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官民競争入札等監理委員会・時系列 

平成 15 年度 

・平成 15年 12月 22日総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第 3次答申」 

追加重点検討事項「公共施設・サービスの民間開放の促進」において、「市場化テス

ト Market Testingの導入について調査・研究を行うべき」と提言。 

 

・平成 16年 3月 19日閣議決定「規制改革・民間開放推進 3か年計画」 

市場化テストの導入について調査・検討を行う旨規定。 

平成 16 年度 

・平成 16年 6月 4日閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」 

官でなければできない業務の範囲を明確にするための市場化テストなど平成 16年度

中に制度設計を行うとともに平成 17年度に試行的導入に向けて検討を進める旨規定。 

 

・平成 16年 8月 3日規制改革・民間開放推進会議「中間とりまとめー官製市場の民間

開放による「民主導の経済社化実現」―」 

民間の参入拡大による官製市場の見直し、官民の役割分担の再構築などを検討。 

 

・平成 17年 3月 25日閣議決定「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」 

市場化テストの本格導入に向けた法的枠組みも含めた制度の整備の検討、平成 17年

度に試行的に導入するモデル事業（ハローワーク関連、社会保険庁関連、行刑施設関連

など 3分野 8事業）について規定。 

平成 17 年度 

・平成 17年 4月 1日 市場化テスト推進室の設置 

 

・平成 17年 5月規制改革・民間開放推進会議に市場化テスト WGを設置 
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・平成 17年 6月 21日閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」 

公共サービスの維持向上・経費削減等に資するよう公共サービス効率化法（市場化テ

スト法）案（仮称）を平成 17年度中に国会に提出するべく、速やかに準備する旨規定。 

 

・平成 17年 12月 21日規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関

する第２次答申」 

市場化テストの対象とすべき分野として、社会保険庁関連業務、ハローワーク関連業

務、統計調査関連業務、行刑施設関連業務等を提示。 

 

・平成 18年 3月 31日閣議決定「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」 

市場化テストの導入について規定。 

平成 18 年 

・平成 18年 2月 10日閣議決定「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案」 

 

・平成 18年 5月 26日 公共サービス改革法成立 

 

・平成 18年 7月 7日 公共サービス改革法の施行 

官民競争入札等監理委員会、官民競争入札等監理委員会事務局・公共サービス改革推

進室を設置。 

 

・平成 18年 9月 5日閣議決定「公共サービス改革基本方針」 

 7事業を選定。 

 

・平成 18年 12月 22日閣議決定「公共サービス改革基本方針（改定）」 

6事業を選定。（計 13事業） 



3 
 

平成 19 年度 

・平成 19年 5月 公共サービス改革法改正 

登記関連業務の特例措置追加。 

 

・平成 19年 6月 19日閣議決定「経済財政改革の基本方針 2007」 

 対象事業の抜本的拡大、独立行政法人等での市場化テストの実施、各府省の市場化テ

ストへの取組状況についての評価について規定。 

 

・平成 19年 10月 26日閣議決定「公共サービス改革基本方針（改定）」 

28 事業を選定。（計 41事業） 

 

・平成 19年 8月 10日閣議決定「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」 

独立行政法人の事務・事業のゼロベースの見直しが求められ、存続する事務・事業に

ついては「官民競争入札等の積極的な適用」について規定。 

（基本方針の抜粋） 

「真に不可欠なものとされる事務・事業についても、官民競争入札等の積極的な導入

を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。」 

  

・平成 19年 12月 24日閣議決定「公共サービス改革基本方針（改定）」 

30 事業を選定。（計 71事業） 

平成 20 年度 

・平成 20年 6月 27日閣議決定「経済財政改革の基本方針 2008」 

市場化テストについて、内部管理業務等の重点分野について検討し、平成 20年内に

「公共サービス改革基本方針」を改定すること、地方分権と並行して、地方出先機関へ

導入する旨規定。 

 

・平成 20年 12月 19日閣議決定「公共サービス改革基本方針」 

11 事業を選定。（計 82事業） 
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平成 21 年度 

・平成 21年 4月 公共サービス改革法の一部改正 

刑事収容施設の特例を追加。 

 

・平成 21年 5月 公共サービス改革報告書（2006～2009年）公表 

3年間の活動、課題の検証、今後への提言を報告書にまとめ公表。業務実施方法の見

える化、業務量の把握やコスト分析、質の把握、スコアカード 2009公表（各府省の市

場化テスト実施事業、取組姿勢等を点数化）、施設管理の包括化（管理責任者）・複数

年度化等分野ごとの提言について記載。 

 

・平成 21年 7月 10日 閣議決定「公共サービス改革基本方針」 

14 事業を選定。（計 96事業） 

・平成 21年 12月 10日第 55回監理委員会 

 「公共サービスの見直しの進め方」として、内閣府特命担当大臣（行政刷新）配布資

料として、施設管理や統計調査等 11項目を公表し、同資料にそって事業選定を実施。 

平成 22 年度 

・平成 22年 7月 6日閣議決定「公共サービス改革基本方針改定」 

44 事業を選定。（計 140事業） 

 

・平成 22年 12月 7日閣議決定「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 

官民競争入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供するサービスの質の維

持・向上と経費削減を図る旨規定。 

平成 23 年度 

・平成 23年７月 22日 公共サービス改革基本方針改訂（閣議決定） 

30 事業を選定。（計 170事業） 
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平成 24 年度 

・平成 24年 7月 20日監理委員会「公共サービス改革報告書（2010～2012年）」 

公共サービス改革法の 5年見直しとして、事業選定方針・プロセスの明確化、官民

競争入札の事業選定プロセス、民間提案の活性化、業務フロー・コスト分析及び情報開

示の推進、総合評価落札方式の基準・指標の明確化、総合評価落札方式以外の落札者の

決定方式、実施要項の標準例、マニュアル等の整備、入札監理小委員会における審議効

率化、新プロセス、地域における公共サービス改革の取り組みを記載。 

 

・平成 24年 7月 20日閣議決定「公共サービス改革基本方針改定」 

93 事業を選定。（計 263事業） 

平成 25年度 

・平成 25年 6月 14日閣議決定「公共サービス改革基本方針」 

35 事業を選定。（計 298事業） 

平成 26 年度 

・平成 26年７月 11日閣議決定「公共サービス改革基本方針改定」 

26 事業を選定。（計 324事業） 

平成 27 年度 

・平成 27年６月 30日、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」閣議決定 

 「歳出改革等の考え方・アプローチ」に係る項目として「公的サービスの産業化」が

掲げられ、ここで、地方自治体における窓口業務の民間委託の推進について規定。 

 

・平成 27年７月 10日閣議決定「公共サービス改革基本方針改定」 

23 事業を選定。（計 347事業） 
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・平成 27年９月 4日「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のため

の国家行政組織法等の一部を改正する法律」（平成 27年法律第 66号）が可決・成立 

 平成 28年４月１日総務省へ移管。 



官民競争入札等監理委員会委員 名簿 

委員長  引
いん

 頭
どう

 麻
ま

実
み

株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部 副本部長 

委員長代理   稲
いの

 生
う

 信
のぶ

 男
お

東洋大学国際地域学部 教授 

委 員 浅
あさ

 羽
ば

 隆
たか

 史
し

成蹊大学法学部 教授 

井
い

 熊
くま

 均
ひとし

株式会社日本総合研究所 常務執行役員 創発戦略センター所長

石 E

いし

A AE堂E

どう

A AE正 E

まさ

A AE信E

のぶ

A 公益財団法人交通協力会 常務理事 

AE稲E

いな

A AE葉E

ば

A AE延 E

のぶ

A AE雄E

お

A  公益社団法人経済同友会 経済情勢調査会委員長 

尾
お

 花
ばな

  眞理子
ま り こ

   弁護士 

川 E

かわ

A AE島 E

しま

A AE千E

ち

A AE裕 E

ひろ

A 日本労働組合総連合会 総合政策局長 

AE北 E

きた

A AE川 E

がわ

A AE正E

まさ

A AE恭 E

やす

A 早稲田大学マニフェスト研究所 顧問 

AE清 E

きよ

A AE原 E

はら

A AE慶E

けい

A AE子 E

こ

A   東京都三鷹市 市長 

古
こ

 笛
ぶえ

  恵
けい

 子
こ

弁護士

関 E

せき

A AE根 E

ね

A AE愛E

あい

A AE子 E

こ

A 公認会計士 

AE野 E

の

A AE口 E

ぐち

A AE晴E

はる

A AE子 E

こ

A 早稲田大学政治経済学術院 教授 

※ 委員は５０音順 

平成27年12月21日現在 



落合誠一 逢見直人 小幡純子 樫谷隆夫  片山善博 小林麻里 　斉藤淳 田島優子 寺田千代乃 野原佐和子 本田勝彦 前原金一 増田寛也 森貞述 吉野源太郎 渡邊恵理子

平成18年  7月
平成18年  8月
平成18年  9月
平成18年  10月
平成18年  11月
平成18年  12月
平成19年  1月
平成19年  2月
平成19年  3月
平成19年  4月
平成19年  5月
平成19年  6月
平成19年  7月
平成19年  8月
平成19年  9月
平成19年  10月
平成19年  11月
平成19年  12月
平成20年  1月
平成20年  2月
平成20年  3月
平成20年  4月
平成20年  5月
平成20年  6月
平成20年  7月
平成20年  8月
平成20年  9月
平成20年  10月
平成20年  11月
平成20年  12月
平成21年  1月
平成21年  2月
平成21年  3月
平成21年  4月
平成21年  5月
平成21年  6月

本委員会委員在任期間
参考資料２－２ 



※敬称略

落合誠一 本田勝彦 逢見直人 小幡純子 樫谷隆夫  片山善博 北川正恭 小林麻里 近藤やよい 野原佐和子 前原金一 吉野源太郎 渡邉惠理子

平成21年  7月

平成21年  8月

平成21年  9月

平成21年10月

平成21年11月

平成21年12月

平成22年  1月

平成22年  2月

平成22年  3月

平成22年  4月

平成22年  5月

平成22年  6月

平成22年  7月

平成22年  8月

平成22年  9月

平成22年10月

平成22年11月

平成22年12月

平成23年  1月

平成23年  2月

平成23年  3月

平成23年  4月

平成23年  5月

平成23年  6月

平成23年  7月

平成23年  8月

平成23年  9月

平成23年 10月

平成23年 11月

平成23年 12月

平成24年  1月

平成24年  2月

平成24年  3月

平成24年  4月

平成24年  5月

平成24年  6月

官民競争入札等監理委員会　委員在任期間



※敬称略

樫谷　隆夫 前原　金一 井熊　均 石堂　正信 伊集院　礼子 稲生　信男 引頭　麻実 小幡　純子 尾花　眞理子 川島　千裕 北川　正恭 清原　慶子 小林　麻里

平成24年  7月

平成24年  8月

平成24年  9月

平成24年10月

平成24年11月

平成24年12月

平成25年  1月

平成25年  2月

平成25年  3月

平成25年  4月

平成25年  5月

平成25年  6月

平成25年  7月

平成25年  8月

平成25年  9月

平成25年10月

平成25年11月

平成25年12月

平成26年  1月

平成26年  2月

平成26年  3月

平成26年  4月

平成26年  5月

平成26年  6月

平成26年  7月

平成26年  8月

平成26年  9月

平成26年 10月

平成26年 11月

平成26年 12月

平成27年  1月

平成27年  2月

平成27年  3月

平成27年  4月

平成27年  5月

平成27年  6月

官民競争入札等監理委員会　委員在任期間



平成27年10月19日現在

氏　　名 現　　　　　　　職

1 荒川　潤
あらかわ　じゅん

愛知県知事 特別秘書

2 生島
いくしま

　佳代子
かよこ

東日本国際大学　客員教授 , 東京富士大学　特別講師

3 石川
いしかわ

　恵子
けいこ

日本大学経済学部　教授

4 石田
いしだ

　晴美
はるみ

文教大学情報学部　准教授

5 石津
いしづ

　賢治
けんじ

前　埼玉県北本市 市長

6 石村
いしむら

　満彦
みつひこ

公認会計士・税理士

7 大山
おおやま

　永
なが

昭
あき

国立大学法人東京工業大学像情報工学研究所　教授

8 奥　真美
おく　　ま　み

首都大学東京都市教養学部都市政策コース　教授

9 小尾
　おび

　高
たか

史
し

国立大学法人東京工業大学像情報工学研究所　准教授

10 柏木
かしわぎ

　恵
めぐみ

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所　主任研究員

11 加藤
かとう

　佳孝
よしたか

東京理科大学理工学部　准教授

12 川
かわ

澤
さわ

　良子
りょうこ

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　副主任研究員

13 工藤　裕子
　くどう　　　ひろこ

中央大学法学部　教授

14 小佐古
　　こさこ

　敏
とし

荘
そう

東京大学名誉教授

15 小松
 こまつ

　幸夫
ゆきお

早稲田大学理工学術院創造理工学部　教授

16 清水
 しみず

　至
いたる

独立行政法人理化学研究所　監事 , 公認会計士

17 辻
つじ

　崇
たかなり

成 弁護士

18 早津　花代
はやつ　　 はなよ

弁護士

19 廣松　毅
ひろまつ　たけし

情報セキュリティ大学院大学　教授

20 松村
まつむら

　俊英
としひで

ジャパンシステム株式会社公共事業本部 　ソリューションストラテジスト

21 宮崎　哲
みやざき　さとし

優成監査法人代表社員　公会計部　部長 , 公認会計士

22 若林
わかばやし

　亜
　　ありさ

理砂 駒澤大学大学院法曹養成研究科　教授

　　　　　※委員は50音順

平成27年度官民競争入札等監理委員会専門委員一覧

参考資料２－３



官民競争入札等監理委員会 組織図（平成2７年７月21日時点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共サービス改革小委員会 

官民競争入札等監理委員会 

 Aグループ 

  主査：古笛委員 

 副主査：稲生委員 

 Bグループ 

  主査：石堂委員 

 副主査：井熊委員 

 副主査：関根委員 

 Ｃグループ 

  主査：尾花委員 

 副主査：浅羽委員 

入札監理小委員会 

公物管理等分科会 

  主 査：井熊委員 
  副主査：引頭委員 
  副主査：尾花委員 
  副主査：川島委員 
  副主査：北川委員 
  副主査：古笛委員 

施設・研修等分科会 

  主 査：稲生委員 
副主査：浅羽委員 
副主査：石堂委員 
副主査：引頭委員 
 

業務フロー・コストの分析・情報開示に関するワーキング・グループ 

  主 査：引頭委員 
副主査：関根委員 

その他の活動 

   主査：北川委員 

  副主査：稲生委員 

  副主査：清原委員 

  副主査：野口委員 

地方公共サービス小委員会 
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（参考資料）歴代官民競争入札等監理委員会委員長・事務局長名簿 

 

 

１ 官民競争入札等監理委員会委員長 

在任期間 氏名 出身 

第１期：平成１８年７月 

     ～平成２１年７月 

落合誠一 東京大学大学院 

法学政治学研究科教授 

第２期：平成２１年７月 

     ～平成２４年７月 

落合誠一 中央大学大学院教授 

第３期：平成２４年７月 

     ～平成２７年７月 

樫谷隆夫 公認会計士・税理士 

第４期：平成２７年７月～ 

 

引頭麻美 株式会社大和総研 常務執行役員 

調査本部副本部長 

 

２ 官民競争入札等監理委員会委員長代理 

在任期間 氏名 出身 

第１期：平成１８年７月 

     ～平成２１年７月 

本田勝彦 日本たばこ産業株式会社 

取締役相談役 

第２期：平成２１年７月 

     ～平成２４年７月 

本田勝彦 日本たばこ産業株式会社 

相談役 

第３期：平成２４年７月 

     ～平成２７年７月 

前原金一 公益社団法人経済同友会 

終身幹事 

第４期：平成２７年７月～ 

 
稲生信男 東洋大学国際地域学部教授 

 

３ 官民競争入札等監理委員会事務局長 

・市場化テスト推進室長（平成１７年４月～平成１８年７月） 

在任期間 氏名 出身 

平成１７年４月 

   ～平成１８年７月 

河 幹夫 厚生労働省 

 

・官民競争入札等監理委員会事務局長・公共サービス改革推進室長 

（平成１８年７月～） 

在任期間 氏名 出身 

平成１８年７月 

   ～平成１８年９月 

河 幹夫 厚生省 

平成１８年９月 

～平成１９年１月 

福下 雄二 総理府 

 

参考資料２－５ 



平成１９年１月 

   ～平成２０年７月 

中藤 泉 経済企画庁 

平成２０年７月 

～平成２２年７月 

佐久間 隆 経済企画庁 

平成２２年７月 

   ～平成２６年７月 

舘 逸志 経済企画庁 

平成２６年７月 

～平成２７年７月 

市川 正樹 経済企画庁 

平成２７年７月～ 

 

小野 稔 経済企画庁 

 



官民競争入札等監理委員会（本会議）

１．委員紹介

２．委員長互選

３．委員長あいさつ

４．委員長代理の指名

５．内閣官房長官のあいさつ

６．行政改革担当大臣のあいさつ

７．運営規則の決定

８．その他

１．「公共サービス改革基本方針」総論についての討議

２．その他

１．「公共サービス改革基本方針」総論についての討議

２．その他

１．「公共サービス改革基本方針」総論についての討議

２．各論についての各省ヒアリング

３．その他

１．「公共サービス改革基本方針」の素案の調整状況の報告

２．その他

１．厚生労働省ヒアリング

２．「公共サービス改革基本方針」の素案について

３．コスト計算ガイドラインの案について

４．その他

１．「公共サービス改革基本方針」の案について

２．コスト計算ガイドラインの案について

３．統計部会の設置について

４．その他

１．各省ヒアリング（徴収関係業務）

　　・法務省

　　・総務省

　　・財務省

　　・厚生労働省

２．その他

１．各省ヒアリング（徴収関係業務）

　　・環境省

　　・国土交通省

２．各省ヒアリング（観光・国際交流関係業務）

　　・国土交通省

　　・外務省

　　・文部科学省

３．部会の設置・小委員会の開催について

４．その他

１．各省ヒアリング（窓口関係業務）

　　・厚生労働省

　　・経済産業省

　　・外務省

　　・国土交通省

２．その他

第1回 平成18年7月7日

第2回 平成18年7月13日

第3回 平成18年7月20日

第7回 平成18年9月1日

第8回 平成18年9月13日

第9回 平成18年9月20日

第4回 平成18年7月25日

第5回 平成18年8月2日

第6回 平成18年8月9日

第10回 平成18年9月26日

参考資料３ 

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/707/707.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/713/713.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/720/720.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/901/901.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/913/913.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/920/920.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/725/725.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/802/802.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/809/809.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/926/926.html


１．各省ヒアリング

　　・警察庁

　　・環境省

　　・内閣府

　　・厚生労働省（職業安定局、労働基準局）

　　・厚生労働省（雇用均等・児童家庭局）

２．その他

１．各省ヒアリング

　　・経済産業省

　　・国土交通省（道路局、大臣官房会計課）

　　・国土交通省（大臣官房技術調査課、総合政策局）

２．統計部会からの報告

３．その他

１．各省ヒアリング

　　・厚生労働省

　　・経済産業省

　　・文部科学省（初等中等教育局）

　　・文部科学省（高等教育局）

　　・文部科学省（科学技術・学術政策局）

２．その他

１．実施要項について

（アビリティガーデン、私のしごと館）

２．基本方針改定案について

３．その他

１．実施要項について

（キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業）

２．その他

１．コスト計算ガイドライン案、実施要項指針の修正について

２．「公共サービス改革基本方針」の案について

３．その他

１．実施要項について（科学技術研究調査）

２．その他

１．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

２．その他

１．厚生労働省からの報告

２．社会保険庁からのヒアリング

３．１８年度措置事項の報告

４．公共サービス改革法一部改正法案について（登記関係）

５．監理委員会の当面の進め方ついて

１．厚生労働省からのヒアリング

２．入札不調を受けた監理委員会の対応について

１．実施要項の付議について（情報処理技術者試験事業）

２．市場化テストに関する「スコアカード」の作成について

３．経済財政諮問会議の議論について（ハローワーク関係）

４．有識者ヒアリング

（ＮＰＯ法人ニュースタート二神能基氏、原専門委員）

５．事業者ヒアリング

（(株)ヴェディオール・キャリア、(株)パソナ・(株)パソナキャリア、

(株)ブライトキャリア）

第16回 平成18年12月19日

第17回 平成19年1月30日

第18回 平成19年2月14日

第13回 平成18年10月16日

第14回 平成18年12月5日

第15回 平成18年12月12日

第11回 平成18年10月3日

第12回 平成18年10月6日

第19回 平成19年3月23日

第20回 平成19年4月24日

第21回 平成19年5月23日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1219/1219.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/130/130.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/214/214.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1016/1016.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1205/1205.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1212/1212.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1003/1003.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2006/1006/1006.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/323/323.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/424/424.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/523/523.html


１．入札監理小委員会からの報告

（国民年金保険料収納事業の審議結果の報告）

２．法務省ヒアリング（登記関連業務）

３．求人開拓事業に係る入札不調実態調査結果について

１．実施要項について（国民年金保険料収納事業）

２．その他

１．公物管理分科会の今後の審議体制について

２．実施要項について（登記簿等の公開に関する事務）

３．国民年金保険料収納事業の民間競争入札の実施経過について

４．独立行政法人の業務に関する検討の進め方について

５．平成１９年度「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見（要望）に係る担当分科会
について

１．「公共サービス改革基本方針」の改定案について

２．その他

１．実施要項について（プラザ平成、広島国際交流会館）

２．実施要項について（求人開拓事業）

３．その他

１．実施要項案について

　　・科学技術研究調査

　　・企業活動基本調査

　　・在日外交官日本語研修事業

２．「公共サービス改革基本方針」の改定案について

３．その他

１．官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項に関する指針の修正について

２．その他

１．市場化テストに関する「スコアカード」の作成について

２．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

３．その他

１．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

２．民間競争入札に準じた手続について

３．その他

１．実施要項案について

　　・医業未収金支払案内等業務委託

　　・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

２．厚生労働省からのヒアリング

３．民間競争入札に準じた手続について

４．その他

１．実施要項案及び契約の変更について

　　・国民年金保険料収納事業

２．ハローワーク関連の事業実施状況について

３．国民各層との対話について

１．国民各層との対話（有識者ヒアリング）

　　（１）中央学院大学客員教授・前我孫子市長

　　 福嶋浩彦氏

　　（２）公立大学法人横浜市立大学理事・エクステンションセンター長

　　南学氏

　　（３）特定非営利活動法人ワーカーズコープ理事

　　田中羊子氏

　　（４）日本経済新聞社編集局消費産業部編集委員兼論説委員会論説委員

　　石鍋仁美氏

第22回 平成19年6月26日

第23回 平成19年7月9日

第24回 平成19年9月13日

第28回 平成20年1月30日

第29回 平成20年2月19日

第30回 平成20年3月6日

第25回 平成19年10月24日

第26回 平成19年11月28日

第27回 平成19年12月21日

第31回 平成20年3月27日

第32回 平成20年4月18日

第33回 平成20年5月16日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/626/626.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/709/709.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/913/913.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0130/0130.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0219/0219.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0306/0306.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/1024/1024.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/1128/1128.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2007/1221/1221.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0327/0327.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0418/0418.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0516/0516.html


１．民間競争入札に準じた手続による一般競争入札の対象事業（案）

について

２．科学技術研究調査の19 年度事業の実績評価（案）について

３．国民各層との対話（有識者ヒアリング）

　　・東洋大学大学院教授根本祐二氏

　　・前茅野市長、諏訪東京理科大学客員教授矢崎和広氏

１．実施要項案について

　　・就労条件総合調査

２．国民各層との対話（有識者ヒアリング）

　　・（社）消費者関連専門家会議理事長蔵本一也氏

　　・神奈川県官公需適格組合受注確保協議会副会長浦上裕史氏

１．実施要項案について

　　・牛乳乳製品統計調査

　　・生鮮食料品価格・販売動向調査

　　・木材流通統計調査のうち木材価格統計調査

２．国民各層との対話（有識者ヒアリングの結果報告）

１．登記関連業務に係る措置に関する計画の改定について

２．実施要項案について

　　・登記簿等の公開に関する事務実施要項

　　・通訳案内士試験事業実施要項

３．アビリティガーデンにおける職業訓練事業の実績評価について（案）

４．その他

１．実施要項案について

　　・中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務実施要項

２．国民各層との対話について

　　・地方での意見交換会結果報告

３．公共サービス改革基本方針の見直しに関する意見募集等の実施について

１．実施要項案について

　　・国際協力人材センターに係る業務委託実施要項

　　・海外移住資料館の管理運営業務実施要項

　　・自動車検査用機械器具の保守管理業務実施要項

　　・自動車検査独立行政法人中央実習センター施設等管理運営事業実施要項

２．実施要項の審議から得られた課題について

１．実施要項案について

　　（１）永田町合同庁舎の管理・運営業務

　　（２）日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務

　　（３）公害健康被害補償業務の徴収業務

　　（４）大阪第二国際交流会館の管理・運営業務

　　（５）見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営

　　（６）海外旅行博覧会出展事業

　　（７）(独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

　　（８）東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

　　（９）警察大学校の施設管理業務

　　(10) 総務省情報通信政策研究所の管理・運営業務

　　(11) 法務省浦安総合センター管理・運営業務

　　(12) 外務省研修所の管理・運営業務

　　(13) 財務本省研修所の管理・運営業務

　　(14) 税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務

　　(15) 国土交通大学校（小平本校）の施設管理業務

　　(16) 国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務

　　(17) 環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務

　　(18) 労働大学校の施設管理・運営業務

　　(19) 中央畜産研修施設管理・運営事業

２．入札監理小委員会の審議事項（官民競争入札における入札関係書

類の評価の追加）について（案）

第34回 平成20年5月29日

第35回 平成20年6月19日

第36回 平成20年7月3日

第40回 平成20年10月27日

第37回 平成20年8月6日

第38回 平成20年8月21日

第39回 平成20年9月25日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0529/0529.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0619/0619.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0703/0703.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1027/1027.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0806/0806.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0821/0821.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/0925/0925.html


第41回 平成20年11月12日 １．公共サービス改革基本方針改定案について

１．実施要項案について

　　・通訳案内士試験事業実施要項

　　・国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務実施要項

　　・森林技術総合研修所庁舎の管理・運営業務実施要項

２．公共サービス改革基本方針改定案について

３．公共サービス改革基本方針の見直しに関する意見募集の受付状況について

１．実施要項案について

　　・経済産業省企業活動基本調査実施要項

　　・民間向け研修運営業務実施要項

　　・情報処理技術者試験事業実施要項

２．官民競争入札等の入札実施済み事業の概況について

３．公共サービス改革基本方針の改定案について

１．官民競争入札等監理委員会の今年前半の活動について

２．その他

１．実施要項案について

（経済産業研究所ホームページ中国語サイトのコンテンツ翻訳・更新

業務）

２．平成19年度及び20年度「私のしごと館における体験事業」の実績評

価について

３．官民競争入札における入札関係書類の評価について

（永田町合同庁舎管理・運営業務）

４．公共サービス改革の過去３年間の評価と展望について

５．スコアカードの作成について

１．実施要項について

　　・大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務

　　・医業未収金の支払案内等業務

　　・自動車検査用機械器具の保守管理業務（変更）

　　・民間給与実態統計調査

　　・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

　　・海外旅行博覧会出展事業（入札不調を受けた対応）

２．「実施要項指針」及び「情報開示指針」の改訂について

３．公共サービス改革の過去３年間の評価と展望について

４．スコアカードの作成について

５．その他

１．実施要項案について

　　・企業・消費者向けの教育・研修事業

　　・国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務（変更）

　　・就労条件総合調査

　　・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

２．公共サービス改革の過去３年間の評価と展望について

３．スコアカードの作成について

１．公共サービス改革報告書案について

２．実施要項案について

　　・東京国立博物館等の施設管理・運営業務

３．公共サービス改革基本方針改定案について

１．実施要項案及び契約の変更について

・国民年金保険料収納事業

２．公共サービス改革基本方針改定案について

３．各府省の見直し案聴取に向けて

第42回 平成20年11月28日

第43回 平成20年12月16日

第47回 平成21年4月27日

第48回 平成21年5月15日

第49回 平成21年6月16日

第44回 平成21年1月29日

第45回 平成21年2月25日

第46回 平成21年4月2日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1112/1112.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1128/1128.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1216/1216.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/0427/0427.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/0515/0515.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/0129/0129.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/0225/0225.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/0402/0402.html


