的関与は抜

本的に見直す） 

 県立文化施設等の管理運営を受託する公益法人として設立された。 

 現在、県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、信濃美術館、飯田

創造館、佐久創造館および県立歴史館の管理運営を県から受託し、さらに

埋蔵文化財の発掘および研究を実施している。 

 地方自治法の改正により民間事業者でも公の施設の管理運営を受託す

ることが可能となったことから、制度的には当事業団に限定してこれらの

県施設の管理運営を委託する必要はなくなっている。 

 しかしながら、例えば文化会館の職員には、貸館業務のノウハウが培わ

れており、また、歴史館・美術館の職員には、各分野での学術的専門性が

蓄積されていることから、こうした人的資源が引き続き長野県の文化振興

の一翼を担うことが県民益にとって望ましいと考えられる。 

 当事業団の現状での最も大きな問題として、県職員が幹部を占め続ける

ことにより、プロパー職員の創意工夫や管理職としての責任の発揮を阻ん

できたことを指摘できる。プロパー職員の管理部門への登用を早急に着手

するよう要望する。 

 また、当事業団があまりにも多岐にわたる事業を受託してきていること

も問題点の一つである。県の担当も生活環境部と教育委員会に分かれるな

ど、統一的に文化振興が行われてきているとは言い難い。それぞれの施設

のあり方を含め、県としての文化行政全般について改めて見直す中で、組

織のあり方について今後あらためて検討すべきと考える。企画立案能力の

ある民間事業者が存在する場合には、利用者にとってのサービス向上の観

点から、この積極的活用も検討していただきたい。 

 また、埋蔵文化財センターについても存続することが当面適切である

が、現在県から派遣されている教員については、事業量の変動を勘案しな

がら教育現場に復帰させ、適宜民間事業者で補っていくことが適当であ

る。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

２４ （財）長野県廃棄物処理事業団 
存続（当面、県の積極的支援が

必要） 

 産業廃棄物管理型最終処分場を設置運営すべく産業界の要請を受けて

設立された。 

今後の対応としては、長野県における廃棄物処理に関わる需給見通し

と、それをふまえた収支見通しを早急に策定されるとともに、必要な処分

場設置に関しては、県として立地等につき積極的支援をされることを要請

する。 

なお、いまのところ供用開始に至った施設はなく、阿智村に施設を設置

すべく関係者との調整などを進めているほか、中信地区にも設置を予定し

ている。 

供用開始に至るまでは、県として職員の派遣などにより支援する必要性

も認められるが、もともと料金収入でまかなうことを前提としていること

に鑑み、供用開始後の維持管理については、プロパー職員で運営できるよ

う、県関与についても計画的に見直していくべきことを指摘したい。 

 
 

２５ （社）長野県観光協会 団体の廃止（株式会社化） 

平成 13 年に県の観光プロモーションを行う団体と、市町村の観光施設

の整備運営等を実施する団体の統合により設立され、県は、基本財産の

80.4％に当たる１億円の出捐を行っている。 

この団体が実施している事業全般（観光宣伝、観光情報提供、観光施設

の整備運営等）については、むしろ民間事業者が実施することにより一層

の成果が期待される。当協会においても民間主導の体制の構築が図られて

きており、株式会社化すべきであると考える。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

２６ （財）長野県中小企業振興公社 
存続（ただし、県関与は抜本的に

見直す） 

中小企業者の設備導入に対する支援、下請取引のあっせん、県産品の販

路拡大、起業（創業）や経営革新の支援、情報化に関する相談・助言、企

業再生の取り組み支援などを実施している。 

 総花的に事業展開されているが、選択と集中による事業の重点化が必要

である。例えば、物産振興事業については、県観光協会ないしはその後継

団体への委譲を検討するのがふさわしい。 

また、今後の見直しにあたっては、本来、中小企業に対する支援事業は、

民間レベルで行われるようになっていくべきものであることを念頭に置

く必要がある。 

今後中心となっていくのは、中小企業支援センター事業と考えられる。

この事業は、事業費のほとんどが国または県からの補助金で賄われてお

り、実態としては県で直接行うことも可能なのだが、国庫補助要件が民法

34 条法人に限定されていることから、当公社で実施せざるをえないところ

である。 

 ただし、国庫補助の伴わない県単独の補助事業についてまで当公社のみ

に対象を限定することは、公の活動を様々な主体によって担っていくとい

う県の方針に反し、不適当である。競争入札などの形で、様々な民間団体

に対しても参入の機会を拡大することが急務であり、それに伴って県から

の職員派遣を計画的に縮小すべきである。 

また、国庫補助事業も含め、プロパー職員の育成に努めるべきである。
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

