
事業名等 担当府省 市場化テストによる事業実施期間 監理委員会等

★海外映画祭出品
等支援事業

文部科学省
①　平成26年4月から平成27年3月までの1年間
②　平成27年4月から平成28年3月までの1年間

第156回監理委員会
（平成27年6月30日）

★法務局・地方法務
局の施設の管理・運
営業務

法務省
平成25年4月から平成28年3月までの3年間
　　（東京法務局、さいたま地方法務局及び千葉地方法務局
　　（支所・出張所を含む。））

第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★空港施設の維持
管理業務（航空灯
火・電源施設の維持
管理業務）

国土交通省

①　平成25年4月から平成28年3月までの3年間
　　（仙台空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空
　　港の4か所）
②　平成26年4月から平成29年3月までの3年間
　　（新千歳空港、東京国際空港、福岡空港の3か所）
③　平成26年12月から平成30年3月までの3年4か月間
　　（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、
　　北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、
　　鹿児島空港、那覇空港の22か所）

第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★（独）日本原子力
研究開発機構原子
力コードの高速化・
計算機能性能評価
業務

文部科学省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★（独）日本原子力
研究開発機構原子
力計算科学プログラ
ム作成業務

文部科学省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★（独）日本原子力
研究開発機構基幹
業務用シンクライア
ントシステムの運用
支援業務

文部科学省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★国税局の電話相
談センターにおける
相談業務

財務省
①　平成23年11月から平成26年3月までの2年5か月間
②　平成26年9月から平成28年3月までの1年7か月間

第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★（独）造幣局基幹
サーバ等運用管理
作業

財務省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第155回監理委員会
（平成27年6月29日）

★商標審査前サー
チレポート（不明確な
指定商品・役務に係
る調査）作成事業

経済産業省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第154回監理委員会
（平成27年6月19日）

★画像分析官の教
育訓練（初級・中級）
の委嘱

内閣官房 平成25年5月から平成28年3月までの2年11か月間
第154回監理委員会
（平成27年6月19日）

★（独）印刷局ネット
ワークシステム運用
管理支援請負作業

財務省 平成25年6月から平成28年5月までの3年間
第154回監理委員会
（平成27年6月19日）

（参考）市場化テスト終了事業一覧

○　これまでに市場化テストを終了した事業は以下のとおり。



事業名等 担当府省 市場化テストによる事業実施期間 監理委員会等

★（独）経済産業研
究所のデータベース
のシステム運営業務

経済産業省
①　平成21年12月から平成24年2月までの2年3か月間
②　平成23年12月から平成26年3月までの2年4か月間
③　平成26年4月から平成28年3月までの2年間

第154回監理委員会
（平成27年6月19日）

★中央合同庁舎第2
号館及び総務省第
二庁舎の管理・運営
業務

総務省 平成23年4月から平成28年3月までの5年間
第154回監理委員会
（平成27年6月19日）

★（独）国立病院機
構の物品調達業務

厚生労働省
①　平成23年7月から平成25年6月までの2年間
②　平成25年11月から平成27年3月までの1年5か月間
③　平成27年4月から平成29年3月までの2年間

