
事項名 担当府省等

○ 　科学技術研究調査について、次の内容の民間競争入札により事
業を実施した。

○ 　社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査につい
て、次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

○ 　就労条件総合調査について、次の内容の民間競争入札により事
業を実施した。

○ 　経済産業省企業活動基本調査について、次の内容の民間競争入
札により事業を実施した。

厚生労働省

【業務の概要及び入札の対象範囲】
　調査票の送付・回収・受付、督促、照会対応（以上については地方公
共団体に委託する部分を除く。）、個票審査、データ入力に係る業務

【事業終了後の在り方】
　平成21年6月から平成24年3月までの社会福祉施設等調査及び介護
サービス施設・事業所調査については、入札対象範囲を拡大の上、民
間競争入札を実施し、実施要項等に基づき事業を実施。

【業務の概要及び入札の対象範囲】
　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、データ入力に係る業務

【契約期間】
　平成20年8月から平成21年3月までの8か月間

【事業終了後の在り方】
　平成21年9月から平成23年3月までの就労条件総合調査については、
民間競争入札を実施し、実施要項等に基づき事業を実施。

経済産業省

（参考１）契約終了事業

措置の概要

１．統計調査関連業務

（１）総務省所管
の統計調査

総務省

【業務の概要及び入札の対象範囲】
　調査票の送付・回収（督促）、照会対応（記入指導等）に係る業務

【契約期間】
　平成19年4月から12月までの9か月間

【事業終了後の在り方】
　平成20年4月から平成22年12月までの科学技術研究調査について
は、入札対象範囲を拡大の上、民間競争入札を実施し、実施要項等に
基づき事業を実施。

（３）経済産業省
所管の統計調査

【業務の概要及び入札の対象範囲】
　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、集計に係る業務

【契約期間】
　平成20年4月から平成21年3月までの１年間

【事業終了後の在り方】
　平成21年4月から平成24年3月までの経済産業省企業活動基本調査
については、民間競争入札を実施し、実施要項等に基づき事業を実
施。

（２）厚生労働省
所管の統計調査

【契約期間】
　平成20年7月から平成21年3月までの9か月間



事項名 担当府省等

○ 　次の内容の民間競争入札により実施した。

○ 　次の内容の民間競争入札により実施した。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

○ 次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

（３）求人開拓事
業

厚生労働省

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　雇用失業情勢の厳しい地域で求人を開拓する業務

【契約期間】
　平成19年4月から平成20年3月までの1年間

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　全国39地域のうち、青森東青、福岡筑豊の2地域

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　雇用失業情勢の厳しい地域で求人を開拓する業務

【契約期間】
　平成20年4月から平成21年3月までの1年間

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　全国39地域のうち、北海道函館、青森東青の2地域

（２）「キャリア交
流プラザ」事業

厚生労働省

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　ハローワークの施設である｢キャリア交流プラザ」で実施している求職
者（特に管理職経験者や技術者）に対する就職支援の業務（キャリア・
コンサルティングの実施やセミナーの開催等）

【契約期間】
　平成19年4月から平成22年3月までの3年間

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　全国15か所のうち、北海道、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、京都、
福岡の8か所

【適用される法令の特例措置】
　法第32条に基づく職業安定法の特例

【事業終了後の在り方】
　平成22年7月から平成25年3月までの「キャリア交流プラザ」事業につ
いては、すべての箇所について民間競争入札を実施し、実施要項等に
基づき、事業を実施。

措置の概要

２．ハローワーク関連業務

（１）「人材銀行」
事業

厚生労働省

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　ハローワークの施設である「人材銀行」で実施している管理職や専門・
技術職に特化した無料の職業紹介サービス

