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幸福度は誰が決めるのか 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 蛯子准吏 

 

国民の幸福度を指標化する動きがある。世界金融危機を経て、国の豊かさを、国民総生産（GDP）

を中心とした経済的価値だけではなく、生活の質の観点からもはかるべきとの問題意識から派生

した動きであろう。フランスのサルコジ大統領が指標の作成を提案するほか、我が国でも、経済

協力開発機構（OECD）に世界共通の指標作りを呼びかけている。2009 年 12 月に閣議決定され

た「新成長戦略（基本方針）」では、「数値としての経済成長率や量的拡大のみを追い求める従来

型の成長戦略とは一線を画した。生活者が本質的に求めているのは『幸福度』（well-being）の向

上であり、それを支える経済・社会の活力である。こうした観点から、国民の『幸福度』を表す

新たな指標を開発し、その向上に向けた取組を行う。」としており、幸福度の向上に政府が積極

的に取組むとしている。社会福祉国家的性格が弱まった菅内閣においても、幸福度を重視する方

針は引き継がれ、幸福度指標の統計整備と調査研究を推進し、新しい成長、新しい環境政策、新

しい公共を一体的に推進するための基盤を構築するとしている。 

このような中、政府は、「幸福度を表す新たな指標の開発に向けた一歩として、国民が実感で

きる幸福感・満足感の現状を把握することを目的」に「国民生活選好度調査」を実施しその結果

を公表している。新成長戦略では、幸福感の低い人の割合を減らすとともに幸福感の平均を引き

上げるとしており、今後、このような調査が幸福度を測定するメルクマールとなる可能性がある。

「測定できないものは管理できない」との言葉は、逆に「測定できるものは管理される」可能性

があることを示唆している。「最小不幸の社会をつくる」と、あえて直接「幸福」という言葉を

使わなかったことは、統一的な価値基準のもと快苦を数学的に計算できるとする功利主義的思考

と一定の距離を置き、多様な価値観も尊重したいとする意思の表れであろう。 

菅総理は就任時に「政治の役割というのは、国民が不幸になる要素、あるいは世界の人々が不

幸になる要素をいかに少なくしていくのか、 最小不幸の社会をつくることにある」と発言して

いる。「要素」という言葉が重要なのであろう。政治の役割は、「不幸」の中身を決定することで

はなく、不幸になる要素を取り除くことであり、幸福、不幸の「量」を定義し、その量的拡大の

ために権力を行使することには慎重であるべきとの趣旨とも受け取れる。一方で、「最小不幸」

を定義し、その維持の阻害要因は権力を行使して排除するとの意味にも解釈できる。 

「最小不幸の社会」とは何か？重視すべき事項は、「最小不幸」の中身の定義ではなく、憲法

で保障された「幸福の追求」を議論の余地のない「公理」から、それを実現するため権力を付与

すべき具体的な手段は何かを決定する「正義」の領域へと拡大する考え方を明確にすることであ

る。幸福度は誰が決めるのか？幸福の総量を重視し、政府が集権的に国民の幸福に係る要望等を

収集し画一的な基準を設け、幸福度の基準値向上に向けた政策と施策を決定するのか。あるいは、

幸福の多義性を踏まえ意思決定の結果ではなく、幸福の追求に向けた政策と施策の意思決定プロ

セスを分権的に行うことに重きを置くのか。前内閣から同じく引き継がれた「新しい公共」とい

う言葉に読み解く鍵があるのだろう。７月の参議院議員選挙に向け、政策・施策に係る合意形成

のあり方について、より深い議論が求められている。 

 

羅羅針針盤盤  
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マニフェスト政治の課題 -評価の判断軸- 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