第153回監理委員会
（平成27年6月5日）

★（独）国際協力機
構ＪＩＣＡボランティア
支援業務（派遣前訓
練実施業務）

外務省
平成25年4月から平成28年3月までの3年間
　　（二本松訓練所）

第153回監理委員会
（平成27年6月5日）

★（独）国際協力機
構ＪＩＣＡボランティア
支援業務（派遣前研
修実施業務）

外務省 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第153回監理委員会
（平成27年6月5日）

★一般定期健康診
断等業務（関東森林
管理局の本局ほか）

農林水産省 平成26年6月から平成28年2月までの1年9か月間
第153回監理委員会
（平成27年6月5日）

★電子商取引モニタ
リング事業

消費者庁 平成25年4月から平成28年3月までの3年間
第152回監理委員会
（平成27年5月27日）

★（独）情報処理推
進機構の情報処理
技術者試験事業

経済産業省

①　平成19年10月から平成22年12月までの3年3か月間
　　　　（「高松試験地」（香川県）、「那覇試験地」（沖縄県））
②　平成21年4月から平成22年12月までの1年9か月間
　　　　（「広島試験地」（広島県））
③　平成22年10月から平成25年12月までの3年3か月間
　　　　（「札幌試験地」（北海道）、「仙台試験地」（宮城県）、
        「広島試験地」（広島県）、「高松試験地」（香川県）、
        「福岡試験地」（福岡県）、「那覇試験地」（沖縄県））
④　平成23年10月から平成25年12月までの2年3か月間
　　　　（「東京及び八王子試験地」（東京都）、「埼玉、千葉、
        柏、横浜・川崎、藤沢及び厚木試験地」（埼玉県、千
        葉県及び神奈川県）、「名古屋試験地」（愛知県）、
        「滋賀、京都、大阪、神戸、奈良及び和歌山試験地」
        （滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和
        歌山県））
⑤　平成25年10月から平成28年12月までの3年3か月間
　　　  （「札幌試験地」（北海道）、「仙台試験地」（宮城県）、
        「東京及び八王子試験地」（東京都）、「埼玉、千葉、
        柏、横浜、藤沢及び厚木試験地」（埼玉県、千葉県
        及び神奈川県）、「名古屋試験地」（愛知県）、「滋賀、
        京都、大阪、神戸、奈良及び和歌山試験地」（滋賀県、
        京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県）、
        「広島試験地」（広島県）、「高松試験地」（香川県）、
        「福岡試験地」（福岡県）、「那覇試験地」（沖縄県））

第150回監理委員会
（平成27年3月17日）

★（独）都市再生機
構の賃貸住宅入居
者募集業務

国土交通省
①　平成21年7月から平成24年6月までの3年間
②　平成24年7月から平成27年6月までの3年間

第143回監理委員会
（平成26年10月20日）

★（独）大学入試セン
ターの大学入試セン
ター試験の出願受付
業務・成績通知業務

文部科学省
①　平成21年10月から平成24年4月までの2年7か月間
②　平成24年5月から平成27年4月までの3年間

第138回監理委員会
（平成26年7月22日）



事業名等 担当府省 市場化テストによる事業実施期間 監理委員会等

★容器包装利用・製
造等実態調査及び
分析事業

経済産業省
農林水産省

①　平成25年6月から平成26年3月までの9か月間
②　平成26年4月から平成27年3月までの1年間

第138回監理委員会
（平成26年7月22日）

★環境省環境調査
研修所施設の管理・
運営業務

環境省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第138回監理委員会
（平成26年7月22日）

★外務省研修所の
管理・運営業務

外務省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第136回監理委員会
（平成26年6月18日）

★（独）国際交流基
金の日本語国際セン
ター海外日本語教師
研修接遇業務

外務省
①　平成24年4月から平成25年3月までの1年間
②　平成25年4月から平成27年3月までの2年間

第136回監理委員会
（平成26年6月18日）

★（独）家畜改良セン
ターの中央畜産研修
施設管理・運営業務

農林水産省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第136回監理委員会
（平成26年6月18日）

★（独）水産総合研
究センターの中央水
産研究所横浜庁舎
等の施設管理・運営
業務

農林水産省 平成24年4月から平成27年3月までの3年間
第136回監理委員会
（平成26年6月18日）

★航空交通管制機
器等保守請負業務

国土交通省

①　平成23年4月から平成25年3月までの2年間
　　　　（東京ブロック、成田ブロック、鹿児島ブロック）
②　平成24年4月から平成26年3月までの2年間
　　　　（新千歳ブロック、大阪ブロック、福岡ブロック）
③　平成25年4月から平成27年3月までの2年間
　　　　（仙台ブロック、中部ブロック、那覇ブロック）
④　平成25年4月から平成28年3月までの3年間
　　　　（東京ブロック、成田ブロック、鹿児島ブロック）
⑤　平成26年4月から平成29年3月までの3年間
　　　　（新千歳ブロック、大阪ブロック、福岡ブロック）

第136回監理委員会
（平成26年6月18日）

★（独）国際交流基
金の関西国際セン
ター施設管理・運営
業務

外務省 平成24年4月から平成27年3月までの3年間
第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★（独）国立文化財
機構の東京国立博
物館等の施設管理・
運営業務

文部科学省
①　平成21年10月から平成24年3月までの2年6か月間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★（独）国立文化財
機構の東京国立博
物館等の展示場に
おける来館者応対等
業務

文部科学省
①　平成22年4月から平成24年3月までの2年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★（独）国立美術館
の東京国立近代美
術館本館及び工芸
館の管理・運営業務

文部科学省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★（独）日本貿易振
興機構のビジネスラ
イブラリー運営業務

経済産業省
①　平成22年4月から平成24年3月までの2年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）



事業名等 担当府省 市場化テストによる事業実施期間 監理委員会等

★国土交通大学校
（小平本校）の施設
管理業務

国土交通省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★国土交通大学校
柏研修センターの施
設管理業務