【契約期間】
　平成19年4月から平成22年3月までの3年間

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　全国12か所のうち東京、神奈川、福岡の3か所

【適用される法令の特例措置】
　法第32条に基づく職業安定法の特例

【事業終了後の在り方】
上記措置に基づく事業について、民間事業者による運営状況（サービス
の質や効率性等）と官が直接実施する他の「人材銀行」事業の運営状
況等とを比較するとともに、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24
日閣議決定）等に基づく雇用保険二事業の改革の一環としての事業の
目標管理も踏まえながら、監理委員会と連携しつつ、官民競争入札又
は民間競争入札の更なる活用を含め、今後の事業の在り方について更
に検討する。



事項名 担当府省等

○ 　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、次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

３．施設管理・運営業務及び研修関連業務

措置の概要

（１）農林水産省
施設の運営等業
務

農林水産省
【契約期間】
　平成21年4月から平成22年3月までの1年間

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　「森林技術総合研修所」（東京都）



事項名 担当府省等

○ 　次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

○ 　次の内容の民間競争入札により事業を実施した。

○ 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
事業を実施した。

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　（独）雇用・能力開発機構「アビリティガーデン（生涯職業能力開発促
進センター）」（東京都）

【事業終了後の在り方】
　「アビリティガーデン」は平成20年度末に廃止する。

４．独立行政法人の業務

措置の概要

（３）（独）国際交
流基金の文化芸
術交流事業

外務省
【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　国際交流基金アジア映画上映会に関する会場運営業務、広報宣伝業
務、日本語字幕作成業務

【契約期間】
　平成21年1月から3月までの3か月間

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　「私のしごと館」における適職の選択等、若年者のキャリア形成を支援
するための職業体験事業のうち、業界団体や伝統工芸団体等の協力
により実施している職種以外の5職種（「私のしごと館」自らが実施して
いるもの）に関する体験事業

【契約期間】
　平成19年4月から平成20年8月末（平成20年9月より「私のしごと館」の
運営を民間に包括委託するため、平成20年8月末をもって契約解除。）

【入札等の対象官署・事業所の数・所在地】
　（独）雇用・能力開発機構「私のしごと館」（京都府）

（１）（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

（２）（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

※「私のしごと館」事業は平成２２年３月末をもって廃止。

【業務の概要及び入札等の対象範囲】
　「アビリティガーデン」におけるホワイトカラー関連職種を対象とした職
業訓練コースの開発及び職業訓練の実施に関する業務のうち、業界共
通型の在職者訓練であって開発・試行実施終了後一定期間が経過した
12コースのうち、6コース

【契約期間】
　平成19年4月から平成20年3月までの1年間



事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

（１）文部科学
省所管の統
計調査

○ 　文部科学省所管のすべての指定統計調査につ
いて、地方公共団体からの要望、民間事業者の受
託可能性等を踏まえ、地方公共団体における民
間開放の実施を推進するための措置を平成20年3
月までに講じる。

文部科学省

・平成19年度全国
生涯学習・社会教
育主管部課長会議
（平成20年1月30
日）等での趣旨説
明
・統計調査委託費
の積算見直し

事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

○ 　水道法（昭和32年法律第177号）に基づき水道事
業者等である地方公共団体が実施する水道施設
の維持管理業務について、法の趣旨を踏まえ、水
道事業者等である各地方公共団体の判断に基づ
く包括的な民間委託が円滑かつ適切に推進され
るよう、監理委員会と連携しつつ、平成19年度中
に以下の措置を講じる。

① 　水道事業者等である地方公共団体が、その保有
する施設や人員構成の実情を反映した 適な業
務実施体制を検討するための手引きを作成・公表
する。

平成20年6月30日
に公表

② 　水道事業者等である地方公共団体に対し、民間
委託を活用する場合には、第三者委託（水道法第
24条の3に規定する水道の管理に関する技術上
の業務の全部又は一部の委託）等の包括的な民
間委託のメリット、実施上の留意点等を踏まえ、そ
の実施を検討すべきことについて周知する。
  また、包括的な民間委託の実施に当たっては、
より透明性・競争性の高い手法の活用を検討すべ
きこと、民間事業者の創意工夫をより活かすた
め、運転・維持管理やサービス水準の指標を用い
て要求水準を設定する契約手法が可能であること
を周知する。

