
第 1 回 資産債務改革の実行等に関する専門調査会

独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループ

日 時：平成 19 年９月 28 日（金）17:29 ～19:05 

場 所：内閣府本府北２会議室

○大西主査 それでは、定刻となったので、第１回「資産債務改革の実行等に関する専門調査会 独

立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループ」を開催したい。

まず、資料１をごらんいただきたい。

独立行政法人改革については、「行政減量・効率化有識者会議」で議論が行われているところで

あるが、「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」との連携を図り、徹底した検討を行うとい

うことになっている。

今回、これを踏まえ、この専門調査会の下に、新たに「独立行政法人の資産債務改革に関するワ

ーキンググループ」を設置することについて、専門調査会の持回り決議の上、9 月 25 日に決定さ

れたところである。

従って、今回の会合は、第１回「独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループ」で

ある。まず、ワーキンググループの主査を務めさせてさせていただく私、大西より、簡単に自己紹

介させていただく。私は、企業再生が専門の弁護士であり、破産管財業務・会社更生等を担当した

後、産業再生機構に数年前から勤め、ダイエー、カネボウ等の資産処理等も担当したことから、実

務者としてメンバーに加わったところである。こういった立場から、今回、いろいろとりまとめを

させていただきたい。

それでは、今回のワーキンググループのメンバーご各位に、自己紹介を兼ねて簡単にご挨拶をい

ただきたい。

○岡本委員 私は、社団法人日本ビルヂング協会連合会というビルの経営管理を主として扱ってい

る社団法人の常務理事である。本日は、その立場というより、かつて都市行政、建築行政、住宅金

融等に携わったことから、メンバーとして声が掛かったものと思っている。もともと、国土交通省

の出身であり、５年ほど前に退官した。

○翁委員 私は、日本総研の理事である。「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」のメンバ

ーであるとともに、「行政減量・効率化有識者会議」のメンバーであり、現在、独立行政法人につ

いて、色々と見直しを進めているという立場にある。資産債務の観点から独立行政法人の見直しに

ついて、何らかの貢献ができればと思っている。

○加藤委員

私は、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人の社員であり、不動産の流動化、証券化の
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スキーム、債権債務の流動化等、不動産のスペシャリストとして働いている。何かにお役に立てれ

ばと思っている。

○大西主査 このほか、本日御出席いただけなかったワーキンググループの委員が２名いる。資料

１の名簿のとおり、不動産鑑定士、社団法人日本不動産鑑定協会副会長の緒方委員及び中央大学法

科大学院教授、「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」のメンバーである野村委員である。

続いて、資料２及び資料３「独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループの運営規

則（案）」並びに「独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループの公開について（案）」

について、事務局の亀水参事官から説明をお願いしたい。

○亀水参事官 それでは、読み上げさせていただく。

（資料２「資産債務改革の実行等に関する専門調査会 独立行政法人の資産債務改革に関するワー

キンググループの運営規則（案）」及び資料３「資産債務改革の実行等に関する専門調査会 独立

行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループの公開について（案）」読み上げ）

○大西主査 資料２の運営規則、資料３の議事公開について、（案）のとおり、決定してもよろし

いか。

（「はい」と声あり）

○大西主査 	 これにて決定させていただく。次に、「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」

会長である八代会長からご挨拶をいただきたい。

○八代議員 経済財政諮問会議において、「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」を担当し

ている八代である。よろしくお願いしたい。お集まりいただいた専門家の方々に資産債務改革及び

独立行政法人について存分に御討議いただきたいと思っているので、よろしくお願いしたい。

○大西主査 続いて、資料４以下に議事を進めたい。

まず、各府省から提出された、独立行政法人整理合理化案の資産債務改革に関する部分の概要に

ついて、事務局から説明していただき、その上で、今後、独立行政法人のヒアリングが予定されて

いるが、それのポイント、どこに焦点を当てて聞くのか、併せて、どういった独立行政法人を呼ん

でヒアリングをすべきか、を中心として議論していただきたい。

○河内企画官 

お手元の資料４に基づき、簡潔に全体像を御説明させていただく。８月 31 日に各省庁から独立

行政法人の整理合理化計画が行革事務局に提出され、その中には、資産債務に関する整理合理化案

も含まれている。生データは膨大なものであるが、事務局においてまとめたものを資料として用意

した。資料４は各省庁から提出された資産債務に関する整理合理化案及び各省庁の資産の事実関係

を単純に集計したものである。目次のとおり、所在地別に都心とそれ以外でどのような形で資産を

持っているか、あるいは、専門調査会で７月にとりまとめていただいた「独立行政法人の資産債務

改革に関する原則について」においてお示しいただいた方向性に沿って、事務所、ホール、会議所、

教育・研修施設、宿舎等、実物資産を用途別に分けるとどのような姿になるのか、とりまとめたと

ころである。

１ページ目では、それぞれの法人について、法人ごとに、所有している資産の敷地面積・床面積、
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バランスシート価額等について、とりまとめている。これは事業そのものにも直結する資産という

