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参考資料１－１ 

官民競争入札等監理委員会委員 名簿 

（2018年７月～2021年７月） ※委員は５０音順

委員長 稲
いの

 生
う

信
のぶ

 男
お

早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 

委員長代理  井
い

 熊
くま

均
ひとし

 株式会社日本総合研究所 フェロー 

浅
あさ

 羽
ば

隆
たか

 史
し

成蹊大学 法学部 教授

石
いし

 上
がみ

千
ち

 博
ひろ

日本労働組合総連合会 副事務局長

稲
いな

 葉
ば

延
のぶ

 雄
お

 株式会社リコー 取締役会議長 

梅
うめ

 木
き

典
のり

 子
こ

PwCあらた有限責任監査法人 パートナー・公認会計士 

尾
お

 花
ばな

眞理
ま り

子
こ

モリソン・フォースター法律事務所 弁護士

川
かわ

 島
しま

千
ち

 裕
ひろ

日本労働組合総連合会 総合政策局長 

（～令和元年12月。所属は退任時） 

清
きよ

 原
はら

慶
けい

 子
こ

前三鷹市長、杏林大学 客員教授、ルーテル学院大学 客員教授

古
こ

 笛
ぶえ

恵
けい

 子
こ

弁護士 

関
せき

 野
の

 晶
あき

 夫
お

株式会社ＪＲ東日本マネジメントサービス 顧問

ノキアソリューションズ＆ネットワーク合同会社
中
なか

 川
がわ

眞
ま

 弓
ゆみ

プロジェクト購買部 部長

野
の

 口
ぐち

晴
はる

 子
こ

早稲田大学 政治経済学術院 教授

ふる お や みつ お

古尾谷  光 男 全国知事会 事務総長
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官民競争入札等監理委員会専門委員一覧

参考資料１－２

氏　　名 現　　　　　　　職

1
あらかわ　じゅん

荒川　潤 愛知県知事特別秘書（政策調整）

2
いくしま    かよこ

生島　佳代子 東日本国際大学　客員教授

3
いしかわ けいこ

石川　恵子 日本大学　経済学部　教授

4
いしだ はるみ

石田　晴美 文教大学　経営学部　教授　　公認会計士

5
いしづ けんじ

石津　賢治 埼玉県北本市　前市長

6
いしむら みつひこ

石村　満彦 公認会計士・税理士

7
おおやま ながあき

大山　永昭 東京工業大学　科学技術創成研究院　特命教授

8
おく　　  まみ

奥　真美 東京都立大学　教授

9
　おび  たかし

小尾　高史 東京工業大学　科学技術創成研究院　准教授

10
かしわぎ めぐみ

柏木　恵 キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

11
かとう よしたか

加藤　佳孝 東京理科大学　理工学部　教授

12
かわさわ りょうこ

川澤　良子 Social Policy Lab株式会社　代表取締役社長

13
　くどう　　　ひろこ

工藤　裕子 中央大学　法学部　教授

14
　　こさこ としそう

小佐古　敏荘 東京大学　名誉教授

15
 こまつ ゆきお

小松　幸夫 早稲田大学　名誉教授

16
 しみず いたる

清水　至 公認会計士

17
つじ たかなり

辻　崇成 弁護士

18
はやつ　　 はなよ

早津　花代 弁護士

19
まつむら としひで

松村　俊英 ジャパンシステム株式会社　ソリューションストラテジスト

20
みやざき　さとし

宮崎　哲 太陽有限責任監査法人　シニアパートナー

21
みわ さとし

三輪　哲 東京大学　教授
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参考資料１－３

官民競争入札等監理委員会　委員在任期間

※敬称略

稲生　信男 井熊　均 浅羽　隆史 石上　千博 稲葉　延雄 梅木　典子 尾花　眞理子 川島　千裕 清原　慶子 古笛　恵子 関野　晶夫 中川　眞弓 野口　晴子 古尾谷　光男