７月の参議院議員選挙に向け、各党ともマニフェストや公約等の提示と国民への説明、理解を

求める動きを強めている。マニフェスト（manifesto）は、本来は意図・方針を多数の有権者や

国民に向けて明確にすることを意味している。日本では、2003 年の衆議院総選挙を契機に「選

挙公約」、「政権公約」などの言葉として展開されてきた。しかし、2009 年夏の衆議院総選挙で

示された民主党の政権政策マニフェスト（2009 年７月 27 日）などをめぐり、普天間問題などそ

の内容の実効性、信頼性について改めて問いかける指摘も多くなされてきた。昨年の衆議院選挙

以上に今後の日本の政治を左右する可能性を持つ、７月の参議院選挙に向け各党のマニフェスト

を如何に評価するか政策論の視点から以下では整理する。 

２．マニフェストの起源と機能 

マニフェストは、19 世紀以降形成された英国の政治慣行であり、その起源は 1835 年総選挙に

向けてロバート・ピール（保守党党首）が示した「タムワーズ・マニフェスト」とされている。

この段階のマニフェストは議員個人としての公約の性格が強く、政党としての公約となったのは

1906 年の労働党のマニフェストである。英国ではマニフェストの位置づけに関してマンデイト

論（命令論）の是非が議論され、マニフェストに記載された事項を実行するよう議員は命令され

ていると解釈するいわゆる「命令的委任論」とマニフェストに記載された事項は与党・政権党と

して実行する権利・権限が付与されるとする「権限授権論」が主な主張として展開されてきた。

このうち命令的委任論は否定される傾向を強めている。政治的には法的な義務は発生しないもの

の、政治として一定の有効性を有しており、争点となる事項が明確で多くの選挙民がそれを認識

している場合、与党に対して政策執行の一定の「権威」を付与する機能は存在すると解される。

すなわち、政治的権威とは法的義務ではないものの、国民の側にもマニフェストで示された政策

の実施を自発的に受け入れる姿勢が求められることを意味する。こうしたことから命令的委任で

はないものの、マニフェストに掲げられた政策の実施について権限までは至らないものの、一定

の権威付けが図られると考えることができる。なお、授権論による場合もパッケージとして政策

がマニフェストに示された場合、選挙ではハッケージ全体としての可否が問われることになるた

め、そのなかの個々の政策に対する賛否を有権者は表明することができず、現実には個々の政策

間に矛盾が発生する関係にあることも少なくない。このため、マニフェストに提示されたすべて

の個々の事項に実行する権利・権限あるいは権威が付与されたと解することは難しい。いずれに

せよマニフェストの位置づけ、性格についてはまだまだ議論が必要であり、単純にマニフェスト

の存在が政治や選挙の質を向上させると評価することには慎重であるべきと言える。 

３．マニフェストの評価視点 

 日本のこれまでのマニフェストは、具体的な施策を時期・予算規模と関連付けて明文化する

こと、パッケージ方式の内容であることなどが一般的である。このため、政権として予算編成を 

政政策策論論説説  
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獲得し行政権を掌握することを前提とするものとなっている一方、パッケージ方式のため政党も