のも含んでいる。例えば美術館・博物館であれば、国立美術館が保有する上野にある国立西洋美術

館、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有する鉄道の資産、日本高速道路保有・債務返済機構が

保有する高速道路等を含んでおり、この計数のボリュームの多寡自体には、そういった事実がある

ということを御認識いただきたい。

それぞれのページの右側に整理合理化案の概要を法人ごとに記載しているが、事務局において、

各省庁から提出された資産債務の整理合理化案について、こういった資産について売却を行うある

いは売却を検討するといったスタンスを大まかにとりまとめたものである。

16 ページ・17 ページにおいて、法人ごとに金融資産について集計している。業務の性質により、

金融資産にも多寡があるが、例えば 16 ページにあるとおり、日本学生支援機構にはかなりの大き

な債権があり、年金積立金管理運用にも、桁違いの金融資産があるものの、業務そのものが奨学金

業務であったり、年金業務であったり、業務そのものの違いにより、資産の多寡がある。

 ７月 23 日にとりまとめていただいた「独立行政法人の資産債務改革に関する原則について」及

びそれを受けた「独立行政法人整理合理化計画の策定に係わる基本方針」（８月 10 日閣議決定）に

おいて、金融資産について、不要資産の縮減・証券化に向けての検討等の問題提起がされており、

事務局において、金融資産について、法人ごとの計数及び整理合理化案の概要をとりまとめたとこ

ろである。

○大西主査 資料として、参考１及び参考２が配付されている。参考１は、７月 23 日に「資産債

務改革の実行等に関する専門調査会」においてとりまとめられた「独立行政法人の資産債務改革に

関する原則について」である。私も、専門調査会の下部組織である「実物資産に関するワーキング

グループ」の主査を務めており、このとりまとめにも携わったところであるが、確認の意味で簡単

にご覧いただきたい。独立行政法人の資産保有について、１番目の処分方針として、原則として民

間への売却を考える。ただ、必要な事業を継続するために不可欠な場合は、民間からの賃貸で対応

する。そして、保有すべき特段な合理的な理由のある資産に該当するか否かについては、独立行政

法人側で挙証責任を負う。このように、原則売却、ただし、保有すべき合理的理由がある場合には

保有する、という考え方を提示したところである。

それから、２番目の処分方針として、売却する実物資産の優先順位付けとして、観点１～４が記

載されている。観点１は利用度の観点、観点２は有効利用可能性の多寡の観点、観点３は効果的処

分の観点、観点４は代替資産が売却後に利用が必要な場合おける経済合理性の観点であり、この４

つの観点に基づき、どのような順位により、売却を行うべきか考える。

独立行政法人は全部で 101 であるが、これらの整理合理化案のうち資産債務部分については、私

も目を通した。印象として、各法人によって感触・ニュアンスは様々であり、非常に積極的に売却

を検討する法人もある一方、逆に保有するよりも賃貸の方がコストが高いので合理性がないという

だけで、売却することは合理的ではないと記載する法人もあった。その意味で、まず、売却予定も

しくは売却を検討中の物件について、今後、ヒアリングを行うことを前提として、保有すべき合理

的理由の説明について必ずしも十分ではない独立行政法人に対しても、どのような観点からヒアリ
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ングを行うべきか、ということも含めて御議論いただきたい。

もう一つ、国の実物資産の改革の場合には、骨太の方針の下、財政の健全化に資するため、とい

うことで、できる限りスリム化するための数値目標も決まっていた。その中で、売却の優先順位・

必要性を判断していたが、今回、独立行政法人の場合には、まず、独立行政法人の中での売却の合

理性とともに、ひいては不要となった資産や売却収入が国に返納される等のことがあることから、

国全体としての健全化という、２つの意義があるものと考えられる。

従って、ヒアリングの中では、恐らく独立行政法人側からは、自分たちの法人としての合理性が

主張されると思われるため、これについて、どのように考えるべきか、ということが大きな問題と

なるであろう。

それで、これから御意見を賜るが、先にたたき台として、いろいろ皆様に御意見をいただく前提

として、少し私なりに整理してみたい。

まず、第１ステップとして「売却資産の選別」、すなわち、売却を原則とし、保有が例外とする

が、ここの選別をどう考えるのか、という問題がある。その選別ができた段階において、第 2 ステ

ップとして、今度は売却の優先度をどのような順序とするか、売却の際にもっとも効果的な処分は

どのようなものか、などを考える。

私の個人的な意見であるが、多様かつ多数の物件があり、多数の独立行政法人がある中で、何ら

かの形で議論を行う以上、各独立行政法人は自分たちの事業の必要性等の尺度から、または経済合

理性の尺度から議論してくるのに対して、我々としてどういうようなスタンスで臨むべきか、ヒア

リングに御出席いただく各委員の間で、ある程度、統一しておかなくてはヒアリングの効果がない

のではないか。例えば、独立行政法人で存続を予定されている事業に供されている資産については、

利用度の低い資産、もしくは事業との関連性が低い資産は除いて、次のいずれかの要求を満たす場

合には、保有資産として認めても良いのではないか。

第１ステップとして、設備の性質・用途から、民間での賃借が事実上困難な資産に該当する場合

が考えられる。実際のところ、美術館・競技場等の売却を当初からあまり考える必要もない資産も

あり、これらについて議論をしても仕方がない。非常にいい場所にある資産もあるが、例えば、国

立美術館を売却・移転ということはあまり現実的でない。このような意味において、設備の性質・

用途等から民間での賃借等、または代替の資産の取得が困難な資産については、保有資産として認

めても良いのではないか。

第２ステップとして、４つ観点が考えられる。資産の利用度等の観点、有効利用可能性の多寡の

観点、効果的な処分の観点、そして、売却後に代替資産の利用が予定される場合の経済合理性の観

点であるが、このように幾つかの観点から照らし、客観的に見ても明らかに売却資産とすべき必要

性を認め難いものは、保有資産として認めていいのではないか。

私案であるが、たたき台として御意見を賜りたい。当日には、何を売却するか、というポイント

が主要な争点になると思われるが、その際には、このような切り口で聞いていくのが良いかと考え

ている。そのような観点から、どのような独立行政法人をヒアリングの対象として選ぶべきかにつ

いても、ご意見を賜りたい。
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○翁委員 独法の中にも様々な性質のものがある。例えば、国立オリンピック記念青少年総合セン