2018年 7月

2018年 8月

2018年 9月

2018年 10月

2018年 11月

2018年 12月

2019年 1月

2019年 2月

2019年 3月

2019年 4月

2019年 5月

2019年 6月

2019年 7月

2019年 8月

2019年 9月

2019年 10月

2019年 11月

2019年 12月

2020年 1月

2020年 2月

2020年 3月

2020年 4月

2020年 5月

2020年 6月

2020年 7月

2020年 8月

2020年 9月

2020年 10月

2020年 11月

2020年 12月

2021年 1月

2021年 2月

2021年 3月

2021年 4月

2021年 5月

2021年 6月
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参考資料２－１ 

官民競争入札等監理委員会 開催実績 

＜開催実績の概要＞ 

2018 年度 2021 年度 
2019 年度 2020 年度 

（７月 21 日～） （～７月 20 日）

開催回数 9 回 17 回 17 回 6 回 

うち書面審議 5 回 11 回 14 回 4 回 

実施要項件数 
36 件 49 件 40 件 4 件

（実施要項の変更を含む）

事業評価件数 11 件 53 件 64 件 42 件 

＜各回の開催状況＞ 

第 219 回：2 018 年 8 月 6 日（月） 
（17 :20～1 7:38） 

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 

第 220 回：2 018 年 10 月 2 日（火） 
（15 :29～1 7:24） 

１．実施要項（案）について 

◯厚生労働省／「上石神井庁舎」の管理・運営業務

◯（国研）土木研究所／情報システム運用支援業務

２．第 12回公共サービス改革小委員会の審議結果報告について

３．平成30年度の事業選定方針及びプロセスについて（案）【非

公開】 

４．「特定公共サービス等に関する研究会」について（案）【非

公開】 

５．公共サービス改革ヒアリング 
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第 221 回：2018 年 11 月 6 日（火） 
（書面審議） 

第 222 回：2018 年 11 月 7 日（水） 
（10:00～11:11） 

１．実施要項（案）について 

◯国土交通省／空港消防等請負業務 

◯（独）日本学生支援機構／兵庫国際交流会館の管理・運営等

業務

◯厚生労働省／医療経済実態調査（医療機関等調査） 

◯（独）労働政策研究・研修機構／労働大学校運営等業務 

◯財務省／神戸地方合同庁舎（財務局）の管理・運営業務 

・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※９件 

◯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） 

◯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（ダム及び堰・排水機場等管理支援業務） 

◯公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務） 

◯公物管理補助業務（道路巡回業務） 

◯発注者支援業務（用地補償総合技術業務） 

・国土交通省／港湾、空港における発注者支援業務※４件 

◯発注者支援業務（発注補助業務） 

◯発注者支援業務（技術審査補助業務） 

◯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） 

◯国土交通省／東京国際空港警備業務 

２．事業の評価（案）について 

◯（独）国民生活センター／全国消費者生活情報ネットワーク・

システム(PIO-NET)運用支援業務 

３．農林水産省／国有林の間伐等事業について（近畿中国森林

管理局島根森林管理署における民間競争入札の入札結果等に

ついて） 

１．実施要項（案）について 

◯財務省／横浜第2合同庁舎の管理・運営業務 

◯国土交通省／空港有害鳥類防除業務（東京国際、新潟、宮崎、

鹿児島、那覇空港） 

◯内閣府・原子力委員会／アジア地域原子力協力に関する調査

業務

２．「第17回地方公共サービス小委員会」の審議結果について 

３．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】 

４．「施設の管理・運営業務に係る経費節減等に関する研究会」

について（案）【非公開】 
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第 223 回： 2018 年 11 月 28 日（水） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

◯（国研）防災科学技術研究所／地震・火山観測網整備及び維

持管理業務 

◯（独）情報処理推進機構／電子ＩＰＡ稼働維持支援業務 

◯林野庁／森林生態系多様性基礎調査事業 

◯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 

◯文部科学省／地震調査研究推進本部の評価等支援事業 

◯厚生労働省／「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 

２．事業の評価（案）について 

◯公正取引委員会／ＬＡＮシステム運用支援業務一式 

◯国土交通省／測量士・測量士補試験事業 

３．その他 

◯日本年金機構／国民年金保険料収納事業に係る民間競争入札

実施要項及び業務委託契約の変更について 

第 224 回：2 018 年 12 月 6 日（木） 
（15 :28～1 7:16） 

１．実施要項（案）について 

◯経済産業省／海外事業活動基本調査 

◯（国研）日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連

する運転管理に係る業務 

◯（国研）日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連

する核種移行試験等に係る業務 

２．「窓口業務の民間委託による効果についての参考事例集」

について 

３．平成30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．「特定公共サービス等に関する研究会」の結果報告につい

て【非公開】 

第 225 回： 2018 年 12 月 21 日（金） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

◯経済産業省／中小企業実態基本調査 

◯厚生労働省／農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業） 

◯内閣府／宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制

の実装に向けた検討調査 

◯経済産業省／放射性廃棄物重要基礎技術研究調査（平成31年

度開始） 

◯外務省／中国若手行政官等長期育成支援事業（平成31年度開

始）

２．事業の評価（案）について 

◯（独）統計センター／ＬＡＮ等運用管理業務 

◯（独）自動車技術総合機構／自動車検査用機械器具の保守管

理業務（関東検査部管内「東京都・神奈川県・山梨県」、関東

検査部管内「茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・栃木県」、

中部検査部管内、北陸信越検査部管内） 

３．その他 

◯農林水産省／国有林の間伐等事業について（関東森林管理局

静岡森林管理署における民間競争入札の入札結果等につい

て）
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第 226 回：2 019 年 1 月 30 日（水） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