１．実施要項案について

・農業物価統計調査

・内水面漁業生産統計調査

・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設 ・事業所調査（変更）

２．公共サービス改革基本方針改定案について

３．各府省見直し案に関する今後の進め方について

１．構想日本 加藤代表との意見交換

２．刑事施設関連業務に係る措置に関する計画（案）について

３．登記関連業務に係る措置に関する計画の改定（案）について

４．実施要項(案)について ・登記簿等の公開に関する事務

５．各府省見直し案に関する今後の進め方

１．実施要項（案）について

・高齢期雇用就業支援コーナー事業

・データベースシステム運営業務

２．統計３事業の実績評価について

・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

・就労条件総合調査

・経済産業省企業活動基本調査

３．意見募集の結果報告及び情報公表要請受付の開始について

４．官民競争入札における入札関係書類の評価について

・企業・消費者向け教育・研修事業

５．趣旨説明の結果報告

６．検討状況聴取について

７．見直し案の評価方法の検討について

１．実施要項（案）について

・情報システム運用管理業務

・滝野すずらん丘陵公園の維持管理業務

・国営東京臨海広域防災公園の維持管理業務

・東京国立博物館の来館者対応等業務

２．国際交流会館等の運営等業務に係る措置に関する計画（案）について

３．検討状況聴取の結果報告

４．公共サービス改革小委員会での見直し案聴取について

５．公共サービス見直し案の評価方法の検討

１．実施要項（案）について

・自治大・消防大の管理・運営業務

・国立科学博物館の管理・運営業務

・研修所施設管理・運営業務（税関等、農水、経産）

・消費動向調査

・刑事施設の運営業務

・ビジネスライブラリー・アジア経済研究所図書館運営業務

２．国立病院機構の物品調達業務に係る実施計画（案）について

３．森林技術総合研修所の管理・運営業務に係る実施計画（案）について

４．海外観光宣伝事務所の業務における検討結果について

第53回 平成21年9月25日

第54回 平成21年11月4日

第50回 平成21年7月6日

第51回 平成21年7月30日

第52回 平成21年8月20日



１．仙谷大臣・泉政務官と監理委員会委員の懇談

２．高齢期雇用就業支援コーナーについて

３．実施要項（案）について

・建設関連業等の動態調査

・兵庫国際交流会館の管理・運営業務

４．（独）国立公文書館の広報・普及啓発事業について

５．意見募集の結果について

６．入札監理小委員会における環境省の対応について

１．実施要項（案）について

・情報処理技術者試験事業

・新宿御苑の維持管理業務

・大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設

維持管理、情報提供等業務

２．求人開拓事業の実績評価（案）について

平成22年3月9日 １．実施要項（案）について

（書面） ・キャリア交流プラザ事業

１．「公共サービスの見直しの進め方」についての進捗状況報告

２．実績評価（案）について

・登記簿等の公開に関する事務

・森林技術総合研修所

・農水省統計３調査

３．農水省統計３調査の事業計画（案）について

４．実施要項案審査の指針と手続の見直しについて

５．地方分権改革推進委員会第３次勧告への対応について【非公開】

１．公共サービス改革基本方針改定の方向について

２．実績評価（案）について

・科学技術研究調査

・情報処理技術者試験事業

３．国立大学法人分科会開催報告について

４．国民年金保険料収納事業の評価審議状況中間報告について

５．公共サービス改革基本方針改定案について【非公開】

１．実施要項（案）について

・牛乳乳製品統計調査

・生鮮食料品価格・販売動向調査

・木材流通統計調査のうち木材価格統計調査

２．実績評価（案）について

・東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業

・広島国際交流会館の管理・運営業務

・見本市・展示会情報総合ウェブサイト(J-messe)管理・運営業務

３．国民年金保険料収納事業の実績評価（案）及び実施要項（案）について

４．公共サービス改革基本方針（別表）改定案について

５．公共サービス改革基本方針（本分）改定案について【非公開】

第55回 平成21年12月10日

第59回 平成22年3月31日

第60回 平成22年5月26日

第61回 平成22年6月28日

第56回 平成21年12月24日 １．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

第57回 平成22年1月29日

第58回



平成22年7月2日

（書面）

１．登記関連業務に係る措置に関する計画の改定（案）について

２．実施要項（案）について

・登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）

３．実績評価（案）について

・就労条件総合調査

・中央実習センター施設等管理・運営業務

・自動車検査用機械器具の保守管理業務

４．（独）中小企業基盤整備機構の中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運
営等業務に係る措置に関する計画（案）について

５．就労条件総合調査の民間競争入札に係る措置に関する計画（案）について

６．（独）統計センターの大規模周期調査の符号格付業務の検討状況について

７．国民年金保険料収納事業における業務改善指示について

１．実施要項（案）について

・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

・地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

・中央合同庁舎３号館施設管理業務

・見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）の管理・運営業務

・（独）国立病院機構の物品調達業務

２．実績評価（案）について

・（独）工業所有権情報・研修館民間事業者向け研修運営業務

３．キャリア交流プラザ事業の一部廃止について

平成22年10月14日 １．実施要項（案）について

（書面） ・消費動向調査

１．実施要項（案）について

・経済産業省庁舎の管理・運営業務

・財務局の未利用国有地の管理等業務

・財務局の普通財産の管理処分等業務

・公認会計士試験の試験実施業務

２．実績評価（案）について

・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

３．（独）国際交流基金が運営する日本語国際センターの施設管理・運営業務について

４．分科会の名称変更について【非公開】

５．平成22年度公共サービス改革法対象事業の選定作業の方針について【非公開】

６．行政刷新会議「公共サービス改革分科会」の設置等について【非公開】

平成22年11月11日 １．実施要項（案）について

（書面） ・防衛省施設管理業務

・計量士試験の試験実施業務

・空港土木施設維持修繕工事

・航空灯火施設維持工事

・航空交通管制機器等保守業務

第65回

第66回 平成22年10月27日

第67回

第62回 １．公共サービス改革基本方針改定案

第63回 平成22年8月4日

第64回 平成22年9月22日



１．実施要項（案）について

・農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務

・中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎施設の管理・運営業務

・中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務

・外務省庁舎等施設管理業務

・経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務

・湯島地方合同庁舎の管理運営業務

・東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

・東京港湾合同庁舎等の施設管理・運営業務

・診療放射線技師国家試験事業外５試験事業

・自動車検査独立行政法人中央実習センター施設等管理・運営事業

・自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務

・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

・発注者支援業務（積算技術業務）

・発注者支援業務（工事監督支援業務）

・発注者支援業務（技術審査業務）

・発注者支援業務等（用地補償総合技術業務）

・公物管理補助業務（河川巡視支援業務）

・公物管理補助業務（河川許認可審査支援業務）

・公物管理補助業務（ダム管理支援業務）

・公物管理補助業務（堰・排水機場等管理支援業務）

・公物管理補助業務（道路巡回業務）

・公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務）

１．実施要項（案）について

・日本語国際センターの施設管理・運営業務

・科学技術研究調査

２. 情報処理技術者試験事業に係る事業の評価（案）について

３．民間給与実態統計調査に係る事業の評価（案）等について

４．国立病院機構の医業未収金支払案内等業務について

５．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）における報告徴収に係る報告

６．平成22年度公共サービス改革法対象事業の選定作業の実施状況について【非公開】

７.地域主権戦略大綱に基づく公共サービス改革法の一部改正について【非公開】

８.公共サービス改革法の5年見直しに係るヒアリング結果について【非公開】

１．実施要項（案）について

・中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務

・国有林の間伐事業

２．行政刷新会議公共サービス改革分科会の検討状況について【非公開】

３．公共サービス改革法の施行状況の検討について【非公開】

４．国民年金保険料収納事業の業務改善計画の内容等について【非公開】

平成23年2月18日 １．実施要項（案）について

（書面） ・独立行政法人国立病院機構物品調達業務

平成23年3月30日 １．実施要項（案）について

（書面） ・中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務

・民間給与実態統計調査

・就労条件総合調査

２．実績評価（案）について

・農業物価統計調査

・内水面漁業生産統計調査

３．農業物価統計調査の民間競争入札に係る措置に関する計画（案）

４．内水面漁業生産統計調査の民間競争入札に係る措置に関する計画（案）

５．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）における報告徴収結果について【非公開】

第68回 平成22年11月22日

第69回 平成22年12月15日

第70回 平成23年1月31日

第71回

第72回



平成23年4月25日 １．登記簿等の公開に関する事務における委託業務の一部停止に係る報告について

（書面） ２．国民年金保険料収納事業における受託事業者への業務改善指示に係る報告について

３．中小企業大学校仙台校における民間競争入札の延期に係る報告について

４．財務局の普通財産の管理処分等業務を国自ら実施することについての報告について

１．実施要項（案）について

・国税局電話相談センターにおける相談業務

・防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務

・政府所有米穀の販売等業務

２．経済産業研究所データベース業務に係る事業の評価（案）について

３．情報処理技術者試験事業の民間競争入札に係る措置に関する計画（案）について

４．公共サービス改革プログラムの取りまとめに係る報告について【非公開】

５．公共サービス改革法の施行状況の検討について【非公開】

６．公共サービス改革法対象事業選定の進捗状況について【非公開】

平成23年6月21日 １． 実施要項（案）について

（書面） ・防衛省目黒地区施設管理業務（変更）

・国営公園運営維持管理業務

２．実績評価（案）について

・永田町合同庁舎の管理・運営業務

・通訳案内士試験事業

・国際協力人材センターに係る業務

・労働大学校の施設管理・運営業務

・消費動向調査

・経済産業省企業活動基本調査

・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

・警察大学校の施設管理業務

・中央畜産研修施設管理・運営事業

・大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務

・海外移住資料館の管理・運営業務

１．実施要項（案）について

・情報処理技術者試験事業

・農業物価統計調査

・内水面漁業生産統計調査

２． 事業の評価（案）について

・外務省研修所の管理・運営業務

・総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務

・税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務

・法務省浦安総合センター管理・運営業務

・環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務

・日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務

３．公共サービス改革基本方針改定案について【非公開】

１．公共サービス改革基本方針改定案

２．事業の評価（案）について

・水質汚濁物質排出量総合調査等

・東京国立博物館等の施設管理・運営

・東京国立博物館の展示場における来館者応対等業務

・国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務

・東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

・ビジネスライブラリー運営業務

・アジア経済研究所図書館運営業務

・国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業

・財務省本省研修所の管理・運営業務

・国土交通大学校の施設管理業務

・国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務

第73回

第74回 平成23年5月25日

第75回

第76回 平成23年6月27日

第77回 平成23年7月11日



平成23年8月5日 １．実施要項（案）について

（書面） ・広域交通管制システムの更新整備及び維持管理業務

２．登記簿等の公開による事務（乙号事務）に係る業務の一時停止及び委託業務の適正かつ確実な
実施を確保するための措置について

１．実施要項（案）について

・中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務

・アジア経済研究所図書館運営業務

２．兵庫県国際交流会館の管理・運営業務に係る契約の変更について
３．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）に係る委託業務の一部停止命令等について【非公
開】
４．公共サービス改革法の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

５．公共サービス改革法の施行に関する改善措置について【非公開】

平成23年10月7日 １．実施要項（案）について

（書面） ・国際協力人材センター運営及びPARTNERシステム再構築・運用保守業務

２．事業の評価（案）について

・(独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

・(独）国際交流基金の日本語国際センターの施設管理・運営業務

平成23年10月19日 １．実施要項（案）について

（書面） ・環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務

・東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務

・東京国立博物館等の施設管理・運営業務

・大学入試センター試験の出願受付業務・成績通知業務

２．措置に関する計画（案）について

・（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

平成23年10月31日 １． 実施要項（案）について

（書面） ・中央畜産研修施設管理・運営業務

・国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務

・ビジネスライブラリー運営業務

・空港土木施設維持修繕工事

・航空灯火・電源施設の維持管理業務

・航空交通管制機器等保守請負業務

・産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務

・警察大学校の施設運営業務

・国土技術政策総合研究所等の施設管理・運営業務

・国際交流基金関西国際センターの施設管理・運営業務

・東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

・東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務

・総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務

平成23年11月10日 １．実施要項（案）について

（書面） ・税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務

・日本スポーツ振興センターのスポーツ施設・管理運営業務

・経済産業研究所データベース業務

・法務省浦安総合センター管理・運営業務

平成23年11月21日 １．実施要項（案）について

（書面） ・税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務

・日本スポーツ振興センターのスポーツ施設・管理運営業務

・経済産業研究所データベース業務

・法務省浦安総合センター管理・運営業務

第81回

第82回

第83回

第84回

第78回

第79回 平成23年9月26日

第80回



平成23年11月30日 １．実施要項（案）について

（書面） ・発注者支援業務（積算技術業務）

・発注者支援業務（工事監督支援業務）

・発注者支援業務（技術審査業務）

・発注者支援業務（用地総合補償技術業務）

・公物管理補助業務（河川巡視支援業務）

・公物管理補助業務（河川許認可審査支援業務）

・公物管理補助業務（ダム管理支援業務）

・公物管理補助業務（堰・排水機場等管理支援業務）

・公物管理補助業務（道路巡回業務）

・公物管理補助業務（道路許認可審査適正化指導業務）

・(独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

・永田町合同庁舎の管理・運営業務

・発注者支援業務（発注補助業務）

・発注者支援業務（監督補助業務）

・発注者支援業務（品質監視補助及び施工状況確認補助業務）

・発注者支援業務（技術審査補助業務）

・経済産業省企業活動基本調査

・消費動向調査

平成23年12月19日 １．実施要項（案）について

（書面） ・森林総合研究所本所及び林木育種センター施設の管理業務

・国土地理院施設管理業務

・国土交通大学校（小平本校）の施設管理業務

・国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務

・矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

・環境省ネットワークシステムの更改及び運用保守業務

２．労働者健康福祉機構医業未収金の支払案内等業務に係る事業の評価（案）について

３．サービス産業動向調査の民間競争入札に係る措置に関する計画（案）について

４．国別登録システムの更新整備及び運用管理業務に係る調達について

５．公共サービス改革法の対象事業選定と今後の進め方について【非公開】

６．改革の有効性を確保する卒業プロセスの検討（案）について【非公開】

１．実施要項（案）について

・インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務

・国有林の間伐事業

・防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務

・「海外移住資料館」の管理・運営業務

・総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務

・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

・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

２．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）に係る事業の評価（案）について

３．国民年金保険料収納事業に係る事業の評価（案）及び契約の変更について

４．アジア経済研究所図書館運営業務に係る官民競争入札における入札関係書類の評価（案）につ
いて【非公開】

平成24年3月7日 １．事業の評価(案）について

（書面） ・国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務

・国営東京臨海広域防災公園運営維持管理業務

第85回

第86回

第87回 平成24年2月1日

第88回



１．実施要項（案）について

・政府所有米穀の販売等業務

・国民年金保険料収納事業

・登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）

２．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）に係る委託業務の適正かつ確実な実施を確保するた
めの措置の報告について

３．国有林の間伐事業における入札結果等について

４．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について

５．新プロセス運用に関する指針について

６．総合評価落札方式の基準・指標の明確化について

７．業務フロー・コスト分析及び情報開示の推進について

８．厚生労働省ネットワークのシステムの更改について【非公開】

平成24年4月27日 １．実施要項（案）について

（書面） ・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

平成24年5月15日 １．公共サービス改革基本方針改定案について【非公開】

２．外務省情報ネットワーク（共通システム）の運用管理業務について【非公開】

平成24年5月30日 １．実施要項（案）について

（書面） ・サービス産業動向調査

２．事業の評価（案）について

・自治大学校施設の管理・運営業務

・消費動向調査

平成24年6月18日 １．実施要項（案）について

（書面） ・サービス産業動向調査

２．事業の評価（案）について

・自治大学校施設の管理・運営業務

・消費動向調査

１．実施要項（案）について

・厚生労働省ネットワークシステムの更改

・文部科学省行政情報システム及び文化庁行政情報システム運用管理業務

２．業務の評価（案）について

・大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務

・航空交通管制機器等保守請負業務

３．公共サービス改革基本方針の改定案について【非公開】

４．市場化テスト導入に伴う人員・経費削減等の調査結果について【非公開】

５．公共サービス改革報告書（2010～2012年）について【非公開】

６．暴力団排除手続に関する運用要領の改定について（案）【非公開】

平成24年7月12日 １．実施要項の変更（案）について

（書面） ・国営明石海峡公園運営維持管理業務

２．暴力団排除手続に関する運用要領の改定について（案）

３． 委託業務の契約解除後の措置（案）等について

・登記簿等の公開に関する事務

・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

・地方入国管理局等の在留手続窓口業務

平成24年7月13日

（書面）

１．委員紹介

２．委員長互選・委員長挨拶

３．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

４．内閣府幹部との懇談【非公開】

第95回

平成24年8月29日

第91回

第92回

第93回 平成24年6月25日

第94回

第89回 平成24年4月3日

第90回

１．公共サービス改革基本方針改定（案）

第96回



１．実施要項（案）について

○政府認証基盤の保守・運用管理業務

○国民年金保険料収納事業

２．事業の評価（案）について

○道路、河川・ダムにおける発注者支援業務等

３．公共サービス改革法の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

平成24年11月2日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○基幹業務用シンクライアントシステム等の運用支援業務

○原子力計算科学プログラム作成等業務

○原子力コードの高速化・計算機性能評価業務

○航空灯火・電源施設の維持管理業務

○空港土木施設維持修繕業務

２．事業の評価（案）について

○（独）国際交流基金日本語国際センターの海外日本語教師研修接遇業務

１．実施要項（案）について

○国立新美術館管理・運営業務

○国立科学博物館の施設管理・運営業務

○中小企業大学校における企業向け経営管理者研修等及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務

２．経済産業省基盤情報システムの運用管理業務について

３．地方公共サービス小委員会の進め方について【非公開】

平成24年11月22日 実施要項（案）について

（書面審議） ○農林水産省行政情報システムの運用管理業務

○港湾空港技術研究所情報処理システム運用管理業務

○消費動向調査業務

○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

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

平成24年12月3日 実施要項（案）について

（書面審議） ○商標審査前サーチレポート（商標の文字部に関する識別力等調査）作成事業

○商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業

○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

○航空交通管制機器等保守業務

○建設関連業等の動態調査

○造幣局基幹サーバ等運用管理作業

○登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業

○「地図と測量の科学館」の管理運営業務

○発注者支援業務（積算技術業務）

○発注者支援業務（工事監督支援業務）

○発注者支援業務（技術審査業務）

○発注者支援業務（用地補償総合技術業務）

○発注者支援業務（河川巡視支援業務）

○発注者支援業務（河川許認可審査支援業務）

○発注者支援業務（ダム管理支援業務）

○発注者支援業務（堰・排水機場等監理支援業務）

○発注者支援業務（道路巡回業務）

○発注者支援業務（道路許認可審査・適正化指導業務）

○発注者支援業務（発注補助業務）

○発注者支援業務（品質監視補助及び施工状況確認補助業務）

○発注者支援業務（監督補助業務）

○発注者支援業務（技術審査補助業務）

○JICAボランティア選考支援業務

○JICAボランティア派遣前研修実施業務

○JICAボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）

○JICAボランティア派遣前訓練実施業務（二本松）

平成24年10月1日

平成24年11月12日

第100回

第101回

第97回

第98回

第99回



平成24年12月13日 実施要項（案）について

（書面審議） ○画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱

○経済産業研修所の管理・運営業務

○東京法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

○さいたま地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

○千葉地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

○住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務

１．実施要項（案）について

○印刷局ネットワークシステム運用管理支援作業

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務

○財務省行政情報化LANシステムの運用管理業務

○登記簿等の公開に関する業務

○電子商取引モニタリング事業

○国際交流基金日本語国際センターの海外日本語教師研修接遇業務

○エコライフ・フェア2013実施業務（環境保全普及推進事業）

２．公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集の結果について

３．公共サービス改革法の対象事業選定と今後の進め方について【非公開】

平成25年2月5日 実施要項（案）について

（書面審議） ○日本貿易振興機構　コンピュータシステム運用管理業務

○印刷局ネットワークシステム運用管理支援請負作業

○国立病院機構の物品調達

平成25年3月12日 実施要項（案）について

（書面審議） ○国有林の間伐業務

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務

○新宿御苑の維持管理業務

１．実施要項（案）について

○政府米の販売等業務

○国立病院機構の物品調達業務（変更）

２．厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達の契約変更について

３．事業の評価（案）について

○木材価格統計調査

○牛乳乳製品統計調査

○生鮮食料品価格・販売動向調査

○情報処理技術者試験事業

○公害健康被害補償業務の徴収業務

○湯島地方合同庁舎の管理運営業務

４．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について【非公開】

５．地方公共サービス小委員会の検討状況について【非公開】

６．「官民競争入札等の実施要項の指針」の改定について【非公開】

７．入札監理小委員会の審議の合理化と３グループ体制について【非公開】

８．施設・研修等分科会　ヒアリングの結果について【非公開】

９．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について【非公開】

１０．「公共サービス改革基本方針（素案）」及び公表資料案について【非公開】

平成25年3月28日

第102回

第103回

第104回

第105回

平成24年12月17日

第106回



平成25年4月19日 実施要項（案）について

（書面審議） ○容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業

○財務省行政情報化ＬＡＮシステムの運用管理業務

平成25年4月26日 １．実施要項（案）について

○国際会計基準審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析等に係る事務

○国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務

２．「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」の改定案について

３．厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達の契約変更に関するヒアリング

４．施設・研修等分科会　ヒアリングの結果について【非公開】

５．市場化テスト導入に伴う人員削減等の調査結果について【非公開】

６．「公共サービス改革基本方針（案）」について【非公開】

平成25年5月27日 １．事業の評価（案）について

○経済産業省庁舎の管理・運営業務

○農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務

○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

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

○経済産業研究所データベース業務

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

○科学技術研究調査

２．「公共サービス改革基本方針（案）」及び公表資料（案）について

平成25年6月10日 １．公共サービス改革基本方針（案）について

（書面審議） ２．事業の評価（案）について

○外務省庁舎等施設管理業務

○防衛省施設管理業務（市ヶ谷地区、目黒地区、三宿地区、十条地区）

○経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

平成25年6月14日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○財務局の未利用国有地の管理等業務

○財務局の普通財産の管理処分等業務

○公認会計士試験事業

○防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務

○航空交通管制機器等保守請負業務

○国税局電話相談センターにおける相談業務

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務

○森林技術総合研究所本所及び林木育種センター施設の管理業務

平成25年7月19日 １．事業の評価（案）について

（書面審議） ○空港土木施設維持修繕工事（新潟空港・函館空港・松山空港・宮崎空港）

○航空灯火施設維持工事（東京国際空港・新千歳空港・福岡空港）

○中央合同庁舎第３号館施設管理業務

○就労条件総合調査

２．実施要項の変更（案）について

○国立病院機構の物品調達業務

平成25年8月1日 １．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

２．「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて

３．トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業について
４．国民年金保険料収納事業に係る委託業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置の報告に
ついて
５．平成25年度官民競争入札等に係る対象事業選定方針（素案）について【非公開】

平成25年8月30日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○金融庁ネットワークシステムの運用支援業務

２．事業の評価（案）について

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業

○計量士国家試験事業

○見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営業務

第112回

第113回

第114回

第107回

第108回

第109回

第110回

第111回



平成25年9月12日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○公害健康被害補償業務の徴収関連業務

２．契約変更（案）について

○国民年金保険料収納事業

３．事業の評価（案）について

○中小企業大学校における企業向け経営管理者研修等及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務

４．措置に関する計画（案）について

○刑事施設の運営業務

平成25年9月30日 １．実施要項（案）について

○労働保険加入促進業務

○労災ケアサポート事業

○労災特別介護援護事業

２．事業の評価（案）について

○港湾、空港における発注者支援業務

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等

３．発注者支援業務等における事業譲渡について（案）

４．平成25年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

平成25年10月15日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○防衛省施設管理業務（市ヶ谷地区、三宿地区）

○横浜国際センターの施設管理・運営業務

○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

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

２．事業の評価（案）について

○国有林の間伐事業

３．国有林の間伐事業における入札結果等について

平成25年10月21日 １．実施要項（案）について

○（独）情報通信研究機構の情報システムの運用業務

○（独）医薬品医療機器総合機構の共用ＬＡＮシステム等に係る運用管理支援業務

２．事業の評価（案）について

○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2013実施業務」

３．中小企業大学校の平成26年度以降の民間競争入札に関する考え方について【非公開】

平成25年11月7日 実施要項（案）について

（書面審議）
○中小企業大学校における企業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運営等業
務
○空港土木施設維持修繕工事

○航空灯火施設維持工事

○航空交通管制機器等保守請負業務

○空港有害鳥類防除業務

○航空交通管制機器部品補給管理等業務請負

○硫黄島及び防衛大学校の調理作業等委託業務

○洗濯場・一般廃棄物処理施設の運転等に係る業務

平成25年11月20日 １．実施要項（案）について

○財務局の未利用国有地の管理等業務

○財務局の普通財産の管理処分等業務

○那須平成の森運営管理業務

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務

○さいたま新都心合同庁舎１号館の管理運営業務

○さいたま新都心合同庁舎２号館、検査棟及び厚生棟　施設管理・運営業務

○森林総合研究所本所施設の管理業務

○森林技術総合研修所庁舎の管理・運営業務

○外国人研究者宿舎管理運営業務

２．契約変更（案）について

○（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

３．地方公共サービス小委員会の検討状況について【非公開】

第115回

第116回

第117回

第118回

第119回

第120回



平成25年11月29日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○外務省庁舎等施設管理業務

○ASEAN+3地域におけるエネルギー連携強化に係る事業実施業務

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

○電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務

２．事業の評価（案）について

○民間給与実態統計調査

○国際協力人材センター運営及びPARTNERシステム再構築・運用保守業務

３．契約変更（案）について

○（独）日本スポーツ振興センターのスポーツ施設等の運営等業務

４．「EASエネルギー大臣会合における連携強化の取組に関する事業」の廃止について

平成25年12月6日 実施要項（案）について

（書面審議） ○計量士国家試験事業
○自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務（北陸信越検査部管内、中部検査
部管内）
○電子加速器・コバルト照射施設の運転保守業務

○イオン照射研究施設等利用管理支援業務

○名古屋国税局管内の施設の管理・運営業務

○大阪国税局管内の施設の管理・運営業務

○大阪合同庁舎第２・４号館の管理・運営業務

平成25年12月13日 実施要項（案）について

（書面審議） ○進路相談等部外委託

○住宅防音事業に係る事務手続き補助等委託業務

○石油産業情報化推進調査

○環境普及推進事業「エコライフ・フェア2014実施業務」

○土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験に係る試験監督等業務

○森林生態系多様性基礎調査

○森林生態系多様性基礎調査における精度検証及び森林資源調査データ解析

○放射線利用技術等国際交流（研究者育成）業務

平成25年12月17日 １．事業の評価（案）について

（書面審議） ○内水面漁業生産統計調査

２．実施要項（案）について

○農林水産業・食品産業科学技術研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

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業

○石油ガス流通合理化調査

○港湾、空港における発注者支援業務

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等

平成25年12月20日 １．実施要項（案）について

○消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務

２．公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集の結果について

３．平成25年度の対象事業選定と今後の進め方について【非公開】

４．国民年金保険料収納事業における報告徴収に係る報告について【非公開】

平成26年1月27日 １．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

２．公共サービス改革基本方針見直しに係る意見募集への対応について【非公開】

３．消費税率の引上げに伴う官民競争入札等の実施に関する取扱いについて【非公開】

４．「市場化テスト終了」とする事業に関する検討（案）について【非公開】

平成26年2月3日 実施要項（案）について

（書面審議） ○法務本省内LANシステム等の更新整備及び運用管理業務

○法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務

○電子海図システム管理装置ほか一式借入保守

○刑事施設における総務業務

○海外映画祭出品等支援事業

○一般定期健康診断等業務

第124回

第125回

第126回

第127回

第121回

第122回

第123回



平成26年2月21日 １．実施要項の変更（案）について

（書面審議） ○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

２．事業の評価（案）について

○国民年金保険料収納事業

３．契約変更（案）について

○国民年金保険料収納事業

４．国民年金保険料収納事業における法第26条及び第27条に基づく指示等に関する履行状況の報告
について

平成26年3月7日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○産業財産権研究推進事業

○刑事施設における被収容者に対する給食業務

○容器包装利用・製造等実態調査

○国際協力人材センターに関する業務

○国有林の間伐事業

２．事業の評価（案）について

○消費動向調査

○サービス産業動向調査

３．契約変更（案）について

○サービス産業動向調査

○JICAボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）

○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

平成26年3月19日 １．実施要項（案）について

○政府所有米穀の販売等業務

２．事業の評価（案）について

○農業物価統計調査

３．実施要項の変更（案）について

○財務局の未利用国有地の管理等業務

４．契約変更（案）について

○（独）情報通信研究機構の情報システムの運用業務

５．地方公共サービス小委員会の検討結果について

６．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（改定案）について

７．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について【非公開】

８．公物管理等分科会及び施設・研修等分科会　ヒアリング結果について【非公開】

平成26年4月22日 １．実施要項（案）について

○サービス産業動向調査

○電子政府利用支援センターの運用等業務

○（独）国立科学博物館業務システムにかかるサーバ機器等賃貸借・保守および運用支援業務

○（独）国際交流基金JF-NET運用管理支援等業務

○国民年金保険料収納事業

○放射性廃棄物重要基礎技術研究調査

２．事業の評価（案）について

○国営公園運営維持管理業務（国営武蔵丘陵森林公園、国営昭和記念公園、国営飛鳥歴史公園、国
営吉野ヶ里歴史公園、国営沖縄記念公園）

３．国民年金保険料収納事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置について

４．「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」及び「実施要項における従来の実
施状況に関する情報の開示に関する指針」等の改定案について【非公開】

５．市場化テスト導入に伴う人員削減等の調査結果について【非公開】

６．「公共サービス改革基本方針（素案）」について【非公開】

第128回

第129回

第130回

第131回



平成26年5月21日 １．実施要項（案）について

○（独）統計センターLAN等運用管理業務

２．事業の評価（案）について

○（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

３．「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」及び「実施要項における従来の実
施状況に関する情報の開示に関する指針」等の改定案について