有権者も個々の政策事項への評価が希薄となりやすい性格を有している。また、政権与党ではな

い野党第二党以下のマニフェストの意義が事後的評価も含め不明確となりやすいほか、施策、場

合によっては事務事業レベルに焦点が置かれその根底にあるべき公理と呼ばれる政策理念が極

めて抽象的となったり、不明確になったりする傾向を強めている。英国のマニフェストは公理と

呼ばれる政策理念を語ることに中心が置かれるのに対して、日本のマニフェストは個別事業レベ

ルへ中心が置かれる傾向が強くそもそもの原点に異なる点が存在している。英国のマニフェスト

が政治としての思想・哲学を語ることに比重があるのに対して、日本のマニフェストは個別事業

レベルを語る実践型であるため、その評価も「やったやらない」の「○×型」となりやすい。マ

ニフェストに求められる機能として、①政治的な問題点の明確化、②美辞麗句ではない実施可能

性を担保した政策の提示、③政党に対する事後評価の担保、④政策本位の政治選択などが挙げら

れる。しかし、こうした機能もマニフェストが総花的な個別事業のパッケージとなった場合は大

きく劣化することが避けられない実態にある。このため、マニフェストに記載された個々の事業

を評価する前に、以下の点を有権者の視点として検証する必要がある。それにより、マニフェス

トに描かれた個別事業の良し悪しではなく、マニフェストの内容に現れた政党の政策理念に基づ

く政策執行能力の判断が可能となり同時に美辞麗句から脱却した信頼性評価が可能となる。 

（１）政策実施の優先順位が全体として明確化しているか 

パッケージ型マニフェストでは、この点をとくに慎重に検証する必要がある。なぜならば、パ

ッケージ型マニフェストは、その作成において利害関係者からの縦割りの流れで協議されること

が多く、実施段階に入ると縦割りの構造が対立の構造に変化し、さまざまな利害関係から圧力を

受けマニフェストの記載事項が相互抑制し現実のものにできない場合が圧倒的に多いからであ

る。各事項別に事業規模等の予算額が記載されていても全体の財政規模が歳入面も含め体系化さ

れていなければ優先順位は明確化されていないことと同義である。優先順位がマニフェスト作成

段階では分断された多くの利害関係集団の利害を選挙に向けて縦割りで個別に吸い上げるため

利害間の優劣を決定することはなく、そのため優先順位をつけない並列的事項記載となる。むし

ろ、優先順位を明確にしないことが選挙後の政治としての影響力を保持しやすくなる側面も存在

する。加えて、各利害関係集団が自己の利害に終始し自らの権限や財源の維持を優先するため、

横断的調整を拒む構造となりやすい。一方、政策決定参加者の数を自ら認識した利害関係者に実

質的に限定することで政策議論を幅広く展開せず、閉鎖的意思決定を展開しやすい体質となる。

このため、幅広い検討を実質的に回避する傾向が強く、各集団の利益に固執しやすいため内向き

となり視点が固定化しやすいこと、視野が狭くなりやすいこと、縦割りの隙間から成長してくる

新たな利害、パワーを認識することが困難なことなどの欠点をもちやすい。その結果、環境変化

に対応できず、新たな経済社会の流れを認識することが遅いため、限られた選択肢の提示と閉ざ

された政策選択議論のなかで国民の意識から乖離した政策展開となりやすい。マニフェストの記

載内容は網羅的であり国民の声を吸い上げているように見えてもそれが並列的に並び、実質的な

優先順位が付与されていないマニフェストの実効信頼性は低いと判断せざるを得ない。むしろ、

マニフェストの記載された事項数は限定的でも優先順位が明確化したマニフェストは実効信頼

性が高い。 
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（２）日和見内容、矛盾の束になっていないか 