◯環境省／サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算

定方法調査業務 

２．その他 

◯（独）国際協力機構／ＪＩＣＡボランティア募集支援業務に

関する実施要項の変更及び契約変更について 

◯（独）国際協力機構／ＪＩＣＡボランティア選考支援業務に

関する実施要項の変更及び契約変更について

第 227 回：2 019 年 3 月 7 日（木） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

◯農林水産省／国有林の間伐等事業 

◯国土交通省／電子海図システム管理装置ほか一式借入保守 

◯（国研）土木研究所／情報システム運用支援業務 

２．事業の評価（案）について 

◯文部科学省／放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務 

◯金融庁／金融庁ネットワークシステムの運用管理業務 

◯警察庁／広域交通管制システムの更新整備及び維持管理業

務 

◯（国研）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 

◯（国研）科学技術振興機構／ JST セキュリティ監視運用業務 

３．その他 

◯（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構／国家石油備蓄基地

操業委託の事業承継について 

第 228 回：2 019 年 3 月 8 日（金） 
（09 :56～1 1:03） 

１．事業の評価（案）について 

◯（独）中小企業基盤整備機構／情報化ネットワークシステム

運用管理業務 

２ .「標準委託仕様書等を活用した東京都日野市の参考事例」に

ついて 

３．実施要項指針（標準例）、終了プロセス及び新プロセス運用

指針の改正報告について 

４．事業評価に係る審議の諮り方について【非公開】 

第 229 回：2 019 年 4 月 24 日（水） 
（10 :00～1 2:00） 

１．業務フロー・コスト分析に関する報告について

２. 第14回公共サービス改革小委員会の審議結果報告について

３．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】

４．「公共サービス改革基本方針（案）」について【非公開】
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第 230 回：2019 年 5 月 31 日（金） 
（書面審議） 

第 231 回：2019 年 6 月 17 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○宮内庁／宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務  

○（国研）宇宙航空研究開発機構／資産管理支援業務 

２. 事業の評価（案）について 

○外務省／東京国際センターの施設管理

○外務省／筑波国際センターの施設管理

○法務省／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（平成 29 年度開始）（大阪） 

○環境省／東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務

○（国研）宇宙航空研究開発機構／システム技術支援業務

○（国研）宇宙航空研究開発機構／文書管理運用支援業務

○法務省／登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（平成 28
年度開始） 

３．その他  

○農林水産省／国有林の間伐等事業の実施要項の変更について 

１．事業の評価（案）について 

○（国研）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

○（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構／本社情報ネットワ

ークシステム管理業務  

○防衛省／三宿地区に係る施設の管理・運営業務（平成29年度

開始） 

○総務省／電子政府利用支援センターの運用等の請負

○国土交通省／空港有害鳥類防除業務  

○警察庁／警察大学校の管理・運営業務（平成27年度開始）  

○資源エネルギー庁／国際エネルギー情勢調査（ASEAN+3地域に

おけるエネルギー連携強化に係る事業）（平成29年度開始）  

○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 

○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一

式 

○特許庁／書面による手続きのデータエントリー業務一式

○総務省／政府認証基盤の運用・保守の請負（平成 28 年度開始）
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第 232 回：2 019 年 6 月 24 日（月） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○環境省／那須平成の森運営管理業務  

○環境省／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

○経済産業省／特許庁庁舎の管理・運営業務（平成29年度開始）

○（国研）量子科学技術研究開発機構／イオン照射研究施設等

利用管理支援業務

○厚生労働省／薬物乱用防止啓発訪問事業 

○（独）情報通信研究機構／情報システム運用業務（平成30年

度開始）

○厚生労働省／能力開発基本調査  

○国土交通省／国際航空旅客動態調査  

○厚生労働省／就労条件総合調査（平成29年度開始 )  
○（国研）防災科学技術研究所／地震・火山観測網整備及び維

持管理業務  

○農林水産省／政府米の販売等業務

○（独）情報処理推進機構／電子ＩＰＡ稼働維持支援業務

○（独）国立病院機構／東京医療センター施設管理業務  

○（独）国際協力機構／「JICA 地球ひろば」の監理・運営業務

（市ヶ谷） 

第 233 回：2 019 年 6 月 27 日（木） 
（15 :30～1 7:30） 

１．実施要項（案）について 

○農林水産省／内水面漁業生産統計調査

○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／農業物価統計調査 

２，事業の評価（案）について 

○厚生労働省／中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務 

３．第 15 回公共サービス改革小委員会の審議結果報告について 

４．「公共サービス改革基本方針（案）」について 

第 234 回：2 019 年 7 月 12 日（金） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○（独）国際協力機構／「JICA 地球ひろば」の監理・運営業務

（なごや）  

○（国研）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 

○（独）日本原子力研究開発機構／地層処分開発に関連する運

転管理に係る業務

○（独）日本原子力研究開発機構／地層処分開発に関連する核

種移行試験等に係る業務

○財務省／さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務 
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第 235 回：2 019 年 7 月 30 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○（国研）科学技術振興機構／ JST セキュリティ監視運用業務