４．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について【非公開】

５．公物管理等分科会及び施設・研修等分科会　ヒアリング結果について【非公開】

６．「公共サービス改革基本方針（案）」及び公表資料（案）について【非公開】

平成26年6月2日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務

○財務本省研修所の管理・運営業務

○警察大学校の施設管理業務

○ＪＩＣＡボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務

平成26年6月9日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務

○永田町合同庁舎の管理・運営業務

○（独）日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務

○経済産業省企業活動基本調査

平成26年6月17日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○経済産業省調査統計システム運用管理支援業務

○内閣府LAN（共通システム）の運用管理業務

○国税局の電話相談センターにおける相談業務

２．契約変更（案）について

○国民年金保険料の収納事業

３．事業の評価（案）について

○国土交通大学校（小平本校）の施設管理業務

○国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務

○（独）国際交流基金関西国際センター施設管理・運営業務

○東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務

○ビジネスライブラリー運営業務

○アジア経済研究所図書館運営業務

○東京国立博物館等の施設管理・運営業務

○東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務

○海外移住資料館の運営等業務

４．財務局の普通財産の管理処分等業務を国自ら実施することについて

平成26年6月18日 １．事業の評価（案）について

○産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務

○中央水産研究所横浜庁舎等の施設管理・運営業務

○中央畜産研修施設管理・運営業務

○外務省研修所の管理・運営業務

○税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務

○（独）国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務

○航空保安無線施設等の保守業務

２．契約変更（案）について

○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

３．国民年金保険料の収納事業の報告について【非公開】

４．「公共サービス改革基本方針（案）」及び公表資料（案）について【非公開】

第136回

第132回

第133回

第134回

第135回



平成26年7月7日 １．公共サービス改革基本方針（案）について

（書面審議） ２．実施要項（案）について

○国土交通省本省行政情報ネットワークシステムの運用管理業務

３．実施要項の変更（案）について

○刑事施設における総務業務

４．事業の評価（案）について

○税関研修所及び関税中央分析所の管理・運営業務

○空港土木施設の維持管理業務＜稚内、釧路、丘珠等＞

○航空灯火・電源施設の維持管理業務＜稚内、釧路、函館等＞

平成26年7月22日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務

○国土地理院施設管理業務

○大学入試センター試験の出願受付業務・成績通知業務

○インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

○容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等

○港湾、空港における発注者支援業務

○国有林の間伐事業

平成26年7月29日 １．実施要項（案）について

○漂着ごみ対策総合検討業務

○JICAボランティア募集支援業務

２．事業の評価（案）について

○（独）国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務

３．官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

４．業務フロー・コストの分析・情報開示に関するワーキンググループの審議概要について

５．平成26年度官民競争入札等に係る対象事業選定方針（素案）について【非公開】

平成26年8月27日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務

２．実施要項の変更（案）について

○（独）国際交流基金JF-NET運用管理支援等業務

平成26年9月18日 実施要項（案）について

（書面審議） ○航空灯火施設維持工事（那覇空港ほか２１空港）

平成26年9月30日 １．実施要項（案）について

○新規起業事業場就業環境整備事業

２．施設・研修等分科会　ヒアリング結果について

３．平成26年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

４．平成26年度基本方針別表に関するフォローアップ方針について【非公開】

５．次期公共サービス改革報告書（３年報告書）の取りまとめについて【非公開】

平成26年10月20日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○（独）国際協力機構東京国際センター施設管理・運営業務

○（独）国際協力機構筑波国際センター施設管理・運営業務

○（独）産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務

○中小企業大学校における企業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運営等業
務（東京校）

○アジア経済研究所図書館運営業務

○公正取引委員会LANシステム運用支援業務一式

２．事業の評価（案）について

○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2014実施業務」

○（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

第137回

第138回

第139回

第140回

第141回

第142回

第143回



平成26年10月28日 １．実施要項（案）について

○防衛大学校の本科学生等の営内居住者に対する調理作業等業務委託

○空港土木施設維持修繕工事

２．市場化テスト実施に係る民間事業者との意見交換会の結果について

平成26年11月14日 実施要項（案）について

（書面審議） ○中部空港合同庁舎他３施設維持管理業務

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務

○税関研修所及び関税中央分析所の管理・運営業務

○JICAボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）

○（独）国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業

○海外移住資料館の管理・運営業務

○原子力機構基幹情報システムの運用支援業務（（独）日本原子力研究開発機構）

○情報基盤サービス業務の調達（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構）

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

○東京国際空港海上制限区域警備業務

○独立行政法人国立病院機構の物品調達業務

平成26年11月28日 １．実施要項（案）について

○警察大学校の管理・運営業務

○水産物流通調査業務

○海外映画祭出品等支援事業

○東京国際空港場周警備設備等保守業務

○国民年金保険料収納事業

○養育費相談支援センター事業

２．市場化テスト実施に係る民間事業者との意見交換について【非公開】

３．次期公共サービス改革報告書（素案）について【非公開】

平成26年12月8日 実施要項（案）について

（書面審議） ○（独）農業・食品産業技術総合研究機構等の施設の管理・運営業務

○国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務

○（独）国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務

○広報普及業務支援（（独）宇宙航空研究開発機構）

○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2015実施業務」

○要介護認定適正化事業

○放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務

○放射性廃棄物海外総合情報調査

平成26年12月17日 １．実施要項（案）について

○研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務

○文化庁メディア芸術祭の企画・運営

○薬物乱用防止啓発訪問事業

○産業財産権研究推進事業

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等

○港湾、空港における発注者支援業務

○日雇労働者等技能講習事業

○若年者地域連携事業

○外国人就労・定着支援研修事業

２．事業の評価（案）について

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務

３．平成26年度における公共サービス改革法対象事業の選定の状況について【非公開】

４．公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集の結果について【非公開】

第148回

第144回

第145回

第146回

第147回



平成27年2月4日 １．実施要項（案）について

○全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）運用支援業務

○国有林の間伐等事業

２．空港土木施設維持修繕工事（徳島空港）に係る契約解除後の措置（案）について

３．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について

４．国民年金保険料収納事業の契約変更（案）について【非公開】

５．終了プロセスへの移行状況等について【非公開】

平成27年3月17日 １．実施要項（案）について

○政府所有米殻の販売等業務

２．事業の評価（案）について

○情報処理技術者試験事業

○登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）

３．（独）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係る民間競争入札の経緯及び今
後の対応について

４．航空灯火施設維持工事（松山空港）に係る入札不調を受けた対応（案）について

５．平成26年度地方公共サービス小委員会審議報告について

６．実施要項作成時における競争性改善上のチェックポイント等の作成及び「官民競争入札及び民
間競争入札の実施要項案の作成及び審議の進め方」の修正について

７．国民年金保険料収納事業の契約変更（案）について【非公開】

８．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について【非公開】

９．公物管理等分科会及び施設・研修等分科会　ヒアリング結果について【非公開】

１０．次期公共サービス改革報告書（案）について【非公開】

平成27年4月23日 １．実施要項（案）について

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務

２．事業の評価（案）について

○国営公園運営維持管理業務（国営滝野すずらん丘陵公園、国営みちのく杜の湖畔公園、国営常陸
海浜公園、国営東京臨海広域防災公園、国営アルプスあづみの公園、国営越後丘陵公園、国営木曽
三川公園、国営淀川河川公園、国営明石海峡公園、国営備北丘陵公園、国営讃岐まんのう公園、国
営海の中道海浜公園）

３．市場化テスト導入に伴う人員削減等の調査結果について【非公開】

４．公共サービス改革法の対象事業の選定状況について【非公開】

５．「公共サービス改革基本方針（素案）」について【非公開】

平成27年5月27日 １．実施要項（案）について

○機構内情報共有システム（Withシステム）の運用業務の調達（住宅金融支援機構）

２．事業の評価（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

○電子商取引モニタリング事業

３．「公共サービス改革基本方針（案）」及び公表資料（案）について【非公開】

平成27年6月5日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○国立新美術館の管理・運営業務

○一般定期健康診断等業務（関東森林管理局の本局ほか）

○JICAボランティア支援業務（選考支援業務）

○JICAボランティア支援業務（派遣前研修実施業務）

○JICAボランティア支援業務（派遣前訓練実施業務）（二本松）

○国立病院機構の物品調達業務

第149回

第150回

第151回

第152回

第153回



平成27年6月19日 １．事業の評価（案）について

（書面審議） ○中央合同庁舎第2号館及び総務省第二庁舎施設の管理・運営業務

○画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱

○商標審査前サーチレポート(商標の文字部に関する識別力等調査)作成事業

○商標審査前サーチレポート(図形商標の先行絞り込み調査)作成事業

○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

○経済産業研究所データベース業務

○（研）情報通信研究機構の情報システム運用業務

○（独）印刷局/ネットワークシステム運用管理支援請負作業

○「地図と測量の科学館」の管理運営業務

２．実施要項（案）について

○漂着ごみ対策総合検討事業

平成27年6月29日 １．実施要項（案）について

（書面審議） ○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

２．事業の評価（案）について

○国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務

○（独）造幣局/基幹サーバー等運用管理作業

○（研）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

○（研）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

○（研）日本原子力研究開発機構/原子力コードの高速化・計算機性能評価業務

○国税局の電話相談センターにおける相談業務

○航空灯火・電源施設の維持管理業務

○東京法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

○さいたま地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

○千葉地方法務局が管理する庁舎における施設管理・運営業務

平成27年6月30日 １．事業の評価（案）について

○海外映画祭出品等支援事業

２．公共サービス改革基本方針（案）について

３．平成27年度委託調査（案）について【非公開】

４．次期公共サービス改革報告書（案）について【非公開】

平成27年7月10日 事業の評価（案）について

（書面審議） ○東京港湾合同庁舎等の施設管理・運営業務

○（研）港湾空港技術研究所／情報処理システム運用管理業務

○労働保険加入促進業務

○中央実習センターの管理・運営事業

○自動車検査業務に用いる検査機器の保守管理業務（関東検査部管内）

○自動車検査業務に用いる検査機器の保守管理業務（北陸信越・中部検査部管内）

○空港土木施設の維持管理業務

○防衛大学校の本科学生等の営内居住者に対する調理作業等業務委託

○登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業

○総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務

○建設関連業等の動態調査

○消費動向調査

第154回

第155回

第156回

第157回



平成27年7月17日 １．契約変更（案）について

（書面審議） ○独立行政法人国際協力機構東京国際センター施設管理・運営業務

２．事業の評価（案）について

○経済産業研修所の管理・運営業務

○（独）水産大学校の施設の管理・運営業務

○道路・河川・ダムにおける発注者支援業務

○港湾空港関係における発注者支援業務

○農林水産業・食品産業科学技術研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

○国有林の間伐事業

○漂着ごみ対策総合検討事業

１、委員紹介

２、委員長互選・委員長挨拶

３、官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

４、第47回施設・研修等分科会　ヒアリング結果について

５、平成27年度　官民競争入札等に係る対象事業選定等の方針（素案）について【非公開】

１、事業の評価（案）について

　・大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、

　　情報提供等業務

２、実施要項（案）について

　・（独）国際協力機構/コンピュータシステム運用等業務

　・（独）国立青少年教育振興機構/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

　・登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）

１、実施要項（案）について

　・（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構本社情報ネットワーク管理業務

　・政府統計共同利用システムの運用・保守業務

２、第48回施設・研修等分科会　審議結果について

３、平成27年度の事業選定方針及びプロセスについて（案）【非公開】

１、事業の評価（案）について

　・文部科学省内ネットワークの運用管理業務

　・環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア」（平成27年度開始）

２、実施要項（案）について

　・（独）経済産業研究所/第四期RIETI PC-LANサービスの調達

　・（独）日本芸術文化振興会/情報システムの総括運用管理支援業務委託

　・（研）土木研究所/情報システム運用支援業務

　・（独）労働政策研究・研修機構/情報システム運用支援・ヘルプデスク等業務

１、実施要項（案）について

　・労働大学校運営等業務

　・文化庁メディア芸術祭の企画・運営

　・JICA市ヶ谷ビル施設管理・運営業務

　・JICAボランティア支援業務（選考支援業務）

　・空港土木施設の維持管理業務

　・空港有害鳥類防除業務

２、事業の評価（案）について

　・環境省ネットワークシステムの運用管理業務

３、第48回施設・研修等分科会　審議結果について

４、第28回公物管理等分科会　審議結果について

５、公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集の結果について【非公開】

第160回

第162回

平成27年7月27日

平成27年9月11日
（書面審議）

第161回 平成27年9月24日

平成27年10月19日
（書面審議）

第163回 平成27年10月29日

第158回

第159回

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/0727/0727.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/0911/0911.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/0911/0911.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/0924/0924.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1019/1019.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1019/1019.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1029/1029.html


１、事業の評価（案）について

　・刑事施設の運営業務

２、実施要項（案）について

　・（研）農業・食品産業技術総合研究機構等の施設の管理・運営業務

　・労働保険加入促進業務

　・国立新美術館の管理・運営業務

　・（独）酒類総合研究所/情報システムの運用及び管理業務

　・「上石神井庁舎」の管理・運営業務

１、実施要項（案）について

　・Ｊクレジット創出支援業務

　・国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務

　・中央実習センターの管理・運営事業（平成28年度開始）

　・自動車検査業務に用いる検査機器の保守管理業務

　　（関東検査部管内）（平成28年度開始）

　・自動車検査業務に用いる検査機器の保守管理業務

　　（北陸信越・中部検査部管内）（平成28年度開始）

　・東京国際空港灯火・電力監視制御システム保守業務

　・東京国際空港警備業務

　・（独）港湾空港研究所／情報処理システム運用管理業務

　・横浜第２合同庁舎の管理・運営業務

　・神戸地方合同庁舎の管理・運営業務

　・書面による手続のデータエントリー業務一式

　・国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一式

　・日雇労働者等技能講習研修

１、実施要項（案）について

　・「新卒応援ハローワーク」等における求職者セミナー、キャリア・コンサルティング等業務

　・産業財産権研究推進事業（平成28年度開始）

　・商標審査前サーチレポート（商標の文字部に関する識別力等調査）作成事業

　・商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業

　・登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業
務（一般会計））

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業
務（エネルギー対策特別会計））

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究振興事業に関する課題の調査分析業務）

　・道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等

　・港湾、空港における発注者支援業務

　・医科学研究用霊長類繁殖育成等業務

２、契約変更（案）について

　・刑事施設における被収容者に対する給食業務

第164回

第165回

第166回

平成27年11月13日
（書面審議）

平成27年11月27日
（書面審議）

平成27年12月11日
（書面審議）

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1019/1019.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1019/1019.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1127/1127.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1127/1127.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1211/1211.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1211/1211.html


１、実施要項（案）について

　・劇場・音楽堂等基盤整備事業

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務

　　（科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分析業務）

　・内陸及び沿岸海域の活断層調査

　・農林水産業・食品産業科学技術研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

　・総務省LANシステムの更新整備及び運用管理業務

　・次代の文化を創造する新進芸術家育成事業の運営業務

　・建設業取引適正化センター設置業務

　・地震調査研究推進本部の評価等支援業務

　・海洋環境における放射能調査及び総合評価

　・アジア地域原子力協力に関する調査業務

２、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて

３、第10回地方公共サービス小委員会　審議結果について

４、平成27年度における公共サービス改革法対象事業の選定の状況について【非公開】

５、公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集の結果について【非公開】

６、業務フロー・コスト分析対象事業等について【非公開】

１、実施要項（案）について

　・（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

　・大山隠岐国立公園大山寺及び桝水高原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務

　・国有林の間伐事業

２、契約変更（案）について

　・地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務

３、施設管理・運営業務に係る民間競争入札の効果について（平成27年度委託調査報告）

４、「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について

５、平成27年度における公共サービス改革法対象事業の選定の状況について【非公開】

１、実施要項（案）について

　・政府所有米穀の販売等業務

　・電子計算機システム一式

２、事業の評価（案）について

　・矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

　・財務省行政情報化LANシステムの運用管理業務

　・サービス産業動向調査

３、契約変更（案）について

　・日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務

　・外国人就労・定着支援研修事業

４、実施要項の変更（案）について

　・建設業取引適正化センター設置業務

　・東京港湾合同庁舎等の施設管理・運営業務

５、第30回公物管理等分科会　審議結果について

６、第11回地方公共サービス小委員会　審議結果について

７、官民競争入札等監理委員会の今後の在り方の検討について【非公開】

第169回 平成28年3月9日

第167回 平成27年12月16日

第168回 平成28年2月3日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2015/1216/1216.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2016/0203/0203.html


入札監理小委員会

第１回：平成18年10月13日 実施要項素案の審議

（アビリティガーデン事業、私のしごと館）

第２回：平成18年10月20日 実施要項素案の審議

（キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業）

第３回：平成18年11月２日 実施要項素案の審議

（アビリティガーデン事業、私のしごと館）

第４回：平成18年11月９日 実施要項素案の審議

（キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業）

第５回：平成18年11月22日） 実施要項素案の審議

（アビリティガーデン事業、私のしごと館、キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業）

第６回：平成18年11月29日 １．実施要項素案の調整状況の報告

（キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業）

２．実施要項素案の審議

　　（科学技術研究調査）

第７回：平成18年12月13日 １．コストガイドライン、実施要項指針の修正について

２．科学技術研究調査実施要項案の審議

第８回：平成19年１月15日

第９回：平成19年４月９日 １．厚生労働省からの報告

（国自らが実施する求人開拓事業について）

２．実施要項素案の審議

（情報処理技術者試験）

第10回：平成19年４月19日

第11回：平成19年５月９日 実施要項素案の審議

○情報処理技術者試験（ＩＰＡ）

○国民年金保険料収納事業（社保庁）

第12回：平成19年５月22日 実施要項素案の審議

○国民年金保険料収納事業（社保庁）

第13回：平成19年５月29日 実施要項案の審議

○国民年金保険料収納事業（社保庁）

第14回：平成19年６月12日 実施要項案の審議

○国民年金保険料収納事業（社保庁）

第15回：平成19年６月18日 実施要項案の審議

○国民年金保険料収納事業（社保庁）

・要求水準見直し規定及び減額措置の考え方について

・民間事業者の実施状況について

第16回：平成19年７月12日 １．民間事業者等からのヒアリング

登記事項証明書交付等事務の民間競争入札について

○ 大澤事務所株式会社

○ 日本司法書士会連合会

○ 日本土地家屋調査士会連合会

２．登記事項証明書交付等事務の実施要項（案）の審議

○ 外部委託の試行等について

○ 本事業の民間競争入札に関するスケジュール、周知広報、

引継ぎ等について

○ 本事業の民間競争入札における入札参加資格等について

実施要項素案の審議（科学技術研究調査）

実施要項素案の審議（情報処理技術者試験）



第17回：平成19年７月24日 １．民間事業者からのヒアリング

登記簿等の公開に関する事務の民間競争入札について

○ 財団法人 民事法務協会

○ アデコ株式会社

２．登記簿等の公開に関する事務の実施要項（案）の審議

第18回：平成19年８月24日 １．実施要項（案）の審議

登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第19回：平成19年９月７日 １．実施要項（案）の審議

登記簿等の公開に関する事務（法務省）

２．国民年金保険料収納事業の民間競争入札の実施経過について

第20回：平成19年９月14日 １．実施要項（案）の審議（独立行政法人日本学生支援機構）

・東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業

・広島国際交流会館の管理・運営業務

２．国民年金保険料収納事業の民間競争入札の実施経過について

第21回：平成19年10月９日 実施要項（案）の審議（独立行政法人日本学生支援機構）

○東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業

○広島国際交流会館の管理・運営業務

第22回：平成19年10月23日 実施要項（案）の審議（独立行政法人日本学生支援機構）

○東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業

○広島国際交流会館の管理・運営業務

第23回：平成19年10月30日 実施要項（案）の審議

○求人開拓事業（厚生労働省）

○企業活動基本調査（経済産業省）

○科学技術研究調査（総務省）

第24回：平成19年11月６日 実施要項（案）の審議

○東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業（日本学生

支援機構）

○広島国際交流会館の管理・運営業務（日本学生支援機構）

○在日外交官日本語研修（国際交流基金）

第25回：平成19年11月13日 実施要項（案）の審議

○科学技術研究調査（総務省）

○企業活動基本調査（経済産業省）

第26回：平成19年11月20日 実施要項（案）の審議

○求人開拓事業（厚生労働省）

○在日外交官日本語研修（国際交流基金）

第27回：平成19年12月11日
１．アビリティーガーデン（（独）雇用・能力開発機構）における対象公共サービスの実施状況について（平
成19 年度前期分）

２．実施要項（案）の審議

・在日外交官日本語研修（（独）国際交流基金）

・科学技術研究調査（総務省）

・企業活動基本調査（経済産業省）

第28回：平成20年１月11日 実施要項（案）の審議

○医業未収金の支払案内等業務委託（（独）国立病院機構）

第29回：平成20年１月29日 １．実施要項（案）の審議

・医業未収金の支払案内等業務委託（（独）国立病院機構）

２．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の民間競争入札の実施結果等について（法務省）

第30回：平成20年2月12日 実施要項（案）の審議

○ 国民年金保険料の収納事業（社会保険庁）

○ 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

（厚生労働省）

第31回：平成20年2月26日 １．実施要項（案）の審議

○ 医業未収金の支払案内等業務委託（（独）国立病院機構）

２．国民年金保険料の収納事業（平成19 年度実施分）における

第２期要求水準の見直しについて（社会保険庁）



第32回：平成20年3月18日 １．実施要項（案）の審議

○ 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

（厚生労働省）

第33回：平成20年3月26日

第34回：平成20年4月1日 実施要項（案）の審議

○        就労条件総合調査

○        国民年金保険料の収納事業

第35回：平成20年4月30日 実施要項（案）の審議

○ 生鮮食料品価格・販売動向調査（農林水産省）

○ 牛乳乳製品統計調査（農林水産省）

○ 木材流通統計調査のうち木材価格統計調査（農林水産省）

第36回：平成20年5月19日 実施要項（案）の審議

○ 通訳案内士試験事業（（独）国際観光振興機構）

○ 就労条件総合調査（厚生労働省）

第37回：平成20年6月3日 実施要項（案）の審議

○ 就労条件総合調査（厚生労働省）

第38回：平成20年6月13日 実施要項（案）の審議

○ 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設運営等業務

○ 登記簿等の公開に関する事務

第39回：平成20年6月17日 実施要項（案）の審議

○ 牛乳乳製品統計調査（農林水産省）

○ 生鮮食料品価格・販売動向調査（農林水産省）

○ 木材流通統計調査のうち木材価格統計調査（農林水産省）

第40回：平成20年6月20日 実施要項（案）の審議

○ 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設

の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

第41回：平成20年7月4日 １．アビリティーガーデンにおける職業訓練事業について

○ 事業の実施状況等について（厚生労働省）

○ 事業の実績評価（案）について（公共サービス改革推進室）

２．実施要項（案）の審議

○ 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設

の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

第42回：平成20年7月8日 実施要項（案）の審議

○ 通訳案内士試験事業（(独)国際観光振興機構）

第43回：平成20年7月11日 １．実施要項（案）の審議

○  登記簿等の公開に関する事務（法務省）

２．私のしごと館における体験事業の実施状況等について

第44回：平成20年7月15日 実施要項（案）の審議

○ 国際協力人材センターに係る業務委託（（独）国際協力機構）

○ 「海外移住資料館」の管理・運営業務（（独）国際協力機構）

○ 通訳案内士試験事業（(独)国際観光振興機構）

第45回：平成20年7月22日 １．実施要項（案）の審議

○ （独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集事業

（（独）都市再生機構）

○ 大阪第二国際交流会館の管理・運営業務

（（独）日本学生支援機

第46回：平成20年7月25日 実施要項（案）の審議

○ スポーツ施設の管理・運営業務（(独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ）

○ 東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

（(独)国立美術館）

施設の管理・運営業務に関する官民競争入札又は民間競争入札実施にあたっての実施要項の標準例について



第47回：平成20年7月29日 実施要項（案）の審議

○ 見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営

業務（(独)日本貿易振興機構）

○ 国際協力人材センターに係る業務委託（（独）国際協力機構）

○ 「海外移住資料館」の管理・運営業務（（独）国際協力機構）

第48回：平成20年8月1日 実施要項（案）の審議

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査(独)）

○公害健康被害者補償業務の徴収業務（(独)環境再生保全機構）

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第49回：平成20年8月5日 実施要項（案）の審議

○ 海外旅行博覧会出展事業（(独)国際観光振興機構）

○ (独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務

（（独）都市再生機構）

第50回：平成20年8月8日 実施要項（案）の審議

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の

運営等業務（(独)中小企業基盤整備機構）

○公害健康被害者補償業務の徴収業務（(独)環境再生保全機構）

第51回：平成20年8月29日 実施要項（案）の審議

○ スポーツ施設の管理・運営業務（(独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ）

○ 東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務

（(独)国立美術館）

第52回：平成20年9月1日 実施要項（案）の審議

○ 総務省情報通信政策研究所の管理・運営業務（総務省）

○ 消防大学校施設の管理・運営業務（総務省）

○ 自治大学校の管理・運営業務（総務省）

第53回：平成20年9月5日 実施要項（案）の審議

○ 財務本省研修所の管理・運営業務（財務省）

○ 税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務（財務省）

○ 国土交通大学校の管理・運営業務（国土交通省）

○ 中央実習センター施設等管理・運営業務（自動車検査（独））

○ 永田町合同庁舎の管理・運営事業（内閣府）

第54回：平成20年9月12日 実施要項（案）の審議

○ 警察大学校の管理・運営業務（警察庁）

○ 国際協力人材センターに係る業務委託（(独)国際協力機構）

○ 海外移住資料館の管理・運営業務（(独)国際協力機構）

○ 消防大学校の管理・運営業務（総務省）

第55回：平成20年9月16日 実施要項（案）の審議

○相模原事務所の企画・管理・運営業務（国民生活センター）

第56回：平成20年9月19日 実施要項（案）の審議

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査（独））

第57回：平成20年9月24日 実施要項（案）の審議

○  労働大学校の管理・運営業務（（独）労働政策研究研修機構）

○  大阪第二国際交流会館の管理・運営業務（（独）日本学生支援機構）

○  （独）都市再生機構の賃貸受託入居者募集業務（（独）都市再生機構）

○  自治大学校の管理・運営業務（総務省）

第58回：平成20年9月26日 実施要項（案）の審議

○       スポーツ施設の管理運営業務（日本スポーツ振興センター）

○       東京国立近代美術館本館及び工芸品の管理運営業務（国立美術館）

○       中央家畜研修施設の管理運営業務（家畜改良センター）

○       永田町合同庁舎の管理運営業務（内閣府）



第59回：平成20年9月30日 実施要項（案）の審議

○  法務省浦安総合センターの管理運営業務（法務省）

○ 環境調査研修所の管理運営業務（環境省）

○  見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理運勢業務（日本貿易振興機構）

○ 相模原事務所の企画・管理・運営業務（国民生活センター）

○ 消防大学校の管理運営業務（総務省）

第60回：平成20年10月3日 実施要項（案）の審議

○ 外務省研修所の管理運営業務（外務省）

○ 公害健康被害補償業務の徴収業務（環境再生保全機構）

○ スポーツ施設の管理運営業務（日本スポーツ支援センター）

第61回：平成20年10月7日 実施要項（案）の審議

○ 自治大学校の管理運営業務（総務省）

○ 海外旅行博覧会出展事業（国際観光振興機構）

○ 見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理運営業務（日本貿易振興機構）

第62回：平成20年10月10日 実施要項（案）の審議

○ 情報処理技術者試験事業（情報処理推進機構）

○ 公害健康被害補償業務の徴収業務（環境再生保全機構）

第63回：平成20年10月14日 実施要項（案）の審議

○ 企業活動基本調査（経済産業省）

○ 森林技術総合研修所庁舎の管理運営業務（林野庁）

○ 相模原事務所の企画・管理・運営業務（国民生活センター）

第64回：平成20年10月17日 実施要項（案）の審議

○ 中央畜産研修施設管理・運営事業（(独)家畜改良センター）

○ 永田町合同庁舎の管理・運営業務（内閣府）

第65回：平成20年10月21日 実施要項（案）の審議

○ 民間向け研修運営業務（(独)工業所有権情報・研修館）

第66回：平成20年10月31日 実施要項（案）の審議

○ 情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第67回：平成20年11月4日 実施要項（案）の審議

○ 自治大学校の管理・運営業務（総務省）

第68回：平成20年11月11日 実施要項（案）の審議

○ 相模原事務所の企画・管理・運営業務（(独)国民生活センター）

第69回：平成20年11月21日 実施要項（案）の審議

○ 情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第70回：平成20年11月25日 実施要項（案）の審議

○ 企業活動基本調査（経済産業省）

○ 通訳案内士試験事業（(独)国際観光振興機構）

○ 民間向け研修運営業務（(独)工業所有権情報・研修館）

第71回：平成20年12月5日 実施要項（案）の審議

○ 情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第72回：平成20年12月9日 実施要項（案）の審議