平成19年11月8日
付通知発出

③ 　第三者委託等の包括的な民間委託が円滑に行
えるよう、第三者委託の手引きを作成・公表する。

平成19年11月8日
に公表

（参考２）措置済み事項

１．統計調査関連業務

２．公物管理関連業務

（１）水道施設
の維持管理
業務

厚生労働省



○   工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）に基
づき地方公共団体が実施する工業用水道施設の
維持管理業務について、法の趣旨を踏まえ、各地
方公共団体の判断に基づく包括的な民間委託が
円滑かつ適切に推進されるよう、監理委員会と連
携しつつ、以下の措置を講じる。

①   地方公共団体に対し、民間事業者に委託するこ
とが可能な業務の範囲について制限はないこと及
び包括的な民間委託が実施可能であることを周知
するとともに、その実施に当たっては、透明性・競
争性が高く、より民間事業者の創意工夫が活かさ
れる手法の活用を検討すべきことについて周知す
る（平成19年度）。

平成20年3月31日
付通知発出

② 　地方公共団体における技術力の維持向上及び
民間委託を実施した際の官民間の責任分担の明
確化に資するため、引き続き工業用水道施設の
運転、維持管理に関するマニュアルの作成事例の
収集、取りまとめを進め、その一般的モデルを作
成し公表する。

平成20年3月31日
に公表

③ 　従来から取り組んでいる包括的な民間委託等に
係る事例紹介について、その事例に係る具体的メ
リット、実施上の留意点及び要求仕様書の内容に
重点を置いて取りまとめ、平成19年度中を目途
に、地方公共団体に周知し公表する。

平成20年3月31日
付通知発出

○ 　下水道法（昭和33年法律第79号）に基づき地方
公共団体が実施する下水道施設の維持管理業務
について、法の趣旨を踏まえ、各地方公共団体の
判断に基づく包括的な民間委託が円滑かつ適切
に推進されるよう、監理委員会と連携しつつ、以下
の措置を講じる。

① 　地方公共団体に対し、下水処理場等の包括的な
民間委託の実施の必要性について改めて周知す
るとともに、その実施に当たっては、より透明性・
競争性を高め、民間事業者の創意工夫を活かす
観点から、下水道の維持管理サービスに係る業
務指標（PI）を用いて要求水準を設定する契約手
法が可能であることなどを周知する（平成19年
度）。

平成20年2月29日
付通知発出

②   管路施設の維持管理業務について、民間の創
意工夫を活用した包括的な民間委託の在り方に
関する検討会を設け、平成20年度中を目途に結
論を得て公表する。

平成21年3月30日
公表

③ 　下水処理場等における包括的な民間委託の先
行事例を調査し、その具体的メリット、実施上の留
意点等について、平成20年度中を目途に地方公
共団体に周知し公表する。

