公共サービス改革基本方針
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第１章 意義及び目標
昨今の厳しい財政事情の中で、国民に対して、より良質かつ低廉な公共サービスの提供
を目的とした公共サービス改革を推進することは、国及び地方公共団体を通じた我が国全
体にとって喫緊かつ重要な課題の一つである。そのため、国又は地方公共団体が行ってい
る公共サービスについて、競争を導入することにより、当該公共サービスの実施主体の切
磋琢磨、創意工夫を促すとともに、事務又は事業の内容及び性質に応じた必要な措置を講
ずることが重要である。
以上の認識の下、
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」
（平成 18 年法
律第 51 号。以下「法」という。
）に基づく取組については、国民の視点に立って、公共サ
ービスの全般について不断の見直しを行い、その実施に関して、透明かつ公正な競争の下
で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低
廉な公共サービスを実現することを目指すものとする。
第２章 政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
第１節 基本的な考え方
政府は、法の趣旨（第１条）及び基本理念（第３条）にのっとり、以下に掲げる基本的
な考え方の下に、競争の導入による公共サービスの改革（以下「公共サービスの改革」と
いう。
）に取り組むものとする。
１ 公共サービスに関する不断の見直し
公共サービスについては、国民の視点に立って、その要否や実施方法等に関し、不断の
見直しを行う必要がある。このため、
「公共サービス改革基本方針」
（以下「基本方針」と
いう。
）は、少なくとも毎年度一度は見直す。
基本方針の見直しにおいては、聖域を設けず、予断を排して、個々の公共サービスに関
し、事務又は事業の内容及び性質に応じた以下の措置を講ずる。
① 法第３条第２項の規定を踏まえて、官の責任と負担の下に引き続き実施する必
要がないと判断された場合には、
当該公共サービスを廃止する等の措置を講ずる。
② 必要性があるとしても、官自らが実施することが必要不可欠であるかについて
検討を行った上で、民間に委ねることができると判断された業務については、官
民競争入札又は民間競争入札（以下「法に基づく入札」という。
）を実施する等の
必要な措置を講ずる。
③ 既に民間委託が行われている業務であっても、法に基づく入札又は廃止等の対
象から除外されるものではなく、その実施の過程について透明かつ公正な競争の
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導入等により、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減が見込まれる場合に
は、法に基づく入札を実施する等の必要な措置を講ずる。
国の行政機関等は、基本方針の見直しに係る検討に当たっては、民間事業者の創意と工
夫を活かす観点から、提出される民間事業者の意見又は国民の意思等を十分踏まえ、官民
競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。
）による審議に真摯に対応するととも
に、検討のプロセス及び結果について国民に対する説明責任を十分に果たすものとする。
また、法第７条第８項の規定により、法に基づく入札の対象となった個々の公共サービ
ス（以下「対象公共サービス」という。
）については、その実施期間の終了にあわせて、当
該対象公共サービスを継続させる必要性その他その業務の全般にわたる評価（以下「事業
の評価」という。
）を行った上で、当該対象公共サービスの事後の実施の在り方等を見直す
こととしており、公共サービスに関する不断の見直しを進める観点から、事業の評価につ
いても的確に実施する。
２ 公共サービスの質の維持向上及び経費の削減に向けた取組
法第１条の規定においては、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一
体の業務を選定して法に基づく入札に付することにより、対象公共サービスの質の維持向
上及び経費の削減を図ることが求められている。
このため、対象公共サービスを選定するに当たっては、まず、本章第１節１に記載した
公共サービスの不断の見直しの過程において、事務又は事業を官自らが実施することが必
要不可欠であるか否かを検討する。その上で、民間事業者に委ねることができると判断さ
れた業務のみならず、既に民間委託が行われている業務であっても、透明かつ公正な競争
の導入又は業務の包括化、複数年化等の改善が必要と判断された場合には、法に基づく入
札を実施することについて積極的に検討する。
また、対象公共サービスごとに策定される官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施
要項（以下「実施要項」という。
）においては、当該対象公共サービスの従来の実施におけ
る達成水準の程度やそれに要した経費について可能な限り明らかにする必要がある。
さらに、当該対象公共サービスの確保されるべき質としての達成目標を明確にし、事業
の評価の際に、事後的な達成水準との比較や費用対効果の検証が可能となるよう十分に留
意した上で、実施要項等の内容を検討する必要がある。その際、契約に定められた達成目
標を著しく下回った民間事業者に対しては、入札参加資格等に反映させることで、安値落
札の弊害を抑止する。
３ 公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するための措置
国の行政機関等は、法に基づく入札の結果、民間事業者に実施が委託された対象公共サ
ービスに関しても最終的にその適正かつ確実な実施に責任を負うことを認識し、法第４条
第１項の規定も踏まえ、民間事業者が対象公共サービスを適正かつ確実に実施するよう、
法及び当該民間事業者との契約に基づき、監督等必要な措置を講ずる。
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他方、対象公共サービスの実施を委託された民間事業者は、法第６条の規定を踏まえ、
当該対象公共サービスの公共性を認識の上、国民の信頼が確保されるよう、法令を遵守す
ることはもとより、その実施に関して責任を持って取り組むことが求められる。
４ 地方公共団体が実施する法に基づく入札に関する国の行政機関の役割
地方公共団体の公共サービスに関して、法に基づく入札を実施するか否かの判断は当該
地方公共団体に委ねられているところである。
一方、国の行政機関は、法第４条第２項の規定を踏まえ、自発的に法に基づく入札を実
施しようとする地方公共団体、地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）に基づく地
方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）に基づく地方道路公社、公有
地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66 号）に基づく土地開発公社及び地方独
立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）に基づく地方独立行政法人が円滑に公共サービス
の改革に取り組むことができるよう、その取組を阻害している法令の見直しを図るなど環
境整備を積極的に進める。
第２節 公共サービスの改革に関し政府が講ずべき措置
１ 対象公共サービスの選定
（１）意見の募集及びそのための情報の公表
公共サービスの改革を進めるためには、民間事業者の創意と工夫の発揮効果が高いと見
込まれる業務について、重点的に法に基づく入札又は廃止等の対象とするとともに、国民
の視点に立って、可能な限り幅広い分野から対象公共サービスを選定していくことが重要
である。このため、法第７条第３項から第５項までの規定を踏まえ、民間事業者が、創意
と工夫に基づいて、より良い公共サービスの担い手となると考えられる業務について、民
間事業者又は地方公共団体等から意見及びそれに必要な情報公表の要請を受け付けること
としている。
また、情報の公表に当たっては、当該業務についての理解を深め、より良い民間事業者
からの意見に結び付けるとの観点から、当該業務を所管する国の行政機関等は、当該業務
に係る具体的な業務内容、実施体制、実施方法及び従来の実施における目的の達成の程度
を把握するために参考となる情報等を積極的に公表する必要がある。
なお、公共サービスに関する意見及びそれに必要な情報公表の要請は、
「行政処分」に
係る業務又は既に民間事業者等に委託されている業務を含め、広く国の行政機関等が実施
する業務等を対象とするものである。
このほか、提出された意見の取扱いに対する総務省及び関係行政機関等の検討状況並び
に情報公表の要請があった情報については、原則として総務省のホームページにおいて公
表するものとする。
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（２）対象公共サービスの選定の基本的な考え方
限られた財源の中で国民に対しより質の高いサービスを提供していく観点から、国の行
政機関等が実施する業務について、本章第１節１①から③の考え方に基づき、事務又は事
業の内容及び性質に応じて対象公共サービスの選定を行うこととする。
具体的には、以下の①から⑤を踏まえ、個別具体的に業務の特性に配慮し、選定する。
① 事務又は事業の内容及び性質に照らして、必ずしも国の行政機関等が自ら実施
する必要がない業務であるか否か。
② 公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る上で、実施主体の創意と工
夫を適切に反映させる必要性が高い業務であるか否か。
③ 会計法令（会計規程等を含む。
）に基づき従来から実施されてきた入札手続に比
し、より厳格な透明性及び公正性を担保する入札手続（具体的には、実施要項に
おける情報開示、実施要項の策定に当たっての監理委員会の審議等）により、透
明かつ公正な競争を実施することが必要な業務であるか否か。
④ 民間事業者が当該業務を実施する場合、当該業務の公共性に鑑み、従来から民
間委託の対象とされてきた業務に比し、より厳格な監督等（法第 26 条の規定に基
づく報告の徴収等及び法第 27 条の規定に基づく国の行政機関等の長等の指示等）
を行うことが必要であるか否か。
⑤ 国の行政機関等が入札に参加する意向を有しているか否か。
民間委託により業務を実施する際には、国の行政機関等の長等は、当該業務の内容に応
じて、上記の①から④を踏まえ、民間競争入札の活用について検討する。
また、
「行政処分」に係る業務は、法に基づく入札又は廃止等の対象から除外されるも
のではない。ただし、当該業務を民間事業者に実施させる場合には、法律の特例が必要と
される業務として法第７条第２項第３号及び第４号に規定する政府が講ずべき措置に関す
る計画の中で決定した上で、法第５章第２節に規定する「特定公共サービス」として位置
付けるため、法の一部改正を行うことが必要となる。
なお、民間委託が可能と考えられる公共サービス又は対象公共サービスについて、業務
改善、効率性・効果性向上の観点から、業務フローとコストの分析の実施を監理委員会か
ら求められた場合、国の行政機関等は、法第４条第１項の規定の趣旨を踏まえ、この求め
に応じなければならない。
（３）本年度の事業選定の方針
本年度の事業選定に当たっての方針は以下のとおりとする。
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①

法に基づく入札を実施し、契約の複数年化や法第 25 条に規定する秘密保持義
務等の効果により、質の維持向上及び経費の削減が見込まれる公共サービス

② 事業者の選定において透明性、公正性又は競争性に問題のある公共サービス
③ 国の行政機関等の関与（国の行政機関等による指定、国の行政機関等による補
助等）を通じて特定の法人が継続して実施している公共サービスのうち、民間競
争入札の対象とし、競争を導入することにより改善が見込まれるもの
④ 官民競争入札の対象については、事務又は事業の内容及び性質に照らして必ず
しも国の行政機関等が自ら実施する必要がない公共サービスのうち、業務フロー
とコストの分析の結果、改善が見込まれる業務であり、複数年度の調整により予
算や人事等について解決策が見込まれるもの
⑤ これまでに選定した対象公共サービスのうち、質の維持向上及び経費の削減が
図られた分野についての範囲拡大
⑥ 関係組織や行政事業レビュー等において問題等を指摘された公共サービス
２ 法に基づく入札の実施等
（１）実施要項の作成
法に基づく入札を実施するに当たっては、法第９条及び第 14 条の規定により、対象公
共サービスの内容等に応じた実施要項を定めることが必要である。
実施要項は、対象公共サービスの詳細な内容及び確保されるべき質など、対象公共サー
ビスを担うこととなった者が遵守すべき重要事項等を定めるものであるとともに、民間事
業者等による良質な提案を促すために、事前に公表する入札に関する募集情報を網羅的に
記載するものである。この内容は、対象公共サービスを国民のためにどのように提供する
ことが適切かという、いわば対象公共サービスの在り方を示すものである。
特に、対象公共サービスの確保されるべき質を適切かつ明確に定めることは、民間事業
者の創意と工夫を活かして対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現し、そ
の適正かつ確実な実施を確保するために重要である。
また、国の行政機関等の長等は、監理委員会が別に定めている「官民競争入札及び民間
競争入札の実施要項に関する指針」
、
「実施要項における従来の実施状況に関する情報開示
に関する指針」等に基づいて、実施要項を定める必要がある。
なお、国の行政機関等は、実施要項を定めるに当たっては、より適切な実施要項とする
ため、必要に応じて、以下に示すような様々な取組を行う。
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① 実施要項の案を公表して、幅広く意見を聴取し、十分に考慮すること。
② 基本方針の策定段階で聴取した民間事業者等からの意見を十分に考慮すること。
③ 外部専門家の活用を検討すること。
（２）その他入札の実施に当たっての留意事項
国の行政機関等の長等は、法に基づく入札を実施するに当たっては、可能な限り多様か
つ多数の入札参加者の間で公正な競争が確保されるよう責任を持って対応するとともに、
以下に留意して適切に入札を実施する。
① 入札参加資格の有無の確認
国の行政機関等の長等は、法第９条第２項第３号及び同条第３項並びに第 14
条第２項第３号及び同条第３項の規定に基づき実施要項で定められる入札参加資
格並びに法第 10 条及び同条を準用する第 15 条に規定する欠格事由の有無を適切
な方法によって確認するものとする。
② 落札者等を決定したときに公表すべき事項
落札者等を決定したときは、法第 13 条第３項及び同項を準用する第 15 条の規
定に基づき、必要な事項を公表することとなる。落札者等の決定の理由の公表に
当たっては、入札参加者の数、入札価格及び総合評価の評価結果等についても、
可能な限り詳細な情報を公表し、入札の過程の透明性を確保するよう努める。
③ 初回の入札で落札者が決定しなかったときの取扱い
初回の入札で落札者が決定しなかった場合には、原則として、入札条件等を見
直し、再度公告して入札に付することとする。国の行政機関等が自ら対象公共サ
ービスを実施すること等の対応は、やむを得ない場合に限定し、その理由を公表
するとともに、監理委員会に報告するものとする。
３ 対象公共サービスの実施等
法に基づく入札の結果、質及び価格の観点から総合的に最も優れた提案を行った者が対
象公共サービスの実施を担うこととなるが、この場合、当該提案に基づいて実際に対象公
共サービスの質の維持向上を図ることが必要である。
（１）民間事業者が落札者となった場合における対象公共サービスの実施等
国の行政機関等と民間事業者は、十分な時間をかけ、実施要項及び提案書の内容を契約
に適切に反映させた上で、契約を締結する。
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国の行政機関等は、対象公共サービスを開始する前に、当該民間事業者との間において、
十分な時間的余裕を持って業務の引継ぎ等の準備行為を実施するものとする。
（２）国の行政機関等が自ら実施する場合における対象公共サービスの実施等
官民競争入札の結果、国の行政機関等が自ら対象公共サービスを実施する場合、当該入
札の際の自らの提案
（法第 11 条第１項第１号に規定する対象公共サービスの具体的な実施
体制及び実施方法及び同条第２項に規定する対象公共サービスの実施に要する経費の金
額）に基づき、自ら対象公共サービスを適正かつ確実に実施する。
なお、国の行政機関等が自らの提案に従って対象公共サービスを実施できないことが明
らかになった場合等は、民間事業者による対象公共サービスの実施の場合に準じて、新た
な民間競争入札を実施する等の必要な措置を講ずる。
（３）再委託の禁止等
民間事業者が落札者となった場合、対象公共サービスの実施に当たり、その全部を一括
して再委託することは、競争の結果、質及び価格の観点から総合的に最も優れた提案を行
った者に公共サービスの実施を担わせることとしている法全体の趣旨及び目的に照らして
認められない。
なお、民間事業者が対象公共サービスの質の維持向上等のために、その一部について再
委託を行う場合に、国の行政機関等が講ずべき措置として実施要項に定める内容は、
「官民
競争入札及び民間競争入札の実施要項に関する指針」において監理委員会が定めるものと
する。
第３節 地方公共団体が実施する法に基づく入札
法は、地方公共団体に対し、法に基づく入札の実施を義務付けてはいない。
地方公共団体においては、法第５条の規定を踏まえ、住民の立場に立って、法の基本理
念にのっとり、当該特定公共サービスに関し見直しを行い、公共サービスの質の維持向上
と経費の削減を図る観点から適切な場合には、法に基づく入札を実施することが期待され
る。
そのため、総務省においては、地方公共団体の自主的・主体的な取組に資するよう、地
方公共団体における法に基づく入札の実施状況に関し、法第８条の規定に基づく実施方針
の策定状況及び先駆的な取組等についての情報をインターネットの活用等により広く公表
する。
なお、法令の特例を講ずる必要のない業務について、地方公共団体は、法の定める手続
によらず、地方自治法（昭和 22 年法律第７号）に基づき自ら所要の規則等を定めることに
より、法の定める手続と同等の入札手続を実施することができる。
その場合、法の定める手続等を参考にしつつ、地域の実情に応じ、公共サービスの改革
の趣旨を踏まえた対応が望まれる。
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第４節 監理委員会
監理委員会は、公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公
正性を確保するために総務省に設置されており、法の基本理念を具体化するための重要な
役割を担う組織である。
そのため、国民の視点及び公正中立な視点に立って審議を進め、その結果を適切に開示
するとともに、その活動内容についてホームページ等により広く公表するものとする。ま
た、審議の過程においては、国の行政機関等と議論することや民間事業者又は地方公共団
体等から意見を聴く機会を持つこと等により、公共サービスの改革に向けて幅広く検討す
ること等を通じ、積極的・能動的な審議を行うものとする。
他方で、対象公共サービスの増加に伴い、監理委員会における審議等の効率化を図る必
要性が高まっている状況を踏まえ、
「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関す
る指針」
（平成 26 年３月 19 日付け官民競争入札等監理委員会決定）が定められたところで
あり、当該指針の適切な運用により、監理委員会の審議等の効率化に努める必要がある。
第５節 対象公共サービスの実施期間終了後の実施の在り方に関する評価
１ 評価の位置付け
公共サービスの改革を不断に進めるためには、これまでの対象公共サービスの実施状況
を十分に検証した上で、実施期間の終了後の対象公共サービスの実施の在り方について見
直すことが重要である。
そのため、総務大臣は、法第７条第８項の規定に基づき、対象公共サービスの確保され
るべき質の達成状況及び経費の削減効果等の当該対象公共サービスの実施状況を踏まえ、
事業の評価を行い、その結果を公表するとともに、実施期間終了後の対象公共サービスの
実施の在り方を見直し、必要に応じて、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して基本
方針を変更する。
２ 評価の手続
法第７条第８項に規定する総務大臣による事業の評価は、対象公共サービスの実施期間
終了にあわせて行うこととされている。
この評価は、
事業の評価結果を基本方針に反映し、
また、対象公共サービスの実施期間終了時に当該対象公共サービスの継続又は廃止等の次
の段階に速やかに移行することができる適切な時期から開始されなければならない。
すなわち、総務大臣は、事業の評価の開始の時期に関して、対象公共サービスが実施期
間終了後も継続して実施される場合には、当該事業の評価の結果を実施要項等に適切に反
映させることが十分可能な時期に設定されるよう配慮する必要がある。
具体的には、以下の手続により実施することを原則とする。
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① 対象公共サービスを所管する国の行政機関等の長等は、次の３に掲げる事項に
関する情報を収集するための調査を行うとともに、当該情報を総務大臣及び監理
委員会へ提出する。
② ①により提出された情報を踏まえ、総務大臣は、事業の評価案を作成し、対象
公共サービスを所管する国の行政機関等の長等と協議する。
③ 総務大臣は、事業の評価案について監理委員会の議を経た上で、事業の評価を
確定する。
④ 総務大臣は、確定した事業の評価を踏まえ、基本方針を見直し、必要に応じ、
あらかじめ国の行政機関等の長等と協議の上、変更する。
⑤ 対象公共サービスを所管する国の行政機関等の長等は、確定した事業の評価を
踏まえ、次期事業の実施要項（案）に反映させる。
３ 評価の観点
実施期間終了後の対象公共サービスの実施の在り方に関する総務大臣の事業の評価は、
以下の事項等について、効率性、有効性、妥当性、必要性等の観点から行うこととし、そ
の際、
社会経済情勢の変化等、
対象公共サービスをめぐる環境の変化等も適切に勘案する。
① 対象公共サービスの確保されるべき質に係る目標について達成しているか、実
施体制及び実施方法について改善すべきところはないか、また、民間事業者の創
意と工夫が発揮され、質の維持向上の点で具体的な効果を上げているか。
② 従来の実施に要した経費と契約金額とを比較した場合又は従来の実施に要した
経費と支払金額とを比較した場合、経費の削減の点で効果を上げているか。
③ 民間事業者が実施している場合の対象公共サービスの実施状況と、国の行政機
関等又は民間事業者が実施する同様の業務の実施状況との比較等により、質の維
持向上や経費の削減の点で効果を上げているか。
④ 発注者側のモニタリング及び監督状況は適切であったか、また、受託事業者と
の連携は取れていたか。
⑤ 目標の達成状況を踏まえ、必要な場合、業務見直し等の対応策が講じられてい
たか。
⑥ 市場化テスト終了プロセス及び新プロセスへの移行に当たっては、
「市場化テス
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ト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」で示した移行基準に合致して
いるか。
⑦ 上記①から⑥の対象公共サービスの実施状況の評価及びその要因分析を踏まえ、
当該対象公共サービスを継続させる必要性の有無や、今後の対象公共サービスの
質の維持向上及び経費の削減を図るために必要と考えられる対応策（例えば、確
保されるべき対象公共サービスの質として設定される達成目標の内容、対象公共
サービスの実施地域・地点、対象公共サービスの範囲、落札者等を決定するため
の評価基準の見直し等）を整理した上で、方向性を示す。
第６節 公務員の処遇
法に基づく入札の結果、民間事業者が落札した場合の国家公務員の処遇については、配
置転換と新規採用の抑制により対応することを基本とする。
また、法第 31 条第１項の規定による再任用職員となることを希望する者に対しては、
任命権者は、その者の退職前の職員としての勤務経験と落札事業者における勤務経験とを
勘案し、本人の希望について十分配慮する。
第７節 制度の活用に向けた取組
総務省は、公共サービスの改革に関する優良事例等の蓄積・整理や改革の進捗状況等の
情報の公表を行うとともに、地方公共団体及び民間事業者等の要望に対する必要な助言・
支援等を行い、公共サービスの改革の一層の推進に努める。
あわせて、地方公共団体及び民間事業者等に対して、法の基本理念や制度の具体的な仕
組み等について広報・啓発及び情報提供を行うとともに、関連制度の動向等を含めた調査
研究を行う。
第３章 法第７条第２項第３号から第８号までに掲げる事項
法第７条第２項第３号から第８号までに掲げる事項については、前章までに記載したも
ののほか、別表のとおり定める。
政府は、別表に盛り込まれた計画及び措置を計画的かつ着実に実施し、その進捗状況等
については、監理委員会が把握し、必要に応じ適切に関与する。
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11