２７ （財）長野県テクノ財団 団体への県関与の廃止 

平成 13 年にテクノハイランド構想が終了したことに伴い、（財）浅間テ

クノポリス開発機構と（財）長野県テクノハイランド開発機構が解散し、

引き続き、産学官連携による共同研究開発を進めるため、当財団が設立さ

れた。 

 現下の経済情勢においては県が人的な関与などを通じて当財団を支援

することも当面はやむを得ないものと考えるが、本来、産学連携は民間が

主体となって行うべきものである。 

 知的クラスター創成事業が終了する時期をタイミングとして、県派遣職

員を引き揚げ、県からの補助金も廃止すべきである。 

なお、果実では足りない事業費や事務局人件費についても民間が負担

し、財務的にも県から自立して、実質的な民間団体として継続することを

妨げるものではない。 

 

 

２８ （財）木曽地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 
団体への県関与の廃止 

（株式会社化を提案） 

木曽地域における伝統地場産業の健全な育成及び発展を目的として、

県、地元町村、地元商工団体等の出捐により平成４年に設立された。 

特産品の展示販売、新商品の開発、人材確保・養成等の事業を実施して

いる。 

今後、県からの生活産業創造力育成支援事業費補助金については廃止

し、当センターとして自立した運営を行うべきである。 

物産販売による収益事業の占める割合が高いので、株式会社化の検討を

提案する。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

２９ （財）飯伊地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 
団体への県関与の廃止 

（将来的な株式会社化を提案）

飯伊地域における伝統ある地場産業の健全な育成及び発展を図るため、

飯田市を中心に県も出捐をおこなって昭和 58 年に設立された。 

新技術及びデザイン開発の研究、人材の育成、需要の開拓、情報の収集・

提供などを行うとともに、精密工業に関する高度技術形成のための試験、

検査、研究、技術教育等を行っている。 

今後、県からの嘱託職員３名の派遣については中止し、当センターとし

て自立した運営を行うべきである。 

将来的な株式会社化の検討を提案する。 

 
 

３０ （特）長野県信用保証協会 

存続（制度的な制約を解消した段

階で、長野県農業信用基金協会

と統合） 

中小企業者に対する金融の円滑化を図るため、昭和 24 年に社団法人と

して設立され、昭和 29 年には信用保証協会法に基づく認可を受けて特殊

法人となった。 

信用補完制度における信用保証業務を行っており、事業の必要性は当面

高いものと思われる。ただし、本来、行政が関与した外郭団体が民間の信

用補完をすることについては、極めて限定すべきものであることを指摘し

ておく。 

現行法のもとでは、中小の商工業者への貸付に対する保証は当協会が、

農業者への貸付に対する保証は長野県農業信用基金協会がそれぞれ行う

こととされている。しかし事業効率の観点に加え、業際に位置する事業者

に対する保証の問題を考慮すると、本来、農業信用基金協会と統合すべき

である。その実現に向けて、県は国に対して速やかな制度改正を要求して

いくとともに、県担当課の統合の要否も検討するよう要望する。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

３１ （財）長野県農業開発公社 

統合（長野県農業担い手育成基

金と統合。また、制度的な制約を

解消した段階で長野県農業会議

とも統合） 

昭和 45 年の農地法の改正に伴い、農地流動化による農業経営基盤の強

化を目的とする農地保有合理化事業（農地の買入、売渡、貸付）が創設さ

れ、この事業を実施する団体として県が全額出捐し設立された。 

農地の売買事業が法により当法人にしか認められていないので団体を

存続させざるを得ないが、事業の効率性等を考えると、関連性ある事業を

行う長野県農業担い手育成基金と、まず統合すべきである。 

さらに、長野県農業会議との統合が効果的であると考えられるが、現行

法のもとで同会議は特別法人であることから民法 34 条法人である当公社

と統合できない。これについては国に対して制度の見直しを求め、できる

だけ早く実現することが望まれる。また制度改正を待たず、少なくとも事

務局の統合は速やかに進めるべきである。これにより、関連する業務を集

約したワンストップサービスの提供も可能となる。 

 
 

３２ （社）長野県原種センター 
存続（ただし、県関与について見

直す） 

主要農作物（水稲、麦、大豆）の種子生産、県の試験場で育成した品種

の野菜、花、果樹等の種子・種苗の生産配布及び遺伝資源の収集保存を目

的に昭和 62 年に県、市町村、農業関係団体の出捐により設立された。 

主要農産物種子の生産配布における団体の県内シェアは 100％近くあ

り、県の農業戦略上からも原種生産事業の必要性は高い。 

原種等の生産配布においては、必要な機能集約がされており、民間では

対応不能であることから当センターは存続すべきであると考えられるが、

団体の自立性を高めるためにも、県の関与は縮減されることが望ましい。
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