○ 民間向け研修運営業務（(独)工業所有権情報・研修館）

第73回：平成20年12月12日 実施要項（案）の審議

○ 企業・消費者向け教育・研修事業（(独)国民生活センター）

第74回：平成20年12月19日 実施要項（案）の審議

○ 大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務

（(独)大学入試センター）

第75回：平成21年1月23日 実施要項（案）の審議

○ 経済産業研究所ホームページ中国語サイトのコンテンツ翻訳・更新業務（(独)経済産業研究所）



第76回：平成21年1月27日 実施要項（案）の審議

○ 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

（厚生労働省）

○ 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（環境省）

第77回：平成21年1月30日 １．私のしごと館における体験事業について

○ 事業の実施状況等について（(独)雇用・能力開発機構）

○ 事業の実績評価(案)について（公共サービス改革推進室）

２．永田町合同庁舎の管理・運営業務について（非公開）

○ 企画書評価(案)について（内閣府）

第78回：平成21年2月3日 実施要項（案）の審議

○ 民間給与実態統計調査（財務省）

第79回：平成21年2月6日 実施要項（案）の審議

○ 医業未収金の支払案内等業務（(独)労働者健康福祉機構）

○ 大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務（(独)

大学入試センター）

第80回：平成21年2月20日 １． 実施要項（案）の審議

○ 経済産業研究所ホームページ中国語サイトのコンテンツ翻訳・更新業務（(独)経済産業研究所）

○ 医業未収金の支払案内等業務（(独)労働者健康福祉機構）

２．永田町合同庁舎の管理・運営業務について（非公開）

○ 総合評価(案)について

第81回：平成21年2月27日 １． 実施要項（案）の審議

○ 企業・消費者向け教育・研修事業（(独)国民生活センター）

２． 登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）について

○ 平成20 年度に行われた民間競争入札の実施結果等について

（法務省）

第82回：平成21年3月3日 実施要項（案）の審議

○ 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

（厚生労働省）

○ 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（環境省）

○ 東京国立博物館等の施設管理・運営業務

(独)国立文化財機構）

第83回：平成21年3月13日 実施要項（案）の審議

○ 自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査(独)）

○ 医業未収金の支払案内等業務（(独)労働者健康福祉機構）

○ 大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務

（(独)大学入試センター）

○ 国民年金保険料の収納事業（社会保険庁）

○ 企業・消費者向け教育・研修事業（(独)国民生活センター）

第84回：平成21年3月24日 １．実施要項（案）の審議

○ 民間給与実態統計調査（財務省）

○ 就労条件総合調査（厚生労働省）

２．海外旅行博覧会出展事業について

３．実施要項（案）の審議

○ 東京国立博物館等の施設管理・運営業務

（(独)国立文化財機構）

第85回：平成21年3月27日 実施要項（案）の審議

○ 国民年金保険料の収納事業（社会保険庁）

第86回：平成21年4月10日 実施要項（案）の審議

○ 企業・消費者向け教育・研修事業（(独)国民生活センター）

○ 国土交通大学校柏研修センターの施設管理業務

第87回：平成21年4月14日 実施要項（案）の審議

○ 東京国立博物館等の施設管理・運営業務



第88回：平成21年4月17日 実施要項（案）の審議

○ 「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）

○ 国民年金保険料収納事業（社会保険庁）

第89回：平成21年4月21日 実施要項（案）の審議

○ 就労条件総合調査（厚生労働省）

○ 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（環境省）

○ 農業物価統計調査（農林水産省）

第90回：平成21年5月8日 実施要項（案）の審議

○ 国民年金保険料収納事業（社会保険庁）

第91回：平成21年5月12日 実施要項（案）の審議

○ 自治大学校の管理・運営業務（総務省）

○ 消防大学校の管理・運営業務（総務省）

○ 東京国立博物館等の施設管理・運営業務

○ 農業物価統計調査（農林水産省）

○ 内水面漁業生産統計調査（農林水産省）

第92回：平成21年6月5日 １．自動車検査用機械器具の保守管理業務について

２．実施要項（案）の審議

○ 国民年金保険料収納事業（社会保険庁）

○ 「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）

第93回：平成21年6月12日 実施要項（案）の審議

○ 登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第94回：平成21年6月26日 実施要項（案）の審議

○ 登記簿等の公開に関する事務（法務省）

○「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）

第95回：平成21年6月30日 実施要項（案）の審議

○ 農業物価統計調査（農林水産省）

○ 内水面漁業生産統計調査（農林水産省）

○ 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）

第96回：平成21年7月10日 １．企業・消費者向け教育・研修事業について

○ 企画書評価（案）について

２．実施要項（案）の審議

○ 経済産業研究所データベース運営業務（(独)経済産業研究所）

第97回：平成21年7月24日 実施要項（案）の審議

○ 情報システム運用管理業務（(独)駐留軍等労働者労務管理機構）

○ 登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第98回：平成21年7月28日 実施要項（案）の審議

○国営滝野すずらん丘陵公園の運営維持管理業務（国土交通省）

○国営東京臨海広域防災公園の運営維持管理業務（国土交通省）

○経済産業研修所の管理・運営業務（経済産業省）

第99回：平成21年7月31日 企業・消費者向け教育・研修事業について（非公開）

○企画書評価（案）について

第100回：平成21年8月5日 １．実績評価（案）の審議

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）

○就労条件総合調査（厚生労働省）

○経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）

２．実施要項（案）の審議

○消費動向調査（内閣府）



第100回：平成21年8月5日 １．実績評価（案）の審議

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査

（厚生労働省）

○就労条件総合調査（厚生労働省）

○経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）

２．実施要項（案）の審議

○消費動向調査（内閣府）

第101回：平成21年8月7日 実施要項（案）の審議

○経済産業研究所データベース運営業務（（独）経済産業研究所）

○「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）

第102回：平成21年8月18日 実施要項（案）の審議

○東京国立博物館の展示場における来館者応対等業務（（独）国立文化財機構）

○国立科学博物館の管理・運営業務（（独）国立科学博物館）

第103回：平成21年8月21日 実施要項（案）の審議

○刑事施設の運営業務（法務省）

第104回：平成21年8月28日 実施要項（案）の審議

○ビジネスライブラリー運営業務（(独)日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（(独)日本貿易振興機構）

第105回：平成21年9月1日 実施要項（案）の審議

○国営滝野すずらん丘陵公園の運営維持管理業務（国土交通省）

○国営東京臨海広域防災公園の運営維持管理業務（国土交通省）

○消防大学校の管理・運営業務（総務省）

○自治大学校の管理・運営業務（総務省）

第106回：平成21年9月8日 実施要項（案）の審議

○東京国立博物館の展示場における来館者対応等業務（(独)国立文化財機構）

第107回：平成21年9月18日 実施要項（案）の審議

○刑事施設の運営業務（法務省）

○情報システム運用管理業務（(独)駐留軍等労働者労務管理機構）

○ビジネスライブラリー運営業務（(独)日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（(独)日本貿易振興機構）

第108回：平成21年9月29日 実施要項（案）の審議

○経済産業研修所の管理・運営業務（経済産業省）

○消防大学校の管理・運営業務（総務省）

第109回：平成21年10月6日 実施要項（案）の審議

○国立科学博物館の管理・運営業務（(独)国立科学博物館）

○兵庫国際交流会館の管理・運営業務（(独)日本学生支援機構）

○建設関連業等の動態調査（国土交通省）

○消費動向調査（内閣府）

第110回：平成21年10月13日 実施要項（案）の審議

○税関研修所及び関税中央分析所の管理・運営業務（財務省）

○農林水産研修所の管理・運営業務（農林水産省）

○自治大学校の管理・運営業務（総務省）

第111回：平成21年10月16日 １．キャリア交流プラザ事業の実施状況について

２．実施要項（案）の審議

○キャリア交流プラザ事業（厚生労働省）

○情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第112回：平成21年10月23日 実施要項（案）の審議

○刑事施設の運営業務（法務省）

○ビジネスライブラリー運営業務（(独)日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（(独)日本貿易振興機構）

第113回：平成21年11月10日 実施要項（案）の審議

○建設関連業等の動態調査（国土交通省）

○兵庫国際交流会館の管理・運営業務（(独)日本学生支援機構）



第114回：平成21年11月13日 実施要項（案）の審議

○情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第115回：平成21年11月17日 実施要項（案）の審議

○新宿御苑の維持管理業務（環境省）

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

第116回：平成22年1月15日 １．実施要項（案）の審議

○キャリア交流プラザ事業（厚生労働省）

２．実績評価（案）等について

○求人開拓事業（厚生労働省）

３．官民競争入札の企画書評価（案）について【非公開】

○ビジネスライブラリー運営事務（（独）日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第117回：平成22年1月19日 実施要項（案）の審議

○新宿御苑の維持管理業務（環境省）

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

第118回：平成22年2月19日 １．実施要項（案）の審議

○キャリア交流プラザ事業（厚生労働省）

２．実績評価（案）等について

○国民年金保険料収納事業【19年、20年事業開始分】（日本年金機構）

第119回：平成22年3月19日 １．民間競争入札の実施結果について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

２．実績評価（案）等について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第120回：平成22年3月23日 実績評価（案）等について

○木材流通統計調査のうち木材価格統計調査（農林水産省）

○牛乳乳製品統計調査（農林水産省）

○生鮮食料品価格・販売動向調査（農林水産省）

○森林技術総合研修所庁舎の管理・運営業務（農林水産省）

第121回：平成22年4月20日 実績評価（案）等について

○科学技術研究調査（総務省）

第122回：平成22年4月21日 実績評価（案）等について

○国民年金保険料収納事業【平成19、20年度事業開始分】（日本年金機構）

第123回：平成22年5月14日 実績評価（案）等について

○情報処理技術者試験事業（(独)情報処理推進機構）

第124回：平成22年5月21日 １．キャリア交流プラザ事業について

２．実績評価（案）等について

○国民年金保険料収納事業【平成19、20年度事業開始分】（日本年金機構）

第125回：平成22年6月4日 １．実績評価（案）等について

○国民年金保険料収納事業【平成19、20年度事業開始分】（日本年金機構）

２．実施要項（案）について

○国民年金保険料収納事業【平成22年度事業開始分】（日本年金機構）

第126回：平成22年6月8日 実績評価（案）等について

○東京国際交流館プラザ平成会議施設等運営事業（(独)日本学生支援機構）

○広島国際交流会館の管理・運営業務（(独)日本学生支援機構）

第127回：平成22年6月11日 実績評価（案）等について

○中央実習センターの管理・運営業務（自動車検査(独)）

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査(独)）

第128回：平成22年6月15日 実施要項（案）について

○木材流通統計調査のうち木材価格統計調査（農林水産省）

○牛乳乳製品統計調査（農林水産省）

○生鮮食料品価格・販売動向調査（農林水産省）



第129回：平成22年6月18日 １．実績評価（案）等について

○経済産業研究所ホームページ中国語サイトのコンテンツ翻訳・更新業務（(独)経済産業研究所）

２．実施要項（案）について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第130回：平成22年6月22日 実績評価（案）等について

○見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営業務（(独)日本貿易振興機構）

第131回：平成22年7月16日 実施要項（案）について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第132回：平成22年7月20日 １．実績評価（案）等について

○就労条件総合調査（厚生労働省）

２．実施要項（案）について

○公認会計士試験の試験実施業務（金融庁）

第133回：平成22年7月27日 実施要項（案）について

○国立病院機構の物品調達業務（(独)国立病院機構）

○公認会計士試験の試験実施業務（金融庁）

第134回：平成22年8月6日 実施要項（案）について

○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（法務省）

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

○中央合同庁舎第３号館施設管理業務（国土交通省）

第135回：平成22年8月31日 １．実施要項（案）について

○公認会計士試験の試験実施業務（金融庁）

○見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営業務（(独)日本貿易振興機構）

２．実績評価（案）等について

○工業所有権情報・研修館民間向け研修運営業務（(独)工業所有権情報・研修館）

第136回：平成22年9月3日 １．キャリア交流プラザ事業について（厚生労働省）

２．実施要項（案）について

○計量士試験の試験実施業務（経済産業省）

第137回：平成22年9月7日 実施要項（案）について

○国立病院機構の物品調達業務（(独)国立病院機構）

○財務局の未利用国有地の管理等業務（財務省）

○財務局の普通財産の管理処分等業務（財務省）

第138回：平成22年9月13日 実施要項（案）について

○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（法務省）

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

○農林水産省本省庁舎及び三番町分庁舎の施設管理・運営業務（農林水産省）

○経済産業省庁舎の管理・運営業務（経済産業省）

第139回：平成22年9月17日 実施要項（案）について

○中央合同庁舎第３号館施設管理業務（国土交通省）

○中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎施設の管理・運営業務（総務省）

○湯島地方合同庁舎の管理運営業務（財務省）

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務（財務省）

○東京港湾合同庁舎等の施設管理・運営業務（財務省）

第140回：平成22年9月21日 実施要項（案）について

○消費動向調査（内閣府）

○空港土木施設維持修繕工事（国土交通省）

○航空灯火施設維持工事（国土交通省）

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

第141回：平成22年9月27日 実施要項（案）について

○外務省庁舎等施設管理業務（外務省）

○経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務（特許庁）

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務（厚生労働省）

○防衛省施設管理業務（防衛省）



第142回：平成22年9月28日 実施要項（案）について

○発注者支援業務（積算技術業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（工事監督支援業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（技術審査業務）（国土交通省）

○発注者支援業務等（用地補償総合技術業務）（国土交通省）

第143回：平成22年10月1日 実施要項（案）について

○自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査（独））

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業（厚生労働省）

第144回：平成22年10月12日 実施要項（案）について

○公物管理補助業務（河川巡視支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（河川許認可審査支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（ダム管理支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（堰・排水機場等管理支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（道路巡回業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務）（国土交通省）

第145回：平成22年10月19日 実施要項（案）について

○財務局の未利用国有地の管理等業務（財務省）

○財務局の普通財産の管理処分等業務（財務省）

○空港土木施設維持修繕工事（国土交通省）

○航空灯火施設維持工事（国土交通省）

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

第146回：平成22年10月22日 実施要項（案）について

○計量士試験の試験実施業務（経済産業省）

○経済産業省庁舎の管理・運営業務（経済産業省）

○防衛省施設管理業務（防衛省）

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（(独)駐留軍等労働者労務管理機構）について

○実績評価（案）等について（平成22年度開始事業）

○実施要項（案）について（平成23年度開始事業）

第147回：平成22年10月29日 実施要項（案）について

○自動車検査独立行政法人中央実習センター施設等管理・運営業務（自動車検査(独)）

○自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査(独)）

第148回：平成22年11月2日 実施要項（案）について

○発注者支援業務（積算技術業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（工事監督支援業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（技術審査業務）（国土交通省）

○発注者支援業務等（用地補償総合技術業務）（国土交通省）

第149回：平成22年11月5日 実施要項（案）について

○農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務（農林水産省）

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務（財務省）

○日本語国際センターの施設管理・運営業務（(独)国際交流基金）

事業評価（案）等について（非公開）

○国立病院機構の医業未収金支払案内業務（(独)国立病院機構）

第150回：平成22年11月9日 実施要項（案）について

○国有林の間伐事業（林野庁）

第151回：平成22年11月15日 実施要項（案）について

○公物管理補助業務（河川巡視支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（河川許認可審査支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（ダム管理支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（堰・排水機場等管理支援業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（道路巡回業務）（国土交通省）

○公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務）（国土交通省）



第152回：平成22年11月16日 実施要項（案）について

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業（厚生労働省）

○外務省庁舎等施設管理業務（外務省）

○経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務（特許庁）

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務（厚生労働省）

○中央合同庁舎第２号館及び総務省第二庁舎施設の管理・運営業務（総務省）

○東京港湾合同庁舎等の施設管理・運営業務（財務省）

○湯島地方合同庁舎の管理運営業務（財務省）

○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（(独)駐留軍等労働者労務管理機構）

実績評価（案）等について

○国立病院機構の医業未収金支払案内等業務（(独)国立病院機構）

第153回：平成22年11月29日 実施要項（案）について

○科学技術研究調査（総務省）

第154回：平成22年12月3日 事業の評価（案）等について

○情報処理技術者試験事業（（独）情報処理推進機構）

実施要項（案）について

○日本語国際センターの施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

第155回：平成22年12月10日 事業の評価（案）等について

○民間給与実態統計調査（国税庁）

第156回：平成22年12月10日 事業の評価（案）等について

○国立病院機構の医業未収金支払案内等業務（（独）国立病院機構）

第157回：平成22年12月14日 実施要項（案）について

○防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務（防衛省）

第158回：平成23年1月21日 実施要項（案）について

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

国民年金保険料収納事業について

○事業の実施状況等の報告について（日本年金機構）

第159回：平成23年1月25日 実施要項（案）について

○国有林の間伐事業（林野庁）

○防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務（防衛省）

第160回：平成23年2月9日 実施要項（案）について

○独立行政法人国立病院機構物品調達業務

第161回：平成23年3月23日 事業の評価（案）等について

○農業物価統計調査（農林水産省）

○内水面漁業生産統計調査（農林水産省）

実施要項（案）について

○就労条件総合調査（厚生労働省）

○民間給与実態統計調査（国税庁）

第162回：平成23年3月24日 １．実施要項（案）について

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

○国税局電話相談センターにおける相談業務（国税庁）

２．登記簿等の公開に関する事務（乙号業務）民間競争入札実施結果について（報告）

３．防衛省目黒地区施設管理業務の入札結果等について（報告）

第163回：平成23年4月22日 実施要項（案）について

○国営公園の維持管理業務（国土交通省）

○防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務（防衛省）

○政府所有米穀の販売等業務（農林水産省）

第164回：平成23年5月10日 実施要項（案）について

○国税局の電話相談センター相談業務（国税庁）

事業の評価（案）等について

○経済産業研究所データベース業務（（独）経済産業研究所）

第165回：平成23年5月13日 実施要項（案）について

○広域交通管制システムの更新整備及び維持管理管理業務（警察庁）



第166回：平成23年5月20日 実施要項（案）について

○政府所有米穀の販売等業務（農林水産省）

第167回：平成23年5月24日 事業の評価（案）等について

○永田町合同庁舎の管理・運営業務（内閣府）

実施要項（案）について

○防衛省目黒地区施設管理業務（防衛省）

事業の評価（案）等について

○通訳案内士試験業務（（独）国際観光振興機構）

第168回：平成23年5月27日 事業の評価（案）等について

○「海外移住資料館」の管理・運営業務（（独）国際協力機構）

○国際協力人材センターに係る業務（（独）国際協力機構）

実施要項（案）について

○国営公園運営維持管理業務（国土交通省）

事業の評価（案）等について

○消費動向調査（内閣府）

第169回：平成23年6月3日 事業の評価（案）等について

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）

○経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）

○労働大学校施設管理・運営業務（（独）労働政策研究・研修機構）

第170回：平成23年6月7日 事業の評価（案）等について

○警察大学校の施設管理業務（警察庁）

○中央畜産研修施設管理・運営事業（（独）家畜改良センター）

○外務省研修所の管理・運営業務（外務省）

○大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務（（独）大学入試センター）

第171回：平成23年6月17日 実施要項（案）について

○農業物価統計調査（農林水産省）

○内水面漁業生産統計調査（農林水産省）

第172回：平成23年6月21日 事業の評価（案）等について

○総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務（総務省）

○税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務（国税庁）

○法務省浦安総合センター管理・運営業務（法務省）

○環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務（環境省）

○日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務（（独）日本スポーツ振興センター）

実施要項（案）について

○情報処理技術者試験事業（（独）情報処理推進機構）

第173回：平成23年6月24日 事業の評価（案）等について

○国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務（（独）国民生活センター）

第174回：平成23年6月28日 事業の評価（案）等について

○財務本省研修所の管理・運営業務（財務省）

○ビジネスライブラリー運営業務（（独）日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第175回：平成23年7月6日 事業の評価（案）等について

（書面） ○東京国立博物館等の施設管理・運営業務（（独）国立文化財機構）

○東京国立博物館の展示場における来館者対応等業務（（独）国立文化財機構）

○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（環境省）

発注者支援業務等の入札結果等について（報告）

第176回：平成23年7月6日 事業の評価（案）等について

（書面） ○国土交通大学校の施設管理業務（国土交通省）

○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）

○東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

○国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業（（独）国民生活センター）

第177回：平成23年7月29日 実施要項（案）について

（書面） ○広域交通管制システムの更新整備及び維持管理業務（警察庁）



第178回：平成23年8月30日 実施要項（案）について

○国土技術政策総合研究所等の施設管理・運営業務（国土交通省）

第179回：平成23年9月5日 実施要項（案）について

○産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務（（独）産業技術総合研究所）

○国際交流基金関西国際センター施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務（（独）国際交流基金）

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

第180回：平成23年9月12日

（書面）

第181回：平成23年9月13日 実施要項（案）について

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務（（独）国立美術館）

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

○水産大学校施設の管理・運営業務（（独）水産大学校）

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

登記簿等の公開に関する事務について（非公開）

○委託業務の一部停止等に係る報告について（法務省）

第182回：平成23年9月26日 実施要項（案）について

○国際協力人材センター運営及びPARTNERシステム再構築・運用保守業務（（独）国際協力機構）

事業の評価（案）等について

○（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務（（独）都市再生機構）

第183回：平成23年9月27日 事業の評価（案）等について

○国際交流基金日本語国際センターの施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

実施要項（案）について

○国土地理院施設管理業務（国土交通省）

第184回：平成23年10月7日 実施要項（案）について

○東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務（（独）国立文化財機構）

○東京国立博物館等の施設管理・運営業務（（独）国立文化財機構）

○発注者支援業務（発注補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（監督補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（品質監視補助及び施工状況確認補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（技術審査補助業務）（国土交通省）

第185回：平成23年10月11日 実施要項（案）について

○森林総合研究所本所及び林木育種センター施設の管理業務（（独）森林総合研究所）

○中央畜産研修施設管理・運営事業（（独）家畜改良センター）

○国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務（（独）国際交流基金）

○ビジネスライブラリー運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第186回：平成23年10月12日 実施要項（案）について

（書面） ○環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務（環境省）

○大学入試センター試験の出願受付業務・成績通知業務（（独）大学入試センター）

第187回：平成23年10月14日 実施要項（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

○空港土木施設維持修繕工事（国土交通省）

○航空灯火施設維持工事（国土交通省）

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

第188回：平成23年10月18日 実施要項（案）について

○インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務（総務省）

○産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務（（独）産業技術総合研究所）

兵庫国際交流会館の管理・運営業務に係る契約変更について



第189回：平成23年10月21日 実施要項（案）について

（書面） ○警察大学校の施設管理業務（警察庁）

○国土技術政策総合研究所等の施設管理・運営業務（国土交通省）

○国際交流基金関西国際センターの施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務（（独）国立美術館）

○総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務（総務省）

第190回：平成23年10月21日 実施要項（案）について

○都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務（(独)都市再生機構）

第191回：平成23年10月25日 実施要項（案）について

○税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務（国税庁）

○日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務（（独）日本スポーツ振興センター）

第192回：平成23年10月28日 実施要項（案）について

○環境省ネットワークシステムの更新及び運用保守業務（環境省）

第193回：平成23年11月1日 実施要項（案）について

（書面） ○経済産業研究所データベース業務（(独)経済産業研究所）

○法務省浦安総合センターの施設管理・運営業務（法務省）

第194回：平成23年11月8日 事業の評価（案）等について

○労働者健康福祉機構医業未収金の支払案内等業務（（独）労働者健康福祉機構）

第195回：平成23年11月11日 実施要項（案）について

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

○水産大学校施設の管理・運営業務（(独)水産大学校）

○外務省研修所の管理・運営業務（外務省）

○国際交流基金日本語国際センターの施設管理・運営業務（(独)国際交流基金）

○財務本省研修所の管理・運営業務（財務省）

第196回：平成23年11月17日 実施要項（案）について

（書面） ○発注者支援業務（発注補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（監督補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（品質監視補助及び施工状況確認補助業務）（国土交通省）

○発注者支援業務（技術審査補助業務）（国土交通省）

○経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）

第197回：平成23年11月18日 実施要項（案）について

（書面） ○永田町合同庁舎の管理・運営業務（内閣府）

第198回：平成23年11月18日 実施要項（案）について

○総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省）

○消費動向調査（内閣府）

○発注者支援業務及び公物管理補助業務（国土交通省）

○(独)都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務（(独)都市再生機構）

第199回：平成23年11月25日 実施要項（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

第200回：平成23年12月6日 実施要項（案）について

○インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務（総務省）

第201回：平成23年12月9日 実施要項（案）について

○環境省ネットワークシステムの更改及び運用保守業務（環境省）

第202回：平成23年12月12日 実施要項（案）について

（書面） ○森林総合研究所本所及び林木育種センター施設の管理業務（(独）森林総合研究所）

○国土地理院施設管理業務（国土交通省）

○国土交通大学校（小平本校）の施設管理業務（国土交通省）

○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）

第203回：平成24年1月13日 実施要項（案）について

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）

○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（環境省）



第204回：平成24年1月16日 官民競争入札関係書類の評価（案）の審議【非公開】

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

事業の評価（案）等の審議【非公開】

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第205回：平成24年1月20日 実施要項（案）について

○国有林の間伐事業（林野庁）

○防衛省・航空自衛隊事務用品調達業務（防衛省）

○海外移住資料館の管理・運営業務（（独）国際協力機構）

第206回：平成24年1月24日 事業の評価（案）等の審議

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第207回：平成24年1月27日 実施要項（案）について

○総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省）

○サービス産業動向調査（総務省）

第208回：平成24年2月24日 実施要項（案）について

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

事業の評価（案）等について

○国営滝野すずらん丘陵公園の運営維持管理業務（国土交通省）

○国営東京臨海広域防災公園の運営維持管理業務（国土交通省

第209回：平成24年2月28日 ○改善指示に係る報告

登記簿等の公開に関する事務について（法務省）

実施要項（案）について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

第210回：平成24年3月13日 実施要項（案）について

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第211回：平成24年3月16日 実施要項（案）について

○文部科学省行政情報システム及び文化庁行政情報システム運用管理業務（文部科学省）

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

○サービス産業動向調査（総務省）

第212回：平成24年3月23日 実施要項（案）について

○政府所有米穀の販売等業務（農林水産省）

国有林の間伐事業について

○四国森林管理局における入札結果等について（林野庁）発注者支援業務等について

○道路、河川・ダムにおける発注者支援業務等に係る入札単位等について（国土交通省）

○港湾、空港における発注者支援業務等に係る入札単位等について（国土交通省）

第213回：平成24年3月27日 実施要項（案）について

○登記簿等の公開に関する事務（法務省）

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第214回：平成24年3月29日

第215回：平成24年4月20日 実施要項（案）について

○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（環境省）

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

第216回：平成24年5月15日 事業の評価（案）等について

○自治大学校施設の管理・運営業務（総務省）

第217回：平成24年5月18日 事業の評価（案）について

○消費者動向調査（内閣府）

第218回：平成24年5月22日 事業の評価（案）について

○消防大学校施設の管理・運営業務（消防庁）

○経済産業研修所の管理・運営業務（経済産業省）

○農林水産研修所の管理・運営業務（農林水産省）

○厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る事業について【非公開】



第219回：平成24年5月25日 事業の評価（案）について

○新宿御苑の維持管理業務（環境省）

実施要項（案）について

○国営公園の運営維持管理業務（国土交通省）

第220回：平成24年5月29日 事業の評価（案）等について

○国立科学博物館の施設管理・運営業務（（独）国立科学博物館）

第221回：平成24年6月1日 事業の評価（案）について

○建設関連業等の動態調査（国土交通省）

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

○国立病院機構の物品調達業務（（独）国立病院機構）

第222回：平成24年6月8日 実施要項（案）について

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

○文部科学省行政情報システム及び文化庁行政情報システムの運用管理業務（文部科学省）

事業の評価（案）について

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

○航空交通管制機器等保守請負業務（国土交通省）

大阪国際空港　航空灯火・電源施設の維持管理業務に係る契約変更について（国土交通省）

実施要項（案）（変更）について

○国営明石海峡公園運営維持管理業務（国土交通省）

○登記簿等の公開に関する事務、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及び地方入国管理局
等の在留手続の窓口業務について（法務省）【非公開】

○国民年金保険料収納事業について（日本年金機構）【非公開】

第225回：平成24年7月30日 １．実施要項（案）について

○政府認証基盤の運用・保守業務（総務省）

○基幹業務用シンクライアントシステム等の運用支援業務（原子力研究開発機構）

○原子力計算科学プログラム作成等業務（原子力研究開発機構）

○原子力コードの高速化・計算機性能評価業務（原子力研究開発機構）

２．入札結果報告について

○道路、河川・ダムにおける発注者支援業務等（国土交通省）

○港湾における発注者支援業務（国土交通省）

第226回：平成24年8月28日 実施要項（案）について

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

第227回：平成24年9月4日 実施要項（案）について

○法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務（法務省）

第228回：平成24年9月14日 実施要項(案)について

○政府認証基盤の運用・保守業務（総務省）

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務（農林水産省）

第229回：平成24年9月18日 実施要項（案）について

○国立新美術館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構）

○JICAボランティア事業支援業務（選考支援業務、派遣前研修支援業務、派遣前訓練支援業務）（（独）国際
協力機構）

第230回：平成24年9月21日 １．実施要項（案）について

○港湾空港技術研究所情報処理システム運用管理業務（（独）港湾空港技術研究所）

○造幣局基幹サーバ等運用管理作業（（独）造幣局）

○印刷局ネットワークシステム運用管理支援請負作業（（独）国立印刷局）

○航空灯火・電源施設の維持管理業務（国土交通省）

２．事業の評価（案）等について

○道路、河川・ダムの発注者支援等業務（国土交通省）

第231回：平成24年9月28日 実施要項（案）について

○画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱（内閣官房）

○商標審査前サーチレポート作成業務（商標の文字部に関する識別力等調査、図形商標の先行絞り込み調査、
不明確な指定商品・役務に係る調査）（特許庁）

第224回：平成24年７月６日

第223回：平成24年７月４日



第232回：平成24年10月9日 １．実施要項（案）について

○「地図と測量の科学館」の管理運営業務（国土交通省）

○「中小企業大学校」の研修事業業務（（独）中小企業基盤整備機構）

２．事業の評価（案）について

○（独）国際交流基金日本語国際センターの海外日本語教師研修接遇業務（（独）国際交流基金）

第233回：平成24年10月16日 実施要項（案）について

（書面審議） ○基幹業務用シンクライアントシステム等の運用支援業務（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等業務（日本原子力研究開発機構）