ターや国立青少年の家を所有する国立青少年教育振興機構など、事業として資産を活用している法

人もあれば、例えば、ホール、研修所、事務所、宿泊所等のであっても、必ずしも事業自体とは関

係しない資産を色々と保有する法人もある。

後者については、「独立行政法人の資産債務改革に関する原則について」に沿って、例えば、研

修施設、教育施設、事務所、ホール等の特段の保有する合理性のない資産に関しては、可能な限り、

これに示された４つの観点に即して売却等を促す方針でヒアリングを行うべきではないかと思っ

ている。

前者の事業として持っている資産の中でも、博物館等の資産に関しては、大西主査の指摘どおり、

設備の性質・用途などで困難な問題がある。しかし、例えば、事業として宿泊・研修のために保有

する資産については、仮に事業自体を今後も続けるにせよ、可能な限り、民間の施設を活用するこ

とを促すという方向の下、資産の性質・用途等によって、分けて考えながら、ヒアリング先を選定

すべきではないかと考えている。

○岡本委員 「独立行政法人の資産債務改革に関する原則について」というペーパーにある運用基

準案について多少気掛りな点がある。実物資産について、売却という選択肢のみが想定されている

ようであるが、資産が持っている価値を 大限に生かすという観点からすると、都心の非常に地価

の高いところに存在する博物館、国立劇場的等の中でも、容積率も充足度が３割とか４割に過ぎな

いものについて、周辺で再開発等のプロジェクトが展開される際に、余剰容積率を売却するという

手法もあると思われる。そういった可能性についても、視野に入れておく必要があるのではないか。

オペラシティの再開発の際には、特定街区という制度を使い、恐らく新国立劇場であったと記憶

するが、容積の移転を行っている。 近、様々な手法が編み出されており、単純に建築基準法に基

づき、隣接の土地と一体的に計画することで容積の移転をするという連担建築物設計制度というよ

うな制度だけでなく、都市計画の手法を用い、特定街区、再開発促進区を含む都市計画等を絡ませ

ることによって容積の移転を行う方法もある。そういった可能性についても吟味するか、あるいは

一般的な方針として、我々から、今後、周辺でそういった具体的なプロジェクトを行う際には、そ

ういった可能性については、独立行政法人において必ず検討すべきという方針を決めておくことも、

視野に入れておいた方が結構ではないかと思ったところである。

もう一つ、独立行政法人がその場所に存在することの合理的理由というものについてどこまで議

論すべきか、気になったところである。例えば、大学入試センター等の独立行政法人が本当に駒場

に存在しなければならないのか。例えば、柏キャンパス等の周辺にて、一体的な土地の活用をする

ことが可能ならば、そういった可能性もある。従って、大学入試センターなら大学入試センターと

いう独立行政法人の業務がどのようなもので、そのために、駒場という場所が相当な必然性を持っ

て、そこに立地されているかどうかを吟味することが必要ではないか。

各独法に跨がる共通の問題であると思われるが、かつて竹下内閣の下、多極分散型国土形成促進法

により、地方支分部局及び特殊法人について、横浜あるいはさいたま新都心等に移転することにな

っていたが、その例外として残っている例もかなり存在する模様である。その当時は、政府系金融
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機関については別途検討ということとなり、たしか、例外措置として、金融機能はやはり都心に存