道路、河

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

措置の内容等

（別表）

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の積算技術業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の積算技術業務

（１）公物管理等業務

１．内閣府

道路、河

(続き）

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

沖縄総合事務局開発建設部及び管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の技術審査業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原

沖縄総合事務局開発建設部及び管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の技術審査業務に

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の工事監督支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の工事監督支援業

措置の内容等
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道路、河

(続き）

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

る。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の道路許認可審査・適正化指導業務について、民間競争入札を実施す

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

査・適正化指導業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の道路許認可審

沖縄総合事務局管内の事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局のダム管理支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

沖縄総合事務局管内の事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）

【契約期間】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局のダム管理支援

措置の内容等

道路、河

(続き）

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

容は、原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の用地補償総合技術業務について、民間競争入札を実施する。その内

沖縄総合事務局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

技術業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の用地補償総合

措置の内容等
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港湾、空港

支援業務

における発注者

イ

事項名

港湾、空港

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の施工状況確認補助業務・品質監視補助業務について、民間競争入札

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

する調査業務

原子力協力に関

平成 28 年５月から平成 31 年３月までの２年 11 か月間

【契約期間】

の状況等に関する調査の実施

アジア原子力協力フォーラム参加 12 か国の原子力政策の最新動向や関心事、研究協力

アジア地域 【業務の概要及び入札の対象範囲】

査業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施しているアジア地域原子力協力に関する調

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の技術審査補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）
平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の技術審査補助業

沖縄総合事務局管内の各事務所等

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

ウ

支援業務（続き）

における発注者

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の監督補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

助業務・品質監視補助業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の施工状況確認補

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

則として次のとおりとする。

○ 沖縄総合事務局の発注補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原

沖縄総合事務局管内の各事務所等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）
平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の監督補助業務に

措置の内容等

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

イ

事項名

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している沖縄総合事務局の発注補助業務に

措置の内容等
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用管理業務

システム）の運

内閣府 LAN（共通

事項名

措置の内容等

平成 26 年 10 月から平成 30 年 12 月までの４年３か月間

ークシステムの

【契約期間】
務

運用管理支援業

宮内庁ネットワ

事項名

措置の内容等

平成 26 年 12 月から平成 31 年３月までの４年４か月間

【契約期間】

運用管理支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している宮内庁ネットワークシステムの

行政情報ネットワークシステム関連業務

２．宮内庁

用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している内閣府 LAN（共通システム）の運

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務
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用支援業務一式

LAN システム運

公正取引委員会

措置の内容等

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

支援業務一式について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している公正取引委員会 LAN システム運用

「警察大学校」（東京都）

警察庁の警

平成 30 年度から平成 35 年度までの間

【契約期間】

平成 29 年度中に入札公告し、平成 30 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

ログラム開発及
び保守業務

システム業務プ

犯罪統計等の情報を迅速かつ高度に分析できるよう抽出整理して提供し、第一線の捜

【業務の概要及び入札の対象範囲】

札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 警察総合捜査情報システム業務プログラムの開発及び保守業務について、民間競争入

査活動を支援するシステムを運用するためのプログラム開発及び保守業務

察総合捜査情報

ア

事項名

措置の内容等

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している警察庁の管理する「警察大学校」

措置の内容等

上記事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の更なる実施について検討する。

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

警察庁

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 23 年 11 月から平成 33 年２月までの９年４か月間

【契約期間】

備及び維持管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

（３）行政情報ネットワークシステム関連業務

理・運営業務

警察大学校の管

事項名

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している広域交通管制システムの更新整

（２）施設管理・運営業務及び研修関連業務

業務

備及び維持管理

ステムの更新整

広域交通管制シ

事項名

（１）公物管理等業務

行政情報ネットワークシステム関連業務

事項名

４．警察庁

３．公正取引委員会
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警察庁の事

業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

不法入国者の上陸阻止等水際における取締りの徹底を図る業務を運用するためのプロ

を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 行政情報管理システム業務プログラムⅠの開発及び保守業務について、民間競争入札

平成 29 年６月から平成 35 年２月までの５年９か月間

【契約期間】

平成 29 年３月を目途に入札公告し、同年６月から落札者による事業を実施

平成 29 年３月を目途に入札公告し、同年６月から落札者による事業を実施

を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 行政情報管理システム業務プログラムⅡの開発及び保守業務について、民間競争入札

平成 29 年６月から平成 35 年２月までの５年９か月間

【契約期間】

保守業務

平成 29 年６月から平成 35 年２月までの５年９か月間

【契約期間】

平成 29 年３月を目途に入札公告し、同年６月から落札者による事業を実施

ラムⅡ開発及び 【入札等の実施予定時期】

テム業務プログ 警察行政を支援するシステムに用いるプログラム開発及び保守業務

各種行政情報を蓄積・管理し、行政情報に関する照会や各種統計表の作成など様々な

警察庁の行 【業務の概要及び入札の対象範囲】

政情報管理シス

エ

保守業務

ラムⅠ開発及び 【入札等の実施予定時期】

テム業務プログ 警察行政を支援するシステムに用いるプログラム開発及び保守業務

各種行政情報を蓄積・管理し、行政情報に関する照会や各種統計表の作成など様々な

警察庁の行 【業務の概要及び入札の対象範囲】

政情報管理シス

ウ

守業務

ラム開発及び保

証業務用プログ 【入札等の実施予定時期】

個人識別情報認 グラム開発及び保守業務

業務及び外国人

措置の内容等

○ 事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラムの開発及び保守

前旅客情報照合 【業務の概要及び入札の対象範囲】

イ

事項名

国際会計基

国際会計基

関する意見発信等について、実施要項等に基づき適切に運営する。

務省）

（金融庁及び財

事業

公認会計士試験

事項名

所の拡大等について検討を行い、平成 28 年 12 月末までに結論を得る。

公認会計士試験事業については、事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の対象箇

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

措置の内容等

平成 25 年 11 月から平成 29 年 12 月までの４年２か月間

【契約期間】

運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している金融庁ネットワークシステムの

措置の内容等

平成 25 年９月から平成 30 年３月までの４年７か月間

【契約期間】

速かつ的確に把握するため、議論内容等の調査分析等を行う事務

国際会計基準審議会における国際会計基準の策定・改訂等について、議論の動向を迅

【業務の概要及び入札の対象範囲】

る。

及び討議資料等の調査分析等に係る事務について、実施要項等に基づき適切に運営す

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国際会計基準審議会の議論内容

平成 25 年９月から平成 30 年３月までの４年７か月間

【契約期間】

意見発信等を行う事務

計基準に関する専門知識を持つ国内関係者の意見を聴取し、我が国としての考え方等の

国際会計基準審議会等の国際会議に参加し、議論の動向を把握するとともに、国際会

【業務の概要及び入札の対象範囲】

（３）地方出先機関関連業務

運用管理業務

ークシステムの

金融庁ネットワ

事項名

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国際会計基準審議会等の議論に

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務

等に係る事務

料等の調査分析

内容及び討議資

準審議会の議論

イ

務

発信等に係る事

論に関する意見

準審議会等の議

ア

事項名

（１）公物管理等業務

５．金融庁
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消費者庁の

（独）国民

る企業・消費者向けの教育・研修事業について、実施要項等に基づき適切に運営する。

ヘルプデスク管理業務（各種問合せ等の取りまとめ、月次報告、マニュアルや FAQ

平成 27 年５月から平成 32 年９月までの５年５か月間

【契約期間】

等の作成・更新、ヘルプデスク運用手順書の改定等）

（PIO-NET）運用 ②

①

問合せ対応業務（PIO-NET 利用者からのシステムの利用方法や各種問合せ対応）

（PIO-NET）の運用に係る以下の業務

行政情報ネットワークシステム関連業務：全国消費生活情報ネットワークシステム

「国民生活センター相模原事務所」（神奈川県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

設の運営等業務

建物維持管理業務、研修・宿泊者への対応及び施設貸出業務、食堂及び自動販売機の
運営業務

（独）国民

【業務の概要及び入札の対象範囲】

務所の企画・管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国民生活センター相模原事

「国民生活センター相模原事務所」（神奈川県）とする。

全国消費者フォーラムについては民間会議施設（東京都）、企業職員研修については

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

生活センター施

イ

【契約期間】

育・研修事業

づき適切に運営する。

【業務の概要及び入札の対象範囲】

いては会場の選定・確保についても業務に含むものとする。）

消費者向けの教

費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）運用支援業務について、実施要項等に基
平成 27 年３月から平成 30 年３月までの３年１か月間

に係る業務のうち、研修企画に係るものを除いた業務（「全国消費者フォーラム」につ

（独）国民生活センターの実施する「全国消費者フォーラム」及び「企業職員研修」

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施する企業・

（独）国民

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国民生活センターの実施す

生活センターの

ア

事項名

（２）独立行政法人の業務

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国民生活センターの全国消

平成 26 年３月から平成 29 年 12 月までの３年９か月間

【契約期間】

ムの運用支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

システム

支援業務

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している消費者庁のネットワ－クシステ

報ネットワーク

全国消費生活情

生活センターの

イ

援業務

ステムの運用支

ネットワ－クシ

ア

事項名

（１）行政情報ネットワークシステム関連業務

６．消費者庁
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業務

ニタリング調査

係る海洋環境モ

東日本大震災に

措置の内容等

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

質、ダイオキシン類及び重金属類等の化学分析の実施、調査結果の解析及び取りまとめ

東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査における試料採取の実施、放射性物

【業務の概要及び入札の対象範囲】

る。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務について、民間競争入札を実施す

事項名

措置の内容等

業動向調査

サービス産

方公共団体における民間開放の着実な実施を可能とするために必要な措置を講じる。

の基幹統計調査

イ

しつつ民間開放を推進することとし、引き続き監理委員会と連携して検討を行い、地

平成 28 年８月から平成 31 年３月までの２年８か月間

【契約期間】

平成 28 年８月を目途に落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

タ入力に係る業務

調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応、個票審査、デー

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施しているサービス産業動向調査について、

平成 26 年８月から平成 29 年３月までの２年８か月間

【契約期間】

タ入力に係る業務

調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応、個票審査、デー

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施しているサービス産業動向調査について、

備に関する基本的な計画」（平成 26 年３月閣議決定）を踏まえ、統計の信頼性を確保

○ 科学技術研究調査を除く総務省所管の全ての基幹統計調査について、「公的統計の整

務省所管の全て

科学技術研

究調査を除く総

ア

（１）統計調査関連業務

公物管理等業務

事項名

８．総務省

７．復興庁
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負

運用・保守の請

政府認証基盤の

事項名

措置の内容等

総務省 LAN

システム脆弱性対応（毎日、提供される脆弱性情報を調査し、テスト環境での検証

③

利用者環境の維持（各府省のパソコンのオンライン関連ソフトウェア（JAVA）等の

システム障害対応（ハードウェア障害やソフトウェア不具合への 24 時間 365 日対

高度なセキュリティを確保しつつ、24 時間 365 日正常に稼働させるための認証局の

システム障害対応（ハードウェア障害やソフトウェア不具合への 24 時間 365 日対

平成 29 年３月から平成 33 年２月までの４年間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 29 年３月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

応）等

⑤

バージョンアップに伴うシステムの稼働確認及び修正）

利用者環境の維持（各府省のパソコンのオンライン関連ソフトウェア（JAVA）等の

務

の運用・保守業

政府統計共

同利用システム

エ

の運用等の請負

④

システム脆弱性対応（毎日、提供される脆弱性情報を調査し、テスト環境での検証

③

電子政府利

用支援センター

ウ

運用管理業務

センターLAN 等

を踏まえ、本番システムへ適用）

全府省の大臣、局長等の電子公印(電子証明書）の発行

②

施設（マスタセンタ、バックアップセンタ）・設備及びシステムの管理や稼働監視

①

の運用及び保守に係る以下の業務

政府認証基盤（GPKI）を構成する２つの認証局（ブリッジ認証局、政府共用認証局）

【業務の概要及び入札の対象範囲】

原則として次のとおりとする。

○ 政府認証基盤の運用・保守の請負について、民間競争入札を実施する。その内容は、

平成 25 年３月から平成 29 年２月までの４年間

【契約期間】

応）等

⑤

バージョンアップに伴うシステムの稼働確認及び修正）

④

を踏まえ、本番システムへ適用）

全府省の大臣、局長等の電子公印(電子証明書）の発行

②

施設（マスタセンタ、バックアップセンタ）・設備及びシステムの管理や稼働監視

（独）統計

理業務

イ

整備及び運用管

高度なセキュリティを確保しつつ、24 時間 365 日正常に稼働させるための認証局の

①

システムの更新

ア

事項名

措置の内容等

支援センター管理業務（国民等利用者との応対履歴の記録、支援センターへの問合

②

平成 28 年４月から平成 29 年 12 月までの１年９か月間

【契約期間】

可否等を行うアプリケーション保守業務

して行う運用監視業務、業務アプリケーションに対する問合せ対応及びバッチ等の適用

システム運用・監視要員及びヘルプデスク要員が運用機関である統計センターに常駐

【業務の概要及び入札の対象範囲】

用・保守業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している政府統計共同利用システムの運

平成 26 年８月から平成 30 年９月までの４年２か月間

【契約期間】

せ件数・内容等の取りまとめ、FAQ データの整理・見直し等）

問合せ対応業務（国民等利用者からの電話、電子メール等による問合せ対応等）

①

内に対応する電子政府利用支援センターの運用等に係る以下の業務

電子政府の総合窓口システム（e-Gov）の利用に関わる国民等利用者からの相談・案

【業務の概要及び入札の対象範囲】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している電子政府利用支援センターにつ

平成 27 年１月から平成 31 年 12 月までの５年間

【契約期間】

理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）統計センターLAN 等運用管

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

び運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している総務省 LAN システムの更新整備及

平成 24 年７月から平成 29 年３月までの４年９か月間

【契約期間】

び運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している総務省 LAN システムの更新整備及

（３）行政情報ネットワークシステム関連業務

の運用及び保守に係る以下の業務

政府認証基盤（GPKI）を構成する２つの認証局（ブリッジ認証局、政府共用認証局）

【業務の概要及び入札の対象範囲】

について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している政府認証基盤の運用・保守の請負

（２）公物管理等業務
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務（乙号事務）

証明書交付等事

事項名

措置の内容等

法第 33 条の２に基づく不動産登記法等の特例

【適用される法令の特例措置】

全国 417 か所（平成 28 年６月１日現在）のうち 411 か所の登記所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 32 年９月までの４年６か月間

【契約期間】

に係るものを除いた業務

及び登記簿、登記簿の附属書類、地図等の閲覧に係る業務のうち利害関係の有無の審査

登記所で実施している登記事項証明書、地図の写し、印鑑証明書等の交付に係る業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

等に基づき適切に運営する。

記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）について、実施要項

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している登記事項証明書等の交付及び登

法第 33 条の２に基づく不動産登記法等の特例

【適用される法令の特例措置】

全国 417 か所（平成 28 年６月１日現在）のうち 410 か所の登記所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

１か月間）

前橋地方法務局管内の登記所については、平成 25 年９月から平成 28 年９月までの３年

平成 25 年４月から平成 28 年９月までの３年６か月間（ただし、横浜、さいたま及び

【契約期間】

に係るものを除いた業務

及び登記簿、登記簿の附属書類、地図等の閲覧に係る業務のうち利害関係の有無の審査

登記所で実施している登記事項証明書、地図の写し、印鑑証明書等の交付に係る業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

等に基づき適切に運営する。

記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）について、実施要項

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している登記事項証明書等の交付及び登

（１）登記関連業務

９．法務省

管理・運営業務

合センター」の

「法務省浦安総

事項名

措置の内容等

「法務省浦安総合センター」（千葉県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 24 年４月から平成 29 年３月までの５年間

【契約期間】

合センター」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している法務省の管理する「法務省浦安総

（２）施設管理・運営業務及び研修関連業務
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刑事施設の

運営業務

ア

事項名

措置の内容等

本事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の対象箇所について検討する。

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から複数年間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