○法務省／登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（令和元

年度開始）  

２. 事業の評価（案）について 

○経済産業省／計量士国家試験事業（平成 29 年度開始）  

○国税庁／税務大学校和光校舎の管理・運営業務（平成27年度

開始） 

○国土交通省／中央合同庁舎第３号館等の管理・運営業務（平

成29年度開始）

○（国研）日本原子力研究開発機構／個人被ばく管理に係る業

務請負 

○農林水産省／国有林の間伐等事業

○国土交通省／航空交通管制機器部品補給管理等業務請負

○総務省／LANシステムの更新整備及び運用管理業務 

第 236 回：2 019 年 9 月 19 日（木） 
（13 :00～1 5:00） 

１．実施要項（案）について 

○（独）国立病院機構／東京医療センターの管理・運営業務  

○財務省／国有財産総合情報管理システムの運用保守業務 

２．令和元年度の地方公共サービス(窓口業務)に関する主な取

組について  

３．令和元年度 事業選定方針及びプロセスについて（案）【非

公開】 

４．最近の民間競争入札対象事業の推移について 【非公開】 

第 237 回：2 019 年 10 月 1 日（火） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○（独）工業所有権情報・研修館／知的総合支援窓口運営業務

２. 事業の評価（案）について 

○厚生労働省／医師国家試験事業外 11 試験事業

○内閣府・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

○内閣府・国土交通省／港湾、空港における発注者支援業務  

○財務省／「西ケ原研修合同庁舎」の管理・運営業務 

第 238 回：2 019 年 11 月 1 日（金） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○（独）地域医療機能推進機構／患者給食業務委託（うつのみ

や病院）

○財務省／さいたま新都心合同庁舎1号館（財務局）の管理・運

営業務 

○（国研）理化学研究所／実験動物飼育管理業務  

○（国研）防災科学技術研究所／地震・火山観測網の整備及び

維持管理支援業務（令和２年度開始） 
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第 239 回： 2019 年 11 月 13 日（水） 
（10 :00～1 2:00） 

１．実施要項（案）について 

○厚生労働省／若年技能者人材育成のための地域における技能

振興等に係る周知・広報業務 

○（国研）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 

○（国研）理化学研究所／マルウェア対策・W AF 機器の運用管

理業務 

○（国研）宇宙航空研究開発機構／システム技術支援業務等 

○（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構／非現業技術業務委

託（新横浜） 

○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／国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一

式

２．公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集結果に

ついて【非公開】

第 240 回： 2019 年 11 月 26 日（火） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○ 厚生労働省／女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的

情報提供事業

○（独）水資源機構／豊川用水二期用地補償支援業務

○国土交通省／航空交通管制機器部品補給管理等業務

○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

○厚生労働省／能力開発基本調査  

２. 事業の評価（案）について 

○文部科学省／文部科学省行政情報システム運用管理業務 

○国立特別支援教育総合研究所／電子計算機システム一式 

第 241 回：2 019 年 12 月 5 日（木） 
（16 :00～1 8:00） 

１．実施要項（案）について 

○（国研）国立成育医療研究センター／ビルメンテナンス総合

管理業務委託 

○財務省／西ケ原研修合同庁舎の管理・運営業務 

○環境省／京都御苑の維持管理業務 

○厚生労働省／刑務所出所者等就労支援事業 

○国土交通省／国際航空旅客動態調査 

２．実施要項の審議の方向性について 

○厚生労働省／就労条件総合調査 

３．「新技術の導入による施設の管理・運営業務の改善に関す

る研究会」の結果報告について 

４．令和元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】
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第 242 回： 2019 年 12 月 12 日（木） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○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（令和元年度開始）

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連する運転

管理に係る業務（令和２年度）

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連する核種

移行試験等に係る業務（令和２年度）  

○日本原子力研究開発機構／個人被ばく管理に係る業務請負  

○外務省／中国若手行政官等長期育成支援事業(令和２年度開

始）

○厚生労働省／医師国家試験事業等

○復興庁／東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査にお

ける試料採取等 

２. 事業の評価（案）について 

○厚生労働省／国民年金保険料収納事業（平成 29 年度開始、平

成 30 年度開始） 

第 243 回： 2019 年 12 月 20 日（金） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○環境省／サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算

定方法調査業務（令和２年度開始）

○厚生労働省／各種技能競技大会等に係る周知広報業務  

○内閣法制局／内閣法制局ＬＡＮシステム一式

○厚生労働省／農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業）

（令和２年度開始） 

第 244 回：2 020 年 2 月 14 日（金） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○厚生労働省／就労条件総合調査（令和２年度開始） 

第 245 回：2 020 年 3 月 3 日（火） 
（14 :00～1 6:00） 

１．実施要項（案）について 

○（独）国際協力機構／ JICA 地球ひろば企画運営管理業務 

○農林水産省／国有林の間伐等事業 

○農林水産省／政府所有米穀の販売等業務 

○（国研）宇宙航空研究開発機構／文書管理運用支援業務 

２．実施要項の標準例改正案について

第 246 回：2 020 年 4 月 22 日（水） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○警察庁／警察庁の行政情報管理システム業務プログラム（Ⅰ