在する必要があるということになったところであるが、 近、政策金融機関をめぐる議論について

当時とは変化もあり、これについては、ワーキンググループの所掌を超えた議論になるであろうこ

とも、気になったところである。

○加藤委員 今、岡本委員が発言されたとおり、空いている土地の有効利用も大切であると思うが、

博物館という文化的な存在、要するに敷地が余っているということも一つの存在性というべきか、

それも必要であると思われるので、博物館等の文化的な施設や公共的な施設については、除外して

も良いのではないか。

また、競技場についても、本当に独法が保有する必要があるか分からないが、必ずしも都心に所

在しなくとも差支えない競技場もあるのではないか、という感覚もする。要するに、どういった資

産が売却対象・有効利用の対象にならず、今のままに置いておけば良いのか、棲分けが必要である。

対象については、全ての独立行政法人に質問することはできないと思われることから、「国有財

産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議」においても同様であったが、利用率が低

いもの、次に価格が高いものといったように、ある程度、金額的・ボリューム的に重要な資産を選

択すべきではないか。

○大西主査 岡本委員から提起された観点は、ご指摘のとおりである。博物館の容積率に余裕があ

る状態は望ましいか否かは別として、性質上、売却自体が想定できない資産であれ、その趣旨に反

しない範囲での有効利用という選択肢はあり得る。今回のヒアリングでは、第一に売却するか否か

であるが、仮に残すものについても、さらなる有効利用の可能性については、検討すべきであると

考えている。

○八代議員 先刻、大西主査によると、まず売却案を出している法人からヒアリングを行うとのこ

とであったが、むしろ、売却案を出さない法人に対して、共通基準に基づき、どうして売却案を出

さないのかと当方から指摘する方が、検討する時間を法人側に与えられるのではないか。この順序

について、御検討いただけないか。

特に、売却案を出さない理由として、よく、施設を売って借りた方が高くつくということがある

が、これは、要するに、売る資産を著しく低めに評価しているからであり、正しい値段が付いてい

るならば、両者は等しくなるはずである。何故、このようなことが起きるのか。それは逆に言えば、

特定の組織だけでなく、共通の問題であると思われるので、ヒアリングの対象とするか否かは別と

して、まず、事務局から、「再検討すべし」という指示を出しておかないと、時間が無駄になるの

ではないか。

○大西主査 八代会長からのご指摘のとおり、独立行政法人が売却を検討していない資産でも、本

来ならば売却すべきものは結構あるという認識である。そのような意味において、ヒアリングの対

象法人についても、売却を検討すると整理合理化案に書いた独立行政法人だけでなく、全体に網を

かけて、売却すべき資産を持っている可能性が高いと考えられる独立行政法人を抽出してヒアリン

グを行うことを検討中である。それでは、亀水参事官からヒアリング対象法人の案について、御説

明をお願いしたい。
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○亀水参事官 資料 5 は、各委員の御関心・御意見を踏まえ、大西主査とも御相談の上、事務局に

てとりまとめさせていただいた案である。具体的には、事務所、ホール・展示場、会議場、教育・

研修施設等の他、法定容積率５割未満の資産、敷地面積 1,000 ㎡未満の資産、平成 27 年度までに

耐用年数が到来する資産、あるいは路線価が高い資産等、「独立行政法人の資産債務改革に関する

原則について」に掲げる条件に該当するか否かを法人ごとに検討して、該当が多い 11 法人につい

て、ヒアリング対象として選んだところである。

○西川審議官 補足すると、以前、委員の方々からのお話を伺った折、先ほど、翁委員・加藤委員

からもご発言があったとおり、事業目的遂行のために必要な施設で引き続き保有すると法人側が主

張する資産について、例えば、美術館等については、さらなる有効利用もあり得るものの、資産自

身の売却は難しいであろうというご意見をいただいた。

また、事務・事業の実施のために引き続き保有すると法人側が主張する資産についても、本当に

現在の所在地に保有する必要があるか、例えば、国立印刷局・造幣局等は、やはり独法についてス

リム化をするべきだという中で、資産の有効利用度の観点からしっかりと検討すべきではないか。

むろん、全部とは言わないまでも、特に目立つような事務所については、よく点検すべきである、

というご意見もいただいた。

さらに、研修・教育施設、宿泊施設については、かなり全国各地にばらばらと保有されていると

いう御意見も多々いただいた。研修・教育施設、宿泊施設については、研修・教育を事業として行

っている法人においては事業実施に必要な施設であると言える一方、研修・教育や宿泊は事業に付

随して実施するに過ぎず、利用度も必ずしも高くないものもある。したがって、前者のように、例

えば、教育訓練のような事業のために行っている法人の施設については、事務・事業の見直しも踏

まえながら議論すべきであるが、事業に付随して本当に必要なのか分からない交流センターといっ

た施設については、売却しても良いのではないか。あるいは、年に何回使用する程度であれば、共

同保有や共同利用も含めて保有すべきか検討すべき、という御意見もいただいた。

後に、用途別のうち、「宿舎」については、国と比べると必ずしも都心の地価の高いところに

は保有していない。しかし、やはり人材確保や全国各地への職員配置の必要性等から多数の施設が

必要であると主張する法人もある。これは、国の資産債務改革においても一層の集約化や処分を行

っている以上、これらについても一定の合理性が本当にあるか否か、検討が必要であるという御意

見もいただいた。

いただいた御意見を踏まえ、大西主査とも御相談の上、「独立行政法人の資産債務改革に関する

原則について」の観点に基づき、選び出した結果が資料５に掲げられた 11 法人である。結果的に

は、各委員が御関心を持っている法人の名前は、自然に出てきたという感じである。

○大西主査 そうすると、例えば、博物館・美術館・記念館及び特殊な研究施設・研究所等につい

ては、売却して別途つくれというのは余り現実的でないので、今回のヒアリングにおいては、更な

る有効利用の可能性については別として、売却については、一応、保有という分類で考えても良い

かと思われるが、よろしいか。

（「はい」と声あり）
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○大西主査 今、申し上げたのは代表例であるが、非常に微妙な資産も多数ある。例えば、実験ま