３３ （社）長野県畜産物価格安定基金協会
存続（ただし、運営体制の

見直しを提案） 

昭和 47 年に畜産物価格の低落により生ずる生産者の損失を補填するこ

と等を目的に県及び農業関係団体の出資により設立された。 

肉用子牛生産安定等特別措置法による肉用子牛生産者への価格差補填

事業の補助金交付先として指定されており、また、団体単独で肉豚、鶏卵、

肥育牛に対する価格差補填を実施している。 

同種の価格補填事業を行う長野県果実生産出荷安定基金協会との統合

について検討したが、果実生産出荷安定基金協会が全農に依存しているこ

とから、当面のメリットが見込まれなかった。しかし、さらなる効率化等

の観点から、全農への依存の是非等を含め、運営体制の見直しを引き続き

検討されることを提案する。 

 
 

３４ （特）長野県漁業信用基金協会 
団体の廃止（事業そのものの廃

止） 

昭和 28 年に金融機関の中小漁業者等に対する貸付等に係る債務保証を

目的に県及び漁業関係団体等の出捐により設立された。 

現在は、資金需要の低下、低金利による資金運用収入の減少等により当

協会の運営は厳しい状況にある。 

また、今後当協会の行う新規の債務保証は見込めないとのことであるの

で、団体の存続意義は薄く、廃止すべきである。 

なお、廃止に伴うプロパー職員の処遇については、十分に配慮する必要

がある。 

 
 

３５ （社）長野県農業担い手育成基金 
統合（長野県農業開発公社との

統合） 

平成５年に農業の担い手を確保育成するための新規就農者、青年農業者

への支援を目的に県、市町村、農業関係団体等の出資により設立し、就農

支援資金の貸付、就農準備の助成を行っている。 

就農支援資金貸付事業についてほとんど貸付実績がなくなってきてい

るなど、現在の体制では事業効果に疑問がある。今後は、事業に関連性の

ある長野県農業開発公社と統合することにより、より効率的、効果的に事

業を実施しうると考える。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

３６ （社）長野県生乳検査協会 存続 

昭和 58 年に県及び酪農、乳業関係団体等の出資により設立され、酪農

家の出荷から乳業メーカーへの搬入までの流通段階における生乳の成分

及び品質の検査を行っている。 

事業そのものの必要性は認められる中で、現状においては民間の代替機

関の参入が見込めず、また、団体が自立的に事業を行っており県の関与度

も薄いことから存続すべきである。 

 
 

３７ （社）長野県果実生産出荷安定基金協会 
存続（ただし、運営体制

の見直しを提案） 

昭和 47 年に果実の安定的な生産出荷の推進、果樹農業者の経営安定等

を図るため県および農業関係団体等の出資により設立され、果実の価格下

落に伴う生産者補給金の交付、計画生産出荷の指導を実施している。 

同種の価格補填事業を行う長野県畜産物価格安定基金協会との統合に

ついて当委員会において検討したが、当協会が全農に依存していることか

ら、当面のメリットが見込まれなかった。しかし、さらなる効率化等の観

点から、全農への依存の是非等を含め、運営体制の見直しを引き続き検討

されることを提案する。 

 
 

３８ （特）長野県農業信用基金協会 

存続（制度的な制約を解消した段

階で、長野県信用保証協会と統

合） 

 農業協同組合その他の金融機関が農業者に対して行う貸付について、そ

の債務を保証することを目的に設立された。 

農業者への信用保証は今のところ民間対応は困難と考えられるうえ、事

業実績もあり、事業としての必要性はある。 

現行法のもとでは、農業者への貸付に対する保証は当協会が、中小の商

工業者への貸付に対する保証は長野県信用保証協会がそれぞれ行うこと

とされている。しかし、事業効率の観点に加え、業際に位置する事業者に

対する保証の問題を考慮すると、本来、信用保証協会と統合すべきである。

その実現に向けて、県は国に対して速やかな制度改正を要求していくとと

もに、県担当課の統合の要否も検討するよう要望する。 

 

 - 46 -   



長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

３９ （特）長野県農業会議 

存続（制度的な制約を解消した段

階で、長野県農業開発公社と統

合） 

 前身は行政委員会としての県農業委員会であるが法改正により昭和 29

年当特別法人が設立された。現在においても審議答申機能が法定業務であ

る。 

任意業務については総花的になっており、担い手への農地集積事業に重

点化していくことが必要である。 

また事業の関連性から農地保有合理化法人である長野県農業開発公社

との統合が効果的であると考えられるが、同法人は民法 34 条法人である

ことが求められる一方、当会議は特別法人であることから現行法下では統

合できない。これについては国に対して制度の見直しを求め、できるだけ

早く実現することが望まれる。また制度改正を待たず、少なくとも事務局

の統合は速やかに進めるべきである。 

 
 