とⅡ）開発及び保守業務

○宮内庁／宮内庁ネットワーク・システムの運用管理支援業務

○（独）国際観光振興機構／通訳案内士試験業務 

○（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

○警察庁／警察庁の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及び保守業務  

○総務省／総合無線局監理システム運用技術支援等の請負 
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第 247 回：2 020 年 4 月 24 日（金） 
（書面審議） 

１．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

○法務省／刑事施設の運営業務（令和４年度開始）

○日本年金機構／国民年金保険料収納事業 

２. 事業の評価（案）について 

○（独）教職員支援機構／（独）教職員支援機構の施設管理・

運営業務 

３．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】

４．「公共サービス改革基本方針（案）」について【非公開】 

第 248 回：2 020 年 5 月 21 日（木） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○総務省／情報通信政策研究所の管理・運営業務（平成 30 年度

開始） 

○（独）国際協力機構／市ヶ谷ビルの施設管理

○（国研）宇宙航空研究開発機構／広報普及支援業務

○農林水産省／牛乳乳製品統計調査

○厚生労働省／医療経済実態調査  

○厚生労働省／厚生労働省ネットワークシステムの更改（平成

29年度開始）

○(独）日本貿易振興機構／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）自動車技術総合機構／中央実習センターの管理・運営

事業

○（独）経済産業研究所／独立行政法人経済産業研究所

RIETIPC-LAN サービスの調達 

２．その他 

○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

業務の実施要項の変更について 

第 249 回：2 020 年 6 月 5 日（金） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○(国研)日本原子力研究開発機構／国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構の管財業務請負

○厚生労働省／養育費・面会交流相談支援センター事業  

○厚生労働省／要介護認定適正化事業  

○経済産業省／調査統計システム運用管理支援業務

○国土交通省／国土地理院の施設の管理・運営業務 

○(国研)日本原子力研究開発機構／国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構の図書館における学術情報及び成果情報の管

理に係る業務

○（独）国際協力機構／独立行政法人国際協力機構コンピュー

タシステム運用等業務  

○農林水産省／農林水産省行政情報システム運用管理業務 
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第 250 回：2 020 年 6 月 15 日（月） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○経済産業省／経済産業省企業活動基本調査  

○経済産業省／情報通信業基本調査

○資源エネルギー庁／平常時及び緊急時における石油需給動向

等調査 

○厚生労働省／社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事

業所調査

○（独）国民生活センター／（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  

○（国研）産業技術総合研究所／国立研究法人産業技術総合研

究所つくばセンターの施設管理等業務 

○海上保安庁／電子海図システム管理装置ほか一式借入保守  

○厚生労働省／教育訓練講座受講環境整備事業 

第 251 回：2 020 年 6 月 22 日（月） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○内閣府／宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制

の実装に向けた検討調査

○（国研）防災科学技術研究所／国立研究開発法人防災科学技

術研究所の地震・火山観測網の整備及び維持管理業務 

○厚生労働省／若年者地域連携事業

○厚生労働省／労働保険加入促進業務  

○国土交通省／東京国際空港場周警備設備等保守業務

○農林水産省林野庁／国有林の間伐等事業

○財務省／東京港湾合同庁舎、東京税関芝浦出張所等（税関）

の管理・運営業務

○総務省／インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等

請負

○国土交通省／国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務  

○（国研）日本原子力研究開発機構／国立研究法人日本原子力

開発機構大型計算機システム等の運用業務、基幹ネットワー

クシステム等の運用業務、情報セキュリティ対策システム等

の運用業務 

○農林水産省／政府所有米穀の販売等業務 

２．その他 

○環境省／国民公園の維持管理業務（皇居外苑） 

第 252 回：2 020 年 6 月 25 日（木） 
（書面審議） 

１．公共サービス改革基本方針（案）について
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第 253 回：2 020 年 7 月 13 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○総務省／総合無線局監理システム運用技術支援等の請負 