平成21年3月30日
付通知発出

（２）工業用水
道施設の維
持管理業務

経済産業省

（３）下水道関
連施設の維
持管理業務

国土交通省



事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

（１）農林水産
省施設の運
営等業務

○ 平成21年4月1日に、農林水産省の「食料消費技
術研修館」を同省の「農林水産研修所」に統合す
る。

農林水産省
平成21年4月1日に
統合済み

３．施設管理・運営業務及び研修関連業務



４．独立行政法人の業務

事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

（1）（独）国民
生活センター
の広報・普及
啓発事業

○ （独）国民生活センターの実施する広報・普及啓発
事業について、効果的な情報発信・情報提供を行
うため、広報媒体を見直し、雑誌の統廃合を行う。

内閣府

平成20年4月より
雑誌２誌を統合
平成21年3月末を
もってテレビ広報
番組の放映を終了

(２)（独）国際
交流基金の
海外事務所
の運営等業
務

○ （独）国際交流基金の海外事務所（全19箇所）の
管理・運営業務について、民間活力の活用等の措
置により、一層の効率化を図る。

外務省

平成20年度におい
ては1箇所につい
て、平成21年度に
おいては2箇所に
ついて、委託費の
減額等を実施

（３）（独）国立
大学財務・経
営センターの
「キャンパス・
イノベーション
センター」の
運営等業務

○ （独）国立大学財務・経営センターの「キャンパス・
イノベーションセンター」の管理・運営業務につい
ては、機能の明確化の観点から、これを平成20年
度末に廃止する。また、施設の売却や他機関への
移管等その他の活用方法についても、同年度末
までに結論が得られるよう検討を行う。

文部科学省

「キャンパス・イノ
ベーションセン
ター」は、平成20年
度末をもって廃止
平成23年度までは
経過措置として土
地及び建物の一部
を所有している東
京工業大学及び大
阪大学が管理・運
営業務を実施した
後、建物の売却や
他機関への移管等
を行う予定

（４）（独）高
齢・障害者雇
用支援機構
の設置・運営
する「高齢期
雇用就業支
援コーナー」
事業

○ （独）高齢・障害者雇用支援機構の設置・運営する
「高齢期雇用就業支援コーナー」（全国47箇所）に
ついて、利用ニーズの少ない地域では廃止する等
業務の見直し及び箇所数の削減をした上、重点実
施箇所として都市部等に存続する常設型施設に
おいて、民間競争入札を実施することとし、入札の
対象範囲、実施予定時期、契約期間等を内容とす
る計画を、監理委員会と連携しつつ、平成20年5月
末までに策定する。

厚生労働省

平成19年度末に、
全国47箇所を14箇
所に重点化する等
業務の見直し及び
箇所数の削減等を
実施

※　平成22年1月
から全国14か所の
うち３か所において
民間競争入札によ
り事業を実施する
こととしていたが、
平成21年度をもっ
て全国14か所の事
業自体を廃止し
た。

（５）（独）情報
処理推進機
構の情報処
理技術者試
験事業

○ (独)情報処理推進機構の地方支部が実施する情
報処理技術者試験における試験会場の確保及び
運営業務について、民間競争入札を実施する。
民間競争入札の結果を踏まえ、試験の安定実施
に問題がない場合には、地方支部を廃止する。

経済産業省

平成19年度に四
国、沖縄支部を廃
止
平成21年度に中国
支部を廃止



事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

（１）車庫証明
関係の窓口
業務

○ 　自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和
37年法律第145号）関係の各種申請の受付業務
及び同法に係る車庫証明等の各種文書の引渡業
務に関し、各地方公共団体の判断に基づき民間
事業者へ委託できることを明確にするために必要
な措置を、平成18年度中に講じる。

警察庁
平成19年1月15日
付通知発出

（２）旅券関係
の窓口業務

○ 　旅券法（昭和26年法律第267号）で規定する地方
公共団体が実施する旅券業務に関し、各地方公
共団体の判断に基づき民間事業者へ委託できる
ことが明確にされたことを踏まえ、その旨、イン
ターネットその他適切な方法により公表・周知す
る。