○原子力コードの高速化・計算機性能評価業務（日本原子力研究開発機構）

第234回：平成24年10月16日 実施要項（案）について

○住宅防音事業に関する事務手続補助業務（防衛省）

○登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業（特許庁）

第235回：平成24年10月19日 実施要項（案）について

○財務省行政情報化システムの運用管理業務（財務省）

○日本貿易振興機構共通システム基盤コンピュータシステムの運用管理業務（（独）日本貿易振興機構）

○航空灯火・電源施設の維持管理業務（国土交通省）

○空港土木施設維持修繕工事（国土交通省）

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

第236回：平成24年10月26日 入札結果のヒアリングについて

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

第237回：平成24年10月30日 実施要項（案）について

○国立新美術館管理・運営業務（（独）国立美術館）

○電子商取引モニタリング事業（消費者庁）

第238回：平成24年11月6日 実施要項（案）について

○国立科学博物館の施設管理・運営業務（（独）国立科学博物館）

○中小企業大学校における企業向け経営管理者研修等及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務（（独）中
小企業基盤整備機構）

○エコライフ・フェア2013実施業務（環境保全普及推進事業）（環境省）

第239回：平成24年11月9日 実施要項（案）について

○港湾空港技術研究所情報処理システム運用管理業務（（独）港湾空港技術研究所）

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務（農林水産省）

○消費動向調査（内閣府）

第240回：平成24年11月13日 実施要項（案）について

○JICAボランティア事業支援業務（選考支援業務、派遣前研修実施業務、派遣前訓練実施業務）（（独）国際
協力機構）

○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（法務省）

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

○商標審査前サーチレポート作成業務（商標の文字部に関する識別力等調査、図形商標の先行絞り込み調査、
不明確な指定商品・役務に係る調査）（特許庁）

第241回：平成24年11月16日 実施要項（案）について

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

第242回：平成24年11月19日 実施要項（案）について

（書面審議） ○造幣局基幹サーバ等運用管理作業（（独）造幣局）

○建設関連業等の動態調査（国土交通省）

第243回：平成24年11月20日 実施要項（案）について

○経済産業研修所の管理・運営業務（経済産業省）

○法務局・地方法務局の施設管理・運営業務（法務省）

○「地図と測量の科学館」の管理運営業務（国土交通省）

○登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業（特許庁）

○住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務（防衛省）

○画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱（内閣官房）



第244回：平成24年11月22日 実施要項（案）について

（書面審議） ○道路、河川・ダム、都市公園の発注者支援業務（国土交通省）

○港湾における発注者支援業務（国土交通省）

第245回：平成24年12月7日 実施要項（案）について

○財務省行政情報化LANシステムの運用管理業務（財務省）

第246回：平成24年12月10日 実施要項（案）について

（書面審議） ○印刷局ネットワークシステム運用管理支援作業（（独）国立印刷局）

○防衛省・航空自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

第247回：平成24年12月11日 １．入札結果報告等について【非公開】

○ 登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省）

２．実施要項（案）について

○ 登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省）

○ 電子商取引モニタリング事業（消費者庁）

○ （独）国際交流基金日本語国際センターの海外日本語教師研修接遇業務（（独）国際交流基金）

○ エコライフ・フェア2013実施業務（環境省）

第248回：平成25年1月18日 実施要項（案）について

○日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務（（独）日本貿易振興機構)

○新宿御苑の維持管理業務（環境省）

第249回：平成25年1月31日 １．実施要項(案)について

（書面審議） ○国立病院機構の物品調達業務（（独）国立病院機構）

２．実施要項（変更案）について

○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）

第250回：平成25年2月8日 １．契約変更（案）について

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（厚生労働省）

２．実施要項（案）について

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

○国有林の間伐業務（農林水産省）

３．入札結果報告

○国有林の間伐業務（農林水産省）

第251回：平成25年3月1日 実施要項(案)について

○新宿御苑の維持管理業務（環境省）

第252回：平成25年3月5日 実施要項（案）について

○国際会計基準審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析等に係る事務（金融庁）

○国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務（金融庁）

第253回：平成25年3月8日 １．実施要項(案)について

○容器包装利用・製造等実態調査（経済産業省・農林水産省）

２．事業の評価（案）について

○木材価格統計調査（農林水産省）

○牛乳乳製品統計調査（農林水産省）

○生鮮食料品価格・販売動向調査（農林水産省）

第254回：平成25年3月15日 １．実施要項(案)について

（書面審議） ○政府米の販売等業務（農林水産省）

２．実施要項（変更案）について

○国立病院機構の物品調達業務（厚生労働省）

３．入札単位等の報告について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

○港湾における発注者支援業務（国土交通省）

第255回：平成25年3月19日 １．事業の評価（案）について

○湯島地方合同庁舎の管理運営業務（財務省）

○情報処理技術者試験事業（（独）情報処理推進機構）

○公害健康被害補償業務の徴収業務（（独）環境再生保全機構）

２．国民年金保険料収納事業について

○事業の実施状況等の報告について（日本年金機構）



第256回：平成25年4月12日 実施要項（案）について

（書面審議） ○容器包装利用・製造等実態調査（経済産業省・農林水産省）

○財務省行政情報化LANシステムの運用管理業務（財務省）

第257回：平成25年4月16日 実施要項（案）について

○国際会計基準審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析等に係る事務（金融庁）

○国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務（金融庁）

第258回：平成25年5月10日 事業の評価（案）について

○矯正情報ネットワークシステム運用管理業務（法務省）

第259回：平成25年5月14日 事業の評価（案）について

○経済産業省庁舎の管理・運営業務（経済産業省）

○農林水産省本省庁舎等の施設管理・運営業務（農林水産省）

第260回：平成25年5月17日 事業の評価（案）について

○科学技術研究調査（総務省）

第261回：平成25年5月21日 事業の評価（案）について

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務（厚生労働省）

○経済産業研究所データベース業務（（独）経済産業研究所）

○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（法務省）

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

第262回：平成25年5月28日 事業の評価（案）について

○外務省庁舎等施設管理業務（外務省）

○防衛省施設管理業務（市ヶ谷地区、目黒地区、三宿地区及び十条地区）（防衛省）

○経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務（特許庁）

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務（財務省）

第263回：平成25年5月31日 事業の評価（案）について

○航空交通管制機器等保守業務（国土交通省）

○財務局の未利用国有地の管理業務（財務省）

○財務局の普通財産の管理処分等業務（財務省）

○公認会計士試験の試験実施業務（財務省・金融庁）

○防衛省・航空自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

第264回：平成25年6月4日 事業の評価（案）について

○中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務（（独）中小企業基盤整備機構）

○森林総合研究所本所及び林木育種センター施設の管理業務（（独）森林総合研究所）

○国税局電話相談センターにおける相談業務（国税庁）

第265回：平成25年6月21日 事業の評価（案）について

○航空灯火・電源施設の維持管理業務（国土交通省）

○空港土木施設維持管理業務（国土交通省）

第266回：平成25年6月25日 事業の評価（案）について

○中央合同庁舎第３号館施設管理業務（国土交通省）

第267回：平成25年6月28日 １．事業の評価（案）について

○就労条件総合調査（厚生労働省）

実施要項（案）および実施要項（変更案）について

○金融庁ネットワークシステムの運用管理業務（金融庁）

○国立病院機構の物品調達業務（（独）国立病院機構）

２．道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等の事業譲渡に関する対応について（国土交通省）

第268回：平成25年7月12日

第269回：平成25年7月24日 １．国民年金保険料の収納事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置について（日本年金機構）

２．実施要項（案）について

○労災ケアサポート事業（厚生労働省）

○労災特別介護援護事業（厚生労働省）

第270回：平成25年7月30日

道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等の事業譲渡に関する対応について（国土交通省）【非
公開】

道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等の事業譲渡に関する対応について（国土交通省）【非
公開】



第271回：平成25年7月30日 事業の評価（案）について

○計量士国家試験事業（経済産業省）

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業（厚生労働省）

第272回：平成25年7月31日 実施要項（案）について

○労働保険加入促進業務（厚生労働省）

○労災ケアサポート事業（厚生労働省）

○労災特別介護援護事業（厚生労働省）

第273回：平成25年8月2日 １．実施要項（案）について

○（独）情報通信研究機構の情報システム運用業務（（独）情報通信研究機構）

○（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管理支援業務（（独）医薬品医療機器総合機
構））

２．事業の評価（案）について

○見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J‐messe）管理・運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第274回：平成25年8月27日 実施要項（案）について

○横浜国際センター施設管理・運営業務（（独）国際協力機構）

○外国人研究者宿舎管理運営業務（（独）科学技術振興機構）

第275回：平成25年8月28日 １．登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の入札結果について（法務省）

２．刑事施設の運営業務の民間委託事業の拡大について（法務省）

３．実施要項（案）について

○公害健康被害補償業務の徴収業務（(独)環境再生保全機構）

４．国民年金保険料の収納事業の契約変更について（日本年金機構）【非公開】

第276回：平成25年9月4日 １．実施要項（案）について

○防衛省施設管理業務（市ヶ谷地区、三宿地区）（防衛省）

○関東地方整備局（本局）の施設管理業務（国土交通省）

○さいたま新都心合同庁舎１号館の管理・運営業務（財務省）

２．事業の評価（案）について

○中小企業大学校における企業向け経営管理者研修等及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務（（独）中
小企業基盤整備機構）

第277回：平成25年9月6日 実施要項（案）について

○石油製品需給動態調査／石油輸入調査／石油設備調査（経済産業省）

○空港土木施設維持修繕工事＜新潟空港・函館空港・松山空港・宮崎空港＞（国土交通省）

第278回：平成25年9月11日 実施要項（案）について

○洗濯場・一般廃棄物処理施設の運転等に係る業務請負（日本原子力研究開発機構）

○労災ケアサポート事業（厚生労働省）

○労災特別介護援護事業（厚生労働省）

第279回：平成25年9月13日 実施要項（案）について

○電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務（経済産業省）

○空港有害鳥類防除業務（国土交通省）

第280回：平成25年9月20日 １．道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等の事業譲渡に関する対応について（国土交通省）

２．入札結果報告について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

３．事業の評価（案）について

○道路、河川・ダムにおける発注者支援業務等（国土交通省）

４．入札結果報告について

○港湾・空港における発注者支援業務（国土交通省）

５．事業の評価（案）について

○港湾・空港における発注者支援業務（国土交通省）

６．実施要項（案）について

○那須平成の森運営管理業務（環境省）

７．事業の評価（案）について

○国有林間伐業務（農林水産省）



第281回：平成25年9月24日 実施要項（案）について

○名古屋国税局管内の施設の管理・運営業務（財務省）

○大阪国税局管内の施設の管理・運営業務（財務省）

○中小企業大学校における企業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運営等業務（（独）
中小企業基盤整備機構）

・26年度以降の民間競争入札に関する考え方について

・実施要項（案）について

○防衛省硫黄島及び防衛大学校の調理作業等委託業務（防衛省）

第282回：平成25年9月25日 実施要項（案）について

○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（法務省）

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

第283回：平成25年9月27日 １．実施要項（案）について

○航空交通管制機器等保守業務＜新千歳空港・大阪空港・福岡空港＞（国土交通省）

○航空交通管制機器部品補給管理等業務請負（国土交通省）

○航空灯火・電源施設の維持管理業務＜東京空港・新千歳空港・大阪空港・福岡空港＞（国土交通省）

○石油産業情報化推進調査（経済産業省）

２．空港有害鳥類防除業務に関する報告（国土交通省）

３．東北森林管理局における入札結果等について（農林水産省）

第284回：平成25年10月1日 実施要項（案）について

○大阪合同庁舎第２・４号館の管理・運営業務（財務省）

○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）（経済産業省）

第285回：平成25年10月8日 １．実施要項（案）について

○産業財産権研究推進事業（経済産業省）

○海外映画祭出品等支援事業（文部科学省）

２．事業の評価（案）について

○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2013実施業務」（環境省）

第286回：平成25年10月9日 実施要項（案）について

○放射線等に関する学習用機器（簡易放射線測定器）の貸出業務（文部科学省）

○放射線利用技術等国際交流（研究者育成）業務（文部科学省）

第287回：平成25年10月15日 実施要項（案）について

○石油ガス流通合理化調査（経済産業省）

○土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験に係る試験監督等業務（環境省）

第288回：平成25年10月16日 実施要項（案）について

○進路相談等部外委託（防衛省）

○イオン照射研究施設等利用管理支援業務（日本原子力研究開発機構）

○電子加速器・コバルト照射施設の運転保守業務（日本原子力研究開発機構）

第289回：平成25年10月22日 実施要項（案）について

○森林総合研究所本所施設の管理業務（（独）森林総合研究所）

○農林水産業・食品産業科学技術研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（農林水産省）

○診療放射線技師国家試験事業外５試験事業（厚生労働省）

第290回：平成25年10月29日 実施要項（案）について

○森林技術総合研修所の管理・運営業務（林野庁）

○森林生態系多様性基礎調査（林野庁）

○森林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（林野庁）

○土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験に係る試験監督等業務（環境省）

第291回：平成25年10月30日 実施要項（案）について

○刑事施設における被収容者に対する給食業務（法務省）

○刑事施設における総務業務（法務省）

第292回：平成25年11月5日 実施要項（案）について

○中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務（厚生労働省）

○外務省庁舎等施設管理業務（外務省）



第293回：平成25年11月8日 １．実施要項（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

○電子海図システム管理装置ほか一式借入保守（国土交通省）

２．事業の評価（案）について

○国際協力人材センター運営及びPARTNERシステム再構築・運用保守業務（外務省）

３．実施要項（案）について

○財務局の未利用国有地の管理等業務（財務省）

○財務局の普通財産の管理処分等業務（財務省）

４．（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務の契約変更について（（独）都市再生機構）

第294回：平成25年11月15日 １．実施要項（案）について

○法務本省内LANシステム等の更新整備及び運用管理業務（法務省）

○法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

○消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務（消費者庁）

２．事業の評価（案）について

○民間給与実態統計調査(財務省)

第295回：平成25年11月19日 １．実施要項（案）について

○住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務（防衛省）

○自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査（独））

○計量士国家試験事業（経済産業省）

２．日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務に係る契約変更について（（独）日本スポー
ツ振興センター）

第296回：平成25年11月25日 実施要項（案）について

（書面審議） ○消費者庁のネットワークシステムの運用支援業務（消費者庁）

第297回：平成25年11月26日 実施要項（案）について

（17:00～17:53） ○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2014実施業務」（環境省）

○一般定期健康診断等業務（農林水産省）

第298回：平成25年11月29日 １．実施要項（案）について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等(国土交通省)

○港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

２．事業の評価（案）について

○内水面漁業生産統計調査(農林水産省)

第299回：平成25年12月6日

第300回：平成25年12月11日

第301回：平成26年1月14日 実施要項（案）について

○産業財産権研究推進事業（特許庁）

○海外映画祭出品等支援事業（文化庁）

第302回：平成26年1月29日 １．実施要項（案）について

○放射性廃棄物重要基礎技術研究調査（経済産業省）

２．国民年金保険料の収納事業

○国民年金保険料の収納事業における改善指示に係る履行状況について（日本年金機構）【非公開】

○国民年金保険料の収納事業における報告徴収に関する報告について（日本年金機構）【非公開】

第303回：平成26年1月31日 実施要項（案）について

○電子政府利用支援センターの運用等の請負（総務省）

○JF-NET運用管理支援等業務（（独）国際交流基金）

○業務システムにかかるサーバ機器等賃貸借・保守および運用支援業務（（独）国立科学博物館）

○政府米の販売等業務（農林水産省）

第304回：平成26年2月4日

「政府米の販売等業務」に関する状況説明（農林水産省）【非公開】

国民年金保険料の収納事業における報告徴収に係る報告について（日本年金機構）【非公開】

JICAボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）に係る契約変更について（（独）国際協力機構）



第305回：平成26年2月5日 １．実施要項（変更案）について

○地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

２．事業の評価（案）について

○国民年金保険料の収納事業（日本年金機構）

３．国民年金保険料の収納事業の契約変更について（日本年金機構）【非公開】

第306回：平成26年2月7日 １．実施要項（案）について

○（独）統計センターLAN等運用管理業務（（独）統計センター）

○国際協力人材センターに関する業務（（独）国際協力機構）

２．情報基盤サービス業務における「シンクライアントPC・プリンター調達の分離」について（（独）新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構）

第307回：平成26年2月21日 １．実施要項（案）について

○国有林の間伐事業（農林水産省）

○容器包装利用・製造等実態調査（経済産業省・農林水産省）

２．事業の評価（案）について

○消費動向調査（内閣府）

３．契約変更及び事業の評価（案）について

○サービス産業動向調査（総務省）

第308回：平成26年2月25日

（書面審議）

第309回：平成26年2月26日 実施要項（案）について

○国民年金保険料の収納事業について（日本年金機構）

第310回：平成26年3月7日 １．事業の評価（案）について

○農業物価統計調査（農林水産省）

２．情報システム運用業務の契約変更について（(独)情報通信研究機構）

第311回：平成26年3月14日 １．実施要項（案）について

○内閣府LAN(共通システム)の運用管理業務（内閣府）

○調査統計システム運用管理支援業務（経済産業省）

○国土交通省　本省行政情報ネットワークシステムの運用管理業務（国土交通省）

２．実施要項の変更（案）について

○財務局の未利用国有地の管理等業務（財務省）

第312回：平成26年4月4日 １．実施要項（案）について

○サービス産業動向調査（総務省）

２．事業の評価（案）について

○国営公園運営維持管理業務（国土交通省・内閣府）

入札単位の報告について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

○港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

第313回：平成26年4月15日 事業の評価（案）について

○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（（独）駐留軍等労働者労務管理機構）

第314回：平成26年4月16日

第315回：平成26年5月20日 事業の評価（案）等について

○在宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務（防衛省）

○財務本省研修所の管理・運営業務（財務省）

○警察大学校の施設管理業務（警察庁）

○JICAボランティア派遣前訓練実施業務（駒ヶ根）（（独）国際協力機構）

第316回：平成26年5月23日 事業の評価（案）について

○（独）日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務（（独）日本貿易振興機構）

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

○東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務　（（独）国立文化財機構）

○東京国立博物館等の施設管理・運営業務（（独）国立文化財機構）

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に係る契約変更について

国民年金保険料の収納事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置について（日本年金機構）



第317回：平成26年5月28日 １．実施要項（案）について

○国税局電話相談センターにおける相談業務（財務省）

２．国民年金保険料の収納事業

○国民年金保険料の収納事業における契約変更について（日本年金機構）【非公開】

○国民年金保険料の収納事業の報告について（日本年金機構）【非公開】

第318回：平成26年5月29日 １．事業の評価（案）等について

○総務省情報通信政策研究所施設の管理・運営業務（総務省）

○永田町合同庁舎の管理・運営業務（内閣府）

２．実施要項（案）について

○漂着ごみ対策総合検討事業（環境省）

第319回：平成26年5月30日 １．事業の評価（案）について

○経済産業省企業活動基本調査（経済産業省）

２．入札結果報告について

○財務局の普通財産の管理処分等業務を国自ら実施することについて（財務省）

第320回：平成26年6月3日 事業の評価（案）等について

○（独）国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○（独）国際交流基金関西国際センター施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○国土交通大学校（小平本校）の施設管理業務（国土交通省）

○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）

○東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務（（独）国立美術館）

○ビジネスライブラリー運営業務（（独）日本貿易振興機構）

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第321回：平成26年6月6日 １．実施要項（案）について

○宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務（宮内庁）

２．契約変更（案）について

○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（厚生労働省）

３．事業の評価（案）について

○航空保安無線施設等の保守業務＜仙台、中部、那覇ブロック＞（国土交通省）

○海外移住資料館の運営等業務（（独）国際協力機構）

第322回：平成26年6月9日 事業の評価（案）等について

○産業技術総合研究所つくばセンター施設管理等業務（（独）産業技術総合研究所）

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

○中央畜産研修施設管理・運営事業（（独）家畜改良センター）

○外務省研修所の管理・運営業務（外務省）

○税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務（国税庁）

○（独）国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○（独）国際交流基金日本語国際センター海外日本語教師研修接遇業務（（独）国際交流基金）

第323回：平成26年6月13日 事業の評価（案）について

○空港土木施設の維持管理業務＜稚内、釧路、丘珠等＞（国土交通省）

○航空灯火・電源施設の維持管理業務＜稚内、釧路、函館等＞（国土交通省）

第324回：平成26年6月17日 １．事業の評価（案）等について

○環境省環境調査研修所施設の管理・運営業務（環境省）

○国土地理院施設管理業務（国土交通省）

２．実施要項（案）について

○JICAボランティア募集支援業務（（独）国際協力機構）

第325回：平成26年6月24日 事業の評価（案）等について

○税関研修所及び関税中央分析所の管理・運営業務（財務省）

○（独）国際交流基金日本語国際センター施設管理・運営業務（（独）国際交流基金）

○大学入試センター試験の出願受付業務・成績通知業務（（独）大学入試センター）

○インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務（総務省）

第326回：平成26年6月25日 実施要項（変更案）について

○刑事施設の総務業務（法務省）



第327回：平成26年6月27日 事業の評価（案）について

○社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）

○容器包装利用・製造等実態調査（経済産業省）

第328回：平成26年7月11日 １．入札結果報告及び事業の評価（案）について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

○港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

２．事業の評価（案）について

○国有林の間伐事業（農林水産省）

第329回：平成26年7月25日 実施要項（案）について

○原子力機構基幹情報システムの運用支援業務（（独）日本原子力研究開発機構）

第330回：平成26年7月30日 実施要項（案）について

○新規起業事業場就業環境整備事業（厚生労働省）

第331回：平成26年8月1日 １．実施要項（案）について

○LANシステム運用支援業務一式（公正取引委員会）

○情報基盤サービス業務（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構）

２．入札結果報告及び実施要項変更（案）について

○JF-NET運用管理支援等業務（（独）国際交流基金）

第332回：平成26年8月5日 １．実施要項（案）について

○国際協力機構東京国際センター施設管理・運営業務（（独）国際協力機構）

○国際協力機構筑波国際センター施設管理・運営業務（（独）国際協力機構）

２．中小企業大学校（東京校）の平成27年度以降の民間競争入札に関する考え方について

第333回：平成26年9月2日 実施要項（案）について

○中部空港合同庁舎他３施設維持管理業務（財務省）

○中小企業大学校における企業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等業務（東京
校）（（独）中小企業基盤整備機構）

第334回：平成26年9月3日 実施要項（案）について

（書面審議） ○航空灯火施設維持工事（国土交通省）

第335回：平成26年9月16日 実施要項（案）について

○水産物流情報発信事業（農林水産省）

○東京国立近代美術館フィルムセンターの管理・運営業務（（独）国立美術館）

第336回：平成26年9月26日 実施要項（案）について

○東京国際空港海上制限区域警備業務（国土交通省）

○東京国際空港場周警備設備等保守業務（国土交通省）

○海外移住資料館の運営等業務（（独）国際協力機構）

事業の評価（案）について

○（独）都市再生機構の賃貸住宅入居者募集業務（（独）都市再生機構）

第337回：平成26年10月1日 実施要項（案）について

○日雇労働者等技能講習事業（厚生労働省）

○要介護認定適正化推進事業（厚生労働省）

○養育費相談支援センター事業（厚生労働省）

第338回：平成26年10月3日 実施要項（案）について

○アジア経済研究所図書館運営業務（（独）日本貿易振興機構）

第339回：平成26年10月7日 １．実施要項（案）について

○（独）産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務（（独）産業技術総合研究所）

○防衛大学校の本科学生等の営内居住者に対する調理作業等（防衛省）

２．事業の評価（案）等ついて

○環境保全普及推進事業（環境省）

第340回：平成26年10月10日 実施要項（案）について

○（独）農業・食品産業技術総合研究機構等の施設の管理・運営業務（（独）種苗管理センター、（独）農
業・食品産業技術総合研究機構、（独）農業生物資源研究所、（独）農業環境技術研究所、（独）国際農林水
産業研究センター）

○国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務（厚生労働省）



第341回：平成26年10月15日 実施要項（案）について

○放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務（文部科学省）

○若年者地域連携事業（厚生労働省）

第342回：平成26年10月17日 実施要項（案）について

○原子力機構基幹情報システムの運用支援業務（(独)日本原子力研究開発機構）【非公開】

○全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）運用支援業務（(独)国民生活センター）

○空港土木施設維持修繕工事（国土交通省）

○(独)国立病院機構の物品調達業務（(独)国立病院機構）

第343回：平成26年10月21日 実施要項（案）について

○研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（エネル
ギー対策特別会計））（文部科学省）

○研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（一般会
計））（文部科学省）

○研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究振興事業に関する課題の調査分析業務）（文部科学
省）

○研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分析
業務）（文部科学省）

○JICAボランティア支援業務（派遣前訓練実施業務）（駒ヶ根）（（独）国際協力機構）

第344回：平成26年10月22日 実施要項（案）について

○放射性廃棄物海外総合情報調査（経済産業省）

○国民年金保険料の収納事業（日本年金機構）

○放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務（文部科学省）

第345回：平成26年10月24日 実施要項（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

第346回：平成26年10月27日 実施要項（案）について

○税関研修所及び関税中央分析所の管理・運営業務（財務省）

○国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業（（独）国民生活センター）

○（独）宇宙航空研究開発機構の広報普及業務支援（（独）宇宙航空研究開発機構）

第347回：平成26年10月29日 実施要項（案）について

○外国人就労・定着支援研修事業（厚生労働省）

第348回：平成26年11月4日 実施要項（案）について

○警察大学校の管理・運営業務（警察庁）

○文化庁メディア芸術祭の企画・運営（文化庁）

○海外映画祭出品等支援事業（文化庁）

○薬物乱用防止啓発訪問事業（厚生労働省）

第349回：平成26年11月21日 １．事業の評価（案）について

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務（農林水産省）

２．実施要項（案）について

○港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

第350回：平成26年11月25日 実施要項（案）について

○（独）国民生活センター相模原事務所の企画・管理・運営業務（（独）国民生活センター）

○環境保全普及推進事業「エコライフ・フェア2015実施業務」（環境省）

第351回：平成26年12月2日 実施要項（案）について

○産業財産権研究推進事業（特許庁）

第352回：平成27年1月21日 契約変更について

○国民年金保険料の収納事業における契約変更について（日本年金機構）【非公開】

第353回：平成27年1月23日 １．実施要項（案）について

○機構内情報共有システム（Withシステム）の運用業務の調達（（独）住宅金融支援機構）

○農林水産省行政情報システムの運用管理業務（農林水産省）

○国有林の間伐等事業（農林水産省）

２．空港土木施設維持修繕工事（徳島空港）の契約の解除について（国土交通省）

第354回：平成27年2月27日 実施要項（案）について

○政府米販売等業務（農林水産省）



第355回：平成27年3月5日 １． 事業の評価（案）について

（書面審議） ○情報処理技術者試験事業（（独）情報処理推進機構）

２．(独)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係る民間競争入札の経緯及び今後の対応につ
いて（ (独)産業技術総合研究所）

第356回：平成27年3月6日 １．事業の評価（案）等について

○登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省）

２．労災特別介護援護事業の契約変更（案）について（厚生労働省）

３．国民年金保険料の収納事業の契約変更（案）について（日本年金機構）【非公開】

第357回：平成27年3月13日 事業評価（案）について

○国営公園運営維持管理業務（国土交通省）

第358回：平成27年4月28日 実施要項（案）について

○漂着ごみ対策総合検討事業（環境省）

第359回：平成27年5月15日 １．実施要項（案）について

○機構情報ネットワーク管理業務（（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

２．事業の評価（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

第360回：平成27年5月19日 事業の評価（案）について

○一般定期健康診断等業務（関東森林管理局の本局ほか）（林野庁）

○電子商取引モニタリング事業（消費者庁）

○ＪＩＣＡボランティア支援業務（選考支援業務）（（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）（（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）（二本松）（（独）国際協力機構）