選挙対応中心型のマニフェストの場合、日和見的な内容、別の表現では投機的政策の羅列とな

っている場合が少なくない。選挙後、政権等から「選挙向けのマニフェストだから現実には変更

もやむを得ない」などの指摘があるとすれば、この投機的政策の発想によるマニフェストである

ことを意味している。投機的政策とは、国民のニーズを無秩序に受け止め、政策体系全体として

整合性のない合成の誤謬に陥っている政策である。マニフェストに記載された一つ一つの事項が

たとえ適切な選択肢、事項でも、それらが縦割りで相互に連携なく取り組まれた場合、すべて集

まった姿がきわめてゆがんだ結果となる。いわゆる「合成の誤謬」である。投機的政策の集まり

たるマニフェストとなる原因の根幹は、政策に対する理念、公理が存在しないことにある。この

ため、国民受けする言葉や政治的に争いがない抽象的な言葉が理念として使われている場合、「国

民の意見」等一見もっともらしくても多様な国民の意見を聞き決断する理念が実質的に欠落して

いるため、国民の中の反対意見を克服することができず公約を実現できない壁に繰り返し直面す

ることになる。国民の意見を重視することは政治として当然の原則である。しかし、時として国

民の意見重視の言葉が政権党の無責任を生みだすことにも留意する必要がある。 

なお、理念の有無にかかわらずマニフェストに記載された個別事項間の矛盾の有無については

常に検証する必要がある。理念が不明確な場合はもちろんのこと、理念が明確になっていてもそ

の理念を具体化する個別事項については体系化されておらず矛盾の束となっていることが少な

くない。 

（３）作用・副作用・反作用が意識されているか 

政策には常に、作用・副作用・反作用がある。作用とは、政策がそもそも意図した方向でのプ

ラス効果であり、副作用とは政策立案においては意図しなかったものの結果として発生したプラ

ス方向の効果、反作用は意図又は意図しない中で発生するマイナス効果である。具体的には、高

速道路無料化政策を例に挙げると、地域経済の活性化が作用であるとすれば、仮に一般道の自動

車、トラック等の交通量が減少し交通事故が減少する結果が生じれば社会的な便益は増えるため

政策の副作用と位置づけられる。一方で、高速道路の交通量拡大が自然環境の悪化そして観光地

でのゴミ処理の拡大をもたらしたとすれば、それは社会的便益としてマイナスであり反作用を意

味する。政策が持つこの三つの側面を常に認識し議論する必要がある。マニフェストでは作用が

強調され記載されることが圧倒的に多い。しかし、どんな政策でも副作用・反作用がある。加え

て、すでに指摘した優先順位や合成の誤謬は作用間だけでなく、副作用、反作用でも発生する。

この点を踏まえ説明責任を果たそうとする内容のマニフェストか否かは政策形成への信頼性の

判断で重要な点となる。 

（４）中央のマニフェストとローカルマニフェストを比較しているか 

国政選挙における中央と地方のねじれを認識することが重要となる。都道府県単位での政党組

織たる支部等が掲げるローカルマニフェストと党本部が掲げるマニフェストに矛盾がないか、国

政として一貫して政策に取り組む姿勢があるか判断するうえで極めて重要な評価軸である。地方

のニーズを個別に反映し各地方向けのローカルマニフェストが形成され、中央では中央の視点で 
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マニフェストが形成されたとすれば相互間に大きな矛盾が発生する。この矛盾に対して政治的に

説明する責務がある。 

４．まとめ 

マニフェスト選挙は、重要な手法のひとつである。しかし、あくまでもひとつであり絶対的な

位置づけにはない。また、日本のマニフェスト選挙は内容、そして活用に置いてもまだ未成熟な

段階にある。マニフェストに掲げられた事項について予算措置が明確化しているかなどの評価の

前段として、マニフェストの全体像から当該政党が政権を担うに値する信頼性を組織的に有して

いるかまず上記の四点から検証する必要がある。政策の自滅を可能な限り防ぐには、低い影響力

の解決策と高い影響力への解決策、すなわち投機的政策と創造的政策を峻別がまず必要となる。

高い影響力を持つ解決策は、短期的な問題の兆候に対しては時間的、空間的に密接且つ明確な関

係を有していない。原因と結果はより広い時間と空間の関係で形成されているため、高い影響力

を持つ解決策を選択する優先度は認識として劣位となりやすい。この点を認識したマニフェスト

か否か、政治の質自体が問われることになる。 
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財政規律とポピュリズム -仕分けの課題- 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