国土交通省
①　平成21年7月から平成24年3月までの2年9か月間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第135回監理委員会
（平成26年6月17日）

★永田町合同庁舎
の管理・運営業務

内閣府
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第134回監理委員会
（平成26年6月9日）

★財務本省研修所
の管理・運営業務

財務省
①　平成21年4月から平成24年3月までの3年間
②　平成24年4月から平成27年3月までの3年間

第133回監理委員会
（平成26年6月2日）

★住宅防音事業に
係る事務手続補助
等委託業務

防衛省
①　平成25年4月から平成26年3月までの1年間
②　平成26年4月から平成27年3月までの1年間（単年度契約分）
③　平成26年4月から平成29年3月までの3年間（複数年度契約分）

第133回監理委員会
（平成26年6月2日）

★（独）駐留軍等労
働者労務管理機構
の情報システム運用
管理業務

防衛省
①　平成22年4月から平成23年3月までの1年間
②　平成23年4月から平成27年6月までの4年3か月間

第132回監理委員会
（平成26年5月21日）

「キャリア交流プラ
ザ」事業

厚生労働省
①　平成19年4月から平成22年3月までの3年間（8か所）
②　平成22年7月から平成25年3月までの2年9か月間（2か所）

基本方針
（①平成23年7月15日）
（②平成25年6月14日）

「矯正研修所」の管
理・運営業務【簡易
版】

法務省 平成21年4月から平成24年3月までの3年間
基本方針

（平成24年7月20日）

（独）日本学生支援
機構の「大阪第二国
際交流会館」の管
理・運営業務

文部科学省 平成21年4月から平成24年3月までの3年間
基本方針

（平成24年7月20日）

（独）日本学生支援
機構の「兵庫国際交
流会館」の管理・運
営業務

文部科学省 平成22年4月から平成24年3月までの2年間
基本方針

（平成24年7月20日）

（独）労働者健康福
祉機構の医業未収
金の徴収業務

厚生労働省 平成21年10月から平成24年9月までの3年間
第86回監理委員会
（平成23年12月19日）

（独）国際交流基金
の在日外交官日本
語研修事業

外務省 平成20年7月から平成23年3月までの2年9か月間
基本方針

（平成23年7月15日）

（独）国際交流基金
の文化芸術交流事
業【簡易版】

外務省 平成21年1月から3月までの3か月間
基本方針

（平成23年7月15日）

（独）経済産業研究
所の中国語ホーム
ページの維持管理業
務

経済産業省 平成21年6月から平成23年5月までの2年間
基本方針

（平成23年7月15日）



事業名等 担当府省 市場化テストによる事業実施期間 監理委員会等

（独）工業所有権情
報・研修館の民間事
業者向け研修業務

経済産業省 平成21年4月から平成23年3月までの2年間
基本方針

（平成23年7月15日）

（独）日本貿易振興
機構の外国企業誘
致担当者育成事業
【簡易版】

経済産業省 平成21年4月から平成23年3月までの2年間
基本方針

（平成23年7月15日）

（独）国際観光振興
機構の通訳案内士
試験事業

国土交通省 平成21年2月から平成23年2月までの2年1か月間
第75回監理委員会
（平成23年6月21日）

（独）国立病院機構
の医業未収金の徴
収業務

厚生労働省 平成20年10月から平成23年1月までの2年4か月間
第69回監理委員会
（平成22年12月15日）

（独）日本学生支援
機構の「東京国際交
流館」の「プラザ平
成」運営等業務

文部科学省 平成20年4月から平成23年3月までの3年間
第61回監理委員会
（平成22年6月28日）

（独）日本学生支援
機構の「広島国際交
流会館」の管理・運
営業務

文部科学省 平成20年4月から平成23年3月までの3年間
第61回監理委員会
（平成22年6月28日）

求人開拓事業 厚生労働省
①　平成19年4月から平成20年3月までの1年間
②　平成20年4月から平成21年3月までの1年間

第57回監理委員会
（平成22年1月29日）

（独）雇用・能力開発
機構の設置・運営す
る「私のしごと館」事
業

厚生労働省 平成19年4月から平成22年3月までの3年間
第45回監理委員会
（平成21年2月25日）

（独）雇用・能力開発
機構の設置・運営す
る「アビリティガーデ
ン」における職業訓
練事業

厚生労働省 平成19年4月から平成20年3月までの1年間
第37回監理委員会
（平成20年8月6日）

★事業名等は、「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日官民競争入札等監理委員
会）」に基づき、市場化テストを終了した事業。