４０ （社）長野県林業公社 団体の廃止（県行造林への移行）

 森林所有者の資金不足や高齢化といった状況の中で、当公社が所有者に

代わって植林、育林し伐採時の収益を所有者と分配しあうという、分収林

事業を主幹業務とする。 

 しかし、既に同制度に基づく新規の植林は平成 13 年度末で終了してお

り、当公社については、今後も新規事業等を付加することなく、いわば実

質的な清算過程に入っていると位置づけていくことが必要である。 

したがって、同種事業である県行造林に移行し、当公社の行っている分

収林事業については廃止すべきである。なお、移行に際しては、全所有者

との契約変更と変更登記の手続きが必要となり、これには相応の期間がか

かることが予想される。改革実施プランにおいて、債務の切り替えや変更

手続きについての実施計画を、より具体化していく必要がある。 

なお、廃止に伴うプロパー職員の処遇については、十分に配慮する必要

がある。 
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４１ （社）長野県林業コンサルタント協会 団体への県関与の廃止 

 森林土木事業の調査、測量、設計等について、県および市町村から受託

して事業を行っている。しかし、当委員会が本年 10 月に民間建設コンサ

ルタント各社を対象にして実施した林務・建設技術分野の外郭団体のあり

方に関するアンケート調査の結果によると、回答があった 57 社のうち、

３分の２（39 社）の事業者は林務関係の測量・設計の中で、民間事業者が

受託できない業務はないと回答している。林業コンサルタント協会しか受

託は無理であると回答した事業者は２社に過ぎず、多くの民間事業者か

ら、県の委託業務への対等な参加機会の保証を求める意見が寄せられた。

 県では既に平成 15 年度より、これまで当協会に委託していた全ての事

業について競争入札を導入した。これにより、今までは随意契約であった

ため参入を諦めていた民間コンサルタント会社も逐次技術者を配置し参

入してくることが予想され、競争による委託料の縮減が期待される。 

 ただし、競争入札となると、発注者である県と受注者である当協会との

関係を考えるとき、受注者側に県派遣職員が常勤理事で存することは、他

の入札に参加する民間企業との平等性からして、著しく不適当であるの

で、県派遣職員は速やかに引き揚げる必要がある。ただし、調査・測量・

設計等の業務に関して、株式会社化して事業を継続していくことについて

は、団体の判断に委ねる。 

なお、専門技術者を単独で配置することができない小規模市町村につい

ては、調査・測量・設計のみならず、積算・監督業務まで含めて当協会に

委託し、また災害復旧についても当協会に大きく依存してきたという実態

がある。 

このうち調査・測量・設計業務については民間委託が可能であるが、積

算業務に関わる小規模市町村の補完機能をどこが担うのかという問題が

ある。県行政システム改革チームが９月に行った調査でも、当協会の行っ

ている事業を廃止することには、回答のあった 102 市町村のうち 78 の市

町村が反対している。本来、積算業務に関しては、市町村が自らの責任に

おいて行うべきものであるが、そのために独自の職員を配置できない小規

模町村については、これを民間会社には委託できないことから、当協会が

その委託先として積算業務に特化して存続することも考えられる。それ以

外に、複数市町村の連携組織、あるいはそれが困難な場合は県の地方事務

所などがこれを担うことも可能と考えられる。なお、会計検査の立会いに

ついては民間企業でも可能であることを、県林務部から回答いただいてい

ることも付言したい。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

４２ （財）長野県林業用苗木安定基金協会
存続（ただし、県関与は今

後も行わない） 

 造林用優良苗木の計画的な生産と需給の安定を図るために設立され、林

業用苗木で残苗が発生した場合の補償などを行っている。 

事業の必要性は高い。また県山林種苗協同組合（県苗組）の職員が兼務

で従事することで、県の人的・財政的関与なしに運営されている。 

今後とも県からの補助金や県職員の派遣なく、自立した経営を維持する

ことが必要である。 

 
 

４３ （財）長野県緑の基金 団体への県関与の廃止 

緑化思想の高揚と緑化事業の推進を図り、緑豊かな県土づくりに寄与す

ることを目的に設立された。 

常勤職員は２名とも県派遣職員であり、一般会計事業の内容について

は、効果が不明確なものも多い。 

 このような事業は、民間の自発的意志に依存するのが本来の姿であるの

で、法的に募金の受け皿が限定されている中、本当に自発的に緑豊かな県

土をつくろうという意欲を持った方々による自主的な運営組織として生

まれ変わり、募金のあり方も県民の真の自発性に基づくものとなるよう、

県職員を引き揚げるなど県の関与は廃止する必要がある。 

 
 

４４ （財）長野県林業労働財団 存続 

 もともと林業従事者の退職金を扱う団体としてスタートし、平成６年に

林業従事者の育成・確保の事業を行うため改組されたのが当財団である。

 林業従事者の育成確保および福祉の向上に関する事業を実施している。

林業のおかれた現状からして、当財団の存在意義は認められる。 

ただし、当財団に国庫補助の受け皿が限定されている事業が多いが、国

の制度の改善が求められる。（例えば、高性能林業機械のレンタル事業は

民間でも実施可能なはずで、本来、当財団以外のリース業者も高性能林業

機械の購入の際に補助を受けられるようにするべきである。） 
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４５ （特）長野県道路公社 
団体の廃止（財務条件等を満たし