菅内閣が発足し、参議院選挙に関するマニフェストそして中期財政シナリオでも積極財政の姿

と同時に財政規律を重視する姿勢が明確となっている。1,000 兆円を超える政府債務を抱える日

本にとって、政治・経済両面から国家信用（ソブリン）を確保するためにも財政規律の重視は大

きな課題となる。但し、財政規律は単に無駄の排除やコスト削減で実現するものではない。財政

規律の基本は、政治と国民が如何に向き合うかの問題だからである。 

従来の日本の政策は、政治を通じた利害関係者によるパワーゲーム、すなわち権力闘争による

産物として主に密室的に形成、展開されてきた。このため、パワーゲームに直接参加できない多

くの国民が政策に対して無関心となる一方で、閉鎖的な政策議論に関してマスコミを通じ提供さ

れる情報を頼りに有権者たる国民も批判的視点をぶつけることに注力し、自ら政策を新たに創造

することには無関心となる状況を深刻化させてきた。 

ポピュリズムという言葉がある。そもそもはラテン語に由来し民衆の利益が政治に反映される

べきであるとする立場を意味している。しかし、今日では「衆愚政治」とも訳され、複雑な政治

的闘争を安易に単純化し民衆の人気取りに奔走することで政治課題の根本的解決を回避する意

味で使われることが多い。大量消費社会とマスメディアの発達は、分断された個々人の価値観、

すなわちエゴイズムに基づく利己的な評論・批判が自由に展開される大衆社会を生みだしている。

この利己的な評論や批判を「国民の声」、「国民のニーズ」を聞くという美辞の中で政治が人気取

りのため無秩序に受け止める体質を強め、日本の政策議論、さらには政治の質の進化そのものを

停滞させる原因となった。失敗の経験を踏まえることなく、過去実施された政策が国民のニーズ

に応えるという名目でさも新しい政策かのように名前だけ変えて政治の表舞台に登場する現実

をこれまで何度も経験してきた。その結果、政策は矛盾と失敗の連鎖に陥り、その失敗を国民も

さらに利己的に評論、批判する悪循環の構図を作り上げてきた。 

そして、矛盾と失敗の連鎖は、負の資産、すなわち国や地方を通じた借金と活用されない資産

の堆積という問題をもたらしてきた。この増加する負の資産を右肩上がりと呼ばれる経済成長の

中で国民の貯蓄で肩代わりし飲込み続けてきたのが戦後 60 年間の日本の政策と財政の基本的構

図である。行政の無駄遣いや天下りの実態ひとつひとつに目を向けることは重要である。しかし、

負の資産や無駄遣いは、政治や行政だけで生みだしたものではない。評論、批判するだけではま

すます政策の質は低下し、政治、行政、そして国民も新たな時代を生みだす力を失っていき、次

の世代の活力を奪っていく結果となる。 

少子高齢化に直面した 21 世紀の日本では、政策力の低下による負の資産の堆積を飲み込み続

ける体力は限定的となる。加えて、グローバル化、情報化の進展に伴い、経済、財政、社会、自

然環境等あらゆる問題が相互に絡み合い、ひとつの視点からだけで政策を議論し問題を解決する

ことが極めて困難な時代となった。こうした時代を迎え、日本の経済社会の持続的発展を実現し

ていくには、分断された個々の価値観だけに頼った利己的な政策への評論・批判から脱却し、問

題解決に対して幅広い視野から多数の利害関係を包含できる開かれた政策議論の展開が求めら 

政政策策シシググナナルル  
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れている。政治、行政はもちろんのこと、より多くの国民が政策議論に関心を持ち参加し、縦割

りの利害関係に拘束された「閉ざされた公共性」ではなく、地域と国民から創り上げる「開かれ

た公共性」によって支える国造り、政策創りを実現することが必要である。 
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アジアの拡大力と出口政策 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