たは研究施設の他にも、オフィスがあり、宿泊施設も兼ねている建物や外国人の宿泊自体が本業と

なっているような、外国人の国際交流のための宿泊施設について、保有すべきか否か、個々、具体

的には様々な微妙なケースもあり、現段階では一つひとつは議論できないかと思われるが、基本的

には、事業にとって本当に必要なのかという観点や、設備の性質・用途から民間からの賃借では困

難なのかという観点等を基準として、考えていくべきではないかと思っている。

一方、先程の例は、ある程度、保有を認めても良いという分類であるが、逆に宿舎・寮等につい

ても、例えば、職員の転勤用に、一部、ストックとして社員寮もしくは社宅が必要だといった考え

方も一般企業ではあり得ることであるが、このようなケースを資産の保有が必要であると認めてし

まうと、あらゆる宿舎、宿泊施設、寮について、保有が必要であるということになってしまうとい

う点についても、考える必要がある。

そのような意味において、賃借するとコストが上がるので、調達コストがほとんどない独立行政

法人としては、当然ながら、保有していた方が良いということになる。このような場合、経済合理

性が独法自身ないことに対して、例えば、23 区内の地価の高い場所にそういった施設がある場合、

恐らく、売却収入と、将来、売却して借りた場合のコストの現在価値を比較すると、当然、売却し

た方が合理性があるという結論になりやすいのではないか。ただ、そうでないエリアにおいては、

微妙なケースもあると思われるが、経済合理性についても、しっかりと議論しないと、合理性がな

いと主張する法人側に対して、反論が難しいのではないかと思っている。

そこで、売却と賃貸の経済合理性及び、複合利用しているケース等について、どのようなスタン

スでこちらがヒアリングを行い、判断するべきか、もう一度、御意見をいただければありがたい。

○岡本委員 宿舎の問題について、オール・オア・ナッシング、宿舎がそもそも必要なのか必要で

ないのか、という議論の仕方もあろうが、私としては、財務省が国の宿舎について検討したプロセ

スの方がより分かりやすいのではないかと思っている。例えば、北区には国立印刷局の職員住宅が

結構あるが、容積率も非常に低く、敷地面積もかなりボリュームとしてもあることから、仮に国立

印刷局がどうしても必要だと主張するのであれば、２～３か所に 大限の有効利用を図って集約を

して、余ったものについて売却をするといったことが、どこまで可能なのか、積み上げてしっかり

と議論した方が、相手方も対応しやすいのではないかと思われる。

もう一つ、地方の案件などの場合、ある程度、地価水準を前提に考えておかないと、売却するに

せよ、買い手がいない、あるいは、売却に伴う代替的な措置のためのコストの方が高い、といった

ことが起こり得るので、特に地方都市の案件を扱う場合、そこのバランスをよく見る必要がある。

財務省が国の宿舎を処分した際には、地方都市の中でも、検討するエリアは地価で平米 10 万円

～12 万円以上というように、ある程度、メルクマールを決め、土地の処分の代金が諸々のコストに

見合うか否かという検討も実際にされている。従って、そういった積上げ方式により議論するよう

なプロセスを取るのか、あるいは類型的に、これはオール・オア・ナッシングによって「えいや」

という格好で議論するのか、スタンスを決めておく必要があるのではないかと思われる。

○大西主査 今、ご指摘の点については、そのとおりであると思っている。ただ、今回、独立行政
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法人対して、原則売却で例外保有であるというスタンスで打ち出している関係上、第１ステップで

は、先程のケースであれば、宿舎等も売却の検討対象になるかと思われる。ただ、第２ステップに

おいて、資産の利用度という観点から、宿舎の場合、国の基準と同様に、容積率５割未満、もしく

は敷地面積 1,000 ㎡未満に該当する資産を売却の優先度の高いものとして分類していることから、

資産の利用度という観点から、売却を促すことになるかと思われる。いずれにせよ、結果としては

どちらもあまり変わらないのではないかと思っている。

○加藤委員 やはり金額の多寡も考えることになるが、国民が見ても、法定容積率が低く、かつ金

額の高い一等地に資産を保有する独立行政法人こそ、ヒアリング対象として、第１に出てくると思

われる。資料５に挙がっている国立印刷局、造幣局などはそういった観点から選んでいるのか。

○大西主査 ヒアリング対象の案に載せた 11 の独立行政法人を抽出した際には、路線価の高さも

チェックポイントの一つになっている。ただ、ご指摘の地価とは、恐らく、時価を指していると思

われるが、時価は今の資料では出てこないことから、路線価の多寡を基準として、路線価が高い資

産を保有していると思われる法人を抽出したところである。これら 11 法人については、路線価の

多寡という基準も、ある程度、反映されていると思っている。

今回、101 法人すべてをヒアリングすることは難しいが、対象を選ぶにあたり、路線価が高い法

人でも漏れている法人もあるので、これらの法人にも追加でヒアリングを行うか否かも検討すべき

と思われるが、今回の 11 法人については、加藤委員からご指摘のポイントも考慮したものである

と思っている。

○西川審議官 先日、野村委員から、路線価、価格、バリューが高いという観点も勿論大事である

が、同時に、独立行政法人のスリム化、つまり、華美になっていないかという国民の視点に立った

観点からの点検も非常に重要な観点であり、必ずしもバリューにかかわらず、田舎にある資産でも

華美な資産があるのならば、しっかりとチェックすべきではないか、という御意見もいただいた。

また、両方の観点からしっかりと議論すべきだという委員の御意見も、更に別途あった。

○大西主査 今日、野村委員は欠席であるが、華美とは高価とイコールでないのか。

○西川審議官 必ずしもそうでなく、見かけからして、華美である、という感じであったが、具体

的な施設名までは伺っていない。

○大西主査 実務上、実査をしないと華美か否かは分からないが、華美と思われるような資産につ

いて、チェックすることは可能であると思われる。これについて、どのように考慮すべきか、とい

う論点はあるかと思われる。

○西川審議官 実務上、華美であることと高価であることが大きく違うことかは分からないが、効

果的に処分するという観点からは、加藤委員からご指摘のとおり、やはり路線価の高いところに焦

点を絞って議論するというのは一つの考えであると思われる。

○八代議員 例えば、運動場とは、そもそも保有する理由は何なのか。オリンピックセンターは別

として、保有する理由が明確に分からない資産から、優先的に処分すれば良いのではないかと思わ

れる。

○岡本委員 運動場は、地方公共団体の防災計画の中で、避難所として位置付けられている場合も
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結構ある。国有財産の場合、そういった場合には公園として減額譲渡する仕組みがあり、地方公共