内閣府及び
外務省

平成19年2月9日付
通知発出

（３）住民異動
届に関する業
務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、住民基本台帳法に基づく住民異動届に関する
業務に関し、各市町村の判断に基づき、官民競争
入札又は民間競争入札等により民間事業者に委
託することが可能な業務の範囲、民間委託を実施
する際の留意事項等について、官民競争入札等
監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に地方
公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（４）住民票の
写し等の交付
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交
付業務に関し、各市町村の判断に基づき、官民競
争入札又は民間競争入札等により民間事業者に
委託することが可能な業務の範囲、民間委託を実
施する際の留意事項等について、官民競争入札
等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に地
方公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（５）戸籍の附
票の写しの交
付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、住民基本台帳法に基づく戸籍の付票の写しの
交付業務に関し、各市町村の判断に基づき、官民
競争入札又は民間競争入札等により民間事業者
に委託することが可能な業務の範囲、民間委託を
実施する際の留意事項等について、官民競争入
札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に
地方公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（６）印鑑登録
申請に関する
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、印鑑登録申請に関する業務に関し、各市町村
の判断に基づき、官民競争入札又は民間競争入
札等により民間事業者に委託することが可能な業
務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等
について、官民競争入札等監理委員会と連携しつ
つ、平成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（７）印鑑登録
証明書の交
付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、印鑑登録証明書の交付業務に関し、各市町村
の判断に基づき、官民競争入札又は民間競争入
札等により民間事業者に委託することが可能な業
務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等
について、官民競争入札等監理委員会と連携しつ
つ、平成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

５．窓口関連業務



（８）住居表示
証明書の交
付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、住居表示証明書の交付業務に関し、各市町村
の判断に基づき、官民競争入札又は民間競争入
札等により民間事業者に委託することが可能な業
務の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等
について、官民競争入札等監理委員会と連携しつ
つ、平成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（９）地方税法
に基づく納税
証明書の交
付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、地方税法に基づく納税証明書の交付業務に関
し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は
民間競争入札等により民間事業者に委託すること
が可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の
留意事項等について、官民競争入札等監理委員
会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体
に周知する。

内閣府及び
総務省

平成20年1月17日
付通知発出

（１０）戸籍の
届出に関する
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、戸籍法に基づく戸籍の届出に関する業務に関
し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は
民間競争入札等により民間事業者に委託すること
が可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の
留意事項等について、官民競争入札等監理委員
会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体
に周知する。

内閣府及び
法務省

平成20年1月17日
付通知発出

（１１）戸籍謄
抄本等の交
付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、戸籍法に基づく戸籍謄抄本等の交付業務に関
し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は
民間競争入札等により民間事業者に委託すること
が可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の
留意事項等について、官民競争入札等監理委員
会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体
に周知する。

内閣府及び
法務省

平成20年1月17日
付通知発出

（１２）外国人
登録原票記
載事項証明
書等の交付
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、外国人登録法に基づく外国人登録原票記載
事項証明書等の交付業務に関し、各市町村の判
断に基づき、官民競争入札又は民間競争入札等
により民間事業者に委託することが可能な業務の
範囲、民間委託を実施する際の留意事項等につ
いて、官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、
平成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
法務省

平成20年1月17日
付通知発出

（１３）転入（転
居）者への転
入学期日及び
就学すべき
小・中学校の
通知業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、学校教育法施行令に基づく転入（転居）者へ
の転入学期日及び就学すべき小・中学校の通知
業務（教育委員会から市町村に事務委任されてい
る場合）に関し、各市町村の判断に基づき、官民
競争入札又は民間競争入札等により民間事業者
に委託することが可能な業務の範囲、民間委託を
実施する際の留意事項等について、官民競争入
札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に
地方公共団体に周知する。

内閣府及び
文部科学省

平成20年1月17日
付通知発出



（１４）国民健
康保険関係
の窓口業務

○ 　国民健康保険法（昭和33年法律第192号）関係
の一定の各種届出・申請の受付業務及び各種文
書の引渡業務について、各地方公共団体の判断
に基づき民間事業者へ委託できることを明確にす
るために必要な措置を、監理委員会と密接に連携
しつつ、平成18年度中に講じる。