2010 年 1～3 月期のアジア経済は総じて拡大基調を強める動きとなった。そのけん引役は、言

うまでもなく中国経済にある。中国経済は内需に加え、対欧米向け輸出も拡大基調となり、その

ことがアジア諸国からの素材・中間品の輸入拡大ももたらしたためアジア経済の成長を引き上げ

ている。中国経済が電化製品や IT 機器の組み立てラインとして機能し、アジアをけん引する構

造が今後も強まることが見込まれる。そうした中で、ユーロ財政危機に端を発した世界経済の不

安定な状況は、2010 年後半に向けて中国経済そしてアジア経済の実体面にもマイナスの影響を

強めざるを得ない。中国経済の対輸出の第１位は欧州経済となっており、金融の不安定な状況が

続けばユーロ安も含め中国成長力へのマイナスの影響も拡大せざるを得ない。また、原油流出事

故を抱える米国経済の自律的回復の動きにも留意する必要がある。 

以上の経済情勢の中で欧米だけでなく中国等アジア諸国がリーマンショック後の財政出動か

ら脱却し財政規律を重視した出口政策を如何にスムーズに展開できるかは、グローバル経済の財

政金融の安定にも不可欠な課題である。中国でも国内の過剰投資によるバブルを回避するため、

公共投資の抑制などが強められており、出口政策による内需拡大の鈍化が避けられない。しかし、

中国の雇用所得環境は徐々に改善してきており、個人消費等の内需は底堅い動きになることが期

待できるため、現状において中国経済の出口政策による大きな減速はなく、減速はあっても緩や

かな拡大基調が 2010 年後半も続くと見られる。 

 
（資料）各国経済統計による 

図 主要国成長率の推移 

アアジジアアリリンンクク  
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公益法人改革のコンサルティング 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 大森 興治 

 

１ 公益法人改革の背景 

日本の公益法人制度は、特定非営利活動法人等の新しい非営利法人制度が追加実施されたもの

の、大きな枠組みは明治 29 年の民法制定以来 100 年以上も制度改正が行われていない。公益法

人制度自体が複雑になり、制度が時代の変化に対応出来なくなってきたという背景がある。 

公益法人は、民法第 34 条に基づき設立される社団法人および財団法人で、現在全国で約 26,000

もの法人が存在している。その活動は極めて多種多様で、ほとんどの法人は、政府にも営利法人

にも基本的にはなじまない分野で、広く社会の利益に資する様々な活動を展開している組織であ

る。 

しかしその一方で、現在の公益法人制度に対する批判や問題の指摘も多く出されている。（１）

公益法人の設立許可基準や公益性の定義が明確でなく、公益性の判断が主務官庁の自由裁量に任

されていること、（２）公益法人として税金を免除されながら、実はもっぱら収益事業に力を入

れ、場合によっては民間ビジネスを阻害することもあること、（３）主務官庁が設立を許可し監

督することから、官僚の天下りの受け皿となり、見返りとして補助金や助成金が使われている実

態があること、（４）事業の独占や経営の非効率性、国民が実態を把握することが難しい不透明

性などの問題である。 

公益法人改革は、このような問題の解決を目的とした行政改革の一環として取り組まれた行政

課題の一つであるとともに、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的に行われ

ることとなった。 

２ 公益法人改革の概要 

平成 18 年６月２日に「公益法人制度改革関連法（一般社団・財団法人法と公益法人認定法、

整備法）」が交付され、これまでの官主導の公益の増進から民主導の公益の増進に方針が変わり、

公益の定義を明確にしたうえで、公益法人に民間企業に類似したガバナンスを導入して効率化を

図るとともに、情報開示を整備して説明責任の向上をめざしている。 

従来の公益法人は特例民法法人に移行し、平成 25 年 11 月までに行政庁の公益認定を受けて、

公益目的事業は原則非課税となる公益法人（公益社団法人・公益一般法人）の認定をうけるか、

原則課税となる一般法人（一般社団法人・公益社団法人）に移行することになる。なお、平成 25

年11月までに公益法人の認定あるいは一般法人の許可を受けない特例民法法人は、解散となる。 

 

事事例例紹紹介介  
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表 公益法人制度改革の概要 

 現行の公益法人制度 新制度 

制度のポイント 法人設立等の主務官庁制・許可主義

（法人の設立と公益性の判断は一体）

主務官庁制・許可主義の廃止（法人の設

立と公益性の判断を分離） 

法人の設立 主務官庁の許可が必要 登記のみで設立(一般社団法人・一般財

団法人) 

公益性の判断 主務官庁が自由に判断できる 統一的な判断、明確な基準を法定（一般

社団法人・一般財団法人のうち希望する

法人に対して、民間有識者による委員会

の意見に基づき行政庁が認定） 

税制優遇  収益事業のみ課税。公益目的事業

の赤字を収益事業の黒字で補填

した場合には、みなし寄付金とし

て扱われ、課税対象額が減少

が減少 

は非課税 

 