第361回：平成27年5月22日 １．実施要項（案）について

○コンピュータシステム運用管理業務（（独）国際協力機構）

２．事業評価（案）について

○情報処理システム運用管理業務（国立研究開発法人港湾空港技術研究所）

○情報システム運用業務（国立研究開発法人情報通信研究機構）

○（独）国立病院機構の物品調達（（独）国立病院機構）

第362回：平成27年5月26日 事業の評価（案）について

○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）

○東京港湾合同庁舎等（税関）の管理・運営業務（財務省）

○国立新美術館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

○法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務（東京）（法務省）

○法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務（千葉）（法務省）

○法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務（さいたま）（法務省）

○経済産業研究所データベース業務（（独）経済産業研究所）

第363回：平成27年5月29日 １．実施要項（案）について

○第四期RIETI　PC-LANサービスの調達（（独）経済産業研究所）

○政府統計共同利用システムの運用・保守業務（（独）統計センター）

２．事業の評価（案）について

○基幹サーバ等運用管理作業（（独）造幣局）

○ネットワークシステム運用管理支援請負作業（（独）国立印刷局）

第364回：平成27年6月2日 事業の評価（案）について

○「地図と測量の科学館」の管理運営業務（国土交通省）

○国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務（国土交通省）

○画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱（内閣官房）

○商標審査前サーチレポート（商標の文字部に関する識別力等調査）作成事業（特許庁）

○商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業（特許庁）

○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（特許庁）

○海外映画祭出品等支援事業（文化庁）

第365回：平成27年6月3日 事業の評価（案）について



○国税局の電話相談センターにおける相談業務（国税庁）

○労働保険加入促進業務（厚生労働省）

第366回：平成27年6月5日 １．実施要項（案）について

○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（（独）国立青少年教育振興機構）

２．事業の評価（案）について

○基幹業務用シンクライアントシステムの運用支援業務（国立研究開発法人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（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）

○原子力コードの高速化・計算機性能評価業務（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）

第367回：平成27年6月12日 １．実施要項（案）について

○矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

２．事業の評価（案）について

○航空灯火・電源施設の維持管理業務＜仙台、成田国際、中部国際等＞（国土交通省）

○空港土木施設の維持管理業務＜新千歳、三沢、仙台等＞（国土交通省）

第368回：平成27年6月16日 事業の評価（案）について

○中央実習センター施設等管理・運営事業（自動車検査（独））

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（関東検査部管内）（自動車検査（独））

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（北陸信越・中部検査部管内）（自動車検査（独））

○防衛大学校の本科学生等の営内居住者に対する調理作業等業務委託（防衛省）

○登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業（特許庁）

第369回：平成27年6月19日 １．実施要項（案）について

○機構情報ネットワーク管理業務（（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

２．事業の評価（案）について

○総務省LANシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省）

○消費動向調査（内閣府）

○建設関連業等の業態調査（国土交通省）

第370回：平成27年6月23日 １．事業の評価（案）について

○（独）水産大学校の施設の管理・運営業務（（独）水産大学校）

○経済産業研修所の管理・運営業務（経済産業省）

○農林水産業・食品産業科学技術研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（農林水産省）

○漂着ごみ対策総合検討事業（環境省）

２．契約変更（案）について

○（独）国際協力機構東京国際センター施設管理・運営業務

第371回：平成27年6月26日 １．入札結果報告及び事業評価（案）について

○道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

○港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

２．事業評価（案）について

○国有林の間伐事業（農林水産省）

第372回：平成27年7月10日 １．実施要項（案）について

○情報システムの総括運用管理支援業務委託（（独）日本芸術文化振興会）

○情報システム運用支援業務（（研）土木研究所）

○情報システム運用支援・ヘルプデスク等業務（（独）労働政策研究・研修機構）

２．事業の評価（案）について

○大山隠岐国立公園大山寺及び桝水原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

○実施要項（案）について

　・登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省）

○実施要項（案）について

　・神戸地方合同庁舎の管理・運営業務（財務省）

　・横浜第２合同庁舎の管理・運営業務（財務省）

　・（独）国際協力機構の市ヶ谷ビルの施設管理（（独）国際協力機構）

○実施要項（案）について

　・情報システムの運用及び管理業務（（独）酒類総合研究所）

　・情報処理システム運用管理業務（（国）港湾空港技術研究所）

第374回：平成27年9月2日

第375回：平成27年9月4日

第373回：平成27年8月26日



○実施要項（案）について

　・上石神井庁舎の管理・運営業務（厚生労働省）

　・（独）労働政策研究・研修機構の労働大学校の施設管理・運営業務（（独）労働政策研究・研修機構）

○実施要項（案）について

　・東京国際空港灯火・電力監視制御システム保守請負業務（国土交通省）

○実施要項（案）について

　・書面によるデータエントリー業務（特許庁）

　・国際出願に関する書面等のデータエントリー業務（特許庁）

○事業評価（案）について

　・文部科学省内ネットワークの運用管理業務（文部科学省）

○実施要項（案）について

　・東京国際空港警備業務（国土交通省）

○実施要項（案）について

　・東京港湾合同庁舎等の管理・運営業務（財務省）

○事業評価（案）について

　・環境保全普及推進事業

○実施要項（案）について

　・医科学研究用霊長類繁殖育成等業務（（国）医薬基盤・健康・栄養研究所）

○実施要項（案）について

　・Ｊクレジット創出支援業務（環境省）

　・ＪＩＣＡボランティア支援業務（選考支援業務）（（独）国際協力機構）

○実施要項（案）について

　・「新卒応援ハローワーク」、「わ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、キャリア・コンサルティング等業務（厚生労働省）

○事業評価（案）について

　・環境省ネットワークシステムの更改及び運用保守業務（環境省）

○実施要項（案）について

　・総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省）

　・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（（独）大学入試センター）

　・空港土木施設の維持管理業務（維持管理業務）

　・空港有害鳥類防除業務（国土交通省）

○実施要項（案）について

　・文化庁メディア芸術祭の企画・運営（文化庁）

　・劇場・音楽堂等基盤整備事業（文化庁）

○実施要項（案）について

　・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等の施設の管理・運営業務

　　　（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）

　　　（国立研究開発法人農業生物資源研究所）

　　　（国立研究開発法人農業環境技術研究所）

　　　（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター）

　　　（（独）種苗管理センター）

　・国立新美術館の管理・運営業務（（独）国立美術館）

　・内陸及び沿岸海域の活断層調査（文部科学省）

○実施要項（案）について

　・労働保険加入促進業務（厚生労働省）

　・日雇労働者等技能講習事業（厚生労働省）

○事業評価（案）について

　・刑事施設の運営業務（法務省）

第378回：平成27年9月16日

第377回：平成27年9月11日

第381回：平成27年9月30日

第380回：平成27年9月29日

第385回：平成27年10月13日

第382回：平成27年10月6日

第384回：平成27年10月9日

第383回：平成27年10月7日

第387回：平成27年10月21日

第386回：平成27年10月20日

第376回：平成27年9月7日

第379回：平成27年9月18日



○実施要項（案）について

　・国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務（国土交通省）

　・中央実習センターの管理・運営事業（自動車検査（独））

　・自動車検査用機械器具の保守管理業務（関東検査部管内）　（自動車検査（独））

　・自動車検査用機械器具の保守管理業務（中部・北陸信越検査部管内）　（自動車検査（独））

　・農林水産業・食品産業科学技術研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（農林水産省）

○実施要項（案）について

　・海洋環境における放射能調査及び総合評価（原子力規制委員会）

　・次代の文化を創造する新進芸術家育成事業の運営業務（文化庁）

○実施要項（案）について

　・アジア地域原子力協力に関する調査業務（内閣府）

　・地震調査研究推進本部の評価等支援業務（文部科学省）

○実施要項（案）について

　・産業財産権研究推進事業（特許庁）

　・登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業（特許庁）

　・商標審査前サーチレポート（商標の文字部に関する識別力等調査）作成事業（特許庁）

　・商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業（特許庁）

○実施要項（案）について

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査分析業務（一般会
計））（文部科学省）

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査分析業務（エネル
ギー対策特別会計））（文部科学省）

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究振興事業に関する課題の調査分析業務）（文部科学
省）

　・研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分
析業務）（文部科学省）

○実施要項（案）について

　・建設業取引適正化センター設置業務（国土交通省）

○契約変更について

　・刑事施設における被収容者に対する給食業務（法務省）

○実施要項（案）について

　・道路、河川・ダム、都市公園における発注者支援業務等（国土交通省）

　・港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）

○実施要項（案）について

　・電子計算機システム一式（（独）国立特別支援教育総合研究所）

○業務内容変更（案）について

　・原子力規制委員会行政情報システムの運用管理支援業務（原子力規制委員会）

○実施要項（案）について

　・大山隠岐国立公園大山寺及び桝水高原集団施設地区公園施設維持管理、情報提供等業務（環境省）

○その他

　・原子力機構基幹情報システムの運用支援業務の契約変更について（事務局）

○契約変更について

　・地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務（法務省）

○実施要項（案）について

　・国有林の間伐等事業

○事業評価（案）について

　・矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務（法務省）

　・財務省行政情報化ＬＡＮシステムの運用管理業務（財務省）

○実施要項案について

　・取引価格等土地情報の実査・提供等に関する業務（国土交通省）

第392回：平成27年11月17日

第391回：平成27年11月10日

第398回：平成28年2月5日

第397回：平成28年1月27日
（書面）

第395回：平成28年1月22日

第393回：平成27年11月18日

第395回：平成27年12月4日

第399回：平成28年2月10日

第390回：平成27年11月4日

第389回：平成27年10月28日

第388回：平成27年10月27日

第394回：平成27年11月20日



○事業評価（案）について

　・サービス産業動向調査（総務省）

○実施要項（案）について

　・政府米の販売等業務（農林水産省）

○その他

○実施要項（案）について

　・「ＪＩＣＡ地球ひろば」の企画運営管理業務（（独）国際協力機構）

　・測量士・測量士補試験事業（国土交通省）

○契約変更について

　・日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務　（（独）日本スポーツ振興センター）

○実施要項（案）変更について

　・東京港湾合同庁舎等（税関）の管理・運営業務（財務省）

○実施要項（変更案）について

　・建設業取引適正化センター設置業

○契約変更について

　・外国人就労・定着支援研修事業

第400回：平成28年2月19日

第40１回：平成28年2月２３日

第402回：平成28年2月26日



施設研修等分科会

１．施設・研修等分科会の検討テーマについて

２．施設・研修業務に関する今後の検討の進め方について

 施設関連業務に関する各省ヒアリング

（総務省、財務省、国土交通省）

 施設関連業務に関する各省ヒアリング

（法務省、外務省、農林水産省）

第4回 平成19年7月3日  施設・研修等分科会の検討状況等について

第5回 平成19年9月6日  独立行政法人の市場化テストについて

１．（独）国立公文書館の業務に関するヒアリング

２．（独）国民生活センターの業務に関するヒアリング  

第7回 平成19年9月21日  （独）都市再生機構の業務に関するヒアリング

１．（独）日本芸術文化振興会の業務に関するヒアリング

２．（独）日本スポーツ振興センターの業務に関するヒアリング

３．（独）大学入試センターの業務に関するヒアリング

１．（独）国際協力機構の業務に関するヒアリング

２．（独）国際交流基金の業務に関するヒアリング

３．（独）駐留軍等労働者労務管理機構の業務に関するヒアリング

１．（独）農林水産消費安全技術センターの業務に関するヒアリング

２．（独）種苗管理センターの業務に関するヒアリング

３．（独）家畜改良センターの業務に関するヒアリング

１．（独）雇用・能力開発機構の業務に関するヒアリング

２．（独）労働政策研究・研修機構の業務に関するヒアリング

３．（独）高齢・障害者雇用支援機構の業務に関するヒアリング

１．（独）製品評価技術基盤機構の業務に関するヒアリング

２．（独）工業所有権情報・研修館の業務に関するヒアリング

３．（独）中小企業基盤整備機構の業務に関するヒアリング

第12回 平成19年10月5日

第11回 平成19年10月3日

第10回 平成19年10月1日

第9回 平成19年9月26日

第8回 平成19年9月25日

第1回 平成19年5月7日

第6回 平成19年9月20日

第3回 平成19年6月1日

第2回 平成19年5月24日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/703/703.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/906/906.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/921/921.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1005/1005.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1003/1003.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1001/1001.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/926/926.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/925/925.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/507/507.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/920/920.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/601/601.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/524/524.html


１．（独）情報通信研究機構の業務に関するヒアリング

２．自動車検査独立行政法人の業務に関するヒアリング

３．（独）国際観光振興機構の業務に関するヒアリング

１．（独）国立美術館の業務に関するヒアリング

２．（独）国立文化財機構の業務に関するヒアリング

３．（独）国立科学博物館の業務に関するヒアリング

１．（独）国立印刷局の業務に関するヒアリング

２．（独）造幣局の業務に関するヒアリング

３．（独）国立病院機構の業務に関するヒアリング

４．（独）労働者健康福祉機構の業務に関するヒアリング

第16回 平成19年10月23日  独立行政法人の市場化テストについて

１．（独）日本スポーツ振興センターの業務に関するヒアリング

２．自動車検査独立行政法人の業務に関するヒアリング

３．（独）国際観光振興機構の業務に関するヒアリング

１． 施設・研修等分科会について

２． 警察庁の語学研修業務への民間競争入札導入の検討

３． 財務省教育研修施設の民間競争入札実施対象箇所

４． 一般庁舎の管理・運営業務への官民競争入札等導入の検討

５． 施設の管理・運営業務の標準的な実施要項の策定

６． 民間競争入札に準じた手続による一般競争入札  

第19回 平成20年5月16日  一般庁舎の管理・運営業務への官民競争入札等導入の検討

１．情報処理技術者試験事業の民間競争入札の実施計画について・（独）情報処理推
進機構からのヒアリング

２．刑事施設への民間競争入札導入の検討

・ 法務省からのヒアリング

３．一般庁舎の管理・運営業務への官民競争入札等導入の検討

第20回 平成20年9月24日

第18回 平成20年3月28日

第17回 平成19年11月14日

第15回 平成19年10月15日

第14回 平成19年10月10日

第13回 平成19年10月9日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1023/1023.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2008/0516/0516.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2008/0924/0924.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2008/0328/0328.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1114/1114.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1015/1015.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1010/1010.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2007/1009/1009.html


１．美祢社会復帰促進センターの視察・ヒアリング結果について

　・ 事務局からの報告

２．地方公共団体・民間事業者からのヒアリング

　・ 北海道月形町

　・ セントラル警備保障（株）

　・ 三井物産（株）

刑事施設への官民競争入札等の導入について

　・ 島根あさひ社会復帰促進センターヒアリング結果の報告

　・ 主な論点と今後の検討の方向性

１．施設疋研修等分科会における当面の課題と検討スケジュールについて

２．「公共サービス改革基本方針」の改定に向けた調整状況について

第24回 平成21年6月18日 刑事施設への民間競争入札の導入について

１．刑事施設関連業務に係る措置に関する計画（案）について

２．民間競争入札の実施に向けて考慮すべきと考えられる事項（案）について

１．平成22年度における国際交流会館等の運営等業務の民間競争入札の実施計画につ
いて

　・（独）日本学生支援機構からのヒアリング

２．平成22年度における海外観光宣伝事務所の業務の民間競争入札の実施予定につい
て

　・（独）国際観光振興機構からのヒアリング

１．平成22年度における森林技術総合研修所の管理・運営業務の民間競争入札の実施
計画について

　・林野庁からのヒアリング

２．平成22年度における海外観光宣伝事務所の業務の民間競争入札の実施計画につい
て

　・観光庁及び（独）国際観光振興機構からのヒアリング

（独）国立公文書館の広報・普及啓発事業の民間競争入札の実施予定について

　・（独）国立公文書館からのヒアリング

１．施設管理分野における大臣指示（霞ヶ関８庁舎、防衛省本庁舎等への市場化テス
ト導入）への対応状況の報告

２．合同庁舎２号館における警察庁占有部分の警備業務について

　・警察庁からのヒアリング

第29回 平成22年3月18日

第28回 平成21年12月1日

第27回 平成21年10月20日

第26回 平成21年9月18日

第25回 平成21年7月15日

第23回 平成21年5月25日

第22回 平成20年11月6日

第21回 平成20年10月23日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/0618/0618.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2010/0318/0318.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/1201/1201.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/1020/1020.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/0918/0918.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/0715/0715.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2009/0525/0525.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2008/1106/1106.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2008/1023/1023.html


第30回 平成22年5月11日 公共サービス改革基本方針（別表）のフォローアップ結果について

第31回 平成22年7月12日
平成23年度以降の中小企業大学校の研修事業及び施設の運営等業務の民間競争入札の
実施計画について

第32回 平成23年12月15日 平成23年度公共サービス改革法対象事業の選定について【非公開】

第33回 平成24年12月10日 平成24年度公共サービス改革法対象事業の選定等について【非公開】

第34回 平成25年3月5日
国際協力機構からのヒアリング（調査団派遣に要する通訳等の業務及びJICAコンサル
タント契約）

第35回 平成25年3月13日 日本スポーツ振興センターからのヒアリング（totoくじ販売に関する広報宣伝業務）

【非公開】

１．法務省の業務に関するヒアリング

２．（独）造幣局の業務に関するヒアリング

３．（独）日本スポーツ振興センターの業務に関するヒアリング

４．（独）日本学生支援機構の業務に関するヒアリング

【非公開】

日本スポーツ振興センターからのヒアリング（totoくじ販売に関する広報宣伝業務）

第38回 平成25年9月12日 平成25年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

第39回 平成25年12月9日 平成25年度の対象事業選定と今後の進め方について【非公開】

第37回 平成25年4月15日

第36回 平成25年3月15日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2010/0511/0511.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2010/0712/0712.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2011/1215/1215.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2012/1210/1210.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2013/0305/0305.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2013/0313/0313.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2013/0912/0912.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2013/1209/1209.html


１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

　・播磨研究所大型放射光施設（SPring-8）及び関連施設運転業務

　・大型放射光施設（Spring-8）及び関連施設建屋・設備等運転保守業務のうち
SACLAに関する部分

　・Ｘ線自由電子レーザー装置等の運転監視業務

　・Ｘ線自由電子レーザー装置等の保守・整備・調整業務

　　（上記４事業は文部科学省、（独）理化学研究所）

　・中東産油国向け産業協力事業（経済産業省、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源
機構）

２．別表フォローアップに関する対応について

　・全国港湾海洋波浪情報網における海象情報データ伝送補助業務（国土交通省）

１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

　・登記情報システムの業務アプリケーション保守業務（法務省）

　・被ばく医療共同研究施設放射性廃棄物処理設備の運転保守管理業務請負（文部科
学省、（独）放射線医学総合研究所）

　・重粒子線がん治療装置及びサイクロトロン装置の運転及び維持管理等業務（文部
科学省、（独）放射線医学総合研究所）

　・重粒子線棟及び新治療研究棟機械設備運転保守管理業務（文部科学省、（独）放
射線医学総合研究所）

【非公開】

　・totoくじ販売に関する広報宣伝業務（文部科学省、（独）日本スポーツ振興セン
ター）

別表フォローアップに関する対応について

　・経済産業省基盤情報システムの運用管理業務（経済産業省）

　・（独）国際協力機構の技術協力機材の在外調達支援業務（（独）国際協力機構）

【第23回公物管理等分科会と合同開催】

　・平成26年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

　・平成26年度基本方針別表に関するフォローアップ方針について【非公開】

第44回 平成26年12月9日 平成26年度の対象事業選定と今後の進め方等について【非公開】

１．厚生労働省が実施している「「医師国家試験事業」外５試験業務」の取扱いにつ
いて

２．業務フロー・コスト分析に係るヒアリング

　・（独）日本芸術文化振興会の劇場等の管理・運営等業務（（独）日本芸術文化振
興会）

　・自動車検査（独）が実施している業務（自動車検査（独））

第45回 平成27年2月6日

第43回 平成26年9月8日

第42回 平成26年8月6日

第41回 平成26年3月12日

第40回 平成26年2月17日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2014/1209/1209.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0206/0206.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2014/0908/0908.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2014/0806/0806.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2014/0312/0312.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2014/0217/0217.html


１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

　・総合無線局監理システムの運用技術支援等の請負（総務省）

２．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について

　・（独）国立病院機構が行っている病院の施設管理業務（厚生労働省）

　・国立大学法人が行っている施設管理業務（文部科学省）

１．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について（再ヒア
リング）

　・国立大学法人が行っている施設管理業務（文部科学省）

　・（独）国立病院機構が行っている病院の施設管理業務（厚生労働省）

２．業務フロー・コスト分析の進捗状況について

　・（独）国際協力機構の技術協力機材の在外調達支援業務（外務省）

　・（独）駐留軍等労働者労務管理機構が実施している業務（防衛省）

○平成27年度官民競争入札等に係る対象事業選定等の方針（案）について【非公開】

○業務フロー・コスト分析に関するヒアリングについて【公開】

　・中小企業大学校における企業向け研修の企画及び受講者の募集に係る業務
（（独）中小企業基盤整備機構）

○「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について【公開】

　・（独）国立病院機構が行っている病院の施設管理業務について（事務局報告）

○平成27年度の事業選定の概況及びヒアリング候補事業の選定等について【非公開】

○業務フロー・コスト分析の新たな対象事業の選定について【非公開】

第50回 平成28年3月14日
１．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について
○エネルギー消費統計調査（経済産業省資源エネルギー庁）
○旅行・観光消費動向調査（国土交通省観光庁）

第49回 平成27年12月7日

第48回 平成27年9月8日

第47回 平成27年6月24日

第46回 平成27年3月5日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/1207/1207.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0908/0908.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0624/0624.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/shisetsu/2015/0305/0305.html


公物管理分科会

１．委員・専門委員紹介

２．当面の審議事項等について

第2回 平成19年5月29日 厚生労働省からのヒアリング

各省ヒアリング

（経済産業省、国土交通省）

第4回 平成19年6月25日 環境省からのヒアリング

独立行政法人からのヒアリング

（独立行政法人日本万国博覧会記念機構）

第6回 平成19年10月30日 国土交通省からのヒアリング

１．国土交通省からのヒアリング

２．公物管理分野の検討の進め方

１．農林水産省（林野庁）からのヒアリング （国有財産（林産物）の売
払業務、林道の新設・改良業務）

２．国土交通省からのヒアリング （空港土木施設、航空灯火、電源設備
の維持管理業務）

１．官民競争入札等監理委員会による提言について

２．国土交通省からのヒアリング（国営公園の維持管理業務）

第10回 平成22年1月29日
国土交通省及び農林水産省の公共サービス（道路、河川・ダム、国営公
園、国有林の各事業）の見直しについて

第11回 平成22年2月12日
環境省、国土交通省及び警察庁の公共サービス（国民公園、国立公園、空
港、警察通信）の見直しについて

第12回 平成23年12月13日 平成23年度公共サービス改革法対象事業の選定について【非公開】

第13回 平成24年2月21日
厚生労働省からのヒアリング（労災ケアサポート事業及び労災特別介護援
護事業）

第14回 平成24年12月12日 平成24年度公共サービス改革法対象事業の選定について【非公開】

第15回 平成25年9月12日 平成25年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

第16回 平成25年12月4日 平成25年度の対象事業選定と今後の進め方について【非公開】

１．別表フォローアップに関する対応について

○国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一式（特許庁）

○書面による手続のデータエントリー業務一式（特許庁）

１．別表フォローアップに関する対応について

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

○放射能測定調査（原子力規制委員会）

第1回 平成19年4月9日

第3回 平成19年6月12日

第5回 平成19年10月3日

第7回 平成20年6月24日

第8回 平成20年10月28日

第9回 平成21年3月31日

第17回 平成26年1月21日

第18回 平成26年1月30日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/529/529.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/625/625.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/1030/1030.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2010/0129/0129.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2010/0212/0212.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2011/1213/1213.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2012/0221/0221.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2012/1212/1212.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2013/0912/0912.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2013/1204/1204.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/409/409.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/612/612.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2007/1003/1003.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2008/0624/0624.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2008/1028/1028.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2009/0331/0331.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0121/0121.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0130/0130.html


１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

○特許等取得活用支援事業（経済産業省）

２．別表フォローアップに関する対応について

○地方交付税算定等業務（総務省）

１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリングについて

○全国学力・学習状況調査を実施するための委託事業（小学校・中学校）
（文部科学省）

○化学物質の人へのばく露量モニタリング調査（環境省）

○環境研究総合推進費研究管理・検討事業委託業務（環境省）

１．公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

○景気ウォッチャー調査（内閣府）

○保障措置環境分析調査（原子力規制委員会）

１．別表フォローアップに関する対応について

○防衛省・自衛隊の事務用品調達業務（防衛省）

○国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一式（特許庁）

○書面による手続のデータエントリー業務一式（特許庁）

【第43回施設・研修等分科会と合同開催】

○平成26年度の事業選定方針及びプロセス（案）について【非公開】

○平成26年度基本方針別表に関するフォローアップ方針について【非公
開】

第24回 平成26年12月10日 平成26年度の対象事業選定と今後の進め方等について【非公開】

公共サービス改革法の事業選定に関するヒアリング

○世界トップレベル研究拠点形成に係る調査分析業務（文部科学省）

○マルチサポート事業（文部科学省）

○カーボン・オフセット等普及促進委託業務（環境省）

○J-クレジット創出支援委託業務（環境省）

○二国間オフセット・クレジット制度の構築に係る実現可能性等調査実施
委託業務（環境省）

○二国間オフセット・クレジット制度等の実施に向けたアジア地域におけ
るMRV体制構築支援事業委託業務（環境省）

第19回 平成26年2月12日

第20回 平成26年3月18日

第21回 平成26年3月24日

第22回 平成26年5月1日

第23回 平成26年9月8日

第25回 平成27年2月26日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/1210/1210.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0212/0212.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0318/0318.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0324/0324.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0501/0501.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2014/0908/0908.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2015/0226/0226.html


業務フロー・コスト分析に係るヒアリング及び「公共サービス改革基本方
針」見直しに係る意見募集への対応について

○ハローワーク関連業務「人材銀行」事業（厚生労働省）

○ハローワーク関連業務「新卒応援ハローワーク」、「わかものハロー
ワーク」及び「マザーズハローワーク」（厚生労働省）

第27回 平成27年9月8日
○平成27年度官民競争入札等に係る対象事業選定等の方針（案）について
【非公開】

別表フォローアップに関する対応について

○原子力防災研修（内閣府）

○研究情報等公開データベース及び情報検索サーバの運用管理業務

　（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

第29回 平成27年12月9日
平成27年度の事業選定の概況及びヒアリング候補事業の選定等について
【非公開】

１．別表フォローアップに関する対応について

○JAXA財務・管理系及び共通インフラ系情報システムに係る運用管理業務

　（宇宙航空研究開発機構）

第31回 平成28年3月3日
１．別表フォローアップに関する対応について
○福祉用具・介護ロボット実用化支援事業、福祉用具臨床的評価事業（厚
生労働省）

第32回 平成28年3月15日
１．別表フォローアップに関する対応について
○防衛装備品の補給・維持業務（防衛省）

第28回 平成27年10月15日

第30回 平成28年1月27日

第26回 平成27年3月10日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2015/0908/0908.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2015/1209/1209.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2015/1015/1015.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2016/0127/0127.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kobutsu/2015/0310/0310.html


業務フロー・コストの分析・情報開示に関するワーキンググループ

１．委員紹介

２．主査互選

３．主査あいさつ

４．今後の方向性及び課題等の審議

５．その他

１．パイロット事業の調整状況等の説明

２．松村委員ご説明

３．石村委員ご説明

４．今後の方針等の審議

５．その他

１．パイロット事業の取組状況

２．業務フロー・コスト分析の今後の進め方（案）

３．業務改善に係る民間事例

４．審議

５．その他

１．現在の取組状況

２．パイロット事業の取組状況

３．各府省の取組事例等

４．今後の試行における分析手法等（案）

５．その他

１．現在の取組状況

２．パイロット事業の取組状況

３．行政機関等における取組事例及び分析試行の状況

４．業務フロー・コスト分析のツール案

５．業務フロー・コスト分析に係る手引き（骨子案）

６．今後の展開・推進方針等について

７・その他

１．委託調査の報告

　（１）委託調査報告書概要（案）

　（２）試行案件の取組状況

２．業務フロー・コスト分析に係る手引き（案）について

３．今後の展開・推進方針（案）について

４．情報開示の指針改定検討概要（案）について

５．その他

１．試行案件の結果報告

２．業務フロー・コスト分析に係る手引き（案）について

３．今後の展開・推進方針について

４．情報開示の指針改定案について

第7回 平成24年3月21日

第6回 平成24年2月8日

第2回 平成23年5月31日

第1回 平成23年4月19日

第5回 平成24年1月13日

第4回 平成23年10月7日

第3回 平成23年8月3日



５．その他



１．本年度活動スケジュールについて

２．事業選定４事業の状況について

３．委託調査について

４．普及活動について

１．本年度の活動スケジュールについて

２．「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて

３．トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業の決定について

４．その他

１．国立大学法人における業務改善の取組について

　　（平成25年度委託調査報告）

２．トータルコスト分析について

３．業務フロー・コスト分析の進捗状況について【非公開】

４．民間における業務改善の取組について【非公開】

１．業務フロー・コスト分析結果（平成25年度選定）について

２．業務フロー・コスト分析対象事業（平成26年度選定）について

３．「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて

４．その他

第11回 平成27年10月30日

第10回 平成26年6月4日

第9回 平成25年7月22日

第8回 平成24年10月18日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/wg/2015/1030/1030.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/wg/2014/0604/0604.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/wg/2013/0722/0722.html