権利を制限し、又は被収容者に対し義務を課す処分を伴う業務を除いた業務）

げる業務並びにその他の非権力的業務（被収容者に対する有形力の行使及び被収容者の

刑事施設の運営業務のうち、法第 33 条の３第１項第１～４号及び同第６～13 号に掲

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

のとおりとする。

○ 刑事施設の運営業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次

いて検討する。

被収容者の性質等に留意しながら、官民競争入札又は民間競争入札の対象の拡大等につ

者に対する給食業務」の民間競争入札及び事業実施の状況等を踏まえ、委託業務の内容、

踏まえ拡大を行っている「刑事施設における総務業務」及び「刑事施設における被収容

職業訓練業務や教育業務について、「刑事施設の運営業務」並びにその実施状況等を

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

法第 33 条の３に基づく刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例

【適用される法令の特例措置】

び笠松刑務所の３か所

作業業務、職業訓練、教育業務及び分類業務については、黒羽刑務所、静岡刑務所及

総務業務及び警備業務については、静岡刑務所及び笠松刑務所の２か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 22 年４月から平成 29 年３月までの７年間

【契約期間】

権利を制限し、又は被収容者に対し義務を課す処分を伴う業務を除いた業務）

げる業務並びにその他の非権力的業務（被収容者に対する有形力の行使及び被収容者の

刑事施設の運営業務のうち、法第 33 条の３第１項第１～４号及び同第６～13 号に掲

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

する。

び拘置所をいう。以下同じ。）の運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している刑事施設（刑務所、少年刑務所及

（３）刑事施設関連業務

刑事施設に

務

に対する給食業

おける被収容者

ウ

措置の内容等

刑事施設における総務業務（法第 33 条の３第１項第４号及びその他の非権力的業務）

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している刑事施設における総務業務につい

か所

大阪拘置所、加古川刑務所及び高知刑務所（高知少年鑑別所分の配達を含む。）の３

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年６月から平成 36 年３月までの９年 10 か月間

【契約期間】

刑事施設における被収容者に対する給食業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

る給食業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している刑事施設における被収容者に対す

法第 33 条の３に基づく刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例

【適用される法令の特例措置】

府中刑務所及び立川拘置所の２か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年６月から平成 31 年３月までの４年 10 か月間

刑事施設に 【契約期間】

おける総務業務

イ

事項名
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事項名

法務本省内

法務局通信

矯正情報ネ

地方入国管

東京入国管理局（横浜支局を含む。）、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の３か

の引渡業務（法令により入国審査官が行うこととされている各種許可証印等に係る事務を

在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請等の受付業務及び就労資格証明書等

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

容は、原則として次のとおりとする。

○ 地方入国管理局等の在留手続の窓口業務について、民間競争入札を実施する。その内

所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

管理局）

平成 26 年４月から平成 29 年６月までの３年３か月間（名古屋入国管理局、大阪入国

【契約期間】

除く。）

の引渡業務（法令により入国審査官が行うこととされている各種許可証印等に係る事務を

在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請等の受付業務及び就労資格証明書等

地方入国管理局等の「外国人在留総合インフォメーションセンター」の運営業務

大阪入国管理局

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年７月から平成 32 年６月までの３年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、平成 29 年７月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

地方入国管理局等の「外国人在留総合インフォメーションセンター」の運営業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

いて、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 地方入国管理局等の「外国人在留総合インフォメーションセンター」の運営業務につ

東京入国管理局（横浜支局を含む。）、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の３か

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年６月までの３年３か月間

【契約期間】

所

東京入国管理局（横浜支局を含む。）、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の３か

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年７月から平成 30 年６月までの１年間（名古屋入国管理局、大阪入国管理局）

む。）

平成 29 年４月から平成 30 年６月までの１年３か月間（東京入国管理局（横浜支局含

【契約期間】

古屋入国管理局、大阪入国管理局）

平成 29 年１月を目途に入札公告し、平成 29 年７月から落札者による事業を実施（名

京入国管理局（横浜支局含む。））

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施（東

【入札等の実施予定時期】

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

所

営業務

口業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。
【業務の概要及び入札等の対象範囲】

除く。）

続の窓口業務

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方入国管理局等の在留手続の窓

に運営する。

フォメーション

センター」の運

地方入国管

理局等の在留手

イ

事項名

留総合インフォメーションセンター」の運営業務について、実施要項等に基づき適切

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方入国管理局等の「外国人在

措置の内容等

平成 27 年 10 月から平成 31 年３月までの３年６か月間

【契約期間】

の運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している矯正情報ネットワークシステム

平成 26 年６月から平成 31 年３月までの４年 10 か月間

【契約期間】

ムの運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している法務局通信ネットワークシステ

平成 26 年６月から平成 31 年３月までの４年 10 か月間

【契約期間】

備及び運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

人在留総合イン

理局等の「外国

ア

事項名

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している法務本省内 LAN システムの更新整

（５）地方出先機関関連業務

業務

テムの運用管理

ットワークシス

ウ

理業務

ステムの運用管

ネットワークシ

イ

用管理業務

更新整備及び運

LAN システムの

ア

（４）行政情報ネットワークシステム関連業務
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（独）国際

（独）国際

業務

運用管理支援等

交流基金 JF-NET

イ

運用等業務

ュータシステム

協力機構コンピ

ア

事項名

平成 27 年２月から平成 30 年９月までの３年８か月間

【契約期間】

管理支援等業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際交流基金 JF-NET 運用

平成 28 年２月から平成 34 年５月までの６年４か月間

【契約期間】

システム運用等業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構コンピュータ

措置の内容等

（東京都）、「船橋分室」（千葉県）の４か所

「外務省庁舎」（東京都）、「飯倉別館及び外交史料館」（東京都）、「麻布台別館」

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

（独）国際

（独）国際

業務）

業務（選考支援

ランティア支援

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

ンティア支援業務（選考支援業務）について、実施要項等に基づき適切に運営する。

協力機構 JICA ボ

エ

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）国際協力機構の JICA ボラ

首都圏、東海圏、近畿圏、九州圏の事業４か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年 11 月から平成 30 年３月までの３年５か月間

【契約期間】

ンティア支援業務（募集支援業務）について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の JICA ボラ

平成 26 年７月から平成 30 年３月までの３年８か月間

【契約期間】

構築・運用保守業務

供・活用促進関連業務、ホームページ（「PARTNER」）運営管理業務、PARTNER システム

国際協力人材・団体登録関連業務、国際協力キャリア相談支援業務、人材情報等の提

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

際協力人材センター」の業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の管理する「国

「海外移住資料館」（神奈川県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

「海外移住資料館」の管理・運営業務

（独）国際

業務）

業務（募集支援

ランティア支援

協力機構 JICA ボ

ウ

ター」の業務

際協力人材セン

協力機構の「国

イ

の運営等業務

外移住資料館」

協力機構の「海

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

外移住資料館」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。
（独）国際

ア

「飯倉別館及び外交史料館」、「麻布台別館」及び「船橋分室」の管理・運営業務に

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している外務省の管理する「外務省庁舎」、

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の管理する「海

事項名

（３）独立行政法人の業務

措置の内容等

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務

務

の管理・運営業

及び「船橋分室」

「麻布台別館」

外交史料館」、

「飯倉別館及び

「外務省庁舎」、

事項名

（１）施設管理・運営業務及び研修関連業務

10．外務省

24

（独）国際

センター」の施設管理について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の「筑波国際

（独）国際協力機構の「東京国際センター」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

総括業務、設備管理業務、宿泊サービス業務、警備業務、清掃業務、食堂業務等

総括業務、設備管理業務、宿泊サービス業務、警備業務、清掃業務、食堂業務等

センター」の施設管理について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の「横浜国際

（独）国際協力機構の「筑波国際センター」（茨城県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

ー」の施設管理

浜国際センタ

協力機構の「横

（独）国際協力機構の「横浜国際センター」（神奈川）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

総括業務、設備管理業務、宿泊サービス業務、警備業務、清掃業務等

（独）国際 【業務の概要及び入札の対象範囲】

ー」の施設管理

波国際センタ

ク

センター」の施設管理について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の「東京国際

替施設を利用）

駒ヶ根訓練所（ただし、同訓練所の改修工事に伴い、必要に応じて駒ケ根市周辺の代

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 31 年３月までの４年間

【契約期間】

る。

ンティア支援業務（派遣前訓練実施業務）について、実施要項等に基づき適切に運営す

（独）国際 【業務の概要及び入札の対象範囲】

協力機構の「筑

キ

ー」の施設管理

京国際センタ

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）国際協力機構の JICA ボラ

（独）国際 【業務の概要及び入札の対象範囲】

協力機構の「東

カ

訓練実施業務）

援業務（派遣前

ボランティア支

協力機構 JICA

オ

事項名

（独）国際

（独）国際

調達支援業務

協力機材の在外

協力機構の技術

サ

運営管理業務

ろば」等の企画

「JICA 地球ひ

措置の内容等

ベントの企画、調整、実施）

「JICA 地球ひろば」及び「なごや地球ひろば」の企画運営管理業務（展示及び連動イ

【業務の概要及び入札の対象範囲】

民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）国際協力機構の管理する「JICA 地球ひろば」等の企画運営管理業務について、

（独）国際協力機構の「市ヶ谷ビル」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

務、食堂業務等

総括業務、設備管理業務、設営業務、会議室管理・総合案内業務、警備業務、清掃業

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ル」の施設管理について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国際協力機構の「市ヶ谷ビ

しつつ、官民競争入札又は民間競争入札の実施について、平成 28 年度中に結論を得る。

から、最適な業務実施方法について検討を行い、その結果に基づき、監理委員会と連携

を比較し、事務・事業の質の維持、効率性、コスト削減、民間のノウハウ活用等の観点

スト分析の結果を踏まえ、民間委託を行った場合と官が直接実施した場合の運営状況等

○ （独）国際協力機構の技術協力機材の在外調達支援業務については、業務フロー・コ

JICA 「地球ひろば」（東京都）、JICA 中部「なごや地球ひろば」（愛知県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間（なごや地球ひろば）

平成 28 年 10 月から平成 32 年９月までの４年間（JICA 地球ひろば）

【契約期間】

ごや地球ひろば）

平成 29 年 11 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施（な

球ひろば）

平成 28 年５月を目途に入札公告し、同年 10 月から落札者による事業を実施（JICA 地

（独）国際 【入札等の実施予定時期】

協力機構の

コ

設管理

ヶ谷ビル」の施

協力機構の「市

ケ

事項名
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ンテナ検査センター」等の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営

する。

【契約期間】

京税関芝浦出張

所」、「青海コ

ンテナ検査セン

管理センター」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

部空港 CIQ 庁

「中部空港合同庁舎」（愛知県）、「中部空港 CIQ 庁舎」（愛知県）、「中部空港旅

客ターミナルビル官庁部分」（愛知県）、「中部空港麻薬探知犬管理センター」（愛知

県）の４か所

の管理・運営業

務

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎施設の諸設備保守管理業務、清掃業務、エレベーター設備保守管理業務等

管理センター」

空港麻薬探知犬

分」及び「中部

ルビル官庁部

港旅客ターミナ

【業務の概要及び入札の対象範囲】

港 CIQ 庁舎」、「中部空港旅客ターミナルビル官庁部分」及び「中部空港麻薬探知犬

合同庁舎」、「中

舎」、「中部空

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している「中部空港合同庁舎」、「中部空

施

「税関研修所」（千葉県）及び「関税中央分析所」（千葉県）の２か所を一括して実

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

する。

及び「関税中央分析所」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営

「中部空港

ウ

管理・運営業務

中央分析所」の

所」及び「関税

「税関研修

出張所」（東京都）、「晴海庁舎」（東京都）の６か所

務

イ

テナ検査センター」（東京都）、「城南島コンテナ検査センター」（東京都）、「大井

の管理・運営業

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する「税関研修所」

「東京港湾合同庁舎」（東京都）、「東京税関芝浦出張所」（東京都）、「青海コン

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

査センター」等

南島コンテナ検

ター」及び「城

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

同庁舎」、「東京税関芝浦出張所」、「青海コンテナ検査センター」及び「城南島コ

合同庁舎」、「東

ア

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する 「東京港湾合

措置の内容等

「東京港湾

事項名

（１）施設管理・運営業務及び研修関連業務

11．財務省

「さいたま

「さいたま新都心合同庁舎１号館」（埼玉県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎施設の電気機械設備等運転・保守管理業務、警備業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

心合同庁舎１号館」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する「さいたま新都

措置の内容等

「横浜第２

庁舎施設の電気・機械・監視制御設備管理等保守点検及び環境衛生管理業務、警備業

【業務の概要及び入札の対象範囲】

庁舎」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する「横浜第２合同

「さいたま新都心合同庁舎１号館」（埼玉県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

庁舎施設の電気機械設備等運転・保守管理業務、警備業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

第２・４号館」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する「大阪合同庁舎

「横浜第２合同庁舎」（神奈川県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

営業務

「大阪合同庁舎第２・４号館」（大阪府）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

館」の管理・運 【契約期間】

庁舎施設の建物・設備機器等保守管理業務、警備業務、清掃業務等

「大阪合同 【業務の概要及び入札の対象範囲】
庁舎第２・４号

カ

理・運営業務

合同庁舎」の管 務、清掃業務等

オ

理・運営業務

１号館」の管

新都心合同庁舎 ○ 財務省の管理する「さいたま新都心合同庁舎１号館」の管理・運営業務について、民

エ

事項名
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「神戸地方

名古屋国税

管理・運営業務

局管内の施設の

ク

理・運営業務

合同庁舎」の管

キ

事項名

施設

名古屋国税局が管理する管内（岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県）の単独庁舎 49

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

庁舎施設の機械設備保守点検業務、警備業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 名古屋国税局の管理する施設の管理・運営業務について、民間競争入札を実施する。

施設

名古屋国税局が管理する管内（岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県）の単独庁舎 49

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎施設の機械設備保守点検業務、警備業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している名古屋国税局の管理する施設の管

「神戸地方合同庁舎」（兵庫県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎施設の警備業務、設備機器等運転監視及び点検保守業務、清掃業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

庁舎」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務省の管理する「神戸地方合同

措置の内容等

大阪国税局

理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。
庁舎施設の機械設備保守点検業務、警備業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

「西ヶ原研

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

設備等管理業務、警備業務、清掃業務、植栽管理業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 財務省の管理する「西ヶ原研修合同庁舎（仮称）」の管理・運営業務について、民間

の単独庁舎 76 施設

大阪国税局が管理する管内（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

運営業務

称）」の管理・

「西ヶ原研修合同庁舎（仮称）」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

修合同庁舎（仮 【入札等の実施予定時期】

コ

理・運営業務

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している大阪国税局の管理する施設の管

管内の施設の管 【契約期間】

ケ

事項名

27

財務局の未

財務局の普

公認会計士

務省）

（金融庁及び財

試験事業

ウ

分等業務

通財産の管理処

イ

理等業務

利用国有地の管

ア

事項名

所の拡大等について検討を行い、平成 28 年 12 月末までに結論を得る。

公認会計士試験事業については、事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の対象箇

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

全国の財務局及び沖縄総合事務局

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

国有財産の売払、貸付、現況調査等の管理処分等業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務局の普通財産の管理処分等

全国の財務局及び沖縄総合事務局

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

物件調査、物件整備（草刈・柵設置等）等の管理業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している財務局の未利用国有地の管理等

措置の内容等

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

（３）地方出先機関関連業務

管理業務

テムの運用及び

ムの運用及び管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）酒類総合研究所情報システ

（独）酒類総合

研究所情報シス

措置の内容等

事項名

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務

放射線利用

文化庁メデ

画・運営

ィア芸術祭の企

イ

業務

（研究者育成）

技術等国際交流

ア

事項名

措置の内容等

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

より、メディア芸術の創造とその発展を図るための文化庁メディア芸術祭の企画・運営。

優れたメディア芸術作品を顕彰するとともに、これを鑑賞する機会を提供することに

【業務の概要及び入札の対象範囲】

原則として次のとおりとする。

○ 文化庁メディア芸術祭の企画・運営について、民間競争入札を実施する。その内容は、

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

より、メディア芸術の創造とその発展を図るための文化庁メディア芸術祭の企画・運営。

優れたメディア芸術作品を顕彰するとともに、これを鑑賞する機会を提供することに

【業務の概要及び入札の対象範囲】

営について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している文化庁メディア芸術祭の企画・運

平成 26 年４月から平成 31 年３月までの５年間

【契約期間】

を実施する。

アジア諸国を中心とする国々を対象として、原子力技術者・研究者の招聘に係る業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

者育成）業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している放射線利用技術等国際交流（研究

（１）公物管理等業務

12．文部科学省

28

措置の内容等
育成）業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

る。

査・分析業務（エネルギー対策特別会計）について、実施要項等に基づき適切に運営す

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している研究プロジェクトの実施に係る調

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

理業務、制度設計、成果の公開業務等を通じた課題の調査分析業務

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの設置、課題の募集、評価及び管

【業務の概要及び入札の対象範囲】

査・分析業務（一般会計）について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している研究プロジェクトの実施に係る調

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの設置、課題の募集、評価及び管

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

理業務、制度設計、成果の公開業務等を通じた課題の調査分析業務

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの設置、課題の募集、評価及び管

【業務の概要及び入札の対象範囲】

内容は、原則として次のとおりとする。

○ 研究振興事業に関する課題の調査分析業務について、民間競争入札を実施する。その

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

理業務、制度設計、成果の公開業務等を通じた課題の調査分析業務

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの設置、課題の募集、評価及び管

【業務の概要及び入札の対象範囲】

分析業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している研究振興事業に関する課題の調査

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

業

堂等基盤整備事

劇場・音楽

価等支援業務

究推進本部の評

キ

内陸活断層（補完調査）及び沿岸海域の活断層の活動履歴や位置・形状に関するデー

援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地震調査研究推進本部の評価等支

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

タの取得を目的とした調査観測・分析業務

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

提供及び研修業務

劇場・音楽堂等における自主的・主体的な実演芸術活動環境醸成のための、各種情報

【業務の概要及び入札の対象範囲】

として次のとおりとする。

○ 劇場・音楽堂等基盤整備事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

提供及び研修業務

劇場・音楽堂等における自主的・主体的な実演芸術活動環境醸成のための、各種情報

【業務の概要及び入札の対象範囲】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している劇場・音楽堂等基盤整備事業につ

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

容等の広報支援業務

地震調査研究観測データ等の収集・分析の技術的支援、評価結果や地震本部の活動内

地震調査研 【業務の概要及び入札の対象範囲】

調査

カ

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。
内陸及び沿 【業務の概要及び入札の対象範囲】

岸海域の活断層

オ

等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している内陸及び沿岸海域の活断層調査に

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

成・配布業務、過去招聘者のデータベース整備業務

務

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

アジア諸国を中心とする国々を対象とした講師育成研修・フォローアップ研修（準備

理業務、制度設計、成果の公開業務等を通じた課題の調査分析業務

に係る調査分析 理業務、制度設計、成果の公開業務等を通じた課題の調査分析業務

業務

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している放射線利用技術等国際交流（講師

放射線利用 【業務の概要及び入札の対象範囲】

技術等国際交流

エ

事項名

（講師育成）業 支援を含む）・原子力技術セミナー開催業務、委員会等開催等業務、ニュースレターの作

プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの設置、課題の募集、評価及び管

【業務の概要及び入札の対象範囲】

に関する課題の調査分析業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している科学技術イノベーション創出基盤