 公益財団法人に寄付する個人・団

体は、法律の範囲内で寄付金を損

金に算入できるため、課税対象額

 全事業課税（収益事業収入・会費収

入にも法人税が課税）。ただし、「非

営利性が徹底された一般社団・財団

法人」・「共益的活動を目的とする一

般社団・財団法人」の場合には、収

益事業のみ法人税が課税され、会費

収入

※非営利性が徹底された一般財団法人 

○剰余金の分配を行わない 

○残余財産が一定の公益的な団体に

帰属 

３ 公益性の要件 

公益性の要件として、18 の項目が掲げられているが、公益法人の認可を得る上で高いハード

ルになる項目がいくつかある。まず、（１）「公益目的事業を行うことを主たる目的とするもので

あること」である。事業の目的が公益認定法別表の 23 区分に該当するとともに、事業の内容は不

特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することとされている。（２）その行う公益目的事業につ

いて、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込ま

れるものであること、つまり赤字でなければならないということである。（３）その事業活動を

行うにあたり、公益目的事業比率が 50％以上であること。つまり、全事業の半分以上が公益目

的事業でなければならないのである。 

公益法人改革のコンサルティングは、いつくかの柱があるが、その大きな柱のひとつが公益性

の分析・判断である。上記の 18 項目の公益性の要件に関する評価を行い、当該法人が移行する

法人のパターンを提示し、それらのメリット・デメリットを導き、移行の方向性の検討・評価を

行うことにある。 

４ 公益法人改革のコンサルティングの事例 

富士通総研は、今年度Ｃ財団より公益法人改革のコンサルティング業務を受託した。今年度か

ら平成 24 年度までの３ヵ年の実施計画となる。したがって、現在もコンサルティングは続いて 



 

 

おり、本稿では、このＣ財団の現段階でのコンサルティングの取組みを紹介する。 

（１）Ｃ財団の特徴 

Ｃ財団は、主たる事業となる共済事業の運営とともに、別途医療事業の運営も行っている。共

済事業と医療事業の割合は、１：９となっている。この点がＣ財団の大きな特徴であり、コンサ

ルティングが難しい点となっている。 

（２）Ｃ財団の移行のパターンの検討 

Ｃ財団が、共済事業と医療事業を一体として移行するパターンと、共済事業と医療事業を分離

して移行するパターンの２つを想定し、それぞれ考えられる方向性を検討している。その案が下

記の図表である。 

 

現在の

Ｃ財団

共済事業・医療事
業が一体のまま
法人形態を移行

共済事業と医療
事業を分離して
法人形態を移行

公益財団法人

一般財団法人

共益的活動を
目的とする一般

財団法人

公益財団法人＋
社会医療法人

一般財団法人＋
社会医療法人

共益的活動を
目的とする一般
財団法人＋社会

医療法人

医療事業が公益目
的事業

一部の共済事業
が公益目的事業
医療事業は収益
等事業

一部の共済事業
が公益目的事業か
つ共益的活動
医療事業は収益
等事業

共済事業が公益目
的事業
医療事業が公益性
の高い医療

優遇税制が適用

財団事業全体が経常的
に赤字になるよう、医療事
業の見直しが必要

優遇税制が適用

財団事業全体が経常的
に赤字になるよう、医療事
業の見直しが必要

柔軟な運営が可能

公益目的事業は経常的
に赤字になるように見直
しが必要

柔軟な運営が可能

優遇税制が適用

公益目的事業は経常的
に赤字になるように見直
しが必要
共済事業の共益性の認
定が必要

共済事業には優遇税制
が適用
医療事業は柔軟な運営
が可能（公募債発行等）

公益目的事業は経常的
に赤字になるように見直し
が必要
医療事業の法人廃止・
設立が必要

柔軟な運営が可能

公益目的事業は経常的
に赤字になるように見直し
が必要
医療事業の法人廃止・
設立が必要

一部の共済事業が
公益目的事業
医療事業が公益性
の高い医療

一部の共済事業が
公益目的事業
医療事業が公益性
の高い医療

柔軟な運営が可能
優遇税制が適用

公益目的事業は経常的
に赤字になるように見直し
が必要
医療事業の法人廃止・
設立が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ｃ財団の移行パターン（案） 
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