地方出先機関分科会
※平成21年12月24日以降は施設・研修等分科会において議論

第１回 平成20年5月16日 １．地方出先機関の事務・事業の検討の進め方について

第２回 平成20年6月17日 １．各府省の自主的な見直しの回答及び今後のヒアリング等について

第３回 平成20年7月15日 １．地方厚生局の事務・事業に関するヒアリング

１．管区行政評価局の事務・事業に関するヒアリング

２．都道府県労働局の事務・事業に関するヒアリング

３．経済産業局の事務・事業に関するヒアリング

１．法務局の事務・事業に関するヒアリング

２．財務局の事務・事業に関するヒアリング

３．国税局の事務・事業に関するヒアリング 

第６回 平成20年7月23日 １．地方入国管理局の事務・事業に関するヒアリング

１．国税局の事務・事業に関するヒアリング

２．財務局の事務・事業に関するヒアリング

３．森林管理局の事務・事業に関するヒアリング

第８回 平成20年7月28日 １．地方環境事務所の事務・事業に関するヒアリング

第９回 平成20年9月9日 １．２次ヒアリング等今後の進め方について

１．地方入国管理局の事務・事業に関するヒアリング

２．財務局の事務・事業に関するヒアリング

３．国税局の事務・事業に関するヒアリング

１．地方厚生局の事務・事業に関するヒアリング

２．財務局の事務・事業に関するヒアリング

３．国税局の事務・事業に関するヒアリング

４．管区行政評価局の事務・事業に関するヒアリング

５．経済産業局の事務・事業に関するヒアリング

第１２回 平成21年3月24日 １．公共サービス改革基本方針について

第１０回 平成20年11月18日

第１１回 平成20年11月27日

第４回 平成20年7月17日

第５回 平成20年7月22日

第７回 平成20年7月24日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0516/0516.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0617/0617.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0715/0715.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0723/0723.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0728/0728.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0909/0909.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2009/0324/0324.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/1118/1118.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/1127/1127.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0717/0717.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0722/0722.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/desaki/2008/0724/0724.html


地方公共サービス部会
※平成21年12月24日をもって、公共サービス改革小委員会に改組

第1回 平成18 年11 月21 日 地方公共団体が実施する業務に関して寄せられた提案に衡する 検討状況について

1 地方公共団体 （佐賀県・ 大阪府） が進める公共サ ビスの 民間開放、民間との協
働化に関する取組について

2 来年度の検討の進め方についで

1　公共サ-ビス改革基本方針 こ盛り込まれた地方公共団体関連 の業務について

2　窓口業務に関する検討結果について

3　地方公共団体との研究会について

第4回 平成20 年5 月29 日 平成 20年度におけ る部会の進め方について

第5回 平成21 年2 月25 日 平成 21年度の進め方について

第2回

第3回

平成19 年3月28 日

平成 20 年1月30 日



地方公共サービス小委員会

第1回 平成22年3月8日 １．平成21年度地方公共団体との研究会等の活動状況について

地方公共サービス小委員会の今後の進め方について

１．地方公共サービス小委員会の進め方について

２．地方公共団体における公金債権回収の現状・課題

３．試行自治体の募集

１．試行自治体の選定について【非公開】

２．各試行自治体への支援方針について【非公開】

１．自治体窓口業務関係（法務省民事一課長通知発出の報告）

２．自治体窓口業務及び公金債権回収関係（委託調査（平成25年3月末日公表）内容
の報告）

３．公金の債権回収関係（公金債権回収が進まない要因とその対策）

１．試行自治体における進捗状況の報告

２．報告書のとりまとめに向けて

１．公金債権回収業務の民間委託に係る実例報告【公開】

２．試行自治体における進捗状況の報告【非公開】

３．報告書のとりまとめに向けて【非公開】

１．公金債権回収業務の民間委託に係る実例報告

２．報告書のとりまとめ

１．「地方公共団体の公金債権回収促進のための民間委託に関する調査」報告

２．地方公共サービス小委員会報告書に関する活動について

３．公金債権回収業務における試行自治体の実施状況について

４．地域の公共サービス改革（窓口関連業務）に関する取組について

５．地方公共団体における民間委託について【非公開】

１．地方公共サービス小委員会報告書に関する周知活動のまとめについて

２．公金債権回収業務における試行自治体の実施結果について

３．「国立大学附属病院・国公立病院等における医業未収金の徴収手法等に関する調
査」報告

４．地域の公共サービス改革（窓口関連業務）に関する取組の調査報告

５．地方公共団体における業務の民間委託について【非公開】

６．今後の地方公共サービス小委員会の活動について【非公開】

１．公金債権回収に関する取組の報告

２．窓口業務委託に係る今後の検討の方向性について

１．平成27年度委託調査報告

２．モデル自治体の選定（案）と今後の取組方針について【非公開】

第2回 平成24年12月18日

第3回 平成25年2月14日

第4回 平成25年7月30日

第5回 平成25年10月18日

第6回 平成25年12月20日

第7回 平成26年3月3日

第11回 平成28年2月24日

第8回 平成26年7月28日

第9回 平成27年3月3日

第10回 平成27年12月3日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2010/0308/0308.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2012/1218/1218.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2013/0214/0214.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2013/0730/0730.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2013/1018/1018.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2013/1220/1220.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2014/0303/0303.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2014/0728/0728.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2015/0303/0303.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/chihoubukai/2015/1203/1203.html


公共サービス改革小委員会
各省ヒアリング （公物管理関係）

（国土交通省）

各省ヒアリング （独法、観光、国 際交流）

（経済産業省、外務省、文部科学省）

1 . 民間事業者ヒアリング用

2 .  各省 ヒアリング 雇用・職業訓練、観光 ・国際交流）

（厚 労働省、国土交通省）

各省ヒアリング （公物管理関係）

（国土交通省）

有識者ヒアリング

（社会福祉法人プロップステーション 竹中理事長）

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第６回

平成18年10月13日

平成18年10月31日 地方公共団体からのヒアリング

平成18年11月7日

平成18年11月10日

平成18年11月14日

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

平成22年3月24日 農林水産省の米の売買管理について

平成22年4月19日 法務省からのヒアリング（供託）

平成19年4月23 日

平成21年12月24日 官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について

法務省からのヒアリング(供託)

平成22年3月2日 財務省からのヒアリング（財務局の普通財産の管理処分等業務）

平成22年2月12日



徴収分科会
※平成21年12月24日以降は公共サービス改革小委員会において議論

１．委員紹介

２．民間提案者等からのヒアリング （全国サービサー協会等、堺市）

１．厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課からのヒアリング

２．厚生労働省 医政局国立病院課からのヒアリング  

１．ＮＨＫからのヒアリング

２．社会保険庁からのヒアリング

３．国土交通省 住宅局住宅総合整備課からのヒアリング

第４回 平成19年9月5日  当面の進め方について

１．総務省からのヒアリング

２．文部科学省からのヒアリング

１．財務省からのヒアリング

２．国土交通省からのヒアリング

１．地方公共団体の納付勧奨業務の民間委託等事例調査について

２．船橋市からのヒアリング

３．（株）ベルシステム２４からのヒアリング

４．社会保険庁からのヒアリング

１．納付勧奨業務の民間委託と労働法規等の関係について

２．納付勧奨業務（訪問催告）の民間委託事例調査について

３．（株）もしもしホットラインからのヒアリング

第１回 平成19年4月11日

第２回 平成19年5月21日

第３回 平成19年6月22日

第８回 平成21年3月25日

第５回 平成19年10月22日

第６回 平成19年11月1日

第７回 平成20年10月31日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/905/905.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/411/411.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/521/521.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/622/622.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2009/0325/0325.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/1022/1022.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2007/1101/1101.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/choshu/2008/1031/1031.html


ハローワーク分科会
※平成21年12月24日以降は公共サービス改革小委員会において議論

１．ハローワーク等分科会の検討テーマについて

２．ハローワークの市場化テストに関する最近の動向

第２回 平成19年6月8日 １．厚生労働省ヒアリング

１．厚生労働省ヒアリング

（モデル事業実績評価について） 

１．厚生労働省ヒアリング

（ハローワークの市場化テストについて） 

１．平成19年求人開拓事業の実績評価について

２．労災診療費審査体制充実強化対策事業の概要について
第５回 平成20年12月8日

第１回 平成19年4月12日

第３回 平成19年6月22日

第４回 平成19年7月30日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/hellowork/2007/608/608.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/hellowork/2008/1208/1208.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/hellowork/2007/412/412.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/hellowork/2007/622/622.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/hellowork/2007/730/730.html


内部管理分科会
※平成21年12月24日以降は公共サービス改革小委員会において議論

１．内部管理業務に関する検討の進め方について

２．国の行政機関における内部管理業務効率化について （内閣官房）

第２回 平成20年7月14日 人事・給与関係業務に関する業務の効率化の取組（人事院）

１．(独)産業技術総合研究所における取組の現状

２．内部管理業務の業務・システム最適化への取組と今後の方向性（経済
産業省）

第４回 平成20年9月1日 9月以降の検討の進め方について 

第５回 平成20年9月11日
（株）セブンイレブン・ジャパン及び（株）セブン＆アイHLDGS.からのヒアリ
ング

１． 国の行政機関における内部管理業務効率化の進捗状況と今後の方
針について（内閣官房からのヒアリング）

２． 経済産業省における内部管理業務効率化の取組について（経済産業
省からのヒアリング）

３． 内部管理業務の効率化実施状況等調査の結果と今後の方針につい
て（事務局からの説明）

１．事務局による各府省ヒアリングの結果報告

２．公共サービス改革基本方針案について

１．（独）国立病院機構による実施計画（案）の説明

２．実施計画（案）に関する質疑応答

３．その他

１．（独）国立病院機構による実施計画（案）の説明

２．実施計画（案）に関する質疑応答

３．その他

第１回 平成20年7月3日

第３回 平成20年7月29日

第６回 平成20年10月10日

第７回 平成20年11月4日

第８回 平成21年10月1日

第９回 平成21年10月22日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/0714/0714.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/0901/0901.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/0911/0911.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/0703/0703.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/0729/0729.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/1010/1010.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2008/1104/1104.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2009/1001/1001.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/naibukanri/2009/1022/1022.html


●統計部会
※平成19年4月1日をもって、公共サービス改革小委員会統計調査分科会に改組

1 . 審議事項等について

2. . 総務省統計局か らのヒアリング

1 . 総務省統計局か らのヒアリング

2 . 総務省統計センタ の業務についてのヒアリング

1 . 総務省統計局からのヒアリング

2 . 総務省政策統括宮室 （統計基準担当） からのヒアリング

各省ヒアリング

（厚生労働省、経済産業省、思土交遥省）

各省ヒアリング

（農林水産省、文部科学省、財務省軍  国税庁、総務省統計局・ 統計センタ ）

1総務務省省統計局か らのヒアリング

2 . 統計センタ 業務についてのヒアリング

3. 政策統括宮室 （統計基準担当） からのヒアリング

1 . 総務省からのヒアリング

2 . 農林水産省からのヒアリング

1.  民間事業者か らのヒアリング

2 . 総務省か らのヒアリング

1 . 民間事業者からのヒアリング

2 .  総務省からのヒアリング

第６回

第７回

第８回

第９回

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

平成18年12月4日

平成19年1月29日

平成19年3月27日

平成18年9月4 日

平成18年9月21日

平成18年10月3日

平成18年10月12日

平成18年11月1白

平成18年11月16日



統計調査分科会
※平成24年8月29日以降は施設・研修等分科会において議論

１．統計調査分科会の当面の進め方について

２．総務省からのヒアリング

第２回 平成19年5月24日 総務省 統計局からのヒアリング

１．総務省 政策統括官室（統計基準担当）からのヒアリング

２．厚生労働省からのヒアリング

３．財務省からのヒアリング

４．文部科学省からのヒアリング

５．総務省 統計局からのヒアリング  

１．農林水産省からのヒアリング

２．国土交通省からのヒアリング

３．経済産業省からのヒアリング

４．総務省 統計局からのヒアリング

第５回 平成19年7月4日 総務省 統計局及び福井県からのヒアリング

第６回 平成19年7月23日 総務省 統計局からのヒアリング 

１．（独）統計センターからのヒアリング

２．総務省からのヒアリング

３．経済産業省からのヒアリング

１．（独）統計センターからのヒアリング

２．内閣府からのヒアリング

３．環境省からのヒアリング

４．農林水産省からのヒアリング

１．総務省からのヒアリング

２．厚生労働省からのヒアリング

３．農林水産省からのヒアリング

第１０回 平成19年12月7日 総務省からのヒアリング

１．総務省からのヒアリング

２．内閣府からのヒアリング

１．総務省からのヒアリング

２．科学技術研究調査の平成19年度事業の実績評価について

１．文部科学省からのヒアリング

２．（株）インテージからのヒアリング

３．科学技術研究調査の平成19年度事業の実績評価について

１．国土交通省からのヒアリング

２．総務省からのヒアリング

３．（株）日経リサーチからのヒアリング

１．財務省からのヒアリング

２．総務省からのヒアリング

３．統計委員会との連携について

第１回 平成19年4月25日

第３回 平成19年6月7日

第４回 平成19年6月14日

第７回 平成19年10月10日

第８回 平成19年11月13日

第９回 平成19年11月26日

第１１回 平成20年3月7日

第１２回 平成20年4月2日

第１３回 平成20年5月8日

第１４回 平成20年6月3日

第１５回 平成20年7月15日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0524/0524.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0704/0704.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0723/0723.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/1207/1207.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0425/0425.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0607/0607.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/0614/0614.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/1010/1010.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/1113/1113.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2007/1126/1126.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0307/0307.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0402/0402.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0508/0508.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0603/0603.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0715/0715.html


第１６回 平成20年8月5日  経済産業省からのヒアリング

１．農林水産省からのヒアリング

２．総務省からのヒアリング

１．環境省からのヒアリング

２．内閣府からのヒアリング  

１．厚生労働省からのヒアリング

２．国土交通省からのヒアリング ３．総務省からのヒアリング

第２０回 平成21年4月28日 平成20年度 民間競争入札実施事業 科学技術研究調査の実施状況について

１．「郵送調査で事業所が対象の統計調査」の概況について

２．日本マーケティング・リサーチ協会との意見交換

第２２回 平成22年3月26日
農林水産省所管統計調査３事業における平成22年度以降の民間競争入札の実施
計画（案）について

１．消費動向調査における平成23年度以降の民間競争入札の実施計画（案）につ
いて

２．科学技術研究調査における平成23年度以降の民間競争入札の実施計画（案）
について

３．サービス産業動向調査の検討状況について

１．「就労条件総合調査」における平成23年度以降の民間競争入札の実施計画
（案）について

２．(独)統計センターの大規模周期調査の符号格付業務の検討状況について

第２５回 平成23年11月17日 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査の見直しについて

１．平成23年度公共サービス改革法対象事業の選定について【非公開】

２．サービス産業動向調査の民間競争入札の導入について（総務省）

第１７回 平成20年8月28日

第１８回 平成20年9月25日

第１９回 平成20年10月30日

第２１回 平成22年2月9日

第２３回 平成22年4月22日

第２４回 平成22年7月27日

第２６回 平成23年12月14日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0805/0805.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2009/0428/0428.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2010/0326/0326.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2011/1117/1117.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0828/0828.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/0925/0925.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2008/1030/1030.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2010/0209/0209.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2010/0422/0422.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2010/0727/0727.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/tokei/2011/1214/1214.html


国立大学分科会
※平成24年8月29日以降は施設・研修等分科会において議論

１．国立大学法人に関する検討について

２．東京大学における取組について（有識者ヒアリング）

３．今後の分科会の進め方について

１．早稲田大学における取組について（有識者ヒアリング）

２．首都大学東京における取組について（有識者ヒアリング）

１． 民間事業者における大学業務（内部管理業務等）の受託事例につ
いて（有識者ヒアリング）

２． 国立大学法人における経営効率化の取組み（第1 期中期目標期間
評価結果を中心に）について（文部科学省ヒアリング）

３． 公共サービス改革基本方針（案）について

首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館
運営業務の現状と課題について

・国立大学法人東京学芸大学

・国立大学法人一橋大学

首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館
運営業務の現状と課題について

・国立大学法人お茶の水女子大学

・国立大学法人東京医科歯科大学

首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館
運営業務の現状と課題について

・国立大学法人東京大学

・国立大学法人東京工業大学

首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館
運営業務の現状と課題について

・国立大学法人政策研究大学院大学

第８回 平成22年4月8日 全国８６国立大学法人の施設管理、図書館運営業務等

第１回 平成20年7月28日

第２回 平成20年10月20日

第３回 平成21年5月20日

第７回 平成22年2月24日

第４回 平成22年2月2日

第５回 平成22年2月10日

第６回 平成22年2月15日

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0408/0408.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2008/0728/0728.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2008/1020/1020.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2009/0520/0520.html
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0202101524/0202101524.html#0224�
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0202101524/0202101524.html#0202�
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0202101524/0202101524.html#0210�
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0202101524/0202101524.html#0215�


官民競争入札・民間競争入札対象事業一覧 （平成 27 年６月 30 日現在） 

【１． 概要】 

 施設 

管理 

研修 

訓練 

窓口 

相談 

シス

テム 

統計 

調査 
試験 徴収 

公物 

管理 
その他 計 

国 

 42 ６ ８ 32 18 18 １ 44 63 232 

継続事業 19 ５ ６ 30 ６ 15 １ 25 53 160 

新プロセス 15 － １ － 11 １ － 17 １ 46 

終了プロセス ７ １ １ － １ － － ２ ５ 17 

事業廃止等による終了 １ － － ２ － ２ － － ４ ９ 

独

立

行

政

法

人 

 30 ７ － 51 － ３ ３ ２ 19 115 

継続事業 23 １ － 41 － － １ ２ 10 78 

新プロセス － － － ２ － － － － １ ３ 

終了プロセス ６ １ － ７ － ２ － － ３ 19 

事業廃止等による終了 １ ５ － １ － １ ２ － ５ 15 

合計 72 13 8 83 18 21 ４ 46 82 347 

 
【２． 事業一覧】 

◎…新プロセス移行（49 事業）★…終了プロセス移行（36 事業）   …事業廃止等による終了（24 事業） 

国の業務（合計 232 事業）  

施設管理業務（42事業）  

1 ★永田町合同庁舎の管理・運営業務 内閣府 

2 警察大学校の管理・運営業務 警察庁 

3 ★中央合同庁舎第２号館及び総務省第２庁舎の管理・運営業務 

総務省 
4 ◎情報通信政策研究所の管理・運営業務 

5 ◎自治大学校の管理・運営業務 

6 ◎消防大学校の管理・運営業務 

7 法務省浦安総合センターの管理・運営業務 

法務省 8 矯正研修所の管理・運営業務 

9 ★法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務 

10 外務省庁舎等の管理・運営業務 
外務省 

11 ★外務省研修所の管理・運営業務 

12 ◎財務局が管理する庁舎の管理・運営業務（湯島地方合同庁舎） 

財務省 

13 ★財務本省研修所の管理・運営業務 

14   西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の管理・運営業務 

15 ◎税務大学校の管理・運営業務 

16 税関が管理する庁舎の管理・運営業務 

参考資料４ 



17 税関研修所の管理・運営業務 

財務省 
18 関税中央分析所の管理・運営業務 

19 ◎国税局が管理する単独庁舎の管理・運営業務 

20 ◎国税局が管理する合同庁舎の管理・運営業務 

21 中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務 

厚生労働省 22 戸山庁舎総合管理業務 

23 上石神井庁舎の管理・運営業務 

24 ◎中央合同庁舎第１号館等の管理・運営業務 

農林水産省 

25 森林技術総合研修所の管理・運営業務 

26 食料消費技術研修館の管理・運営業務 

27 農林水産研修所つくば館の管理・運営業務 

28 農林水産研修所つくば館水戸ほ場の管理・運営業務 

29 ◎農林水産研修所の管理・運営業務 

30 ◎経済産業省庁舎の管理・運営業務 

経済産業省 31 ◎特許庁庁舎の管理・運営業務 

32 経済産業研修所の管理・運営業務 

33 ◎中央合同庁舎第３号館等の管理・運営業務 

国土交通省 

34 ★国土交通大学校の管理・運営業務 

35 ◎国土地理院の管理・運営業務 

36  国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務 

37  関東地方整備局（本局）の施設管理業務 

38 ◎「地図と測量の科学館」の管理運営業務及び展示支援業務 

39 ★環境調査研修所の管理・運営業務 
環境省 

40  那須平成の森運営管理業務 

41 原子力防災オフサイトセンター 
原子力規制

委員会 

42 ◎防衛省・自衛隊施設の運営等業務 防衛省 

研修・訓練業務（６事業）  

43 ★画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱 内閣官房 

44 原子力防災研修 内閣府 

45  放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務 文部科学省 

46  ジョブ・カード講習の実施 

厚生労働省 47  日雇労働者等技能講習事業 

48  外国人就労・定着支援研修事業 

窓口・相談業務（８事業）  

49 ◎インターネット上の違法・有害情報対応相談業務 総務省 

50  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 

法務省 51  地方入国管理局等の在留手続の窓口業務 

52  証明書交付等事務（乙号事務） 

53 ★国税局の電話相談センターにおける相談業務 財務省 

54  ハローワークの職業紹介事業 

厚生労働省 
55   人材銀行事業 

56 
 「新卒応援ハローワーク」、「わ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、キャリア・コンサルティング等業務 

情報システム関連業務（32事業）  

57 内閣府ＬＡＮの運用管理業務 内閣府 

58  宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務 宮内庁 



59  公正取引委員会ＬＡＮシステム運用支援業務一式 
公正取引 

委員会 

60 広域交通管制システムの更新整備及び維持管理業務 
警察庁 

61  警察総合捜査情報システム業務プログラム開発業務 

62  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開発業務 

警察庁 63  行政情報管理システム業務プログラムⅠ 

64  行政情報管理システム業務プログラムⅡ 

65  金融庁ネットワークシステムの運用管理業務 金融庁 

66  消費者庁ネットワ－クシステムの運用支援業務 消費者庁 

67  総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務 

総務省 
68  電子政府利用支援センターの運用等の請負 

69  政府認証基盤の運用・保守の請負 

70  地方交付税算定等業務 

71  法務省内ＬＡＮシステムの運用管理業務 

法務省 72 法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務 

73  矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務 

74 外務省情報ネットワーク（共通システム）の運用管理業務 外務省 

75 財務省行政情報化ＬＡＮシステムの運用管理業務 財務省 

76  文部科学省内ネットワークシステムの運用管理業務 文部科学省 

77  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 厚生労働省 

78  農林水産省行政情報システムの運用管理業務 農林水産省 

79  経済産業省基盤情報システムの運用管理業務 

経済産業省 80  調査統計システム運用管理支援業務 

81  経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務 

82  国土交通省本省行政情報ネットワークシステムの更新整備及び運用管理業務 

国土交通省 83  海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整 

84  電子海図システム管理装置ほか一式借入保守 

85  環境省ネットワークシステムの運用管理業務 
環境省 

86  京都メカニズム運営等経費に係る登録簿システムの更新整備、運用管理業務 

87  原子力規制委員会行政情報システムの運用管理支援業務 
原子力規制

委員会 

88  防衛省中央ＯＡネットワークシステムの運用管理業務 防衛省 

統計調査業務（18事業）  

89 消費動向調査 内閣府 

90 ◎科学技術研究調査 
総務省 

91  サービス産業動向調査 

92 ◎民間給与実態統計調査 財務省 

93 ◎社会福祉施設等調査 

厚生労働省 94 ◎介護サービス施設・事業所調査 

95 ◎就労条件総合調査 

96 ◎牛乳乳製品統計調査 

農林水産省 

97 ◎生鮮食料品価格・販売動向調査 

98 ◎木材流通統計調査のうち木材価格統計調査 

99 ◎農業物価統計調査 

100 ◎内水面漁業生産統計調査 

101 ★容器包装利用・製造等実態調査 
農林水産省

経済産業省 

102 ◎企業活動基本調査 
経済産業省 

103  石油製品需給動態調査等 

104  建設関連業等の動態調査 国土交通省 

105  水質汚濁物質排出量総合調査 環境省 



106  水質汚濁防止法等の施行状況調査 環境省 

試験業務（18事業）  

107 ◎公認会計士試験の試験実施業務 
金融庁 

財務省 

108  全国学力学習状況調査の実施業務（小学校） 
文部科学省 

109  全国学力学習状況調査の実施業務（中学校） 

110  医師国家試験の試験実施業務 

厚生労働省 

111  歯科医師国家試験の試験実施業務 

112  保健師国家試験の試験実施業務 

113  助産師国家試験の試験実施業務 

114  看護師国家試験の試験実施業務 

115  診療放射線技師国家試験の試験実施業務 

116  臨床検査技師国家試験の試験実施業務 

117  理学療法士国家試験の試験実施業務 

118  作業療法士国家試験の試験実施業務 

119  視能訓練士国家試験の試験実施業務 

120 管理栄養士国家試験の試験実施業務 

121  薬剤師国家試験の試験実施業務 
122  計量士国家試験の試験実施業務 経済産業省 
123 測量士試験・測量士補試験の試験実施業務 国土交通省 

124  土壌汚染対策法に基づく技術管理者試験に係る試験監督等業務 環境省 

徴収業務（１事業）  

125  国民年金保険料収納事業 厚生労働省 

公物管理等業務（44事業）  

126 ◎国営沖縄記念公園の維持管理業務 内閣府 

127 財務局の未利用国有地の管理等業務 財務省 

128   国有林の間伐事業 農林水産省 

129 ◎滝野すずらん丘陵公園の維持管理業務 

国土交通省 

130 ◎国営みちのく杜の湖畔公園の維持管理業務 

131 ◎国営常陸海浜公園の維持管理業務 

132 ◎国営武蔵丘陵森林公園の維持管理業務 

133 ◎国営昭和記念公園の維持管理業務 

134 ◎国営東京臨海広域防災公園の維持管理業務 

135 ◎国営アルプスあづみの公園の維持管理業務 

136 ◎国営越後丘陵公園の維持管理業務 

137 ◎国営木曽三川公園の維持管理業務 

138 ◎淀川河川公園の維持管理業務 

139 ◎国営飛鳥・平城宮跡歴史公園の維持管理業務 

140 ◎国営明石海峡公園の維持管理業務 

141 ◎国営備北丘陵公園の維持管理業務 

142 ◎国営讃岐まんのう公園の維持管理業務 

143 ◎海の中道海浜公園の維持管理業務 

144 ◎国営吉野ヶ里歴史公園の維持管理業務 

145 地方整備局等の積算技術業務 

146 地方整備局等の工事監督支援業務 

147 地方整備局等の技術審査業務 

148 地方整備局等の河川巡視支援業務 

149 地方整備局等の河川許認可審査支援業務 

150 地方整備局等のダム・排水機場等管理支援業務 



151 地方整備局等の道路巡回業務 

国土交通省 

152 地方整備局等の道路許認可審査・適正化指導業務 

153 地方整備局等の用地補償総合技術業務 

154 空港土木施設の維持管理業務 

155 ★航空灯火・電源施設の維持管理業務 

156 ★航空保安無線施設等の保守業務 

157 港湾、空港における発注補助業務 

158 港湾、空港における施工状況確認補助業務・品質監視補助業務 

159 港湾、空港における監督補助業務 

160 港湾、空港における技術審査補助業務 

161 国営公園における発注者支援業務 

162 東京国際空港警備システム保守業務 

163 空港有害鳥類防除業務 

164 航空交通管制機器部品補給管理等業務請負 

165 東京国際空港海上制限区域警備業務 

166 東京国際空港警備業務 

167 東京国際空港航空灯火・電力監視制御システム保守請負業務 

168 新宿御苑の管理・運営業務 
環境省 

169 大山隠岐国立公園施設地区の維持管理業務 

その他の業務（合計 63事業）  

170  アジア地域原子力協力に関する調査業務  内閣府 

171  国際会計基準審議会等の国際会議への参加及び意見発信等に関する事務 
金融庁 

172  国際会計基準審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析等に関する事務 

173 ★電子商取引モニタリング事業 消費者庁 

174  刑事施設の運営業務 法務省 

175   財務局の普通財産に係る管理処分等業務 財務省 

176  放射能測定調査 
文部科学省 

177  放射線等に関する学習用機器（簡易放射線測定器）の貸出業務 

178  国際原子力安全交流対策（技術者交流）業務 

文部科学省 

179  メディア芸術祭の企画運営 

180 ★海外映画祭出品等支援事業 

181  科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分析業務 

182  研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（一般会計） 

183  研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（エネルギー対策特別会計） 

184  研究振興事業に関する課題の調査分析業務 

185  内陸及び沿岸海域の活断層調査（活断層の補完調査） 

186  内陸及び沿岸海域の活断層調査（沿岸海域活断層調査） 

187  地震調査研究推進本部の評価等支援業務 

188  劇場・音楽堂等基盤整備事業 

189  次代の文化を創造する新進芸術家育成事業の運営業務 

190  労働保険加入促進業務 

厚生労働省 

191  労災ケアサポート事業 

192  労災特別介護援護事業 

193  薬物乱用防止啓発訪問事業 

194  養育費・面会交流相談支援センター事業 

195  新規起業事業場就業環境整備事業 

196  若年者地域連携事業 

197  要介護認定適正化事業 

198  キャリア交流プラザ事業 

199  求人開拓事業 

200 ★定期一般健康診断等業務（関東森林管理局本局ほか） 農林水産省 



201  水産物流通情報発信・分析事業 

農林水産省 

202 
 農林水産業・食品産業科学技術研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 

203  森林資源調査データ解析 

204  森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査 

205  森林生態系多様性基礎調査 

206  政府米の販売等業務 

207  登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業 

経済産業省 

208  国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一式 

209  書面による手続のデータエントリー業務一式 

210  商標審査前サーチレポート（商標の文字部に関する識別力等調査）作成事業 

211  商標審査前サーチレポート（図形商標の先行絞り込み調査）作成事業 

212 ★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 

213  産業財産権研究推進事業 

214  放射性廃棄物重要基礎技術研究調査 

215  ASEAN+３地域におけるエネルギー連携強化に係る事業 

216  EAS エネルギー大臣会合における連携強化の取組に関する事業 

217  石油ガス流通合理化調査 

218  放射性廃棄物海外総合情報調査 

219  特許等取得活用支援事業 経済産業省 

220  建設業取引適正化センター設置業務 
国土交通省 

221  取引価格等土地情報の実査・提供等に関する業務 

222  環境保全普及推進事業 

環境省 223  漂着ごみ対策総合検討事業 

224  Ｊ－クレジット創出支援業務 

225  緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム調査 
原子力 

規制員会 
226  原子力艦寄港地放射能影響予測システム調査 

227  海洋環境における放射能調査及び総合評価 

228  進路相談等部外委託 

防衛省 

229  硫黄島における調理作業等委託 

230  防衛大学校の本科学生等の営内居住者に対する調理作業等 

231 ★住宅防音事業に関する事務手続補助業務 

232 ◎航空自衛隊の事務用品調達業務 

独立行政法人の業務（合計 115 事業）  

施設管理業務（30事業）  

233 国民生活センター施設の運営等業務 消費者庁 

234  国際協力機構の「海外移住資料館」の運営等業務 

外務省 

235 国際協力機構 国際センターの施設管理 

236  国際協力機構 市ヶ谷ビルの施設管理 

237 国際協力機構 「JICA地球ひろば」等の管理・運営業務（ＪＩＣＡ地球ひろば） 

238  国際協力機構 「JICA地球ひろば」等の管理・運営業務（なごや地球ひろば） 

239 ★国際交流基金の「関西国際センター」の施設管理・運営業務 

240  国立科学博物館の設置・運営する「国立科学博物館」の施設運営等業務 

文部科学省 

241 ★国立美術館の設置･運営する美術館等の管理・運営業務 

242 ★国立文化財機構の設置する「東京国立博物館」等の施設管理・運営業務 

243 日本スポーツ振興センターの設置・運営するスポーツ施設等の運営等業務 

244 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 

245 日本学生支援機構の国際交流会館等の運営等業務 

246  国立新美術館の管理・運営業務 

247 科学技術振興機構 外国人研究者宿舎の管理運営業務 

248 教員研修センター 教員研修センターの施設管理・運営業務 文部科学省 



249  労働政策研究・研修機構の「労働大学校」運営等業務 厚生労働省 

250 ★家畜改良センターの「中央畜産研修施設」の運営等業務 

農林水産省 

251  森林総合研究所の施設管理・運営業務 

252 ★水産総合研究センターの「中央水産研究所」の施設管理・運営業務 

253  水産大学本校の施設管理・運営業務 

254 農業・食品産業技術総合研究機構の施設の管理・運営業務 

255 農業生物資源研究所の施設の管理・運営業務 

256 農業環境技術研究所の施設の管理・運営業務 

257 国際農林水産業研究センターの施設の管理・運営業務 

258 ★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 
259 日本貿易振興機構の「アジア経済研究所図書館」運営業務 