２. 事業の評価（案）について 

○厚生労働省／国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務 

○文部科学省／科学技術イノベーション創出基盤に関する調査

分析業務

○（独）国民生活センター／（独）国民生活センター施設の運

営等業務

○厚生労働省／農林業職場定着支援事業

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連する運転

管理に係る業務  

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連する核種

移行試験等に係る業務  

○農林水産省／水産物流通調査業務 

第 254 回：2 020 年 7 月 29 日（月） 
（書面審議） 

１. 事業の評価（案）について 

○（独）日本芸術文化振興会／独立行政法人日本芸術文化振興

会情報システムの総括運用管理支援業務委託  

○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／港湾・空港における発注者支援業務 

○（独）情報処理推進機構／独立行政法人情報処理推進機構電

子 IPA 稼働維持支援業務 

２．その他  

○（独）日本芸術文化振興会／独立行政法人日本芸術文化振興

会情報システムの総括運用管理支援業務委託の実施要項変更

と契約変更について

○厚生労働省／能力開発基本調査業務の実施要項変更について 

第 255 回：2 020 年 9 月 19 日（金） 
（10 :00～1 2:00） 

１．実施要項（案）について 

○（独）経済産業研究所／経済産業研究所 RIETIPC-LAN サービ

ス調達 

２．事業の評価（案）について 

○（独）自動車事故対策機構／インターネット適性診断システ

ム（ナスバネット）の運用管理及び保守 

○外務省／中国若手行政官等長期育成支援事業 

３．令和 2 年度 事業選定方針及びプロセスについて（案）【非

公開】
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第 256 回： 2020 年 10 月 19 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○日本原子力機構／地層処分研究開発に関連する運転管理に係

る業務（令和３年度開始）  

○日本原子力機構／地層処分研究開発に関連する核種移行試験

等に係る業務（令和３年度開始） 

２. 事業の評価（案）について 

○環境省／サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算

定方法調査業務（令和元年度開始事業）・環境省／サプライ

チェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調査業務

（令和２年度開始事業） 

３．その他  

○国立特別支援教育総合研究所／電子計算機システム一式の

契約変更及び次期事業開始時期の延期について 

第 257 回： 2020 年 11 月 16 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○（独）自動車技術総合機構／独立行政法人自動車技術総合機

構研修センター施設等管理・運営事業  

○（国研）日本原子力研究開発機構／図書館における学術情報

及び成果情報の管理に係る業務

○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／港湾・空港における発注者支援業務

○厚生労働省／教育訓練講座受講環境整備事業

○水産庁／水産物流通調査業務のうち産地水産物流通調査（水

揚量・価格調査（年間・月別））及び水揚量・価格情報（日

別）

２. 事業の評価（案）について 

○（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構／国家石油備蓄基地

操業委託（全国 10 か所） 

第 258 回： 2020 年 11 月 25 日（水） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○財務省／名古屋港湾合同庁舎他 13 施設維持管理業務委託一

式（名古屋税関）

○厚生労働省／女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情

報提供事業（令和３年度開始）

○（独）国民生活センター／（独）国民生活センター施設の運

営等業務（令和３年度開始）

○厚生労働省／刑務所出所者等就労支援事業（令和３年度開始

事業） 

○復興庁／東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査にお

ける試料採取等（３期目）  

○農林水産省／水産物流通調査業務のうち産地水産物用途別出

荷量調査及び冷蔵水産物在庫量調査

２. 事業の評価（案）について 

○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

○（国研）海上港湾航空技術研究所 港湾空港技術研究所／情報

処理システム運用管理業務  
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第 259 回：2 020 年 12 月 4 日（金） 
（15 :30～1 7:30） 

１．実施要項（案）について 

○国税庁／国税システムのシステム運用業務委託 

○国税庁／電子計算機の運転等業務 

○原子力規制庁／原子力規制委員会ネットワークシステムの構

築及び運用・保守業務 

○国土交通省／宿泊旅行統計調査の実査・集計・分析業務 

２．事業の評価（案）について 

○（独）国際協力機構／独立行政法人国際協力機構 JICA ボラン

ティア支援業務（募集支援業務） 

３．その他 

○環境省／「国民公園の維持管理業務（皇居外苑）」に係わる市

場化テスト業務対象範囲について（案） 

４．公共サービス改革報告書の取りまとめについて 

５．令和 2 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】 

６．公共サービス改革基本方針見直しに関する意見募集結果に

ついて【非公開】

第 260 回： 2020 年 12 月 24 日（木） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○農林水産省／現場技術業務

○海上保安庁／電子海図システム管理装置ほか一式借入保守  

○総務省／政府認証基盤の運用・保守の請負  

○厚生労働省／若年技能者人材育成のための地域における技能

振興等に係る周知広報業務（令和３年度開始事業）

○厚生労働省／各種技能競技大会等に係る周知広報業（令和３

年度開始）  

○文部科学省／科学技術イノベーション創出基盤に関する調査

分析業務 

２. 事業の評価（案）について 

○防衛省／防衛省中央 OA ネットワーク・システムの運用管理業

務 

○（独）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 

３．その他  

○（独）国際協力機構／独立行政法人国際協力機構コンピュー

タシステム運用等業務における契約変更について  

○（国研）国立国際医療研究センター／「国立研究開発法人国

立国際医療研究センターの医事業務委託」に係わる法に基づ

く民間競争入札開始時期の延期について

第 261 回：2 021 年 1 月 27 日（水） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○警察庁／事前旅客情報、外国人個人識別情報システム用プロ

グラム開発及び保守業務

○総務省／総務省LANシステムの更新整備及び運用管理業務（総

務省LANシステムの運用管理及び受付窓口業務） 
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第 262 回：2 021 年 3 月 17 日（水） 
（10 :00～1 2:00） 