研究開発推 【業務の概要及び入札の対象範囲】

進事業等の実施

ウ

事項名

29

次代の文化

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」運営等に係る業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

育成事業の運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している次代の文化を創造する新進芸術家

措置の内容等

の運営業務

芸術家育成事業

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」運営等に係る業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

する。その内容は、原則として次のとおりとする。

を創造する新進 ○ 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業の運営業務について、民間競争入札を実施

ク

事項名

文部科学省

（独）国立

（独）大学

措置の内容等

事務用電子計算機システム システム基盤運用支援業務等について、実施要項等に基
づき適切に運営する。

機構事務用電子

ムに係るサーバ機器等賃貸借・保守及び運用支援業務について、実施要項等に基づき
適切に運営する。
システムに係る

運用支援業務

貸借・保守及び

サーバ機器等賃

平成 26 年 12 月から平成 30 年 11 月までの４年間

【契約期間】

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国立科学博物館業務システ
オ

（独）国立

平成 28 年１月から平成 31 年３月までの３年３か月間

科学博物館業務

用支援業務等

システム基盤運

計算機システム

【契約期間】

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）国立青少年教育振興機構

エ

（独）国立

平成 28 年８月から平成 33 年７月までの５年間

【契約期間】

平成 28 年８月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

ついて、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）大学入試センター業務用電子計算機システム用機器借上げ及び運用支援業務に

平成 28 年７月から平成 32 年 11 月までの４年５か月間

【契約期間】

平成 28 年 12 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）国立特別支援教育総合研究所電子計算機システム一式について、民間競争入札

平成 29 年１月から平成 32 年 12 月までの４年間

【契約期間】

平成 29 年１月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

内容は、原則として次のとおりとする。

○ 文部科学省行政情報システム運用管理業務について、民間競争入札を実施する。その

平成 25 年１月から平成 28 年 12 月までの４年間

【契約期間】

用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している文部科学省行政情報システム運

青少年教育振興

支援業務

借上げ及び運用

システム用機器

務用電子計算機

入試センター業

ウ

式

算機システム一

合研究所電子計

特別支援教育総

イ

ム運用管理業務

行政情報システ

ア

事項名

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務

30

国立研究開

（独）日本

その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独)日本学術振興会業務基盤システムの更新業務について、民間競争入札を実施する。

平成 29 年 10 月から平成 32 年３月までの２年６か月間

【契約期間】

平成 29 年２月を目途に入札公告し、同年 10 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

（独）国立

視業務

セキュリティ監

用支援、並びに

新・保守及び運

平成 30 年 10 月から平成 36 年３月までの５年６か月間

【契約期間】

平成 30 年６月を目途に入札公告し、同年 10 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

次のとおりとする。

開発機構ネット

ワーク機器更

にセキュリティ監視業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

国立研究開 ○ 国立研究開発法人海洋研究開発機構ネットワーク機器更新・保守及び運用支援、並び

美術館の設置・

て検討し、平成 29 年度末までに結論を得る。

業務

等の管理・運営

運営する美術館

イ

27 年度から平成 29 年度までの業務の入札結果を踏まえて、民間競争入札の実施につい

○ （独）日本学生支援機構インターネットシステム保守運用支援業務については、平成

平成 28 年４月から平成 30 年２月までの１年 11 か月間

発法人海洋研究

サ

支援業務

ステム保守運用

ンターネットシ

学生支援機構イ

（独）日本

援業務委託

総括運用管理支

【契約期間】

国立新美術館（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年２月から平成 31 年３月までの３年２か月間

【契約期間】

「国立新美術館」の管理・運営業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

に基づき適切に運営する。

する美術館等の管理・運営業務（展示業務の企画等を除く。）について、実施要項等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）国立美術館の設置・運営

「東京国立近代美術館」フィルムセンター（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年３月から平成 30 年３月までの３年１か月間

【契約期間】

「東京国立近代美術館」フィルムセンターの管理・運営業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

適切に運営する。

館等の管理・運営業務（展示業務の企画等を除く。）について、実施要項等に基づき

ステムの総括運用管理支援業務委託について、実施要項等に基づき適切に運営する。

「国立科学博物館」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 25 年４月から平成 30 年３月までの５年間

【契約期間】

施設案内等業務

「国立科学博物館」の防災設備等保守管理業務､清掃業務､警備業務､総合案内・展示

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

「国立科学博物館」の施設管理・運営業務（展示業務の企画等を除く。）について、

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国立科学博物館の管理する

措置の内容等

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

等の運用に係る支援業務

大型計算機システム、基幹ネットワークシステム及び情報セキュリティ対策システム

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国立美術館の管理する美術

情報システムの

コ

究開発機構のシステム運用支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。
【業務の概要及び入札の対象範囲】

（独）日本 ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）日本芸術文化振興会情報シ

芸術文化振興会

ケ

管理業務

テムに係る運用

務

の施設運営等業

えて、民間競争入札の実施について引き続き検討し、平成 29 年度中に結論を得る。

系及び共通イン

フラ系情報シス

立科学博物館」

（独）国立

置・運営する「国

ア

空研究開発機構 ○ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA 財務・管理系及び共通インフラ系情報シ
JAXA 財務・管理
ステムに係る運用管理業務については、平成 28 年度に実施する次回入札の結果を踏ま

平成 30 年２月から平成 35 年１月までの５年間

事項名

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している 国立研究開発法人日本原子力研

（３）独立行政法人の業務

の運用支援業務

幹情報システム

の原子力機構基

力研究開発機構

科学博物館の設

国立研究

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

国立研究開

発法人日本原子

シ

事項名

開発法人宇宙航

ク

更新業務

基盤システムの

措置の内容等

○ 国立研究開発法人科学技術振興機構 JST セキュリティ監視運用業務について、民間競

学術振興会業務 【入札等の実施予定時期】

キ

運用業務

キュリティ監視

振興機構 JST セ

発法人科学技術

カ

事項名
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（独）日本
国立研究開

京都）の３か所

場」（東京都）、「国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンター」（東

「国立霞ヶ丘競技場」（東京都）（改築に伴い対象範囲を縮小）、「国立代々木競技

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 24 年４月から平成 29 年３月までの５年間

【契約期間】

スポーツ施設の管理・運営業務のうち、指導監督を除く業務

国立研究開

国立研究開

援業務

文書管理運用支

研究開発機構の

発法人宇宙航空

カ

業務等

ステム技術支援

研究開発機構シ

発法人宇宙航空

オ

入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の文書管理運用支援業務について、民間競争

平成 29 年６月から平成 32 年９月までの３年４か月間

【契約期間】

平成 29 年２月を目途に入札公告し、同年６月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

機構文書の管理運用支援業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

○

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

国立研究開

業務

の運転等に係る

廃棄物管理施設

の洗濯場・一般

力研究開発機構

発法人日本原子

平成 29 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

物のリサイクル処分に係る業務を実施する（可燃性一般廃棄物の焼却施設を除く。）。

核燃料サイクル工学研究所洗濯場の運転管理、一般廃棄物管理施設の管理、産業廃棄

【業務の概要及び入札の対象範囲】

とする。

係る業務請負について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおり

○ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の洗濯場・一般廃棄物管理施設の運転等に

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

物のリサイクル処分に係る業務を実施する（可燃性一般廃棄物の焼却施設を除く。）。

核燃料サイクル工学研究所洗濯場の運転管理、一般廃棄物管理施設の管理、産業廃棄

【業務の概要及び入札の対象範囲】

基づき適切に運営する。

国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構の洗濯場・一般廃棄物管理施設の運転等に係る業務について、実施要項等に

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

に係る国際間技術調整等に関する技術支援に関する業務

ケ

務

設の運転保守業

検討、信頼性・品質保証活動、安全・ミッション保証人材育成プログラム、安全・信頼性

JAXA システム安全審査に係る技術支援、システム安全要求・プロセスの改善に係わる

【業務の概要及び入札の対象範囲】

争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

基づき適切に運営する。

研究開発機構の電子加速器・コバルト照射施設の運転保守業務について、実施要項等に

コバルト照射施 【契約期間】

構電子加速器・

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

報普及支援業務

発法人量子科学
技術研究開発機

○ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のシステム技術支援業務等について、民間競

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構のイオン照射研究施設等利用管理支援業

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

国立研究開 ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している 国立研究開発法人量子科学技術

研究開発機構広 【契約期間】

発機構の広報普及支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

ク

理支援業務

究施設等利用管

構イオン照射研

技術研究開発機

発法人量子科学

【契約期間】

適切に運営する。

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

研究開発機構のイオン照射研究施設等利用管理支援業務について、実施要項等に基づき

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している 国立研究開発法人量子科学技術

措置の内容等

施要項等に基づき適切に運営する。
キ

事項名

の管理するスポーツ施設等の管理・運営業務のうち、指導監督を除く業務について、実

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）日本スポーツ振興センター

措置の内容等

国立研究開 ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人宇宙航空研究開

発法人宇宙航空

エ

等業務

ツ施設等の運営

運営するスポー

ンターの設置・

スポーツ振興セ

ウ

事項名
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措置の内容等

間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の個人被ばく管理に係る業務について、民

国立研究開

国立研究開

国立研究開

理運営

人研究者宿舎管

振興機構の外国

発法人科学技術

ス

の管財業務

力研究開発機構

発法人日本原子

シ

に係る業務

成果情報の管理

る学術情報及び

の図書館におけ

力研究開発機構

発法人日本原子

サ

理に係る業務

国立研究開

（独）教員

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

外国人研究者宿舎「竹園ハウス」及び「二の宮ハウス」の施設管理・運営業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

構の外国人研究者宿舎管理運営について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人科学技術振興機

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 29 年 11 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

係る業務

東海研究センターにおける共通消耗品の管理、物品の運搬、宅配便等の運送受付等に

【業務の概要及び入札の対象範囲】

する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の管財業務について、民間競争入札を実施

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間

【契約期間】
（独）日本

等

用に関する検討

競争入札等の活

連業務への官民

国立大学法人関

事項名

会の指摘も踏まえ、引き続き経営改善の取組に努める。

務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等監理委員会国立大学法人分科

民競争入札等の対象とされている施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業

務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官

○ 国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業

措置の内容等

競争入札の導入時期について検討し、平成 29 年度末までに結論を得る。

する必要があることから、その検討結果等を踏まえ、監理委員会と連携しつつ、民間

後、国の政策等を踏まえ、国際交流会館の運営方針及びサービス内容等について検討

○ （独）日本学生支援機構の設置する兵庫国際交流会館の管理・運営業務について、今

「（独）教員研修センター」（茨城県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 33 年３月までの４年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

センターの施設・設備等の保守管理、運転業務及び補修作業、点検調査業務

（４）国立大学法人の業務

理・運営等業務

際交流会館の管

設置する兵庫国

学生支援機構の

タ

業務

【入札等の実施予定時期】

平成 29 年 11 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

施設管理・運営

研修センターの

成果情報の管理等に関する業務

日本原子力研究開発機構図書館における所蔵資料の受入・整理、目録作成、提供及び

【業務の概要及び入札の対象範囲】

その内容は、原則として次のとおりとする。
【業務の概要及び入札の対象範囲】

○ （独）教員研修センターの施設管理・運営業務について、民間競争入札を実施する。

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

ト等業務

外国人研究者宿舎「竹園ハウス」及び「二の宮ハウス」の外国人研究者の生活サポー

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人科学技術振興機構の外国人研究者宿舎生活サポート等業務につい

措置の内容等

りとする。
ソ

務

活サポート等業

人研究者宿舎生

振興機構の外国

発法人科学技術

セ

事項名

管理に係る業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとお

○ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の図書館における学術情報及び成果情報の

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

の個人被ばく管 【入札等の実施予定時期】

力研究開発機構 人被ばく管理に係る線量測定及び測定装置の保守等に関する業務

核燃料サイクル工学研究所の管理区域立入者（放射線業務従事者及び一時立入者）個

国立研究開 【業務の概要及び入札の対象範囲】

発法人日本原子

コ

事項名

33

求職者に対する就職支援セミナー、キャリア・コンサルティング、心理カウンセリン

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ア・コンサルティング等業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

かものハローワーク」、「マザーズハローワーク」における求職者セミナー、キャリ

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している 「新卒応援ハローワーク」、「わ

【平成 31 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

グ等業務

務及び対象箇所の拡大について検討を行う。

上記事業の実施状況等を踏まえ、競争性の確保に留意しつつ、民間競争入札の対象業

「マザーズハローワーク」

東京都、愛知県及び大阪府内の「新卒応援ハローワーク」、
「わかものハローワーク」、

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

コンサルティン

ー、キャリア・

求職者セミナ

ーク」における

ザーズハローワ

措置の内容等

法第 33 条に基づく国民年金法等の特例

【適用される法令の特例措置】

全国 312 か所のうち 196 か所の年金事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年５月から平成 30 年９月までの３年５か月間

【契約期間】

付の受託等の業務

年金事務所で実施している国民年金保険料の滞納者に対する納付の勧奨及び請求、納

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国民年金保険料収納事業につい

法第 33 条に基づく国民年金法等の特例

【適用される法令の特例措置】

全国 312 か所のうち 116 か所の年金事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年 10 月から平成 29 年９月までの３年間

【契約期間】

付の受託等の業務

年金事務所で実施している国民年金保険料の滞納者に対する納付の勧奨及び請求、納

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

ーワーク」、「マ グ等

「わかものハロ

ローワーク」、

「新卒応援ハ

事項名

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国民年金保険料収納事業につい

（２）ハローワーク関連業務

収納事業

国民年金保険料

事項名

（１）日本年金機構関連業務

13．厚生労働省

作成等に係る業務

労働保険加

入促進業務

ア

事項名

措置の内容等

平成 28 年４月から平成 30 年３月までの２年間

【契約期間】

労働保険の未手続事業の把握及び加入勧奨活動の実施、労働保険の成立手続等の業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している労働保険加入促進業務について、

（４）公物管理等業務

平成 29 年７月から平成 32 年３月までの２年９か月間

【契約期間】

平成 29 年３月を目途に入札公告し、同年７月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

審査、データ入力、調査対象企業・事業所名簿の修正、調査結果の集計・分析、報告書

査

調査票、調査用封筒等の印刷、調査票の配付・回収、督促、疑義照会への対応、個票

【業務の概要及び入札の対象範囲】

とおりとする。

○ 能力開発基本調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次の

措置の内容等

能力開発基本調

事項名

（３）統計調査関連業務

34

ウ

②

師等（労災ケアサポ－ター）による訪問支援を実施する業務

②

ク７か所

北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の各ブロッ

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

ク７か所

北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の各ブロッ

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

ブロックにおいて実施）

介護サービス等を提供する業務及びその労災ホームヘルパーを養成する業務（関東甲信越

に係る専門的介護に必要な知識を習得した看護師等（労災ホームヘルパー）による専門的

エ

薬物乱用防
止啓発訪問事業

平成 27 年４月から平成 32 年３月までの５年間

【契約期間】

態、媒体を活用した啓発活動を企画し、実行する業務

した資材を活用し、薬物乱用防止の専門家を講師として派遣するとともに、様々な広報形

じて青少年層並びにその保護者及び指導者層の集まる場所・イベント等に、開発又は準備

通年の事業で、かつ全国（ただし、北海道、沖縄を除く。）を対象として、要請に応

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している薬物乱用防止啓発訪問事業につい

北海道、宮城、千葉、愛知、大阪、広島、愛媛、熊本の各労災特別介護施設８か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

在宅で介護等を必要とする 65 歳未満の労災重度被災労働者に対して、せき髄損傷等

師等（労災ケアサポ－ター）による訪問支援を実施する業務

②

業務

に対して、せき髄損傷等の労働災害特有の傷病・障害に関する専門的な知識を有する看護

労災特別介護施設において、日帰り介護サービス、短期滞在型サービス等を実施する

②

①

在宅で介護、看護等を必要としている 65 歳未満の労災重度被災労働者及びその家族

で実施する業務

施設において、その傷病・障害に応じた専門的な施設介護サービスを 365 日 24 時間体制

① 労災重度被災労働者で、在宅での介護が困難となっている人に対して、労災特別介護

【業務の概要及び入札の対象範囲】

次のとおりとする。

【業務の概要及び入札の対象範囲】

次のとおりとする。

護援護事業

労災特別介 ○ 労災特別介護援護事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

北海道、宮城、千葉、愛知、大阪、広島、愛媛及び熊本の各労災特別介護施設８か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

介護サービス等を提供する業務及びその労災ホームヘルパーを養成する業務（関東甲信越

ブロックにおいて実施）

業務

に係る専門的介護に必要な知識を習得した看護師等（労災ホームヘルパー）による専門的

労災特別介護施設において、日帰り介護サービス、短期滞在型サービス等を実施する

で実施する業務

に対して、せき髄損傷等の労働災害特有の傷病・障害に関する専門的な知識を有する看護

在宅で介護等を必要とする 65 歳未満の労災重度被災労働者に対して、せき髄損傷等

施設において、その傷病・障害に応じた専門的な施設介護サービスを 365 日 24 時間体制

労災重度被災労働者で、在宅での介護が困難となっている人に対して、労災特別介護

①

実施要項等に基づき適切に運営する。

①

在宅で介護、看護等を必要としている 65 歳未満の労災重度被災労働者及びその家族

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している労災特別介護援護事業について、
【業務の概要及び入札の対象範囲】

事項名

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している労災ケアサポート事業について、

措置の内容等

労災ケアサ ○ 労災ケアサポート事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

ポート事業

イ

事項名
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養育費相談

新規起業事

備事業

業場就業環境整

カ

業

支援センター事

オ

事項名

地方自治体が実施する母子家庭等就業・自立支援センター事業（以下「就業・自立

②

平成 29 年４月から平成 31 年３月までの２年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナー実施等）