260 中小企業基盤整備機構の「中小企業大学校」の研修事業及び施設の運営等業務 

261  産業技術総合研究所の「つくばセンター」等の施設・管理業務 

262  自動車検査独立行政法人の自動車検査業務（「中央実習センター」の管理・運営業務） 国土交通省 

研修・訓練業務（７事業）  

263  国民生活センターの実施する企業・消費者向けの教育・研修事業 消費者庁 

264 ★国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（訓練・研修支援業務）（注）駒ヶ根訓練所は継続事業として実施 
外務省 

265  国際交流基金の「関西国際センター」の日本語研修事業 

266  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 

267  雇用・能力開発機構の設置・運営する「私のしごと館」における体験事業 

268  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 

269  日本貿易振興機構の外国企業誘致担当者育成事業 経済産業省 

情報システム関連業務（51事業）  

270 国民生活センターの全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）運用支援業務 消費者庁 

271  統計センターＬＡＮ等運用管理業務 総務省 

272 ◎情報通信研究機構の情報システム運用業務 
総務省 

273   統計センター政府統計共同利用システムの運用・保守業務 

274  国際協力機構コンピュータシステム運用業務 
外務省 

275  国際交流基金 JF-NET運用管理支援等業務 

276 ★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 277 ★造幣局基幹サーバ等運用管理作業 

278  酒類総合研究所情報システムの運用及び管理業務 

279  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ステムに係る運用管理業務 

文部科学省 

280  日本原子力研究開発機構情報セキュリティ対策システム等の運用支援業務 

281  日本原子力研究開発機構大型計算機システム等の運用支援業務 

282 ★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 

283 ★日本原子力研究開発機構原子力コードの高速化・計算機性能評価業務 

284 ★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 

285  国立特別支援教育総合研究所電子計算機システム保守業務一式 

286  日本芸術文化振興会情報システムの総括運用管理支援業務委託 

287  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 

288  日本学術振興会業務基盤サーバ等の更新・保守業務 

289  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 

290  国立科学博物館事務用電子計算機システム賃貸借・保守業務 

291  海洋研究開発機構業務ネットワーク機器等保守及びセキュリティ監視業務 

292  国立青少年教育振興機構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 

293  科学技術振興機構 JST OA システム用ハードウェア・ソフトウェアの保守サポート業務 

294  科学技術振興機構 JSTインターネットセグメント機器保守等 

295   宇宙航空研究開発機構システム技術支援業務等 

296  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・運用管理の委託業務 
厚生労働省 

297  労働政策研究・研修機構 機構情報システム運用支援・ヘルプデスク等業務 



298  労働者健康福祉機構グループウェアシステム運用・保守業務一式 

厚生労働省 299  労働者健康福祉機構基幹業務システムハードウエア保守一式業務 

300  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 

301 ★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 

302 経済産業研究所の中国語ホームページの維持管理業務 

303 経済産業研究所第三期 RIETI PC-LAN システム運用管理業務 

304 ◎日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務 

305 情報処理推進機構電子 IPA稼働維持支援業務 

306 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 

307 産業技術総合研究所の研究情報等公開データベース及び情報検索サーバの運用管理業務 

308 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 

309 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 

310  新エネルギー・産業技術総合開発機構情報基盤サービス業務 

311 都市再生機構 ＵＲ－ＮＥＴの運用支援等に関する業務 

国土交通省 

312  港湾空港技術研究所 情報処理システム運用管理業務 

313  土木研究所情報 システム運用支援業務 

314  住宅金融支援機構 Withシステムの運用業務 

315  鉄道建設・運輸施設整備支援機構 機構情報ネットワークシステム管理業務 

316  建築研究所 共用計算機システム借入(リース）及びサーバ・ネットワーク運用支援業務 

317  港湾空港技術研究所 全国港湾海洋波浪情報網における海象情報データ伝送補助業務 

318  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 

319  国立環境研究所ネットワークシステム運用管理業務 環境省 

320 ★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 

試験業務（３事業）  

321 ★大学入試センターの大学入試センター事業 文部科学省 

322 ★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 

323  国際観光振興機構の通訳案内士試験事業 国土交通省 

徴収業務（３事業）  

324  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 

325  国立病院機構の医業未収金の徴収業務 

326  環境再生保全機構の公害健康被害補償業務の徴収業務 環境省 

公物管理等業務（２事業）  

327  日本原子力研究開発機構イオン照射研究施設等利用管理支援業務 
文部科学省 

328  日本原子力研究開発機構電子加速器・コバルト照射施設の運転保守業務 

その他の業務（19事業）  

329  国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（募集支援業務） 

外務省 

330  国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（選考支援業務） 

331  国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（要請データ管理業務） 

332 国際協力機構の「国際協力人材センター」の業務 

333 国際協力機構 技術協力機材の在外調達支援業務 

334 ★国際交流基金の「日本語国際センター」の業務（注）このうち、「日本語国際センター」施設管理・運営業務は新プロセス 

335 国際交流基金の文化芸術交流事業 

336  宇宙航空研究開発機構広報普及支援業務 

文部科学省 
337 日本原子力研究開発機構 洗濯場・一般廃棄物処理施設の運転等に係る業務請負 

338  宇宙航空研究開発機構 文書管理運用支援業務 

339 科学技術振興機構 外国人研究者宿舎生活サポート等業務 

340  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 
厚生労働省 

341 ★国立病院機構の物品調達業務 

342 医薬基盤・健康・栄養研究所の医科学研究用霊長類繁殖育成等業務 経済産業省 



 

343 ◎日本貿易振興機構の見本市・展示会情報総合ウェブサイト管理・運営業務 
経済産業省 

344  日本貿易振興機構の環境関連ミッション受入事業 

345  自動車検査独立行政法人の自動車検査業務（自動車検査業務に用いる機器の保守管理業務） 

国土交通省 346 ★都市再生機構 賃貸住宅入居者募集業務 

347 国際観光振興機構の海外観光宣伝事務所の業務 



監理委員会委員・専門委員からの意見概要

１．全般（法の理念に則した運用）

○ 公サ法の理念、本質を踏まえた検討・見直しをして欲しい。公共サービスの飛躍的な効率化を図るという本来の趣旨を活かす工夫
ができないか。

○ 既存事業の枠組みに捉われず、事業全体の再構築、新たなサービス提供の形を志向するという意識を官民双方が共有すれば、サー
ビスの効率化・利便性の向上が進み、質の低下等問題は出てこないはず。

○　公サ法は、過去に問題が指摘された公共サービスの解決策、独法改革等の手段としても大いに活用できると思う。

○ 公サ法の最大の特徴は、手続きの透明性と並んで、法特例が設けられていること。革新的な法律であり、そこをもっと上手くＰＲ
できないか。

２．官民競争入札

○ 官民いずれが実施するにせよ、公共サービスの効率化を目指すのが市場化テストの趣旨。官も民との競争に勝てば、自ら実施する
正当性を証明できるし、競争の過程でサービスレベルが向上する。

○　官民競争入札は目的ではなく手段。件数の多寡で判断する必要はない。

○　民間委託する時点で官が参加を取りやめることも公サ法の効果と言える。

３．事業選定

○　事業選定戦略・基準を明確にすべき。

○　各府省が自主的にこの法律を活用するようなメリットの提示、意識改革等の仕掛けが必要ではないか。

○　先進的な省庁や市場化テストの成功例を紹介し、他省庁等が追従する仕組みを考えるべき。

○　各府省は自身の業務範囲を守り、末端を外注している印象。これでは民間の大胆な発想、創意工夫、経営力を活用できない。

○　年1回の事業選定（閣議決定）と決めずに、柔軟かつ頻繁に行うべき。

○　迅速に選定するもの、民間や各府省とじっくり対話して選定するものなど、取り進め方に幅があって然るべき。

○　事業選定から入札、事業実施までのプロセスに時間が掛り過ぎではないか。ファーストトラックがあっても良いのでは。

○ 事業選定の閣議決定は、重要事項のみに限定してもよいのでは。継続事業や小規模事業は、新規事業とは異なる別の手順があって
もよいと思う。

○ 閣議決定するとしても、分野横断的・府省横断的に、「対象分野・職種」などを示す程度でよく、その先は、各府省の「やる気」
の問題ではないか。

参考資料５ 



４．民間との連携①（情報開示）

○ 民間企業としては「公共サービスビジネス」という新規分野に挑戦する訳で、市場規模・収益性・成長性・競争相手など「ビジネ
スの形」が見えない以上、挑戦するかどうかの決断はできない。

○ 情報開示は、まず参加して欲しい民間企業向けに特化すべき。ポイントは、発注単位、規模、形態等について民間企業の意見を吸
収する「双方向の仕組み」。

○ 官の業務フロー・コストの開示は、民間提案の前提として必須。その際、官民のコスト構造の違い（民間は管理費や租税が発生す
る等）に留意が必要。

○　役所が全体としてどういう業務をしているかの情報開示が必要。

○再委託事業者との関係性等、業務の役割分担の明確化が必要。

○業務のマニュアル化、詳細な仕様書の作成等による業務の明確化が必要。

○守秘すべき情報等事業の性質を勘案しつつ、事業コストの算出に必要な情報提供は確保すべき。

５．民間との連携②（民間提案）

○ 市場化テストに対する民間からの期待、信頼を得るためにも、民間提案にしっかり対応すべき。民間提案への回答を関係府省に義
務付け、再提案・再質問などのやり取りができる仕組みを検討してはどうか。

○ ある事業について国より低廉・良質なサービスを提供できるという具体的な提案はすべて採用し、各府省に異論があれば官民競争
入札で争えばよい。

６．民間との連携③（「民を育てる」視点）

○　事業によっては、委託事業者に経験を積ませつつ徐々に委託範囲を拡大する仕組みを取り入れることも効果的ではないか。

○ 国の公園などは、企業が収益性を考えて参入するものではない気がする。地域のＮＰＯ等が参加できるような環境づくり（仕様書
の作成）も大切。



７．民間との連携④（入札参加資格）

○　契約実績ではなく、業務遂行能力を審査するなど、入札参加が困難とならない仕組みの構築。

○　地理的要件が課されている事業についてＩＴ等の活用による要件の緩和。

○　コンソーシアム及び再委託の活用による新規参入の拡大を図るべき。

○　新規参入の促進の観点から、事業実施に必要な法令上の登録要件の確認時期について、入札審査時から契約後に延長するべき。

８．　民間との連携⑤（民間事業者が受注しやすいような事業範囲の設定）

○　規模が大きすぎる事業は、事業を分割することにより、受注可能な事業者数を増やすべき。

○　定型化できる事業はマニュアル化を進め、新規参入の拡大を図るべき。

○　特殊性のある業務を除外するなど業務範囲の見直しが必要。

９．実施評価、モニタリング

○ 総合評価方式は基準・尺度がなく正解もないため、官も民も苦労している。官側の仕様書作成が未熟。一者応札になる仕様は論外
であるし、曖昧な仕様のため契約後に民間の想定より業務が増えてしまうことがある。

○ 総合評価方式は、運用が「公正」に行われることが必要。公サ法に原則として規定するならば、予め評価項目毎の「配点基準」な
ど透明性確保の条件を明確にすることが重要。総合評価の指標は、国際的なコンペで使用されている「ポイント表」などが参考にな
る。

○ 弁護士、会計士、コンサルタント等によるサポートチームがデータを蓄積し、案件に見合った入札方式等を指定するようにしては
どうか。

○　人件費のデフレスパイラルを回避すべく、質をもっと重視するように。

○　総合評価方式は実績のある事業者が有利になり、固定化・新規参入阻害の危険性を孕んでいることに留意すべき。

10．プロセスの改善

○　事前の審査よりもむしろ、事後の検証を重視すべきではないか。

○ 本来、民間委託後のサービスの質やノウハウの蓄積状況の確認、モニタリングの精度を上げることが重要。しかし現状は、事業選
定プロセスに時間・労力を掛けており、資源配分が偏っている印象。



11．ガイドライン、データベース等の整備

○　監理委員会事務局に市場化テストのノウハウを蓄積し、「知的センター」となることが重要。

○　実施要項の標準例を事業種ごとに作成・パターン化し、各府省や監理委員会（事務局）の負担を軽減すべき。

○　ベストプラクティスの共有、データベース化は是非実施して欲しい。

○　総合評価方式の基準、採点方式など、データベースがあるとやりやすい。

○　実績のデータベース化は、官庁支援業務として民間に委託する手もある。



法に基づく事業の実施状況 

 
 ○ 官民又は民間競争入札（市場化テスト）の導入決定事業数…３４７事業 
 ○ 導入による経費削減効果…累積約2１７億円（約２８％の削減）（注１） 

 

１．概要 

※ 刑事施設の運営業務（法務省） 
○ 刑事施設の運営業務の一部について事業を実施中 

 ・総務業務及び警備業務： 静岡刑務所及び笠松刑務所 

 ・作業業務、職業訓練、教育業務及び分類業務： 

              黒羽刑務所、静岡刑務所及び笠松刑務所 

２．主な対象事業 

※は公共サービス改革法に基づく特例により民間委託が可能となった事業 

※ 国民年金保険料収納事業（日本年金機構） 
○ 全国３１２箇所の年金事務所全てで事業を実施中 

◆ 経費削減効果：１２６億円（１８１億円→５４億円） 

※ 登記事項証明書等の交付等（法務省） 

○ 全国４１９箇所の登記所で事業を実施中 

◆ 経費削減効果：４８億円（１１０億円→６２億円） 

公物管理（国土交通省等） 

○ 道路、河川･ダムにおける発注者支援業務等 
（注１） 

【事業規模７４８億円】 

○ 港湾、空港における発注者支援業務（注2） 【７４億円】 

○ 国営公園の維持管理（注１）   【９０億円】 

○ 空港施設の維持管理（注１）      【６９億円】 等 

■ 事業規模の総額：年間９８０億円以上 

（注1）金額は事業選定を行った時期の事業規模（平成21年度） 

（注2）金額は事業選定を行った時期の事業規模（平成22年度） 

  事業により開始時期は異なる 

行政情報ネットワークシステム関連業務 

○ 国・独法のＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務について委託 

  を実施 

■ 事業規模：２８０億円以上 

（注１）①従来の実施経費が算出できない新規事業や②法に基づく入札の対象外 
            となった事業を除く１８８事業を対象。 
     削減効果はすでに事業の評価が終了している場合は評価時の数値、評価    
     が終了していない場合は実施要項及び落札金額等から算出。 

平成2７年７月時点 

※ 刑事施設の運営業務（法務省） 
○ 刑事施設の運営業務の一部について事業を実施中 

 ・総務業務及び警備業務： 静岡刑務所及び笠松刑務所 

 ・作業業務、職業訓練、教育業務及び分類業務： 

              黒羽刑務所、静岡刑務所及び笠松刑務所 

３．対象事業（平成2７年７月追加）のポイント 

  
新たに２３事業を追加し、対象事業は３２４から３４７に 
 
・国の公物管理等業務                １６事業  約２４億円 
・国、独法の行政情報ネットワークシステム関連業務   １事業  約４３億円 
・独立行政法人の実施している業務         4事業    約５億円 
・国の施設管理業務                  2事業    約２億円 
        【合計２３事業  約７４億円】 

 

：うち、新プロセスに移行 

：うち、終了プロセスに移行 

347 324 

３ 

参考資料６ 



年度 件名 内容

施設管理・運営業務に係る民間競
争入札の効果に関する調査

①背景
　施設管理・運営業務については、市場化テストの導入により効果が見込まれる分野の一つとして指定され、大部
分は、民間競争入札の形式で実施されており、平成27年３月までに延べ109業務となっているところ、同種の事業の
効果を可視化すべきとの監理委員会から指摘を受け、施設管理・運営業務に係る民間競争入札の効果について整理
するもの。

②内容
　これまで官民競争入札及び民間競争入札で実施された施設管理・運営業務について、業務の包括化の状況、コス
ト、競争性の発揮、民間事業者の創意工夫の発揮状況等についてフォローアップした結果を一覧として整理すると
ともに、これまで取り組まれた案件で入札不調であった業務の問題点や、前述のフォローアップ結果や官民競争入
札等監理委員会における議論から見えてくる論点を整理する。

地方公共団体における民間委託の
推進に関する調査

①目的
　骨太方針2015を受けた公的サービスの産業化（自治体業務の適正な民間委託の推進）を図るべく、地方公共団体
における民間委託の推進にあたる。

②内容
　(1)地方公共団体が民間委託を望む分野の把握、(2)民間委託を阻害する（推進を躊躇する）理由の把握、(3)課題
の解決に資する事例の収集、(4)今後の取組の方向性、の４点について、公共サービス改革推進室で行った地方公共
団体へのアンケート調査結果をもとに、窓口業務、総務業務、公金債権回収、庁舎管理、公物管理（道路、上下水
道等）における分野ごとの概況の調査・整理等を行う。

年度 件名 内容

諸外国における公共サービス改革
の取組状況に係る調査

①目的
　諸外国で実施されている公共サービス改革の最新の実施状況を調査し、先進事例等について検証することによ
り、我が国における公共サービス改革の更なる取組の推進に資することを目的に委託調査を実施するもの。

②内容
　(1)諸外国における公共サービス改革全般の実施状況について、(2)諸外国における公共サービス改革の取組と行
政改革との関連性について、(3)諸外国における市場化テストがどのように評価・活用されているか、調査・整理す
る。

国立大学附属病院・国公立病院等
における医業未収金の徴収手法等
に関する調査

①背景
　公共サービス改革基本方針（平成25年６月14日閣議決定）において、国立大学法人は既に他の国の行政機関等に
おいて官民競争入札等の対象とされている医業未収金の徴収業務について経営改善の取組に努める旨規定されてい
るところ。さらに地方公共団体における公金債権回収、特に医業未収金は相当な割合を占めその徴収対策が重要な
課題であり、監理委員会地方公共サービス小委員会において環境整備に向けて検討がなされ、公金債権回収に係る
研修会も実施している。

②内容
　国公立病院等における①医療費の取漏れ防止策、②国民健康保険、生活保護や高額医療費等の受給支援等福祉的
配慮としての患者相談・患者サービス、③外部委託の状況について現状を把握し、民間病院や弁護士等の取組みを
含めた先進事例や制度上・運用上の課題について調査し、さらに過去に厚生労働省の独立行政法人が実施した市場
化テストのフォローアップを行う。

委託調査概要

平成27年度

平成26年度

参考資料７ 



年度 件名 内容
国立大学法人の出張管理業務等内
部管理業務の効率化・集約化
（シェアードサービス化）に関す
る調査

①目的
　公共サービス改革基本方針（平成25年６月14日閣議決定）において、国立大学法人は経営改善の取組に努める旨
規定されているところ。
　平成25年に業務フロー・コスト分析の手引きを改訂した時期にあわせ、実際にフローをわかりやすく可視化でき
る出張管理業務を取り上げることにより、手引きを活用した業務改善を浸透させることを目指す。

②内容
　国立大学法人の出張管理業務の改善の取組の現状（アウトソーシングの形態やシステム化等）について調査を行
うとともに、国立大学法人4法人や出張管理業務の外部委託業者4社へ調査を行い、業務フロー・コスト分析（当該
業務がどのような流れでどれだけの費用を掛けて実施されているかを分析するスキーム。以下同じ。）を活用した
改善策を取りまとめる。

地方公共団体の公金債権回収促進
のための民間委託に関する調査

①背景
　地方公共団体における公金債権回収は喫緊の課題であり、地方公共団体においては住民サービスの質の維持向上
と経費の削減のため、公金債権回収を含めたサービスのアウトソーシング等を推進しており、監理委員会事務局も
その民間委託に関する相談が多数寄せられていたところ。

②内容
　地方公共団体の公金債権回収業務における民間委託の現状と制度的、実務的な問題把握に資する事例収集を行
う。

年度 件名 内容

地方公共団体における市場化テス
トの導入推進のための調査

①背景
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律においては、地方公共団体の窓口業務について法特例の活用
による民間委託が規定されているところ、導入がわずか５事例に留まっていたことから、その要因分析を行ったも
の。地方公共団体における市場化テストの導入推進のため、市場化テストと指定管理者制度の併用等についても提
案した。

②内容
　(1)公サ法に基づく市場化テストを導入している又は公サ法を参考に自治体版の市場化テストを実施している自治
体の現況調査、(2)自治体における民間委託の最新事例の調査、(3)海外（オクラホマ州）における徴税の民間委託
の内容調査

諸外国における業務時間管理手法
等に関する調査

①目的
　平成24年度に、「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を作成したところ、同手引きの更なる活用を促すた
め、参考とすべき諸外国における業務時間管理手法等に関する調査等を実施したもの。

②内容
　諸外国における公共サービスに係る業務時間管理手法や、市場化テスト実施事業における業務フローやコスト分
析手法等（コスト算定、期中業務実態把握、評価指標の設定等）の調査。

平成24年度

平成25年度



年度 件名 内容
総合評価落札方式の実施等に関す
る調査

①目的
　市場化テスト対象事業において活用される総合評価方式について、評価基準、配点方法、判断等の客観性や妥当
性をどのように担保するかという問題があり、発注者による評価が恣意的になるおそれも懸念されたことから、こ
れらの観点も含めて、広く問題点・課題を洗い出し、論点の整理を行う。

②内容
　(1)総合評価方式全般に関する調査と情報収集、(2)公共サービス改革法に基づく総合評価方式の実施状況に関す
る整理・分析、(3)標準例の策定等の調査。

国立大学法人における各種業務の
外部委託による経営改善の取組の
現状と課題に関する調査

①目的
　公共サービス改革基本方針（平成２３年７月１５日閣議決定）において、国立大学法人は経営改善の取組に努め
る旨規定されており、監理委員会公共サービス改革小委員会国立大学分科会の指摘を踏まえ、国立大学法人が効率
的に各種業務を遂行する観点から、外部委託することにより優れた成果を得ることが期待される業務について、現
状と課題等を調査・整理する。

②内容
　各種業務の外部委託による経営改善の取組の現状や課題等について定量的な把握を行い、外部委託による経営改
善を効果的に進めるための取組を調査。

国及び独立行政法人等における業
務フロー・コスト分析に関する調
査

①目的
　公共サービスの質の向上と経費の削減を図るため、業務フロー・コスト分析に関する取組を進める旨「公共サー
ビス改革基本方針」（平成22年7月閣議決定）に規定され、その具体的手法を検討するもの。

②内容
　国及び独立行政法人等で実施されている業務フロー・コスト分析いわゆる活動基準原価計算等の管理会計手法の
導入事例を整理分析した上で、業務フロー・コスト分析の試行を実施し、今後、業務フロー・コスト分析の取組を
推進し定着させるための標準的な手順等を明らかにする。

平成23年度



年度 件名 内容
公共サービスの調達手続に関する
調査

①目的
　平成22年当時は、調達改革を所管していたところ（現在は行政改革推進本部に移管されている。）、海外及び国
内における先進的な調達手続（多段階選抜、競争的対話、競り下げ方式の入札等）、調達手続の改善例等について
調査することにより、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく事業の実施、その他の公共調達
に係る検討作業等において参考とする。

②内容
　(1)先進的な調達手続、調達手続の改善例等（例えば、共同調達、シェアードサービス、フレームワーク契約、政
府調達カードの導入、多段階選抜、競争的対話、競り下げ方式の入札、インセンティブ契約等）、調達に係る人材
育成、調達改革を促すための促進施策等の海外及び国内における実施状況（適用分野、適用法令、具体的手続・文
書、事業例、成果、課題等）、(2)日本の公共調達に係る先進的な調達手続、調達手続の改善等についての提案を調
査。

地方公共団体における公共サービ
スに係る官民連携の在り方に関す
る調査

①目的
　地方公共団体における官民連携の実施状況等について調査することにより、地方公共団体における競争の導入に
よる公共サービスの改革に関する法律に基づく事業の実施、その他の官民連携の推進に係る検討作業等において参
考とする。

②内容
　(1)地方公共団体における官民連携（例えば、業務委託、包括的民間委託、指定管理者制度、ＰＦＩ事業、市場化
テスト等）の枠組、手続、実施状況等（適用・推進分野、独自の工夫・改善点、成果、課題等）、(2)地方公共団体
の公共サービスの担い手（行政、民間事業者、ＮＰＯ等）と各者の関わり方（事業パターンの類型化等）、(3)地方
公共団体における官民連携の推進に係る取組（例えば、業務分析・棚卸し、職員の意識改革・研修、組織改変、民
間の関心・参入意欲の喚起等）、(4)地方公共団体の公共サービスに係る官民連携の在り方についての提案を調査。

法令の特例等を活用した公共サー
ビス改革に関する調査

①目的
　公共サービス改革をより進展させるため、国・地方公共団体における公共サービス改革の実施状況及び課題（公
共サービス改革法及び特区法に基づく現在の取組状況を含む）、現に検討が求められている規制・制度等について
調査を実施する。

②内容
　地方公共団体における公共サービス改革の実施状況及び課題（公共サービス改革法及び特区法に基づく現在の取
組状況を含む）について、地方公共団体の制度所管部局、事業実施部局、民間事業者、有識者等からのヒアリン
グ、関係施設の視察及び情報収集を行い、その結果を踏まえた分析を実施。

大学の調達手続の効率化に関する
調査

①背景
　平成22年当時は、監理委員会に公共サービス改革小委員会国立大学法人分科会が置かれており、そこで調達改善
を含めた経営効率化について審議が行われ、「国立大学法人の施設管理業務、図書館運営業務等への評価」を公表
し、平成22年の基本方針の改定で経営改善の取組に努めるとされたところ。

②内容
　大学における調達手続について、既に実施されている効率化等の取組の状況等を調査することにより、各国立大
学法人に対して経営改善を促していくための有効方策の検討等の参考とするとともに、各国立大学法人が自ら取り
組む経営改善における活用に資する観点から財務担当者向けアンケート及び先進事例調査を実施。
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