厚生労働省
平成19年3月28日
付通知発出

（１５）埋葬・火
葬許可に関す
る業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、墓地、埋葬等に関する法律に基づく埋葬・火葬
許可に関する業務に関し、各市町村の判断に基
づき、官民競争入札又は民間競争入札等により
民間事業者に委託することが可能な業務の範囲、
民間委託を実施する際の留意事項等について、
官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平成
19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（１６）国民健
康保険関係
の各種届出
書・申請書の
受付及び被保
険者証等の
交付業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、国民健康保険法に基づく各種届出書・申請書
の受付及び被保険者証等の交付に関する業務に
関し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又
は民間競争入札等により民間事業者に委託する
ことが可能な業務の範囲、民間委託を実施する際
の留意事項等について、官民競争入札等監理委
員会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団
体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（１７）老人医
療関係の各
種届出書・申
請書の受付
及び受給者証
等の交付業
務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、老人保健法に基づく各種届出書・申請書の受
付及び受給者証等の交付に関する業務に関し、
各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は民
間競争入札等により民間事業者に委託することが
可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の留
意事項等について、官民競争入札等監理委員会
と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体に
周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（１８）介護保
険関係の各
種届出書・申
請書の受付
及び被保険者
証等の交付
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、介護保険法に基づく各種届出書・申請書の受
付及び被保険者証等の交付に関する業務に関
し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又は
民間競争入札等により民間事業者に委託すること
が可能な業務の範囲、民間委託を実施する際の
留意事項等について、官民競争入札等監理委員
会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団体
に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（１９）国民年
金被保険者
の資格の取
得及び喪失並
びに種別の変
更に関する事
項並びに氏名
及び住所の変
更に関する事
項の届出の
受理に関する
業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、国民年金法に基づく国民年金被保険者の資
格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事
項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届
出の受理に関する業務に関し、各市町村の判断
に基づき、官民競争入札又は民間競争入札等に
より民間事業者に委託することが可能な業務の範
囲、民間委託を実施する際の留意事項等につい
て、官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平
成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出



（２０）妊娠届
の受付及び母
子健康手帳
の交付に関す
る業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、母子保健法に基づく妊娠届の受付及び母子健
康手帳の交付に関する業務に関し、各市町村の
判断に基づき、官民競争入札又は民間競争入札
等により民間事業者に委託することが可能な業務
の範囲、民間委託を実施する際の留意事項等に
ついて、官民競争入札等監理委員会と連携しつ
つ、平成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２１）飼い犬
の登録に関す
る業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録に関する
業務に関し、各市町村の判断に基づき、官民競争
入札又は民間競争入札等により民間事業者に委
託することが可能な業務の範囲、民間委託を実施
する際の留意事項等について、官民競争入札等
監理委員会と連携しつつ、平成19年度中に地方
公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２２）狂犬病
予防注射済
票の交付業
務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射済票
の交付業務に関し、各市町村の判断に基づき、官
民競争入札又は民間競争入札等により民間事業
者に委託することが可能な業務の範囲、民間委託
を実施する際の留意事項等について、官民競争
入札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中
に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２３）児童手
当の各種請
求書・届出書
の受付に関す
る業務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、児童手当法に基づく各種請求書・届出書の受
付に関する業務に関し、各市町村の判断に基づ
き、官民競争入札又は民間競争入札等により民
間事業者に委託することが可能な業務の範囲、民
間委託を実施する際の留意事項等について、官
民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平成19
年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２４）精神障
害者保健福
祉手帳の交
付業務（市町
村の経由事
務）

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付業務に
関し、各市町村の判断に基づき、官民競争入札又
は民間競争入札等により民間事業者に委託する
ことが可能な業務の範囲、民間委託を実施する際
の留意事項等について、官民競争入札等監理委
員会と連携しつつ、平成19年度中に地方公共団
体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２５）身体障
害者手帳の
交付業務（市
町村の経由
事務）

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳
の交付業務に関し、各市町村の判断に基づき、官
民競争入札又は民間競争入札等により民間事業
者に委託することが可能な業務の範囲、民間委託
を実施する際の留意事項等について、官民競争
入札等監理委員会と連携しつつ、平成19年度中
に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出