た時点において） 

 有料道路の建設及び管理のため昭和 47 年に設立された。既に新規の路

線建設は停止しており、現在６路線７区間を供用している。したがって当

公社は、実質的にはその役割を終えており、今後も新規路線等の建設は停

止し、道路の維持管理と債務の償還を行う清算法人化していくことが適切

と考える。 

 平成 14 年度実績でみると、志賀中野有料道路の交通量実績が計画比で

46.3％、五輪大橋有料道路が同 35.6％に留まるなど、当初の交通量予測を

大幅に割り込んでいる。こうした事業実績から判断すると、路線建設時の

需要予測と収支見通しに甘さがあったと考えられる。県として公社の改革

方針を策定するにあたっては、この点を厳正に検証し、県民に対して説明

責任を果たすよう要望する。 

現在の供用路線の最終償還期限は平成 38 年となっているが、県の財政

負担力を勘案しながら団体を廃止し、県直営化に踏み切ることが適当と考

えられる。この時期の決定にあたっては、供用路線の事業実績をふまえた

客観的な見通しを前提に、無料開放という選択肢の経済効果なども勘案す

る必要がある。 

 
 

４６ （財）長野県公園公社 団体の廃止（事業の県直営化） 

 長野県が設置した都市公園のうち松本平広域公園および烏川渓谷緑地

について、その管理運営を受託している。 

 当公社職員の大半は県からの派遣職員である。また、芝刈りや枝剪定、

清掃作業などについて再委託しており、松本平広域公園の再委託率は平成

14 年度実績で 56％にものぼっている。 

このような自立性の低さと、地方自治法の改正により民間事業者でも公

の施設の管理運営を受託できるようになったことを踏まえると、当公社に

ついては廃止し、公園の管理運営は県直営化し、必要に応じ民間事業者へ

委託する方が効果的である。 

なお、当公社のプロパー職員の処遇については、県においても十分配慮

する必要がある。 
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４７ （財）長野県建設技術センター 団体への県関与の廃止 

 当センターは、県および市町村の行う積算、施工監理等の受託、公共工

事等に使用する建設材料試験などを実施してきた。しかし、当委員会が本

年 10 月に民間建設コンサルタント各社を対象にして実施した林務・建設

技術分野の外郭団体のあり方に関するアンケート調査の結果によると、回

答があった 57 社のうち４分の３（43 社）の事業者は、行政が実施する工

事の積算業務や設計書の作成・施工監理には民間事業者も十分受託可能と

回答している。当センターしか受託は無理であると回答した事業者は２社

に過ぎず、多くの民間事業者から、行政の委託業務への対等な参加機会の

保証を求める意見が寄せられた。 

 こうしたアンケート結果から判断しても、県および市町村の積算、施工

監理等の事業を、当センターのみに委託する必要性はなくなってきてい

る。 

団体自身の判断により存続することは構わないが、県が当センターのみ

に県職員を派遣したり、職務専念義務免除により団体事務にあたること

は、他の民間企業との平等性の観点から好ましいことではなく引き揚げる

べきである。積算、施工監理等の受託事業については、収益性が高く、株

式会社化して実施するのが自然な姿である。 

なお、積算、施工監理等の受託事業について株式会社化する場合には、

中立性が求められる建設材料試験の受け皿として、当センターが当該事業

を継続することも考えられる。 

その場合、独自の積算システムを保有していない市町村については、引

き続き当センターが、県の保有している積算システムを供与することが考

えられる。さらに、専門技術職員を単独で配置できない小規模市町村につ

いては、市町村の委託を受けて、当センターが積算・監理業務を実施する

ことが考えられる。 

県行政システム改革チームが９月に行った調査でも、当協会の行ってい

る事業を廃止することには、回答のあった 79市町村のうち 43 の市町村が

反対しており、誰が担うにせよ、小規模市町村の補完機能は強く求められ

ている。 
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４８ （財）長野県下水道公社 団体への県関与の廃止 

 市町村下水道の建設工事設計・施工監理等および維持管理の受託、なら

びに県流域下水道の維持管理の受託を主要業務としている。 

運転管理業務については民間企業でも十分実施し得るものであり、現在

でも再委託されていることから、今後は専門技術職員を単独で配置できな

い市町村の要請を踏まえ、管理・監督業務、積算業務等の公益事業のみに

特化していくべきである。また、現在、管理職ポストを県派遣職員が独占

しているが、早急にプロパー職員の登用を図っていき、団体としての自立

性を高めていく必要がある。 

 
 