団体もそういった防災公園的なものとして引取るような手立てがある。しかし、独立行政法人の場

合、そういった減額譲渡についての一般的なルールが恐らく存在しない。その代わり、国有財産の

場合と違って、譲渡に関する諸々の制限は緩いかと思われるが、このようなケースについてどのよ

うに対応すべきか、という論点もあるかと思われる。

従って、運動場等について、どうしてこのような資産を持っているのか、一般的な国民的視点か

ら見るとおかしいということになるかと思われるが、その後の利用形態としてどのようにした方が

いいのか、ということを考えると、現実的には、減額譲渡のような制度がないと世のため人のため

にしっかりと使われることにあまりならない可能性もあり、そうなると、逆に独立行政法人の公会

計から見れば、むしろマイナスに働くということもあり得るのではないか。

○大西主査 整理すると、諸々の規制や環境からして、広域的見地から売却が困難なケース、もし

くは保有が相当なケースということか。

○八代議員 そういった自治体が実質的に利用する資産は自治体に長期的に買い取ってもらうべ

きであろう。このような資産は、日比谷公園をはじめ、他にも数多くあるようだが、まずは、権利

関係を明確にすることが必要である。

○加藤委員 有効利用という観点からすると、会議室、教育・研修施設、宿泊所等について、ある

程度、利用の実態は分かるものなのか。国有財産の中にも、ほとんど使われてない会議室や研修所

もあった。実際に要らないのではないか。一月に何日しか使わないような施設等は、実際には不要

ではないか。会議室、研修所、展示場、宿泊所等については、必要であるとは思われるが、そうい

った施設を集め、有効利用のために皆さんで使うということも考えられるが、まずは、どのぐらい

有効的、機能的に利用されているかについて、多少は統計的に出せるものなのか。

○亀水参事官 ８月末に各省から提出された調査票の中には、そういった項目がなかったが、任意

で宿泊施設の利用割合が何％といったことを書いてある法人もあった。従って、書いてある法人も

あれば、書いてない法人もあったという状況である。

○加藤委員 そういった数字は集計できるのか。独立行政法人の保有する施設の中に、非常に利用

率が悪く、有効利用されていない施設もある。それぞれ縮小させて売却させ、必要な施設は集める

ことも検討すべきである。また、会議室、教育・研修施設等についても、独立行政法人ごとに、業

務として使っている法人と、内部の会議室として使っている法人との区分けも必要ではないかと思

われる。

○大西主査 ご指摘のとおりである。今回、利用の実態について、ヒアリングの対象となる法人側

から、細かい部分まではデータとして提出されていないが、ヒアリングの際、利用率についても、

他の独立行政法人の資産もしくは国の資産との共同利用や売却といった観点から検討することに

なると思われる。

○翁委員 初めて全 101 法人を横並びで検討できるところが大きなポイントであるので、例えば、

国立印刷局のように比較的積極的なところがこのように取り組もうとしている、ということをヒア

リングして、そうした姿勢をアピールすることにより、保有継続や検討中といった回答の多い法人
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に対して、このように積極的に処分しているところもあるのだから、同じ基準で処分するように促

すというやり方もあり得るのではないかと思われる。

また、特段に保有すべき合理的な理由がない資産について考えていく際には、大西主査がご指摘

のとおり、23 区内とか都心３区等の路線価の高いところについて、優先的に処分を検討するという

のが、国民にも分かり易く、有効利用や売却収入という合理性の観点からも望ましいのではないか。

国有財産については、例えば、都心の研修・宿泊施設を集約して効率的にするといったことをし

ており、国ではこのようにやった、ということで、独法にも同じようなやり方で促していくという

のが一つの考え方であり、行政改革という観点からも、説得的な議論になるのではないかと思われ

る。

いくつか、「行政減量・効率化有識者会議」等でこれまで資産の観点から議論となった独立行政

法人を具体的に紹介すると、不動産の専門家の先生の御意見を聞きたいところであるが、雇用・能

力開発機構はかなりの数のアセットを持っており、全 101 法人の中でも、かなりボリューム・件数

も多いかと思われる。全国の方々に雇用者のための学校、離職者のための学校やキャリアプラザと

いったものがあるが、このような施設については、有効利用という観点から抜本的に見直し、より

効率的なアセットマネージメントを促すという観点から、議論できないものかと感じている。地方

の中でも良い立地にあったりする場所もあると考えられることから、専門的な見地から有効利用が

できるところがどのぐらいあるのか、精査する必要がある法人ではないかと思っている。

日本学生支援機構は、もともと奨学金のための機構であったが、特殊法人改革のときに留学生支

援業務が合体してできたという経緯がある。そのため、全国あちこちに留学生が住む施設を数多く

持っており、耐震の面で相当デューが来ているような施設も多いと聞いている。

そうした施設に関しては、新しく建てる際には国が建設するのではなく、ＰＦＩなど民間と一緒

につくるとか、民間が事業を担い、それを国が規制するとか、国が資産を持って事業を行うといっ

た従来のやり方でなく、他のやり方があり得るのではないかと思っている。

加藤委員からご指摘のあったような利用度の低い施設として典型的なものは、台場にあるプラザ

平成という日本学生支援機構の保有する留学生のためのホールである。利用度が低く、「行政減量・

効率化有識者会議」でも何度か取り上げた施設である。

ＪＩＣＡは、今回、八王子分館を売却するとのことであるが、大西主査からご指摘のとおり、海

外からの来訪者のためにどうしても必要であるという理由により、宿泊施設が全国方々にある。国

は独立行政法人も含めて様々な宿泊施設を持っているが、うまく有効利用して、もう少し国全体の

観点から売却なり集約化なりできないものかと思っている。

○八代議員 象徴的なものを幾つか手掛けるということは、とても意味があると思われる。例えば、

錦糸町にある同様な施設を巡って、随分と長い間、雇用・能力開発機構とは議論したところである。

これだけビジネスホテルがある以上、独自の宿泊施設は普通に考えると必要ないように思われる。

○大西主査 翁委員からご指摘のとおり、ヒアリングの際にはいずれかで個別・具体的な議論をし

ないと、法人側も抽象的に議論をすることから、議論が抽象的なまま終ってしまう。いろいろと考

えたところであるが、10 月 10 日以降３日間、ヒアリングの日程を設けさせていただきたい。 
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○西川審議官 翁委員からご指摘いただいた、個別の議論をして詰めるべきであるということはそ