新規起業事業場等に対する適正な職場環境形成のための支援等に係る業務（基本的な

【業務の概要及び入札の対象範囲】

原則として次のとおりとする。

○ 新規起業事業場就業環境整備事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、

平成 27 年４月から平成 29 年３月までの２年間

【契約期間】

労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナー実施等）

新規起業事業場等に対する適正な職場環境形成のための支援等に係る業務（基本的な

【業務の概要及び入札の対象範囲】

業について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している新規起業事業場就業環境整備事

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

ク
して次のとおりとする。

都道府県が主体的に設置する若年者のためのワンストップセンター（ジョブカフェ）

【業務の概要及び入札の対象範囲】

施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している若年者地域連携事業について、実

東京都、神奈川県、愛知県、大阪府及び福岡県内

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

定、講習実施機関との連絡・調整、対象者の募集・人選、講習実施期間中の支援等の業務

日雇労働者、ホームレス又は住居喪失不安定就労者を対象とした、技能講習科目の選

【業務の概要及び入札の対象範囲】

北海道、青森県、東京都、大阪府、福岡県、長崎県及び鹿児島県内

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

ング等の実施

若年者地域 において、地域の実情に応じた幅広い就職支援を展開するため、企業説明会やカウンセリ
連携事業

ケ

等技能講習事業

日雇労働者 ○ 日雇労働者等技能講習事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則と

東京都、神奈川県、愛知県、大阪府及び福岡県内

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

【契約期間】

HP 等による養育費の取決め等の方法に関する情報提供等の実施

④

日雇労働者、ホームレス又は住居喪失不安定就労者を対象とした、技能講習科目の選

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している日雇労働者等技能講習事業につい

定、講習実施機関との連絡・調整、対象者の募集・人選、講習実施期間中の支援等の業務

就業・自立支援センターに設置される養育費専門相談員、母子自立支援員等、地域

踏まえ、平成 29 年度以降の民間競争入札の実施について、監理委員会と連携しつつ、
平成 28 年度中に結論を得る。

て、平成 27 年 10 月から新制度に移行したことから、新制度に係る講習の実施状況等を

ード講習の実施

○ ジョブ・カード講習事業については、当該事業を含むジョブ・カード制度全体につい

措置の内容等

ジョブ・カ

キ

事項名

において養育費等に係る業務に従事している者を対象とする研修の実施

③

る相談支援の実施

支援センター」という。）で受け付けられた養育費等に関する相談に対し、電話等によ

母子家庭等からの養育費等に関する電話・電子メール等による相談の実施

①

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している養育費相談支援センター事業に

措置の内容等

36

外国人就

介護認定審査会への訪問による技術的助言

要介護認定適正化事業の報告書の作成

①

②

各自治体の要介護認定の適正化を推進するための助言・支援の実施

(１) 要介護認定の適正な運用のための技術的助言・支援

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している要介護認定適正化事業について、

平成 29 年４月から平成 31 年３月までの２年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

研修カリキュラムの設定、実施計画の策定、研修コースの実施及び進捗管理等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

則として次のとおりとする。

○ 外国人就労・定着支援研修事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原

平成 27 年４月から平成 29 年３月までの２年間

【契約期間】

研修カリキュラムの設定、実施計画の策定、研修コースの実施及び進捗管理等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している外国人就労・定着支援研修事業に

措置の内容等

認定調査員の能力向上を目的とした各地方での研修会の企画・運営・講師派遣

③

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

(３) その他要介護認定の適切な運営に資する業務

認定調査員向け研修システム（e-ラーニングを活用したシステム）の運用

要介護認定の事務局向けの業務分析データの開発・提供

①

②

研修ツールの開発・運用を行う。

各自治体の認定調査、介護認定審査会における円滑かつ適正な運営の実現に供する分析・

要介護認定 (２) 要介護認定の業務改善のための研修材料等の開発等

適正化事業

サ

修事業

労・定着支援研

コ

事項名

教育訓練講

に係る調査等）

事業（指定申請

座受講環境整備

シ

事項名

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 30 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

するか等を確認するための調査の実施に係る業務

教育訓練給付の対象講座の指定に当たり、各講座の教育訓練の内容が指定要件に該当

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 教育訓練講座受講環境整備事業（指定申請に係る調査等）について、民間競争入札を

措置の内容等

37

厚生労働省

「国立感染

「上石神井

運営業務

庁舎」の管理・

ウ

営業務

舎」の管理・運

症研究所戸山庁

イ

務

施設の運営等業

ア

事項名

措置の内容等

厚生労働省

ステムに係る保

「上石神井庁舎」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎施設諸設備の運転・監視業務、各種保守点検業務等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

庁舎」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

備及び運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 厚生労働省ネットワークシステムの更新整備及び運用管理業務について、民間競争入

平成 24 年９月から平成 29 年３月までの４年７か月間

【契約期間】

（独）労働

【入札等の実施予定時期】

守業務並びにデ
用業務

平成 29 年 10 月から平成 35 年３月までの５年６か月間

【契約期間】

平成 29 年４月を目途に入札公告し、同年 10 月から落札者による事業を実施

び運用・保守業務並びにデータセンターの運用業務
築及び運用・保
ータセンター運

化した、「労働者健康安全機構情報システム共通基盤（プラットフォーム）」の構築及

基幹業務システムのハードウェアとグループウェアシステムのハードウェアを一本

【業務の概要及び入札の対象範囲】

容は、原則として次のとおりとする。

保守業務並びにデータセンター運用業務について、民間競争入札を実施する。その内

○ （独）労働者健康安全機構情報システム共通基盤（プラットフォーム）構築及び運用・

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

トフォーム）構

通基盤（プラッ

情報システム共

者健康安全機構

エ

ク等業務

援・ヘルプデス

【契約期間】

運営する。

ステム運用支

構情報システム運用支援・ヘルプデスク等業務について、実施要項等に基づき適切に

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）労働政策研究・研修機構機

機構機構情報シ

（独）労働

平成 29 年５月から平成 34 年４月までの５年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年５月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

おりとする。

管理の委託業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のと

政策研究・研修

ウ

委託業務

守・運用管理の

ネットワークシ

用支援機構基幹

障害・求職者雇

「国立感染症研究所戸山庁舎」（東京都）

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している厚生労働省の管理する「上石神井

措置の内容等
○ 民間競争入札により事業を実施している厚生労働省ネットワークシステムの更新整

イ （独）高齢・ ○ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構基幹ネットワークシステムに係る保守・運用

業務

備及び運用管理

ステムの更新整

ネットワークシ

ア

事項名

（６）行政情報ネットワークシステム関連業務

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

設備機器等の維持管理業務及び警備保安、受付業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

する。

症研究所戸山庁舎」の施設管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している厚生労働省の管理する「国立感染

「中央合同庁舎第５号館」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

庁舎第５号館」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している厚生労働省の管理する「中央合同

（５）施設管理・運営業務及び研修関連業務
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措置の内容等

民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）労働者健康安全機構事業統計システムソフトウェア運用・保守業務について、

争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

業、理学療法士国家試験事業、作業療法士国家試験事業、視能訓練士国家試験事業、

（独）医薬

運用支援業務

ステム等に係る

機構共用 LAN シ

品医療機器総合

キ

保守業務

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

間競争入札を実施する。その内容は、原則として、次のとおりとする。

○ （独）医薬品医療機器総合機構共用 LAN システム等に係る運用支援業務について、民

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

用 LAN システム等に係る運用支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年度中に入札公告し、平成 29 年度試験分から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）医薬品医療機器総合機構共

地方厚生局等の実施する出願受付、試験会場の確保、試験運営、合格発表等の試験実

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
施業務

験事業等

ム」における民間競争入札の更なる実施について検討する。

上記事業の実施状況等を踏まえ、「人事給与システム」及び「財務会計・管財システ

【平成 31 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

平成 30 年２月から平成 35 年３月までの５年２か月間

務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。
医師国家試

医師国家試験事業、歯科医師国家試験事業、保健師国家試験事業、助産師国家試験
事業、看護師国家試験事業、診療放射線技師国家試験事業、臨床検査技師国家試験事

システム運用・

○

平成 26 年４月から平成 29 年５月までの３年２か月間

【契約期間】

施業務

地方厚生局等の実施する出願受付、試験会場の確保、試験運営、合格発表等の試験実

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

訓練士国家試験事業及び管理栄養士国家試験事業のうち、地方厚生局等で実施する業

床検査技師国家試験事業、理学療法士国家試験事業、作業療法士国家試験事業、視能

管理栄養士国家試験事業及び薬剤師国家試験事業のうち、地方厚生局等で実施する業
イ

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している診療放射線技師国家試験事業、臨

グループウェア 【契約期間】

平成 29 年９月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

（独）労働 【入札等の実施予定時期】

者健康安全機構

カ

○ （独）労働者健康安全機構グループウェアシステム運用・保守業務について、民間競

ム」における民間競争入札の更なる実施について検討する。

上記事業の実施状況等を踏まえ、「人事給与システム」及び「財務会計・管財システ

運用・保守業務 【平成 31 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

業等

技師国家試験事

ムソフトウェア

平成 30 年２月から平成 35 年３月までの５年２か月間

事業統計システ 【契約期間】

診療放射線

事項名

（７）地方出先機関関連業務

ア

平成 29 年９月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

（独）労働 【入札等の実施予定時期】

者健康安全機構

オ

事項名
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（独）労働

（独）国立

国立研究開

殖育成等業務

研究用霊長類繁

研究所の医科学

盤・健康・栄養

発法人医薬基

エ

業務

ー」の施設管理

京医療センタ

病院機構の「東

ウ

【契約期間】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

医科学研究用の霊長類の繁殖、育成、飼育管理、健康管理、検査及び病理診断業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

適切に運営する。

康・栄養研究所の医科学研究用霊長類繁殖育成等業務について、実施要項等に基づき

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人医薬基盤・健

対象箇所の拡大について検討する。

上記事業の実施状況等を踏まえ、競争性や事業規模等に留意しつつ、民間競争入札の

【平成 32 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

「東京医療センター」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を開始

【入札等の実施予定時期】

医療用水設備、ＲＩ設備等、防災センター業務、駐車場管理業務、環境整備業務）

消防設備、特殊空調設備、医療排水設備、通信情報設備、監視制御設備、医療ガス設備、

「東京医療センター」の施設・設備管理業務（空調設備、電気設備、給排水衛生設備、

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）国立病院機構の「東京医療センター」の施設管理業務について、民間競争入札

全国 119 施設

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 29 年３月までの２年間

による物品調達業務）

（独）国立病院機構の各病院共通の事務消耗品等に係る物品調達業務（通信販売方式

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）国立病院機構の物品調達業

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

「労働大学校」運営等業務について、実施要項等に基づき、適切に運営する。

調達業務

（独）国立

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）労働政策研究・研修機構の

病院機構の物品

イ

務

学校」運営等業

機構の「労働大

政策研究・研修

ア

事項名

（８）独立行政法人の業務

ア

措置の内容等

平成 27 年４月以降、同年度中において契約を締結した日を始期とし、平成 29 年度中

【契約期間】

施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国有林の間伐等事業について、実

の各森林管理局管内の森林管理署 11 か所

北海道(３か所）、東北、関東、中部（２か所）、近畿中国、四国（２か所）及び九州

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

において契約を完了する日を終期とする２年を超える期間

平成 26 年４月以降、同年度中において契約を締結した日を始期とし、平成 28 年度中

【契約期間】

要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国有林の間伐事業について、実施

伐事業

か所）、四国（１か所）及び九州（３か所）の各森林管理局管内の森林管理署 17 か所

北海道(５か所）、東北（２か所）、関東（２か所）、中部（２か所）、近畿中国（２

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

において契約を完了する日を終期とする２年を超える期間

平成 28 年４月以降、同年度中において契約を締結した日を始期とし、平成 30 年度中

【契約期間】

国有林野の立木の間伐、複層林へ誘導する伐採、地拵え及び苗木の植付等の業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国有林の間伐等事業について、実

か所）、四国（１か所）及び九州（２か所）の各森林管理局管内の森林管理署 16 か所

北海道(５か所）、東北（２か所）、関東（２か所）、中部（２か所）、近畿中国（２

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

国有林の間 において契約を完了する日を終期とする２年を超える期間

事項名

（１）公物管理等業務

14．農林水産省

40

国有林の間

平成 29 年４月以降、落札者の決定後から開始し、平成 31 年度までに終了する１年を

【契約期間】

平成 29 年中に入札公告し、落札者を決定

【入札等の実施予定時期】

国有林野の立木の間伐、複層林へ誘導する伐採、地拵え及び苗木の植付等の業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

水産物流通

事業

情報発信・分析

イ

事業

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

上記事業の実施状況等を踏まえ、競争性の確保に留意しつつ、民間競争入札の対象箇

多様性基礎調査

する。

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

価格に関する情報の収集等に係る業務

主要漁港における主要品目の水揚量・卸売価格、水産物の在庫量等の水産物の需給・

【業務の概要及び入札の対象範囲】

要項等に基づき適切に運営する。

うち水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信に係る業務について、実施

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している水産物流通情報発信・分析事業の

平成 28 年４月から平成 30 年３月までの２年間

施要項等に基づき適切に運営する。

生態系多様性基礎調査における精度検証調査及び森林資源調査データ解析について、実

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している森林生態系多様性基礎調査、森林

平成 26 年４月から平成 31 年３月までの５年間

【契約期間】

向上及びデータの集計・分析処理に係る業務

生態系の多様性の状況（下層植生、枯損木等）等の現地調査並びに現地調査の精度の検証・

調査地点（定点）における、地況（標高、斜面方位等）、林況（林種、樹種等）及び

森林生態系 【業務の概要及び入札の対象範囲】

委託事業

査等に係る業務 【契約期間】

エ

所の一層の拡大を図る。

研究課題の審査、進行管理、評価から普及状況等の把握まで一貫した調査・分析等に

況把握・分析調 係る業務

究成果の普及状

する箇所を選定し、競争性の確保に留意しつつ、全国で約 16 か所以上で実施するものと

各森林管理局でそれぞれ、地理的条件及び事業量の観点から民間競争入札の実施に適

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

事業における研 【業務の概要及び入札の対象範囲】

究推進事業における研究成果の普及状況把握・分析調査等に係る業務委託事業につい

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している農林水産業・食品産業科学技術研

学技術研究推進

農林水産

措置の内容等

業・食品産業科

ウ

○ 国有林の間伐等事業について、複数年契約による民間競争入札を実施する。その内容

は、原則として、次のとおりとする。

事項名

措置の内容等

伐事業（続き） 超える期間

ア

事項名

41

「森林技術

「農林水産

務

の管理・運営業

ば館水戸ほ場」

水産研修所つく

館」及び「農林

研修所つくば

イ

管理・運営業務

総合研修所」の

ア

事項名

措置の内容等

城県）の２か所

「農林水産研修所つくば館」（茨城県）及び「農林水産研修所つくば館水戸ほ場」（茨

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

水戸ほ場」の管理・運営業務について、実施方針等に基づき適切に運営する。

る農林水産省の管理する「農林水産研修所つくば館」及び「農林水産研修所つくば館

○ 次の内容の民間競争入札に準じた手続による一般競争入札により事業を実施してい

「森林技術総合研修所」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 農林水産省の管理する「森林技術総合研修所」の管理・運営業務について、民間競争

「森林技術総合研修所」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

総合研修所」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している農林水産省の管理する「森林技術

（２）施設管理・運営業務及び研修関連業務
措置の内容等

平成 27 年度の契約締結日から平成 33 年３月までの約６年間（平成 27 年度開始事業）

運用管理業務

情報システムの

農林水産省行政

事項名

措置の内容等

平成 27 年８月から平成 31 年３月までの３年８か月間

【契約期間】

運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している農林水産省行政情報システムの

（４）行政情報ネットワークシステム関連業務

業務の対象となる米穀の販売に要する期間等を勘案して決定（複数年）

【契約期間】

括的な委託

政府米の販売及び販売等に必要な保管、運送等の一連の業務の複数受託事業体への包

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

容は、原則として次のとおりとする。

○ 政府米の販売等業務の包括的な民間委託について、民間競争入札を実施する。その内

平成 28 年度の契約締結日から平成 34 年３月までの約６年間（平成 28 年度開始事業）

平成 26 年度の契約締結日から平成 32 年３月までの約６年間（平成 26 年度開始事業）

業務

平成 25 年度の契約締結日から平成 31 年３月までの約６年間（平成 25 年度開始事業）

平成 24 年度の契約締結日から平成 30 年３月までの約６年間（平成 24 年度開始事業）

平成 23 年度の契約締結日から平成 29 年３月までの約６年間（平成 23 年度開始事業）

【契約期間】

括的な委託

政府米の販売及び販売等に必要な保管、運送等の一連の業務の複数受託事業体への包

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

を選定し、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 政府米の販売等業務の包括的な民間委託について、民間競争入札により、受託事業体

政府米の販売等

事項名

（３）米の買入れ・売渡し関連業務
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国立研究開

国立研究開

業務

設の管理・運営

研究機構等の施

品産業技術総合

発法人農業・食

イ

営業務

施設の管理・運

究・整備機構の

発法人森林研

ア

事項名

措置の内容等

農林水産業研究センター」（いずれも茨城県）

「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」及び「国立研究開発法人国際

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

研究本館等の清掃業務、警備業務及びエレベータ等保守点検業務の各業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

営する。

技術総合研究機構等の施設の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人農業・食品産業

「本所」（茨城県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

国立研究開発法人森林研究・整備機構の「本所」の管理・運営業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人森林研究・整備機構の施設の管理・運営業務について、民間競争入

「本所」（茨城県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

国立研究開発法人森林総合研究所の「本所」の管理・運営業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

所の施設の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人森林総合研究

（５）独立行政法人の業務

情報通信業

中小企業実
態基本調査

ウ

基本調査

イ

措置の内容等

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

統計表の作成に係る業務

調査関係用品の印刷、調査票の配布・回収・受付、督促、照会対応、個票審査、集計、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している石油産業情報化推進調査につい

平成 30 年度を目途に開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 30 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

個票審査、集計、統計表の作成及び報告書の作成に係る業務

調査対象の選定、調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

次のとおりとする。

○ 中小企業実態基本調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 30 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

審査、データ入力、集計及び統計表の作成に係る業務

名簿整備、調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応、個票

【業務の概要及び入札の対象範囲】

のとおりとする。

○ 情報通信業基本調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次

平成 29 年４月から平成 33 年３月までの４年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

統計表の作成に係る業務

調査関係用品の印刷、調査票の配布・回収・受付、督促、照会対応、個票審査、集計、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て次のとおりとする。

石油産業情 ○ 石油産業情報化推進調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則とし

報化推進調査

ア

事項名

（１）統計調査関連業務

15．経済産業省
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海外事業活

動基本調査

エ

事項名

平成 31 年４月から平成 34 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 31 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

審査、データ入力、集計、統計表の作成、概況の作成に係る業務

名簿整備、調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応、個票

【業務の概要及び入札の対象範囲】

次のとおりとする。

○ 海外事業活動基本調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

措置の内容等

登録意匠と

国際出願に

書面による

商標審査前

措置の内容等

【契約期間】

業

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

標性の判断を支援する業務

商標法（昭和 34 年法律第 127 号）、商標審査基準等に基づき、個別の出願情報の商

【業務の概要及び入札の対象範囲】

する。

の文字部に関する識別力等調査）作成事業について、実施要項等に基づき適切に運営

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している商標審査前サーチレポート（商標

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

録された機関による、高い機密性を有する未公開特許情報の電子化業務の全部又は一部

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第 30 号）に基づき登

【業務の概要及び入札の対象範囲】

リー業務一式について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している書面による手続のデータエント

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

録された機関による、高い機密性を有する未公開特許情報の電子化業務の全部又は一部

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第 30 号）に基づき登

【業務の概要及び入札の対象範囲】

タエントリー業務一式について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国際出願に関する書面等のデー