４９ （特）長野県住宅供給公社 
団体の廃止（制度的な制約を解

消した段階で） 

 地方住宅供給公社法に基づき、住宅の不足が著しい地域における住宅供

給を目的に設立された特別法人であるが、量的には住宅供給戸数が十分に

需要を満たすようになった今日、一般分譲住宅事業など民間でも実施可能

な事業の規模が大きくなっており、当初の設立目的と現実の事業内容が乖

離し、民業圧迫との指摘がある。 

 また、質的な意味での住宅供給の充実についても、必ずしも当公社が担

い手である必然性はない。 

 当公社の歴史的役割は、既に終了していると考えられる。 

現行の地方住宅供給公社法第 36 条では、破産もしくは主務大臣の認可

の取り消しがある場合のみにしか公社の解散が認められていないが、むし

ろ積極的に自主解散できるよう、法制度の改正が必要であることを強調し

たい。なお、その間、当公社は円滑に資産の処分を行い、現在当公社が管

理している賃貸住宅については、民間による管理に移行していくべきであ

る。 

公社を解散した場合、個人が公社と連帯債務を負っている住宅金融公庫

の借入金等の繰上償還が求められることなども想定される。これについ

て、公社および県として個人の不利益が生じないような対応が必要であ

る。 

なお、廃止に伴うプロパー職員の処遇については、十分に配慮する必要

がある。 
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５０ （財）長野県学生寮 
団体の廃止(事業そのものの廃

止) 

昭和 40 年に、東京都及びその近郊において勉学する本県出身の一般学

生に対する修学の援助を目的に全額県が出捐して設立した。 

団体の運営する２つの学生寮は、今後 10 年以内に大規模改修の必要が

あるが、団体による自主的な改修や建替は不可能である。 

現在は大学や民間団体の低廉な学生寮が整備されており、東京近郊の学

生だけが受益者となる両学生寮への県の財政支援は適当でないと考えら

れることから、建物の大規模改修が必要となった時点で寮を廃止し、団体

も廃止すべきである。 

 
 

５１ （財）長野県建築住宅センター 
団体への県関与の廃止（純粋民

間団体化） 

 建築物等の安全対策、住宅の品質確保の推進などを行うことにより、住

民の健康、生命、財産を保護することを目的に、建築物等の確認検査や定

期報告業務を行っている。 

 事業内容は民間企業も実施可能であるため、他の民間企業も平等な条件

のもと参入しうるよう、県職員の派遣については引き揚げ、当財団のみに

限定したような補助金は廃止し、純粋民間団体化する必要がある。このた

めプロパー職員を早急に確保していくことが課題である。 

 
 

５２ 長野県観光事業（株） 団体の廃止 

平成 15 年８月をもって営業を終了している。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

５３ （社）長野県高圧ガス保安公社 団体への県関与の廃止 

昭和 39 年、県営ガス事業を発足するにあたり、ＬＰガス業界と県営ガ

ス事業が共存して、住民の生活文化の向上と産業の振興を図りつつ、ガス

事業が発展することを目的として、両者の共同出捐により設立された。 

一般競争入札への参加による県営ガス保安点検事業の受託、県営ガス機

器販売促進事業、さらには独自事業としてＬＰガス容器検査、コンビニ料

金収納代行事業等を実施している。 

県営ガス保安点検事業など、収益事業の占める割合も高いので、時代の

変化に合わせて団体の株式会社化も含めて見直しを行う必要があること

を指摘しておく。 

 

 

５４ （社）長野県地域開発公団 
団体の廃止（財務条件等を満たし

た時点において） 

昭和 42 年に設立され、別荘地の分譲・建売・媒介斡旋、飯綱高原ゴル

フコースの運営、軽井沢におけるリゾートマンションの分譲等を実施して

いる。 

設立当初は、県の辺境地対策、地域振興策の一環として県企業局と一体

となって事業を実施してきたということであるが、現在では、民間事業者

が行えば十分であり、県及び県の外郭団体がこれらの事業を行う必要性が

認められない。企業局が平成 14 年度をもって保健休養地の分譲を終了し、

実際に当公団の各事業についても低調に推移していることから、売主とし

ての瑕疵担保責任の引継ぎ、債権・債務関係の整理等に関するプランを早

急に策定し、それらの条件をクリアした上で、団体を廃止すべきであると

考える。 

なお、廃止にあたっては、プロパー職員の処遇について、十分配慮する

必要がある。 
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長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

５５ 浅間高原観光開発（株） 団体への県関与の廃止 

昭和 60 年に、浅間テクノポリス開発構想が策定され、ゴルフ場計画が

位置づけられ、これを受けて 61 年に（社）県地域開発公団、小諸市、県

等の出資により当会社が設立され、小諸高原ゴルフコースの運営を行って

いる。 

しかし、現状をみると、当ゴルフ場の運営については民間事業者が対応

すべきで、県が関与する必要性は認められない。 

したがって、県の 5,600 万円の出資の扱いについて、他の株主への株式

の譲渡等を検討し、県の関与を廃止すべきである。 

 