１．実施要項（案）について 

○農林水産省／政府米の販売等業務

２．事業の評価（案）について 

○独立行政法人労働者健康安全機構／情報システム共通基盤

（プラットフォーム）構築及び運用・保守業務並びにデータ

センター運用業務、 事業統計システムソフトウェア運用・保

守業務、グループウェアシステム運用・保守業務 

３．市場化テスト事業に対する新型コロナウィルス感染症影響

調査【非公開】

第 263 回：2 021 年 4 月 19 日（月） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○警察庁／警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ開発及

び保守業務 

○総務省／自治大学校施設の管理・運営等業務 

○法務省／法務省浦安総合センターの管理・運営業務 

○（独）労働政策研究・研修機構／労働大学校運営等業務 

○原子力規制委員会原子力規制庁／原子力オフサイトセンター

の通信設備等維持管理業務 

○警察庁／警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ開発及

び保守業務 

○警察庁／警察総合捜査情報システム業務プログラムⅡ開発及

び保守業務 

○国立研究開発法人理化学研究所／実験動物飼育管理業務 

○消費者庁／消費者庁のネットワ－クシステムの運用支援業務 

第 264 回：2 021 年 4 月 28 日（水） 
（10 :00～1 2:00） 

１．事業の評価（案）について 

○厚生労働省／各種技能競技大会等に係る周知広報業務 

２．公共サービス改革報告書 執筆の依頼について 

３．第 21回公共サービス改革小委員会の審議結果報告について 

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．「公共サービス改革基本方針（案）」について【非公開】

第 265 回：2 021 年 5 月 24 日（月） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○経済産業省／経済産業省基盤情報システムの運用管理

業務 

○（独）自動車事故対策機構 ／インターネット適性診断

システム(ナスバネット)の運用管理及び保守 
２. 事業の評価（案）について 

○国立研究開発法人土木研究所／情報システム運用支援

業務 

○財務省／名古屋国税局が管理する庁舎の管理・運営業務 

○（独）都市再生機構／UR-NET の運用支援等に関する業

務 

○（独）住宅金融支援機構／総合オンラインシステム（平

成 30 年基盤更改後）の運用業務 

○財務省／横浜第２合同庁舎（財務局）の管理・運営業務
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第 266 回：2 021 年 6 月 10 日（木） 
（書面審議） 

１．事業の評価（案）について 

○環境省／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（平成 24 年度開始）

○厚生労働省／「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」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 

○文部科学省／（独）日本学生支援機構の設置する兵庫国

際交流会館の管理・運営等業務 

○財務省／神戸地方合同庁舎（財務局）の管理・運営 

○経済産業省／海外事業活動基本調査 

○内閣府／アジア地域原子力協力に関する調査業務 

○（独）水資源機構／豊川用水二期用地補償支援業務 

○国土交通省／非現業技術業務委託（新横浜） 

○国土交通省／都市公園の維持管理業務（イ号公園） 

○内閣府、国土交通省／都市公園の維持管理業務（ロ号公

園） 

○経済産業省／知財総合支援窓口運営業務 

○中小企業庁／中小企業実態基本調査 

２．その他 

○（独）住宅金融支援機構／独立行政法人住宅金融支援

機構総合オンラインシステム（平成 30 年基盤更改後）

の運用業務の実施要項変更と契約変更について

19



 

 

第 267 回：2021 年 6 月 18 日（金） 
（書面審議） 

１．実施要項（案）について 

○国立研究開発法人理化学研究所／実験動物飼育管理業

務 
２．事業の評価（案）について 

○厚生労働省／若年技能者人材育成のための地域におけ

る技能振興等に係る周知広報業務（令和２年度開始事

業） 

○厚生労働省／「上石神井庁舎」の管理・運営業務 

○厚生労働省／女性の活躍推進及び両立支援に関する総

合的情報提供事業（令和２年度開始） 

○厚生労働省／刑務所出所者等就労支援事業（令和２年度

開始事業） 

○文部科学省／地震調査研究推進本部の評価等支援業務 

○（国研）理化学研究所／マルウェア対策・WAF 機器の運

用管理 

○経済産業省／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 

○国土交通省／東京国際空港警備業務 

○国土交通省／空港消防等請負業務 

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連す

る運転管理に係る業務（平成 32 年度） 

○日本原子力研究開発機構／地層処分研究開発に関連す

る核種移行試験等に係る業務（平成 32 年度） 

○国立研究開発法人原子力研究開発機構／大型計算機シ

ステム等の運用業務、基幹ネットワークシステム等の運

用業務、情報セキュリティ対策システム等の運用業務 

３．その他 

○国立研究開発法人原子力研究開発機構／大型計算機シ

ステム等の運用業務、基幹ネットワークシステム等の運

用業務、情報セキュリティ対策システム等の運用業務の

入札結果報告について 

○農林水産省／行政情報システムの運用管理業務の事業

終了の報告と評価審議の変更について
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１．事業の評価（案）について 