のとおりであり、造幣局・国立印刷局のように、処分を行うと言っている法人もある。本日の議論

も議事録として公開するが、本日の議論あるいはヒアリングの中を通じて、処分や保有のスタンダ

ードがどのようになってきているのかといった点について、波及をどのようにすべきなのか、ヒア

リング対象外のようなところにもどのように波及させるべきなのか、これらについては、翁委員か

らの御指摘を踏まえ、工夫を考えさせていただきたい。

○大西主査 ヒアリングの時間は、１法人あたり 30 分となるのか。

○亀水参事官 仮に 30 分としている。

○大西主査 そうなると、時間もないので、法人間で共通というよりも個々の中身を見て、質問事

項について事務局にて整理を行い、御出席いただく委員の方々にもご相談して、もし追加等の御意

見があればいただき、ある程度、質問事項を整理した上で質問を行い、向こうからの諸々の回答に

対して、その後は臨機応変に各委員から御質問をしていただくことにしたい。

○西川審議官 大西主査の御指摘には、各委員の御関心の強い法人とあるので、法人側の都合もあ

るものの、マッチングについてはなるべく工夫したい。

○大西主査 そうしていただきたい。特に翁委員はいろいろとご存じである。

○翁委員 前身の「特殊法人等改革推進本部参与会議」や「行政減量・効率化有識者会議」におい

て、度々、論点として出たところについて申し上げたまでである。

○八代議員 ヒアリング時間が 30 分であると、法人側は説明に 15 分～20 分は使ってしまう。説明

に時間を使うというのが、向こうの典型的な手法であり、実質的にほとんど何も聞き出せない。従

って、説明なしで資料だけ提出させて、それを見て質問するというぐらいにすべきではないか。

○大西主査 法人側に対する質問の仕方についても、また検討させていただきたい。

○岡本委員 数を絞った方が良いのではないか。例えば、都市再生機構にはほとんどテーマ性のあ

る資産はないようである。

○西川審議官 都市再生機構については、宿舎もあることから、ヒアリングの対象法人として挙げ

ているところである。

○大西主査 ご指摘のとおり、１時間ぐらいは時間を確保しないと有益でないかもしれないが、時

間的には難しいようである。

○八代議員 平等でなく、翁委員からご指摘のとおり、ある程度、重要な法人とそうでない法人を

大西主査の独断と偏見によって選別してはどうか。事務局としては、公平に行いたいのではないか

と思われるが、かえって非効率的になるのではないか。

○岡本委員 財務省によるヒアリングは１省庁 30 分ぐらいであった。

○向井課長 要するに、ヒアリングを行えば問題点はすぐに浮かび上がるので、説明時間を 10 分

と決め、説明を長くやらせないことが一番重要である。

○大西主査 それでは、各法人 30 分ずつとする。ヒアリングを公開とするのも一案ではないかと

思われるが、各委員の方々はどのようにお考えか。

（「賛成」と声あり）
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○大西主査 他にも御意見はあればお願いしたい。