 

５６ （財）長野県体育協会 
存続（ただし、県関与は抜本的に

見直す） 

県内各競技団体、郡市体育協会等により設立され、県民の体力向上、競

技力向上等のスポーツ振興事業を行っている。 

国体への県選手団の申し込みにおいて体育協会の存在が必要とされて

いること、（財）日本体育協会の補助・委託事業があること等から団体に

ついては存続せざるを得ない。 

しかし、事務局職員 10 名のうち７名が県職員であり、また、県からの

補助・負担金の割合が高く、各競技団体への再補助率の高い事業もある。

したがって、補助金交付手続きの透明性確保の観点から、県が直接各競技

団体へ補助できるものについては現行の補助方式をあらため、それに応じ

た職員派遣の縮減を図るなど、事業内容、補助金交付のあり方等について

の抜本的な見直しが必要である。 
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５７ （財）長野県暴力追放県民センター 
団体の廃止（事業の県直営

化） 

 県民の暴力追放意識を高揚し、官民一体となって暴力追放活動を推進す

ることを目的に平成３年に設立され、広報啓発活動や暴力相談事業などを

行っている。 

 事業費のほとんどが県からの補助金・委託料でまかなわれており、また、

センターの主たる事業である相談事業は、最終的な処理が多くの場合県警

に委ねられていることから、常勤職員２名の当センターが介在する実質的

な意義は乏しい。 

暴力追放の必要性はきわめて高く、センターは全国 47 都道府県の全て

に設置されている。しかし、本県においては、警察官１人当たりの負担人

口が全国３位という実態もあり、それも踏まえつつ質的な面を含め県警本

体を強化することが必要である。そのうえで、従来から民暴被害救済に取

り組んでいる県弁護士会や既存の防犯協会のほか、警察刷新会議の緊急提

言を受けて平成 13 年３月に県下の 25の警察署に設置された「警察署協議

会」を活用した市民とのネットワークを構築すれば、センターを廃止して

も長野県は暴力団対策においては他県に先んじて強力な体制をとること

が可能であり、暴追運動の実効性を高めることができるものと考えられ

る。 

 なお、その際には、昨今、暴力が暴力団関連のほか、ストーカー行為、

ドメスティック・バイオレンス、児童虐待など多様化しており、県民から

はこうした多様な暴力に対する警察の迅速な対応を求める声が高まって

いることに着目する必要がある。県警全体としてこうした県民の切実な要

望を真摯に受けとめ、民事不介入の原則の誤った解釈を払底して、県民の

信頼に応える活動を一層強力に展開されるよう要望する。 
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６．おわりに 
 
（１） 県の改革実施プランに対する委員会としての関わり方 

 本報告書を踏まえて県が「改革基本方針」を定め、県としての個

別団体についての方向性を結論づけた後、この「改革基本方針」に

沿って、県は外郭団体と共に具体的な改革の詳細計画を作成してい

くことになろうと思います。もちろん「改革基本方針」の中で詳細

計画まで盛り込まれる可能性がありますが、団体によっては方針策

定後、別途詳細計画が必要であると考えます。 

 この詳細計画（「改革実施プラン」）をどのように策定していくか

については、個別団体によって様々な手法があります。県と団体だ

けで策定しうる場合もあるでしょうし、独自の委員会を設けたり、

コンサルティング業者を活用したりするといった方式も考えられま

す。 

 ここで、特に指摘しておきたいのは、廃止を提言した団体はもと

より、県の関与のあり方を抜本的に見直す（県からの職員派遣の中

止、随意契約から競争入札への転換など）よう提言した団体も、改

革の方針が定められたら、プランの策定・実行を迅速に行うべきで

あること、改革のいたずらな先延ばしは許されないことです。 

 団体ごと、事業ごとに見れば、県からの職員派遣を中止したり、
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随意契約を競争入札に切り替えるのに一定の期間を必要とすること

は理解できますが、改革実施プランの策定は、遅くとも平成１６年

度の前半には終了し、平成１７年度当初予算には改革が着実に反映

される必要があります。 

 また改革プランの全ての実行は、これまでの各県等の実例等を踏

まえると、３年以内、すなわち平成１８年度までに終了することを

原則にすべきです。これを超えざるを得ない場合は、どのような理

由で３年を超えてかかるのか、では何年までに改革を終了するのか

を、県は県民に対して説明する責任があると考えます。 

 委員会としては、全団体に共通するような「改革実施プラン」策

定に資する情報を提供するとともに、必要に応じて団体ごとのプラ

ン策定に対して助言・指摘等を行ってまいりたいと考えています。 
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（２） 不断に行われるべき｢見直し｣ 