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

意匠の審査判断をするために、公知の意匠を網羅的、体系的に調査する業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

匠公報資料のグルーピング事業について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している登録意匠と公知資料及び外国意

等調査）作成事

に関する識別力

（商標の文字部

サーチレポート

エ

式

ントリー業務一

手続のデータエ

ウ

ー業務一式

データエントリ

関する書面等の

イ

事業

のグルーピング

国意匠公報資料

公知資料及び外

ア

事項名

（２）公物管理等業務
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商標審査前

産業財産権

研究推進事業

カ

査）作成事業

行絞り込み調

（図形商標の先

サーチレポート

オ

事項名

放射性廃棄

③

国際石油需

上記会合におけるプレゼンテーションの実施に係る業務
ASEAN＋３におけるエネルギー政策上の課題分析に係る業務

②

【契約期間】

③

【契約期間】

合理化調査）

手研究者を国内の研究機関において研究に従事させる業務を行う。

平成 28 年４月から平成 30 年６月までの２年３か月間

【契約期間】

（石油ガス流通 経験者等との意見交換会（石油ガス懇談会）の実施、一般消費者等に対し、LP ガスにつ

させる業務、国内の研究者を外国の研究機関に派遣し研究に従事させる業務及び国内の若

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

いての理解を深めてもらうための普及・啓発資料の作成及び配布

等

一般消費者等に対する石油ガス講習会及び消費者団体、LP ガス販売事業者団体、学識

給適正化調査

石油製品需 【業務の概要及び入札の対象範囲】

ケ

招へい、派遣及び育成を行う事業。外国の研究者を国内の研究機関に招へいし研究に従事

ス流通合理化調査）について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している石油製品需給適正化調査（石油ガ

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

研究者を輩出し、知的財産の創造、保護及び活用に資する人材を確保するため、研究者の

財産制度の設計・構築を推進するとともに、国内外の知的財産制度に精通した大学教員や

国内外の研究者に知的財産制度に関する研究を行わせることで、我が国の適切な知的

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している産業財産権研究推進事業につい

【入札等の実施予定時期】

上記会合におけるプレゼンテーションの実施に係る業務
ASEAN＋３におけるエネルギー政策上の課題分析に係る業務

②

平成 27 年４月から平成 29 年６月までの２年３か月間

とめなどの事前準備や会議当日の各種事務に係る業務

手研究者を国内の研究機関において研究に従事させる業務を行う。

ASEAN＋３政策理事会や分野別ワークショップ等開催のサポート、各会合における議

させる業務、国内の研究者を外国の研究機関に派遣し研究に従事させる業務及び国内の若

①

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ついて、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国際石油需給体制等調査（ASEAN+3 地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）に

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

招へい、派遣及び育成を行う事業。外国の研究者を国内の研究機関に招へいし研究に従事

に係る事業）

ルギー連携強化

域におけるエネ

（ASEAN＋３地

【契約期間】

題設定のサポート、会議開催・運営のための各国との事前調整、会場選定や出席者取りま

研究者を輩出し、知的財産の創造、保護及び活用に資する人材を確保するため、研究者の

財産制度の設計・構築を推進するとともに、国内外の知的財産制度に精通した大学教員や

国内外の研究者に知的財産制度に関する研究を行わせることで、我が国の適切な知的

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している産業財産権研究推進事業につい
給体制等調査

とめなどの事前準備や会議当日の各種事務に係る業務

手研究者を国内の研究機関において研究に従事させる業務を行う。

平成 26 年６月から平成 28 年６月までの２年１か月間

題設定のサポート、会議開催・運営のための各国との事前調整、会場選定や出席者取りま

させる業務、国内の研究者を外国の研究機関に派遣し研究に従事させる業務及び国内の若

ASEAN＋３政策理事会や分野別ワークショップ等開催のサポート、各会合における議

①

招へい、派遣及び育成を行う事業。外国の研究者を国内の研究機関に招へいし研究に従事

に運営する。

＋３地域におけるエネルギー連携強化に係る事業）について、実施要項等に基づき適切

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国際石油需給体制等調査（ASEAN

平成 26 年８月から平成 30 年３月までの３年８か月間

【契約期間】

めるような人文社会学系の研究も対象とする。

ついて、研究開発を行う。技術開発のみならず、処分場受入れに関わる社会的受容性を高

処分事業を進める上で、先行的に実施すべき重要基礎的なテーマ（５テーマ程度）に

【業務の概要及び入札の対象範囲】

査について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している放射性廃棄物重要基礎技術研究調

措置の内容等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ク

研究調査

物重要基礎技術

キ

事項名

研究者を輩出し、知的財産の創造、保護及び活用に資する人材を確保するため、研究者の

財産制度の設計・構築を推進するとともに、国内外の知的財産制度に精通した大学教員や

国内外の研究者に知的財産制度に関する研究を行わせることで、我が国の適切な知的

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している産業財産権研究推進事業につい

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

商標法、商標審査基準等に基づき、個別の出願情報の商標性の判断を支援する業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

商標の先行絞り込み調査）作成事業について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している商標審査前サーチレポート（図形

措置の内容等

45

放射性廃棄

特許等取得

活用支援事業

サ

調査

物海外総合情報

コ

事項名

総合研究所の産

論を得る。

（独）製品

討し、結論を得る。
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人新エネルギ

業務

報基盤サービス

平成 27 年４月から平成 32 年 10 月までの５年７か月間

【契約期間】

に運営する。

ギー・産業技術
総合開発機構情

ー・産業技術総合開発機構情報基盤サービス業務について、実施要項等に基づき適切

発法人新エネル

国立研究開

オ

平成 28 年度末までに次回入札の調達方法、入札の実施時期、契約年数等について検

【入札等の実施予定時期】

入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）製品評価技術基盤機構共通基盤情報システム運用管理業務について、民間競争

平成 30 年４月から平成 35 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 30 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

いて、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人産業技術総合研究所の産総研情報システム運用管理支援業務につ

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

PC-LAN サービスの調達について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）経済産業研究所第四期 RIETI

理業務

システム運用管

構共通基盤情報

評価技術基盤機

エ

業務

ム運用管理支援

総研情報システ

発法人産業技術

国立研究開

ウ

監理委員会と連携しつつ、民間競争入札の導入について検討を行い、平成 29 年度中に結

サービスの調達

平成 28 年度に実施した契約手法、契約形態による調達の結果や事業の成果などを踏まえ、

事務・事業の質の維持、効率性、コスト削減、民間のノウハウ等の活用の観点から、

期 RIETI PC-LAN

産業研究所第四

な見直しを行い、平成 28 年度から（独）工業所有権情報・研修館へ業務を移管した。

イ

特許等取得活用支援事業については、平成 27 年度以降の事業の在り方に関する抜本的

（独）経済

と連携しつつ、次々期調達に向けて、民間競争入札の実施の必要性を検討する。

ムの運用管理業
務

を行い、当該業務の実施状況及び次期調達における入札結果等を踏まえ、監理委員会

基盤情報システ

措置の内容等
○ 経済産業省基盤情報システムの運用管理業務については、更なる競争性の改善の取組

事項名
経済産業省

ア

（３）行政情報ネットワークシステム関連業務

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

海外の放射性廃棄物に係る情報収集及び分析、データベースの整備、情報発信等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している放射性廃棄物海外総合情報調査に

措置の内容等
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（独）情報

電子 IPA システムの大幅な見直しを行った上で、稼働維持支援業務の対象を新たに定

【業務の概要及び入札の対象範囲】

る。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）情報処理推進機構電子 IPA 稼働維持支援業務について、民間競争入札を実施す

措置の内容等
措置の内容等

競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

調査統計シ

経済産業省

管理システム運用支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している経済産業省電子申請受付・審査等

平成 26 年 11 月から平成 30 年 10 月までの４年間

【契約期間】

ストレージ領域管理、ヘルプデスク、業務アプリケーション運用支援等の運用管理業務

プ・リストア作業、リソース超過・性能劣化監視、ネットワーク監視、セキュリティ管理、

調査統計システムに係る機器稼働監視、障害時対応、インシデント管理、バックアッ

【業務の概要及び入札の対象範囲】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している調査統計システム運用管理支援業

平成 29 年７月から平成 32 年３月までの２年９か月間

【契約期間】

平成 29 年２月を目途に入札公告し、同年９月から落札者による事業を実施

経済産業省電子申請受付・審査等管理システムの運用、担当職員への技術支援、利用

務

平成 26 年４月から平成 30 年３月までの４年間

【契約期間】

テム運用支援業 者への支援、セキュリティ管理等に関する業務

審査等管理シス

電子申請受付・ 【業務の概要及び入札の対象範囲】

ケ

支援業務

ステム運用管理

ク

運用管理業務

ワークシステム 【入札等の実施予定時期】

構情報化ネット の運用管理に関する業務

本部、地域拠点等の共通基盤システム及びネットワークインフラ、グループウェア等

（独）中小 【業務の概要及び入札の対象範囲】

企業基盤整備機

キ

○ （独)中小企業基盤整備機構情報化ネットワークシステム運用管理業務について、民間

平成 30 年４月から平成 32 年３月までの２年間

【契約期間】
事業

等

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年 4 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

の保管業務

の試験実施業務、試験問題作成分科会の運営等の業務並びに過年度の願書及び答案用紙

計量士国家試験の案内書（願書）の配布、出願受付、試験会場の確保及び試験運営等

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

のとおりとする。

○ 計量士国家試験事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 29 年 12 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

支援業務

計量士国家試験の案内書（願書）の配布、出願受付、試験会場の確保及び試験運営等

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している計量士国家試験事業について、実

の試験実施業務（試験問題作成業務等を除く。）

計量士国家試験

事項名

（４）地方出先機関関連業務

子 IPA 稼働維持 依頼対応、問合せ対応、ログ監視作業、業務引継ぎとする。

処理推進機構電 める。作業範囲は、ハードウェア保守、業務仕様確認、データベースの整合性確認、作業

カ

事項名
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国立研究開

措置の内容等

【契約期間】

管理等業務

する。

修館の情報関連

（独）日本

営業務

究所図書館」運

「アジア経済研

貿易振興機構の

ウ

エ

「中小企業大学校」における企業向け研修及び中小企業支援担当者向け研修に係る業

「旭川校」（北海道）、 「仙台校」（宮城県）、「三条校」（新潟県）、「瀬戸校」

「アジア経済研究所図書館」（千葉県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 29 年３月までの２年間

【契約期間】

オ

地操業委託

国家石油備蓄基

木野、志布志）の各国家石油備蓄基地

全国 10 か所（苫小牧東部、むつ小川原、久慈、秋田、福井、菊間、白島、上五島、串

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年 10 月から平成 35 年３月までの５年６か月間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

鉱物資源機構の 【入札等の実施予定時期】

天然ガス・金属 ③安全防災業務（安全防災、環境調査、環境保全）、④その他業務

（独）石油 入出荷、貯蔵、移送等）、②施設管理業務（資産の保守点検、維持補修、改良更新工事等）、

国家石油備蓄基地の操業に係る①運転業務（国家備蓄石油の品質･数量の管理、通関、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構の国家石油備蓄基地操業委託について、民間

「東京校」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年２月から平成 29 年３月までの２年２か月間

【契約期間】

及び雑誌記事索引作成業務は除く。）

務のうち、研修企画等に係るものを除いた業務並びに施設の管理・運営業務

種データベースの利用支援等アジア経済研究所図書館の運営業務（多言語目録作成業務

「中小企業大学校」における企業向け研修及び中小企業支援担当者向け研修に係る業

の整理・閲覧、開発途上国・地域の資料・情報に関する簡易レファレンス対応業務、各

開発途上国・地域の経済・政治・社会などに関する学術研究書、新聞、雑誌、地図等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

施要項等に基づき適切に運営する。

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務並びに施設の管理・運営業務について、実

小企業大学校」における企業向け研修（中小企業政策実施の要請に基づく研修を除く。）

る。

運営等業務

事業及び施設の ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）中小企業基盤整備機構の「中

大学校」の研修 「人吉校」（熊本県）の８か所

構の「中小企業 （愛知県）、「関西校」（兵庫県）、「広島校」（広島県）、「直方校」（福岡県）及び

企業基盤整備機

（独）中小 【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年２月から平成 29 年３月までの３年２か月間

【契約期間】

務のうち、研修企画等に係るものを除いた業務並びに施設の管理・運営業務

る「アジア経済研究所図書館」運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営す

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）日本貿易振興機構の管理す

事業については、特許庁で構築中の新業務システムの進捗にあわせて、段階的に廃止

所有権情報・研

事業

○ （独）工業所有権情報・研修館の工業所有権情報提供のための整理標準化データ作成

（独）工業

イ

管理業務及び自動車運転・維持管理業務の各業務

ンター」の施設

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

国立研究開発法人産業技術総合研究所の「産業技術総合研究所つくばセンター」の設

備等維持管理業務、警備及び建物等清掃業務、植栽管理業務、研究協力センター等運営

研究所つくばセ

【業務の概要及び入札の対象範囲】

施要項等に基づき適切に運営する。

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務並びに施設の管理・運営業務について、実

小企業大学校」における企業向け研修（中小企業政策実施の要請に基づく研修を除く。）

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）中小企業基盤整備機構の「中

措置の内容等

実施要項等に基づき適切に運営する。

事項名

研究所の管理する「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務について、

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人産業技術総合

「産業技術総合

総合研究所の

発法人産業技術

ア

事項名

（５）独立行政法人の業務
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道路、河

等

発注者支援業務

市公園における

川・ダム及び都

ア

事項名

措置の内容等

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

企画、実査準備、実査、審査、集計及び分析加工に係る業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

次のとおりとする。

○ 国際航空旅客動態調査について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

道路、河

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）
平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の河川巡視支援業務

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

として次のとおりとする。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の工事監督支援業

(続き）

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の積算技術業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

注者支援業務等

公園における発 ○ 地方整備局等の技術審査業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

川・ダム、都市 発局管内の各事務所等

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）
平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の技術審査業務につ

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の工事監督支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の積算技術業務に
ア

事項名

措置の内容等

（２）公物管理等業務

態調査

国際航空旅客動

事項名

（１）統計調査関連業務

16．国土交通省
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道路、河

(続き）

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

道路、河

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）
平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）

【契約期間】

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

正化指導業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局の道路許認可審査・適

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の堰・排水機場等管

理支援業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

(続き）

注者支援業務等 ○ 地方整備局等のダム管理支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

は、原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局の河川許認可審査支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

公園における発 発局管内の各事務所等

等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局管内の各事務所
川・ダム、都市

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）
【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）
平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

平成 26 年度から開始し２年を超える期間（平成 26 年度開始事業）

【契約期間】

について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等のダム管理支援業務

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

の内容は、原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の堰・排水機場等管理支援業務について、民間競争入札を実施する。そ

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局の河川許認可審査支援

ア

事項名

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の河川巡視支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

措置の内容等
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道路、河

(続き）

注者支援業務等

公園における発

川・ダム、都市

ア

事項名

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

は、原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の用地補償総合技術業務について、民間競争入札を実施する。その内容

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

イ
維持管理業務

新千歳ブロック、大阪ブロック及び福岡ブロックの３か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

ついて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している航空保安無線施設等の保守業務に

空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の 22 か所

港、美保空港、広島空港、岩国空港、徳島空港、高松空港、松山空港、高知空港、北九州

稚内空港、釧路空港、函館空港、三沢空港、新潟空港、百里空港、小松空港、八尾空

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年 12 月から平成 30 年３月までの３年４か月間

【契約期間】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している航空灯火・電源施設の維持管理業

新千歳空港、東京国際空港、福岡空港の３か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している航空灯火・電源施設の維持管理業

空港施設の 港、高知空港、長崎空港、大分空港及び那覇空港の 10 か所

新千歳空港、三沢空港、東京国際空港（制限区域内）、小松空港、美保空港、徳島空

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している空港土木施設の維持管理業務につ

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

稚内空港、釧路空港、丘珠空港、東京国際空港（構内道路）、八尾空港、広島空港、

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している空港土木施設の維持管理業務につ

函館空港、新潟空港、松山空港及び宮崎空港の４か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している空港土木施設の維持管理業務につ

措置の内容等

高松空港、福岡空港、北九州空港、熊本空港及び鹿児島空港の 11 か所

事項名

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の用地補償総合技術

並びに北海道開発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局管内の各事務所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の道路許認可審査・適正化指導業務について、民間競争入札を実施する。

措置の内容等
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港湾及び空

者支援業務

港における発注

ウ

事項名

港湾及び空

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

原則として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の技術審査補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

発局管内の各事務所等

○ 地方整備局等の施工状況確認補助業務・品質監視補助業務について、民間競争入札を

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

について、実施要項等に基づき適切に運営する。

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

き）

者支援業務（続 ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の技術審査補助業務

業務・品質監視補助業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

港における発注 発局管内の各事務所等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の施工状況確認補助

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間

【契約期間】

平成 29 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の監督補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則

として次のとおりとする。

○ 地方整備局等の発注補助業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開
発局管内の各事務所等

発局管内の各事務所等

東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国及び九州の各地方整備局並びに北海道開

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 28 年度開始事業）

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の監督補助業務につ

措置の内容等

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

ウ

事項名

平成 27 年度から開始し１年以内又は１年を超える期間（平成 27 年度開始事業）

【契約期間】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している地方整備局等の発注補助業務につ

措置の内容等

52

東京国際空

東京国際空

東京国際空

東京国際空

制御システム保守請負業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している東京国際空港航空灯火・電力監視

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

ステム監視、立哨、巡回等による警備業務

東京国際空港制限区域、東京空港事務所庁舎等への不法侵入等防止のための、警備シ

【業務の概要及び入札の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している東京国際空港警備業務について、

平成 27 年６月から平成 30 年３月までの２年 10 か月間

【契約期間】

海上監視設備による海上監視業務及び小型船舶による海上警備業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している東京国際空港海上制限区域警備業