○岡本委員 ヒアリングにおいて、具体的な施設等について説明していただく際には、できれば写

真等を付けていただきたい。

○大西主査 ヒアリングまでに、間に合わせることができるのか。

○西川審議官 なるべく早く法人側に要請したい。個別の宿舎までということでなく、特に本部の

事務所等の主たる施設という理解で良いか。

○岡本委員 それで良い。例えば、大阪の造幣局にある桜並木等、大阪の造幣局の建物がそもそも

歴史的価値を建物として持っているのか、あるいは、全体が桜とマッチングしていい景観をつくり

出しているということなのか、実際に写真でも見ないと感覚が分からない。

○翁委員 ヒアリングで呼ぶことも大事であるが、ある程度、しっかりと対応しようとしている法

人と、そうでない法人とのあいだに、余りにも大きな落差があると思っている。そうでない法人に

対して、全体としてもう一回見直すように、当方からもっとしっかりと対応すべきであることを打

ち出す必要があるのではないか。

○大西主査 ヒアリングの前に打ち出すということか。

○翁委員 タイミングについては、どのようなタイミングが一番効果的かは分からないが、ヒアリ

ングを行った結果、こういった論点が出たので対応すべき、といった形で打ち出しても良いのかも

しれない。

○西川審議官 今後、御検討・御指示いただきたい。

○大西主査 分かった。これについては、少し検討させていただきたい。

○八代議員 ヒアリング終了後、通信簿のようなものを出してはどうか。

○翁委員 挙証責任を果たしている法人と、そうでない法人があると思われる。売却するか否かに

ついては、美術館のような例もあり難しいので、しっかりと挙証責任を果たしているか否かについ

て、チェックすべきではないかと思われる。

○大西主査 八代議員が提案された方法も可能であると思われる。私から見ても、明らかに説明が

不十分な法人もある。

○大西主査 法人側に全体について見直させるということは、やっても良いかな、というより、や

った方が良いのではないかと思っている。スケジュール次第ではあるが、やはり何らかの法人側と

のやりとりは行うべきであると考えている。

○亀水参事官 今のところ、日程的には 15、16、24 の３回を委員の先生方に空けておいていただ

くようにお願いをしてあることから、先のお話のとおり、仮に１法人 30 分として考えた場合、

大 12 法人になることから、資料５のようなヒアリング対象法人の案を作成したところである。

○大西主査 ただ、あらかじめ質問事項を法人側に言ってしまうと、かなり周到に用意がなされた

上で、時間的にも法人側からそれを読み上げて終わりということになりかねない。公開のヒアリン

グということもあり、質問事項もある程度アドリブでやった方が効果的ともいえる。

○翁委員 法人側は、どこがヒアリング先か、すぐに分かるのか。
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○西川審議官 そのとおりである。資料５も公開資料であり、各省にも分かるようになる。八代会

長の御指摘について、何らかの簡単な判断基準ができないか考えているが、定性的にはともかく、

通知簿的な表となると、なかなか難しいところである。評価のやわらかい機軸を御議論の中でなる

べく明確にしていただけると、事務局としてもありがたい。

○八代議員 私が考えていたことは、規制改革会議であったと記憶しているが、もっと単純に、委

員のアンケートによって、ヒアリングの終了後、対応の芳しくない法人には委員が丸を付ける、と

いった程度のものである。規制改革会議でヒアリングを行うと、対応にも差がある。私が言ってい

るのは、そういった非常に主観的なものである。翁委員からご指摘のとおり、国立印刷局のように

しっかりと対応している法人と、そうでない法人との差を付ける必要がある。

○大西主査 ヒアリングは一度だけヒアリングを行って終わりということでなく、説明が不十分で

あれば、やはり次のアクションは必要であると思っている。ヒアリング後の対応については、何ら

かの形でやるべきということは分かった。事前にこちらから問題点について準備をして、可能な限

り、30 分という短い時間の中でうまくやっていきたい。事務局とも相談して、ヒアリングのスケジ

ュール及び内容について、また、各委員にお謀りしたいと思っているので、よろしくお願いしたい。

○西川審議官 事務局としては、一つ目には、ヒアリングに際しての法人の資産に関する事前の問

題点の処理及び写真の用意等をしっかりと対応する、二つ目には、ヒアリングの結果について、評

価の公表ができる仕組みを考える、三つ目には、ヒアリングの成果について、ヒアリングをしてな

い法人に対してどのように波及させるか、という御指示をいただいたところであるが、具体的には、

大西主査と御相談させていただきたい。

○大西主査 今日の先生方の御意見も反映した上で、公表するといったものではないが、当日ヒア

リングに臨む側の共通の機軸となるような何らかの評価軸の目安について、事務局にて整理をして

いただきたい。

○亀水参事官 事務局にて、整理したい。

○大西主査 それでは、まとめに入らせていただく。今回の独立行政法人の整理合理化案において、

売却等の処分を行うということについて、様々な御意見等も賜ったとおり、事務所、ホール、会議

所、研修施設、宿泊施設といった用途別によって、原則として、保有の必要性がないことが明らか

な資産と、必ずしもそうでない資産と、様々であることから、この点について、独立行政法人側の

主張、すなわち事業との関連性や、利用度、有効利用性の多寡、効果的な処分、経済合理性等の観

点も踏まえ、審議を進めてまいりたい。

もう一つは、今日の論点にはならなかったが、ネーミングライツというものがあり、例えば西武

球場に「インボイスドーム」といった名前を付ける権利を売るというものであるが、例えば、独立

行政法人が保有する資産の中でも、競技場、スポーツ施設等はネーミングライツに馴染むのか、性

質に応じて検討する必要がある。これも、ある意味では合理化であり、機会損失をリカバーする方

法の一つになると思われる。

本日は野村委員が御出席ではなかったが、今回のヒアリングは金融資産も対象であり、金融資産

についても事業の見直しに応じて不要となった金融資産の売却、そしてそれに伴う積立金の国庫返
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納が可能か否か、既存の貸付金の売却、証券化の検討、不要化している貸付の早期処分の検討、金

融資産の運用についての運用の効率性・向上に向けて、どういう体制をとっているか、といった観

点についても、検討を進めてまいりたい。

独立行政法人の廃止・統合に伴い廃止とはならない法人についても、その事業について個別に見

直しを行うことになっており、その状況によっては、事業との関連性という点について、流れが変

わってくることもあることから、これも併せて、必要がない資産であるということであれば、処分

という方向で検討を促すことになる。

後に、今後の予定であるが、資料６のとおり、10 日１日、「行政減量・効率化有識者会議」に

おいて、我々による独立行政法人における資産債務改革の検討状況の報告を事務局から行うことに

なっている。この会議の委員でもある翁委員からは、必要に応じて補足をいただければ幸いである。

併せて、ヒアリングについては、15、16、24 日の３回実施したいと考えているが、これについて、

日程の調整はどのような状況か。

○亀水参事官 調整中である。

○大西主査 それでは、引き続き調整をお願いしたい。

資料５に掲げる独立行政法人については、ヒアリングすること自体の御了解はいただけていると

いう前提にて、御理解いただきたい。 後に、本日欠席された委員の方々の御意見もお伺いした上

で、ヒアリング事項の整理及び評価軸の整理等もさせていただきたいと思っているが、よろしいか。

（「はい」と声あり）

○大西主査 それでは、第１回「独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループ」を閉

会とする。

（以 上）
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