今回の見直しにより、県が出資等をしている外郭団体については、

統廃合や県関与の廃止、事業の見直しなどが行われることになりま

すが、更に加えて以下のような項目については、近い将来のうちに

県として実行すべき課題であり、（ア）から（ウ）については条例化

の可能性も検討することを提言します。 

（ア）このような見直しを定期的に行うような仕組みを、県の改

革基本方針に盛り込むこと。 

（イ）今後新しく外郭団体を設立する場合には、十分にその必要

性を検証できるようなルールをつくること。 

（ウ）出資・出捐を行った団体に対しては、設立関与並びに資金

供与したということに伴う、団体および県民に対する責任の

あり方を明確化すること。 

（エ）存続する外郭団体の財務・総務などの管理機能については、

これを集中的に行う外部民間組織に委託することにより、個

別団体の管理部門を縮小し、事務の効率化を図ることを検討

すること。 
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（３）県自身の行政改革に関する要望（「不可欠な県自身の行政改革」） 

 本委員会に付託された課題は長野県の外郭団体の見直しですが、

報告書（素案）に対して寄せられた意見の中には外郭団体の見直し

を議論するのであれば、それに先立って県本体の行政改革の方向性

を示すべきであるといった意見や、県のいくつかの担当部局の行政

のあり方を具体的事実を挙げて批判し、是正を求める意見が含まれ

ていました。そこで、本委員会としては、これらの意見も踏まえ、

また、外郭団体の見直しに向けた部局ヒアリングを進める過程で得

た知見も参照にして、県自身の行政改革について要望を付記してお

きたいと思います。 

 その１つは、県の担当部局の中に関係団体の実態を的確に把握し

て適時適切な指導・助言を行えていない例が散見されたということ

です。例えば、林業コンサルタント協会に関する本委員会のヒアリ

ングにおいて、担当部局は森林事業のコンサルタントの特殊性を強

調して、当事業への民間事業者の参入は困難であるという見解を述

べましたが、本委員会が民間コンサルタント会社を対象にして実施

したアンケート調査では、先に（４８ページ）指摘したように、大

半の事業者が参入可能と回答しています。入札の競争性、公正性の

確保という観点から、こうした官民の認識のズレは放置されるべき
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ではないと考えます。また、本委員会が行った長野協同データセン

ターに関するヒアリングにおいて、担当部局は同センターが実施し

ている多数雇用モデル事業の実態とそこでの障害者の待遇に関する

委員の質問に十分答えることができない状況でした。その他、数次

にわたる部局ヒアリングの過程で関係団体に関する説明が２転３転

した部局がありました。こうした実態を速やかに是正し、外郭団体

の自立性を確保しながら、出資・出捐者としての県の責任を適正に

果たされるよう要望します。 

第２の問題点は、パブリックコメントで、いくつかの外郭団体の

プロパー職員から、県派遣の役職員の日常業務に対して強い批判が

寄せられたことです。県派遣職員が外郭団体の要職を占めている団

体の場合には、プロパー職員の創意を阻害し、人材の登用を妨げて

きた面があることを強く反省する必要があります。県の人事面での

関与、特に管理部門への県職員の派遣は、外郭団体の意思決定の自

立性を高める意味から速やかに縮小・廃止される必要があります。

出資した団体に対する県のガバナンスは、執行機関に対する人的関

与ではなく、理事によるチェックを原則とすべきでしょう。 

例えば、（社福）長野県社会福祉事業団が運営する西駒郷生業部に

ついては、パブリックコメントや現地訪問の結果を踏まえると、現

 - 61 -   



長野県出資等外郭団体見直し専門委員会 

 - 62 -   

場の実情に基づく事業団職員の創意を県職員が汲み取り、事業計画

に反映させていく意識が乏しかったと思われます。このような観点

からの県職員の意識改革は急務といえます。 

今後とも県からの職員派遣が続く場合には、たとえ県の人事異動

の一環として外郭団体に派遣された身分ではあっても、派遣先の団

体の事業に習熟するよう努め、団体運営の自立性の確保・向上のた

めに尽力して、利用者はもとより、プロパー職員からも信頼を得る

職務を果たされるよう要望します。 

 最後に、外郭団体に対して痛みを伴う改革への理解と協力を求め

る以上、県自身が旧習に篭って現状維持に固執することは許されな

いということです。今後、外郭団体の改革実施プランを策定・実践

していく過程では、県の各担当部局の業務改革を、統廃合も視野に

置いて率先して検討し、可能なものから速やかに実行に移していく

よう要望します。また、外郭団体と類似する事業内容のものを県直

営で運営している場合には、外郭団体の改革と平仄をあわせて改革

を遂行されることを要望します。 
 