（２６）療育手
帳の交付業
務（市町村の
経由事務）

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、療育手帳の交付業務に関し、各市町村の判断
に基づき、官民競争入札又は民間競争入札等に
より民間事業者に委託することが可能な業務の範
囲、民間委託を実施する際の留意事項等につい
て、官民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平
成19年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
厚生労働省

平成20年1月17日
付通知発出

（２７）自動車
臨時運行許
可に関する業
務

○ 　市町村の出張所・連絡所等の窓口関連業務のう
ち、道路運送車両法に基づく自動車臨時運行許
可に関する業務に関し、各市町村の判断に基づ
き、官民競争入札又は民間競争入札等により民
間事業者に委託することが可能な業務の範囲、民
間委託を実施する際の留意事項等について、官
民競争入札等監理委員会と連携しつつ、平成19
年度中に地方公共団体に周知する。

内閣府及び
国土交通省

平成20年1月17日
付通知発出



６．徴収関連業務
事項名 措置の内容等 担当府省等 措置の概要

（１）地方税徴
収業務に関す
る措置

○ 　地方税の徴収業務について、平成18年度中に
先進的な取組事例を地方公共団体に周知するな
ど、ノウハウを有する民間事業者の更なる活用を
推進する。

総務省
平成19年3月27日
付通知発出

（２）地方公共
団体が設置す
る病院の医業
未収金の徴
収業務

○ 　総務省で策定した「公立病院改革ガイドライン」
の自治体病院の経営の効率化の観点を踏まえ、
地方公共団体において実施する病院の医業未収
金の徴収業務のうち、電話、文書、滞納者宅への
訪問による自主的納付の勧奨、居所不明者に係
る住所等の調査業務等について、各地方公共団
体の判断に基づく民間事業者への委託が円滑か
つ適切に実施できるようにするため、全国の先進
的な取組事例を周知するなど、平成19年度中に必
要な措置を講じる。

総務省
平成20年3月31日
付通知発出

（３）日本放送
協会の受信
料の徴収業
務

○ 　日本放送協会の受信料の徴収業務のうち、地域
スタッフとの個別契約によって行われている契約
取次業務、集金業務、口座振替の利用促進業
務、住所確認業務等について、業務効率化及び
受信料の公平負担の確保の観点から、日本放送
協会において、これを見直し、必要な民間活用を
更に推進する。

総務省

日本放送協
会

「契約・収納業務の
公開競争入札」を、
東京都荒川区、神
奈川県厚木市の一
部、大阪府大阪市
天王寺・生野区の3
地域を対象に実施
し、平成21年2月か
ら業務を実施

（４）国立大学
病院の医業
未収金の徴
収業務

○ 　国立大学法人における医業未収金の徴収業務
については、業務の効率化や未収金の回収を促
進するため、民間活用等を一層推進する。

文部科学省
平成20年12月22日
付通知発出

（５）国民健康
保険料等の
徴収業務に関
する措置

○ 　地方公共団体において実施する国民健康保険
料等の徴収業務のうち、電話、文書、滞納者宅へ
の訪問による自主的納付の勧奨について、各地
方公共団体の判断に基づく民間事業者への委託
が円滑かつ適切に実施できるようにするため、平
成18年度中に必要な措置を講じる。

厚生労働省
平成19年3月28日
付通知発出

（６）公営住宅
の滞納家賃
の徴収業務

○ 　地方公共団体において実施する公営住宅の滞
納家賃の徴収業務のうち、電話、文書による自主
的納付の勧奨、居所不明者に係る住所等の調査
業務等について、各地方公共団体において費用
対効果、個人情報保護の観点から十分検討した
上で、その判断に基づく民間事業者への委託が円
滑かつ適切に実施できるようにするため、公営住
宅に関する先進的な取組事例の調査を行った上
で、平成19年中に当該先進事例を地方公共団体
に周知する。

国土交通省
平成19年12月27日
付通知発出