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

東京国際空港場周警備設備等保守業務（定期点検、障害対応業務等）

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

航空灯火及び電気施設の運用状況等の監視及び制御している航空灯火・電力監視制御

東京国際空

東京国際空港の施設に関する保全計画支援業務、調査設計業務の発注業務（積算技術

【業務の概要及び入札の対象範囲】

原則として次のとおりとする。

○ 東京国際空港施設保全関係支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

支援業務

平成 29 年４月から平成 31 年３月までの２年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

港施設保全関係 及び現場技術）等

ク

務

テム保守請負業 システムの機能保持を目的とした同システムの点検保守業務、障害発生時の緊急保守業務

力監視制御シス

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している東京国際空港場周警備設備等保守

港航空灯火・電 【業務の概要及び入札の対象範囲】

キ

港警備業務

カ

警備業務

港海上制限区域

オ

等保守業務

港場周警備設備

エ

事項名

空港有害鳥

類防除業務

ケ

事項名

いて検討する。

上記措置に基づく事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の対象箇所の拡大等につ

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

新千歳空港、函館空港の２か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

業等

鳥類の航空機への衝突防止のための空港内巡回による鳥類観察、銃器等による威嚇作

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

次のとおりとする。

○ 空港有害鳥類防除業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として

熊本空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の４か所

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 31 年３月までの３年間

【契約期間】

業等

鳥類の航空機への衝突防止のための空港内巡回による鳥類観察、銃器等による威嚇作

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している空港有害鳥類防除業務について、

措置の内容等

53

航空交通管

建設業取引

設置業務

適正化センター

サ

管理等業務

制機器部品補給

コ

事項名

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

「建設業取引適正化センター」の設置・運営業務

トラブル防止に向けたアドバイス及び関係法令の所管部局である行政機関の紹介を行う

建設工事の請負契約に関するトラブル・苦情、相談等について、相談者へ紛争解決や

【業務の概要及び入札の対象範囲】

原則として次のとおりとする。

○ 建設業取引適正化センター設置業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

「建設業取引適正化センター」の設置・運営業務

トラブル防止に向けたアドバイス及び関係法令の所管部局である行政機関の紹介を行う

建設工事の請負契約に関するトラブル・苦情、相談等について、相談者へ紛争解決や

【業務の概要及び入札の対象範囲】

務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している建設業取引適正化センター設置業

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

を担う、航空局補給センターにおける部品管理、輸送手配調整及び帳票等作成業務

航空交通管制機器の部品の一元管理を行う航空保安施設部品補給管理システムの運用

【業務の概要及び入札の対象範囲】

は、原則として次のとおりとする。

○ 航空交通管制機器部品補給管理等業務について、民間競争入札を実施する。その内容

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

を担う、航空局補給センターにおける部品管理、輸送手配調整及び帳票等作成業務

航空交通管制機器の部品の一元管理を行う航空保安施設部品補給管理システムの運用

【業務の概要及び入札の対象範囲】

業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している航空交通管制機器部品補給管理等

措置の内容等

取引価格等

する業務

査・提供等に関

土地情報の実

シ

事項名

平成 28 年９月から平成 31 年３月までの２年７か月間

【契約期間】

平成 29 年２月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

的とした、作業方法等の検討業務

ータの整備及びその他必要に応じたデータ整備等業務並びにデータの信頼性向上等を目

提供される登記データの加工、調査票発送データの整備、調査関係資料の作成、公表用デ

インターネットを通じた不動産取引価格情報の提供に関する作業のうち、法務省から

【業務の概要及び入札の対象範囲】

その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 取引価格等土地情報の実査・提供等に関する業務について、民間競争入札を実施する。

措置の内容等
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国土交通省

測量士・測

関東地方整

施設管理業務

備局（本局）の

ウ

量士補試験事業

イ

務

施設の運営等業

ア

事項名

措置の内容等

事項名

テムの運用管理

営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間
（独）住宅

国立研究開

国立研究開

民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

国立研究開発法人建築研究所共用計算機システム借入及び運用支援業務について、

平成 28 年９月から平成 31 年３月までの２年７か月間

援機構機構情報ネットワークシステム管理業務について、実施要項等に基づき適切に
運営する。
整備支援機構機

理業務

ークシステム管

構情報ネットワ

平成 27 年 12 月から平成 32 年３月までの４年４か月間

【契約期間】

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）鉄道建設・運輸施設整備支
カ

（独）鉄道

平成 28 年４月から平成 30 年３月までの２年間

建設・運輸施設

業務

【契約期間】

「関東地方整備局（本局）」（埼玉県）

ステム運用管理

営する。

究所情報処理シ

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

空技術研究所情報処理システム運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国立研究開発法人海上・港湾・航

国立研究開

平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

○

【契約期間】

平成 28 年９月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 国立研究開発法人土木研究所情報システム運用支援業務について、民間競争入札を実

平成 29 年６月から平成 34 年 12 月までの５年７か月間

【契約期間】

平成 29 年２月を目途に入札公告し、同年６月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）住宅金融支援機構総合オンラインシステムの運用管理及び保守業務について、

平成 26 年 11 月から平成 31 年 1 月までの４年３か月間

【契約期間】

ワークシステムの運用管理業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

湾・航空技術研

オ

運用支援業務

ステム借入及び

所共用計算機シ

発法人建築研究

エ

運用支援業務

所情報システム

発法人土木研究

ウ

理及び保守業務

ステムの運用管

合オンラインシ

金融支援機構総

イ

措置の内容等
○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国土交通省本省行政情報ネット

発法人海上・港

【契約期間】

庁舎施設の保安警備業務、機械電気設備運転管理業務、清掃業務等

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

る。

地方整備局（本局）」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営す

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している関東地方整備局の管理する「関東

平成 28 年 10 月から平成 31 年９月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年７月を目途に入札公告し、同年 10 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

国土地理院の実施する試験会場の確保及び試験運営等の試験実施業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

して次のとおりとする。

○ 測量士・測量士補試験事業について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則と

県）

人土木研究所）」及び「建築研究所（国立研究開発法人建築研究所）」（いずれも茨城

「国土技術政策総合研究所（つくば）」、「土木研究所（つくば）（国立研究開発法

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

業務

ットワークシス

【契約期間】

本省行政情報ネ

国土交通省

（つくば）」及び国立研究開発法人建築研究所の管理する「建築研究所」の管理・運

ア

（４）行政情報ネットワークシステム関連業務

政策総合研究所（つくば）」、国立研究開発法人土木研究所の管理する「土木研究所

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国土交通省の管理する「国土技術

（３）施設管理・運営業務及び研修関連業務
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（独）都市

海洋情報部が収集した測量船・巡視船の取得した膨大な水深データ、海潮流データ、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整について、民間競争入札を実施

平成 27 年９月から平成 30 年 10 月までの３年２か月間

【契約期間】

ステムの運用業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

（独）自動

（独）自動

ト)の保守

ム(ナスバネッ

適性診断システ

インターネット

車事故対策機構

サ

守

平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 28 年９月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

る運用事業者と連携して、システム全体の運用について、保守及び監督を行う業務

サーバのハードウェアとソフトウェアを保守する運用事業者及びネットワークを保守す

プリケーションのメンテナンスを行い、さらに、データセンターを保守する運用事業者、

自動車運送事業に従事する運転者に対し適性診断テストを行うシステムについて、ア

【業務の概要及び入札の対象範囲】

ついて、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）自動車事故対策機構インターネット適性診断システム(ナスバネット)の保守に

平成 26 年７月から平成 31 年３月までの４年９か月間

【契約期間】

図等を安定的に供給する電子海図システム管理装置等の借入保守に関する業務

ほか一式借入保 作成を行うために必要な膨大なデータを迅速かつ効率的に処理し、航行安全確保のため海

海図や航海用電子海図等及びこれらを最新維持するための補正図や水路通報の編集・

電子海図シ 【業務の概要及び入札の対象範囲】

ステム管理装置

コ

式借入保守について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している電子海図システム管理装置ほか一

平成 31 年１月から平成 35 年３月までの４年３か月間

【契約期間】

平成 30 年６月に入札公告し、平成 31 年１月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

の借入保守及び取付調整に関する業務

（独）国際

業務

通訳案内士試験

観光振興機構の

イ

②

平成 30 年４月から平成 33 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 29 年 12 月を目途に入札公告し、平成 30 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

口述試験業務及び次年度準備業務

通訳案内士試験の実施に係る事前準備業務、願書等配付・受付業務、筆記試験業務、

【業務の概要及び入札の対象範囲】

その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）国際観光振興機構の通訳案内士試験業務について、民間競争入札を実施する。

競争入札について、全国への拡大を検討する。

上記の民間競争入札の検証結果を踏まえた上で、検査機器の保守管理業務に係る民間

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

県、三重県及び福井県）

都、神奈川県及び山梨県）及び中部検査部管内の事務所 12 か所（愛知県、静岡県、岐阜

北陸信越検査部管内の事務所６か所（新潟県、富山県、石川県及び長野県）
関東検査部管内の事務所 23 か所（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

①

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

②平成 28 年 10 月から平成 31 年３月までの２年６か月間

び取付調整

テム借入保守及 提供するとともに海洋における諸現象の調査研究を実施するための電子計算機システム

【契約期間】

平成 28 年 10 月から落札者による事業を実施

【入札等の実施入札時期】

自動車検査業務（保安基準適合性審査）に用いる検査機器の保守管理業務

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

とおりとする。

器の保守管理業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次の

○ （独）自動車技術総合機構の自動車検査業務（保安基準適合性審査）に用いる検査機

「中央実習センター」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年４月から平成 33 年３月までの５年間

【契約期間】

央実習センター」の管理・運営業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）自動車技術総合機構の「中

措置の内容等

①平成 28 年 10 月から平成 30 年３月までの１年６か月間

務

の自動車検査業

車技術総合機構

ア

事項名

（５）独立行政法人の業務

電子計算機シス 積し、航海の安全のために必要な海底地形や海流などの各種情報をインターネットにより

海洋情報部 験潮所の潮位データ、沿岸海域環境保全情報データなどを迅速かつ的確に処理、解析、蓄

の運用業務

With システム

ケ

平成 29 年３月から平成 34 年３月までの５年１か月間

【契約期間】

平成 28 年 11 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ （独）都市再生機構 UR-NET の運用支援等に関する業務について、民間競争入札を実施

措置の内容等

（独）住宅 ○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している （独）住宅金融支援機構 With シ

金融支援機構

ク

業務

支援等に関する

UR-NET の運用

再生機構

キ

事項名

56

水質汚濁物

漂着ごみ対

策総合検討事業

イ

状況調査

防止法等の施行

査及び水質汚濁

質排出量総合調

ア

事項名

措置の内容等

平成 27 年 10 月から平成 30 年３月までの２年８か月間

【契約期間】

を通じて漂着ごみの実態を把握する。

漂着ごみのモニタリング活動、全国の回収活動等の情報収集、発生抑制に係る調査等

【業務の概要及び入札の対象範囲】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している漂着ごみ対策総合検討事業につ

平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

務

水質汚濁防止法等の施行状況調査を除く。）、個票審査、集計、報告書の作成に係る業

調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応（以上については

【業務の概要及び入札の対象範囲】

争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 水質汚濁物質排出量総合調査及び水質汚濁防止法等の施行状況調査について、民間競

平成 24 年７月から平成 29 年３月までの４年９か月間

【契約期間】

務

水質汚濁防止法等の施行状況調査を除く。）、個票審査、集計、報告書の作成に係る業

調査関係用品の印刷、調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応（以上については

【業務の概要及び入札の対象範囲】

に基づき適切に運営する。

び水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）等の施行状況調査について、実施要項等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している水質汚濁物質排出量総合調査及

（１）統計調査関連業務

17．環境省

国民公園の

国立公園関

理業務

係施設の維持管

イ

維持管理業務

ア

事項名

措置の内容等

「大山隠岐国立公園の大山寺集団施設地区及び桝水高原集団施設地区」（鳥取県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 31 年３月までの２年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 自然公園法における公園事業として環境省が設置した施設の維持管理業務について、

「大山隠岐国立公園の大山寺集団施設地区及び桝水高原集団施設地区」（鳥取県）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 28 年７月から平成 29 年３月までの９か月間

【契約期間】

項等に基づき適切に運営する。

号）における公園事業として環境省が設置した施設の維持管理業務について、実施要

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している自然公園法（昭和 32 年法律第 161

否について、監理委員会と連携しつつ、平成 29 年度中に結論を得る。

○ 皇居外苑、京都御苑の維持管理等業務について、法に基づく入札を実施することの適

「新宿御苑」（東京都）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 25 年７月から平成 30 年６月までの５年間

【契約期間】

の各業務

用指導、インフォメーション、駐車場等の運営管理、飲食施設等の運営及び菊栽培業務

「新宿御苑」の管理・運営業務のうち、植生管理、温室管理、清掃、発券、巡視・利

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している国民公園の維持管理業務につい

（２）公物管理等業務

57

土壌汚染対

適切に運営する。

53 号）に基づく技術管理者試験に係る試験監督等業務について、実施要項等に基づき

土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験の実施に当たって必要な試験問題の作成、試

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

の運用等の運営管理業務

案内、当該施設を拠点としたガイドツアー及び自然体験プログラムの企画及び実施、HP

那須平成の森フィールドセンター及び那須高原ビジターセンターの維持管理、受付・

【業務の概要及び入札の対象範囲】

して次のとおりとする。

那須平成の森運営管理業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則と

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

の運用等の運営管理業務

案内、当該施設を拠点としたガイドツアー及び自然体験プログラムの企画及び実施、HP

那須平成の森フィールドセンター及び那須高原ビジターセンターの維持管理、受付・

【業務の概要及び入札の対象範囲】

て、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している那須平成の森運営管理業務につい

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

センターの設置、その他試験に係る業務

那須平成の ○

森運営管理業務

エ

業務

係る試験監督等 験実施の準備、試験の運営・監督等、合格証・技術管理者証等の交付に係る事務、コール

術管理者試験に

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している土壌汚染対策法（平成 14 年法律第

策法に基づく技 【業務概要入札対象範囲】

ウ

事項名

措置の内容等

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

に至るプロセス支援業務

温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを行う事業者に対する J-クレジットの認証

【業務の概要及び入札の対象範囲】

いて、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している J-クレジット創出支援業務につ

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

に至るプロセス支援業務

温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを行う事業者に対する J-クレジットの認証

【業務の概要及び入札の対象範囲】

して次のとおりとする。

J-クレジッ ○ J-クレジット創出支援業務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則と

ト創出支援業務

オ

事項名

58

務の徴収業務

平成 26 年２月から平成 31 年３月までの５年２か月間

【契約期間】

申告書提出の慫慂等

申告書等の送付及び受理点検、申告・納付手続のための情報提供及び相談への対応、

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

保全機構の公害

健康被害補償業

実施要項等に基づき適切に運営する。

放射能測定

調査

イ

査及び総合評価

康被害補償業務の徴収業務について、補償財源の確実な徴収の実施について留意しつつ、

海洋環境に

おける放射能調

ア

事項名

措置の内容等

争入札を活用することにつき検討を行う。

争入札及び事業実施の状況等の検証結果を踏まえ、監理委員会と連携しつつ、民間競

○ 放射能測定調査については、「海洋環境における放射能調査及び総合評価」の民間競

平成 29 年４月から平成 30 年３月までの１年間

【契約期間】

平成 29 年１月を目途に入札公告し、同年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

果報告等を作成の上、関係機関・団体等への説明及び配布・広報を行う。

採取・分析し、結果について専門家による検討を行い、その内容・成果等に係る調査結

原子力発電所等の周辺海域の主要漁場における海洋生物、海底土及び海水の各試料を

【業務の概要及び入札の対象範囲】

内容は、原則として次のとおりとする。

○ 海洋環境における放射能調査及び総合評価について、民間競争入札を実施する。その

平成 28 年４月から平成 29 年３月までの１年間

【契約期間】

果報告等を作成の上、関係機関・団体等への説明及び配布・広報を行う。

採取・分析し、結果について専門家による検討を行い、その内容・成果等に係る調査結

原子力発電所等の周辺海域の主要漁場における海洋生物、海底土及び海水の各試料を

【業務の概要及び入札の対象範囲】

び総合評価について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している海洋環境における放射能調査及

（１）公物管理等業務

18．原子力規制委員会

次の内容の民間競争入札により事業を実施している（独）環境再生保全機構の公害健

措置の内容等

平成 30 年度から５年以上の複数年間

【契約期間】

平成 30 年度から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

（独）環境再生

事項名

措置の内容等

○ 国立研究開発法人国立環境研究所ネットワークシステム運用管理業務について、民間

（４）独立行政法人の業務

理業務

システム運用管

所ネットワーク

人国立環境研究

国立研究開発法

事項名

（３）行政情報ネットワークシステム関連業務

59

原子力規制

「原子力防

維持管理業務

ンター」設備の

災オフサイトセ

イ

管理支援業務

システムの運用

委員会行政情報

ア

事項名

措置の内容等

いて検討する。

上記措置に基づく事業の実施状況等を踏まえ、民間競争入札の対象箇所の拡大等につ

【平成 34 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

「熊取オフサイトセンター」（大阪府）及び「東大阪オフサイトセンター」（大阪府）

県）、「川崎オフサイトセンター」（神奈川県)、「茨城オフサイトセンター」（茨城県）、

全国 22 か所のオフサイトセンターのうち、「横須賀オフサイトセンター」（神奈川

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 34 年３月までの５年間

【契約期間】

平成 28 年 12 月を目途に入札公告し、平成 29 年４月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

オフサイトセンターにおける設備の維持管理及び運用支援業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 原子力防災オフサイトセンターの通信設備等の維持管理業務等について、民間競争入

平成 33 年１月から平成 36 年 12 月までの４年間

【契約期間】

平成 32 年８月を目途に入札公告し、平成 33 年１月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 原子力規制委員会の行政情報システムの運用管理支援業務について、民間競争入札を

（２）行政情報ネットワークシステム関連業務

進路相談等

硫黄島にお

防衛大学校

住宅防音事
手続補助業務

業に関する事務

エ

する調理作業等

営内居住者に対

の本科学生等の

ウ

委託

ける調理作業等

イ

部外委託

ア

事項名

措置の内容等

及び東海地方防衛支局

北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州及び沖縄の各地方防衛局

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

を上限に、当該予定数量の上限を 500 世帯程度までとすることができる。）

程度を基本（ただし、南関東防衛局（厚木飛行場関係）の入札については、入札の半数

なお、１年間を対象とする一業務委託契約当たりの交付決定処理予定数量は 100 世帯

住民の方々が行う住宅防音工事の事務手続のサポート等を行う業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

補助業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している住宅防音事業に関する事務手続

防衛省防衛大学校（神奈川県）

【入札等の対象施設（地区）の数・所在地】

平成 27 年４月から平成 30 年３月までの３年間

【契約期間】

防衛大学校学生食堂における調理作業、配食作業、清掃作業等の給食業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

居住者に対する調理作業等について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している防衛大学校の本科学生等の営内

海上自衛隊硫黄島航空基地（東京都）

【入札等の対象施設（地区）の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

硫黄島航空基地隊の隊員食堂における調理作業、配食作業、清掃作業等の給食業務

【業務の概要及び入札の対象範囲】

作業等について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している硫黄島航空基地隊における調理

全国 23 か所の駐屯地・基地を一括して実施

【入札等の対象施設（地区）の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

対する就職及び生活設計に関する相談等を行わせる。

保有し、雇用環境等に精通した部外の専門家(進路相談員）を配置し、退職予定自衛官に

キャリアカウンセラー、心理カウンセラー、ファイナンシャルプランナー等の資格を

【業務の概要及び入札の対象範囲】

び生活設計に関する相談等業務について、実施要項等に基づき適切に運営する。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している退職予定自衛官に対する就職及

（１）公物管理等業務

19．防衛省・自衛隊

60

防衛省・自

ろ。パイロット・モデル実施後に行う総合分析・評価結果、自衛隊における運用の特

務

携しつつ、検討を行い、平成 29 年度中に結論を得る。

性等を踏まえ、法に基づく入札を実施する業務について、引き続き、監理委員会と連

履行状況において業務の質の向上及び経費の削減に関する一定の効果は得られたとこ

の補給・維持業

イ

ある PBL については、平成 24 年度から平成 28 年度までの PBL パイロット・モデルの

継続性や信頼性に関して官側が目標を設定し、契約会社がこれを達成する契約方式で

○ 防衛装備品の補給・維持等に関する業務を包括的にアウトソーシングし、その運用の

結論を得る。

当該取組の結果及びその検証を踏まえ、平成 28 年度中に民間競争入札の実施を検討し、

を前提とした調達の更なる適正化を図るための取組を実施し、監理委員会と連携しつつ、

元中小企業の受注機会の確保を図るなど、地元経済に寄与する各種施策を推進すること

期防衛力整備計画」（平成 25 年 12 月閣議決定）に基づき、効率性にも配慮しつつ、地

陸上自衛隊及び海上自衛隊の事務用品調達業務については、「防衛計画の大綱及び中

措置の内容等

「市ヶ谷地区」（東京都）、「三宿地区」（東京都）

【入札等の対象施設（地区）の数・所在地】

平成 29 年４月から平成 32 年３月までの３年間

【契約期間】

成 29 年４月から落札者による事業を実施

「市ヶ谷地区」は平成 28 年 11 月、「三宿地区」は同年 10 月を目途に入札公告し、平

【入札等の実施予定時期】

務について、民間競争入札を実施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 防衛省・自衛隊の管理する「市ヶ谷地区」、「三宿地区」に係る施設の管理・運営業

て検討

民間競争入札及び事業実施の検証結果等を踏まえ、民間競争入札の対象の拡大につい

【平成 29 年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置】

「市ヶ谷地区」（東京都）及び「三宿地区」（東京都）

【入札等の対象施設（地区）の数・所在地】

平成 26 年４月から平成 29 年３月までの３年間

【契約期間】

き適切に運営する。

谷地区」及び「三宿地区」に係る施設の管理・運営業務について、実施要項等に基づ

防衛装備品

調達業務

衛隊の事務用品

ア

事項名

措置の内容等

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施している防衛省・自衛隊の管理する「市ヶ

（３）調達関連業務

理・運営業務

に係る施設の管

及び「三宿地区」

「市ヶ谷地区」

事項名

（２）施設管理・運営業務及び研修関連業務

ステム

ットワーク・シ

防衛省中央 OA ネ

事項名

措置の内容等

平成 28 年 12 月から平成 34 年２月までの５年３か月間

【契約期間】

平成 28 年 10 月を目途に入札公告し、平成 29 年３月から落札者による事業を実施

【入札等の実施予定時期】

施する。その内容は、原則として次のとおりとする。

○ 防衛省中央 OA ネットワーク・システムの運用管理業務について、民間競争入札を実

（４）行政情報ネットワークシステム関連業務

61

事項名

政府系公益

務の性格を勘案しつつ、民間事業者の創意工夫の活用により業務の質の維持向上及び経

費の削減の一層の推進を図る観点から検討を行う。

の運営等業務へ

の官民競争入札

特殊法人の

その他官民

行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。

官民競争入札等

地方公共団

実施の可能性についても検討する。

等を行うこととするが、必要に応じ、民間競争入札に準じた手続による一般競争入札の

○ 独立行政法人の業務については、原則、官民競争入札又は民間競争入札を実施、検討

間競争入札を活用することにつき、検討を行う。

業務の質の維持向上及び経費の削減の一層の推進を図る観点から、官民競争入札又は民

は民間競争入札を活用することにつき、検討を行う。

入札等の活用に

関する検討

質の維持向上及び経費の削減の一層の推進を図る観点から、法に基づく官民競争入札又

務への官民競争

体が実施する業 ○ 地方公共団体が実施する業務については、民間事業者の創意工夫の活用により業務の

エ

検討

の活用に関する ○ 本別表以外の独立行政法人関連業務についても、民間事業者の創意工夫の活用により

基本的な方針」（平成 25 年 12 月閣議決定）Ⅳに基づき、業務フローやコストの分析を

独立行政法 ○ 独立行政法人は、 自らの事務・事業を見直すために、「独立行政法人改革等に関する

削減の一層の推進を図る観点から、民間競争入札を活用することにつき、検討を行う。

を高めるとともに、民間事業者の創意工夫の活用により業務の質の維持向上及び経費の

３．②に基づき情報公開されている業務について、入札手続の透明性、公正性、競争性

人関連業務への

ウ

札の実施の可能性についても検討する。

○ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月閣議決定）Ⅲ．

事業一覧（参考資料）に反映されたものとみなす。

への移行が了承された事業については、本表から削除され、新プロセス移行事業一覧又は市場化テスト終了

施を検討することとするが、必要に応じ、民間競争入札に準じた手続による一般競争入

る検討

え、各業務の特性に配慮し、法に規定する手続に従い、慎重かつ適切に対応する。

科学技術については長期的かつ継続的な観点に立った対応が重要であることを踏ま

国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨、文化芸術や

ことにつき、検討を行う。

も、引き続き、法に基づく廃止又は官民競争入札若しくは民間競争入札の対象とする

○ これまで提出された民間事業者等からの提案のうち、実現できていないものについて

ある契約を行っている業務の競争性の向上を図るという観点から検討を行う。

を競争性のある契約へ移行させることに関して再点検を行うとともに、既に競争性の

○ 特殊法人は、第三者委員会等の更なる活用を図りつつ、随意契約を実施している事業

措置の内容等

（注）上記の事業のうち、閣議決定日以降の監理委員会において新プロセス又は市場化テスト終了プロセス

組等

入等に向けた取

競争入札等の導

カ

業務の再点検

オ

事項名

等の活用に関す ○ なお、施設の管理・運営業務については、原則、官民競争入札又は民間競争入札の実

イ

て、災害時等の緊急事態対応、セキュリティの確保等を踏まえながら、庁舎における業

○ 関係府省は、引き続き、監理委員会と連携しつつ、一般庁舎の管理・運営業務につい

は民間競争入札を活用することにつき、検討を行う。

より業務の質の維持向上及び経費の削減の一層の推進を図る観点から、官民競争入札又

札手続の透明性、公正性及び競争性を高めるとともに、民間事業者の創意工夫の活用に

○ 関係府省は、政府系公益法人の見直しについて（平成 23 年７月内閣府）を踏まえ、入

措置の内容等

庁舎等施設

る検討

等の活用に関す

の官民競争入札

法人関連業務へ

ア

20．その他（関係府省）
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䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠍᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠍᭶䜎䛷䛾䠐ᖺ䠍䛛᭶㛫

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂㎰ᯘỈ⏘◊ಟ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ᡤ䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂㎰ᯘỈ⏘◊ಟᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂⤒῭⏘ᴗ┬ᗇ 䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
⯋䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂⤒῭⏘ᴗ┬ᗇ⯋䛃䠄ᮾி㒔䠅
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂⤒῭⏘ᴗ◊ಟ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
ᡤ䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂⤒῭⏘ᴗ◊ಟᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛂≉チᗇᗇ⯋䛃䛾 䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ㻟᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
⟶⌮䞉㐠Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌䛂≉チᗇᗇ⯋䛃䠄ᮾி㒔䠅

⥲ົ┬

⥲ົ┬

ἲົ┬

㈈ົ┬

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
ᾘ㜵Ꮫᰯタ 䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ➼ᴗ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
ົ
䚷䛂ᾘ㜵Ꮫᰯ䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂ἲົ┬ᾆᏳ⥲ྜ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻠ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫
䝉䞁䝍䞊䛃䛾⟶⌮䞉
㐠Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌䛂ἲົ┬ᾆᏳ⥲ྜ䝉䞁䝍䞊䛃䠄༓ⴥ┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂ᓥᆅ᪉ྜྠᗇ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
⯋䛃䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌䛂ᓥᆅ᪉ྜྠᗇ⯋䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠑ྕ㤋䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌ᮾிᅜ⛯ᒁ䛜⟶⌮䛩䜛⟶ෆ䠄༓ⴥ┴䚸ᮾி㒔䚸⚄ዉᕝ┴ཬ䜃ᒣ
┴䠅䛾༢⊂ᗇ⯋㻣㻞タཬ䜃ྜྠᗇ⯋䠓タ䚸ᅜ⛯ᗇົ⟶⌮䝉䞁
䝍䞊䠄ᇸ⋢┴䠅䚸㚷ᐃᐁᐊ㚷ᐃᣦᑟᐊ䠄ᮾி㒔䠅䚸ග䛜ୣ㈨ᩱ䝉䞁䝍䞊
䠄ᮾி㒔䠅➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨ 䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䠍ྕ㤋䛃ཬ䜃䛂୕
␒⏫ඹ⏝㆟ᡤ䛃 䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀᴗົ 䚷䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠍ྕ㤋䛃䠄ᮾி㒔䠅ཬ䜃䛂୕␒⏫ඹ⏝㆟ᡤ䛃䠄ᮾ
ி㒔䠅䛾䠎䛛ᡤ

ཌ⏕ປാ┬タ
䛾㐠Ⴀ➼ᴗົ

䛂ᮾிᅜ⛯ᒁ䛜⟶
⌮䛩䜛⟶ෆ䛾༢
⊂ᗇ⯋㻣㻞タཬ
䜃ྜྠᗇ⯋䠓
タ䛃䚸䛂ᅜ⛯ᗇ
ົ⟶⌮䝉䞁
䝍䞊䛃䚸䛂㚷ᐃᐁᐊ
㚷ᐃᣦᑟᐊ䛃䚸
䛂ග䛜ୣ㈨ᩱ䝉䞁
䝍䞊䛃➼䛾⟶⌮䞉
㐠Ⴀᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
⮬Ꮫᰯタ
䚷ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ➼ᴗ
ົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂⮬Ꮫᰯ䛃䠄ᮾி㒔䠅

ᢸᙜᗓ┬➼

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂⛯ົᏛᰯග 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠑ᖺ㛫
ᰯ⯋䛃䛾⟶⌮䞉㐠
Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂⛯ົᏛᰯගᰯ⯋䛃䠄ᇸ⋢┴䠅

㡯ྡ

⥲ົ┬

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

⎔ቃ┬

ᅜᅵ㏻┬

ᢸᙜᗓ┬➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
ሗ㏻ಙᨻ⟇◊ 䚷ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
✲ᡤ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䛂ሗ㏻ಙᨻ⟇◊✲ᡤ䛃䠄ᮾி㒔䠅

㡯ྡ

䠏䠊タ⟶⌮䞉㐠Ⴀᴗົཬ䜃◊ಟ㛵㐃ᴗົ

ᅵተởᰁᑐ⟇ἲ
䛻ᇶ䛵䛟ᢏ⾡⟶⌮ 䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
⪅ヨ㦂䛻ಀ䜛ヨ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
㦂┘╩➼ᴗົ

㒔ᕷබᅬ䛾⥔ᣢ
⟶⌮ᴗົ

㡯ྡ

⤒῭⏘ᴗ┬

⤒῭⏘ᴗ┬

⤒῭⏘ᴗ┬

㎰ᯘỈ⏘┬

㎰ᯘỈ⏘┬

ཌ⏕ປാ┬

㈈ົ┬

㈈ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

64

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䠄⊂䠅᪥ᮏ㈠᫆
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
⯆ᶵᵓ䝁䞁䝢䝳䞊
䚷ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
䝍䝅䝇䝔䝮㐠⏝⟶
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻝ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
⌮ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠎᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ䠎䛛᭶㛫
ேሗ㏻ಙ◊✲
ᶵᵓ䛾ሗ䝅䝇 䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䝔䝮㐠⏝ᴗົ
䚷㻌䛂ᑠ㔠ᮏ㒊䛃䠄ᮾி㒔䠅䚸䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊✲
ᡤ䛃䠄ி㒔ᗓ䠅ཬ䜃䛂ᮍ᮶䠥䠟䠰◊✲ᡤ䛃䠄රᗜ┴䠅

㡯ྡ

䠑䠊⾜ᨻሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䝅䝇䝔䝮㛵㐃ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
㜵⾨┬䞉⮬⾨㝲䛾 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠓᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠕䛛᭶㛫
ົ⏝ရㄪ㐩ᴗ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᶵ㛵➼䛇
ົ
䚷㻌⯟✵⮬⾨㝲

㡯ྡ

䠐䠊ㄪ㐩㛵㐃ᴗົ

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂┠㯮ᆅ༊䛃ཬ䜃
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䛂༑᮲ᆅ༊䛃䛻ಀ
䜛タ䛾⟶⌮䞉㐠
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟タ䠄ᆅ༊䠅䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
Ⴀᴗົ
䚷㻌䛂┠㯮ᆅ༊䛃䠄ᮾி㒔䠅ཬ䜃䛂༑᮲ᆅ༊䛃䠄ᮾி㒔䠅

⤒῭⏘ᴗ┬

⥲ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

㜵⾨┬

ᢸᙜᗓ┬➼

㜵⾨┬

ᅜᅵ㏻┬

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ➼䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䛂ᆅᅗ䛸 㔞䛾⛉ 䚷㻌ᒎ♧タ䛾⟶⌮㐠Ⴀᴗົ䚸ཷᴗົ䚸㤋ෆㄝ᫂ᴗົ➼
Ꮫ㤋䛃䛾⟶⌮㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻤ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫

ᅜᅵ㏻┬

ᢸᙜᗓ┬➼

ᅜᅵ㏻┬

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠏ྕ㤋䛃䠄ᮾி㒔䠅ཬ䜃䛂୰ኸྜྠᗇ⯋➨䠎ྕ㤋
䛾ᅜᅵ㏻┬䛜ᡤ⟶䛩䜛タഛ䛃䠄ᮾி㒔䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䛂ᅜᅵᆅ⌮㝔䛃䛾 䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
タ䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ
ᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
㻌䚷䛂ᅜᅵᆅ⌮㝔䛃䠄Ⲉᇛ┴䠅

ᅜᅵ㏻┬タ
䛾㐠Ⴀ➼ᴗົ

㡯ྡ

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ➼䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌㈈ົᒁ䛾ᐇ䛩䜛ཷ㦂㢪᭩䛾☜ㄆ䚸ヨ㦂ሙ䛾☜ಖ䚸ヨ㦂䛾❧
➼䛾ヨ㦂ᐇᴗົ

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

ᥐ⨨䛾ෆᐜ➼

እົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

㔠⼥ᗇ
㈈ົ┬

ᢸᙜᗓ┬➼

䠄ὀ䠅ୖグ䛾ᴗ䛾䛖䛱䚸㛶㆟Ỵᐃ᪥௨㝆䛾┘⌮ጤဨ䛻䛚䛔䛶䚸ᕷሙ䝔䝇䝖⤊䝥䝻䝉䝇䜈
䛾⛣⾜䛜ᢎ䛥䜜䛯ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᮏ⾲䛛䜙๐㝖䛥䜜䚸ᕷሙ䝔䝇䝖⤊ᴗ୍ぴ䠄ཧ⪃㈨
ᩱ䠅䛻ᫎ䛥䜜䛯䜒䛾䛸䜏䛺䛩䚹

䠄⊂䠅ሗฎ⌮᥎
㐍ᶵᵓ䛾ሗฎ 䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
⤒῭⏘ᴗ┬
⌮ᢏ⾡⪅ヨ㦂 䚷㻌㻌䛂ᮐᖠヨ㦂ᆅ䛃䠄ᾏ㐨䠅䚸䛂ྎヨ㦂ᆅ䛃䠄ᐑᇛ┴䠅䚸䛂ᮾிཬ䜃ඵ
ᴗ
⋤Ꮚヨ㦂ᆅ䛃䠄ᮾி㒔䠅䚸䛂ᇸ⋢䚸༓ⴥ䚸᯽䚸ᶓ䚸⸨ἑཬ䜃ཌᮌヨ㦂
ᆅ䛃䠄ᇸ⋢┴䚸༓ⴥ┴ཬ䜃⚄ዉᕝ┴䠅䚸䛂ྡྂᒇヨ㦂ᆅ䛃䠄ឡ▱┴䠅䚸
䛂㈡䚸ி㒔䚸㜰䚸⚄ᡞ䚸ዉⰋཬ䜃ḷᒣヨ㦂ᆅ䛃䠄㈡┴䚸ி㒔
ᗓ䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸ዉⰋ┴ཬ䜃ḷᒣ┴䠅䚸䚷䛂ᗈᓥヨ㦂ᆅ䛃䠄ᗈᓥ
┴䠅䚸䛂㧗ᯇヨ㦂ᆅ䛃䠄㤶ᕝ┴䠅䚸䛂⚟ᒸヨ㦂ᆅ䛃䠄⚟ᒸ┴䠅䚸䛂㑣ぞヨ㦂
ᆅ䛃䠄Ἀ⦖┴䠅

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ䠏䛛᭶㛫

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ヨ㦂ሙ䛾☜ಖ䚸ሙ㈐௵⪅➼䛾☜ಖཬ䜃ヨ㦂㐠Ⴀᴗົ

䛆ᴗົ䛾ᴫせཬ䜃ධᮐ䛾ᑐ㇟⠊ᅖ䛇
䚷㻌ᅜෆእ䛷㛤ദ䛥䜜䜛ぢᮏᕷ䛾䝕䞊䝍㞟䚸ぢᮏᕷ䞉ᒎ♧ሗ⥲
䠄⊂䠅᪥ᮏ㈠᫆
ྜ䜴䜵䝤䝃䜲䝖㻶㻙㼙㼑㼟㼟㼑ෆ䛾ぢᮏᕷ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾⟶⌮䞉㐠Ⴀ➼ᴗ
⯆ᶵᵓ䛾ぢᮏᕷ䞉
ົ
⤒῭⏘ᴗ┬
ᒎ♧ሗ⥲ྜ
䜴䜵䝤䝃䜲䝖⟶
䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
⌮䞉㐠Ⴀᴗົ
䚷ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫
䚷ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ㛫

䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻣ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾䠎ᖺ㛫
䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶᇶ
䚷䚷䠄➨䠐ḟ୰ᮇィ⏬䛜ᢎㄆ䛥䜜䛯䛸䛝䛿䚸ᖹᡂ㻟㻜ᖺ䠏᭶䜎䛷䛾ዎ⣙
㔠䛾䛂᪥ᮏㄒᅜ㝿
䚷䚷䜢ู㏵⥾⤖䠅
䝉䞁䝍䞊䛃タ⟶
⌮䞉㐠Ⴀᴗົ
䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷䠄⊂䠅ᅜ㝿ὶᇶ㔠䛾䛂᪥ᮏㄒᅜ㝿䝉䞁䝍䞊䛃䠄ᇸ⋢┴䠅

㡯ྡ

䠓䠊⊂❧⾜ᨻἲே䛾ᴗົ

䛆ධᮐ➼䛾ᑐ㇟ᐁ⨫䞉ᴗᡤ䛾ᩘ䞉ᡤᅾᆅ䛇
䚷㻌㛵ᮾ㈈ົᒁ

බㄆィኈヨ㦂 䛆ዎ⣙ᮇ㛫䛇
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻢ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠔᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ䠑䛛᭶㛫
ᴗ
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ㻟㻞ᖺ䠔᭶䜎䛷䛾䠏ᖺ䠑䛛᭶㛫

㡯ྡ

䠒䠊ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵㛵㐃ᴗົ