○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／港湾、空港における発注者支援業務 

○復興庁／東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調

第 268 回：2 021 年 6 月 22 日（火） 
（14 :30～1 6:30） 

査における試料採取等（２期目） 
２．報告について 

○国立研究開発法人建築研究所／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に

係る次期事業開始時期の変更について 

３．「公共サービス改革基本方針（案）」について 

４．公共サービス改革報告書（案）について【非公開】
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参考資料２－２ 

公共サービス改革小委員会 開催実績 

第 12 回： 2018 年 9 月 11 日（火） 

（17 :00～1 8:05） 

１．公共サービス改革基本方針別表の取り扱いについて 

２．平成 30 年度事業選定方針及びプロセスについて（案）【非

公開】 

３．「特定公共サービス等に関する研究会」について（案）【非

公開】 

第 13 回： 2018 年 11 月 28 日（水） 

（10 :00～1 1:10） 

平成30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】 

第  14 回：  2019 年 3 月 7 日（水）

（10 :00～1 1:10） 

１．公共サービス改革法の事業選定等に関するヒアリング（内

閣府） 

○「東南アジア青年の船」事業支援業務 

○「世界青年の船」事業支援業務 

○地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」

に関する支援業務 

第 15 回： 2019 年 4 月 26 日（火） 

（16 :50～1 7:50） 

公共サービス改革法基本方針別表の取扱いに関するヒアリング 

○経済産業省基盤情報システムの運用管理業務 

第  16 回：  2019 年 9 月 4 日（水）

（16 :00～1 7:00） 

１．令和元年度事業選定方針及びプロセスについて（案）【非

公開】 

２．最近の民間競争入札対象事業の推移について【非公開】

第 17 回： 2019 年 11 月 26 日（火） 

（16 :30～1 7:10） 

令和元年度 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】

第 18 回： 2019 年 12 月 9 日（月） 

（14 :20～1 5:20） 

公共サービス改革法基本方針別表の取扱いに関するヒアリング 

○経済産業省基盤情報システムの運用管理業務

第  19 回：  2020 年 9 月 8 日（火）

（14 :00～1 4:40） 
令和２年度事業選定方針及びプロセスについて（案）【非公開】

第 20 回： 2020 年 11 月 24 日（火） 
（15 :00～1 5:56） 

令和２年度 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】

第 21 回： 2021 年 3 月 19 日（金） 
（14 :00～1 6:10） 

公共サービス改革法の事業選定等に関するヒアリング 

○京都迎賓館庭園保全管理業務（内閣府） 

○電子認証システムに係る運用・保守業務（法務省）
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参考資料２－３ 

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 開催実績

第  14 回：  2019 年 3 月 7 日（木）
（15 :00～1 7:00） 

１．独立行政法人の業務フロー・コスト分析に関する事例の紹介 

○（独）勤労者退職金共済機構の出張旅費関連業務

○（独）工業所有権情報・研修館の旅費業務のフロー・コスト分析

２．独立行政法人が実施する業務フロー・コスト分析結果について 

○（独）国立科学博物館の不動産の一時貸付（施設貸出）業務の業

務フロー・コスト分析結果の審議

３．平成 31 年度以降に業務フロー・コスト分析結果をヒアリングす

る独立行政法人の業務について 

４．その他

第 15 回： 2020 年 3 月 24 日（火） 
（10 :10～1 2:00） 

１．独立行政法人の業務フロー・コスト分析に関する事例の紹介 

○（独）国立青少年教育振興機構の「国立オリンピック記念青少

年総合センター構内の点検に係る業務」 

２．RPA (Robotic Process Automation)の紹介 

○株式会社日立システムズの「 RPA を活用した業務効率のポイン

ト」

３．令和２年度以降に業務フロー・コスト分析結果をヒアリング

する独立行政法人の業務について 

４．その他

第 16 回： 2020 年 9 月 28 日（月） 
（14 :10～1 6:00） 

１．独立行政法人が実施する業務フロー・コスト分析結果について 

○（国研）宇宙航空研究開発機構の「総務系一般管理業務」の業

務フロー・コスト分析結果の審議 

２．RPA (Robotic Process Automation)等の紹介 

○株式会社エヌ・ティ・ティ・データの「 RPA 等の活用事例」

３．その他

第 17 回： 2021 年 3 月 17 日（木） 
（14 :45～1 6:30） 

１．独立行政法人が実施する業務フロー・コスト分析結果について 

○（独）日本学術振興会の「出退勤管理システム」の業務フロー・

コスト分析結果の審議 

２．その他
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参考資料２－４ 

地方公共サービス小委員会 開催実績 

第 17 回： 2018 年 10 月 10 日（水） 

（10 :00～1 1:15） 

１．窓口業務に関する今年度の取組状況について【非公開】 

２．公金債権回収の取組状況について【非公開】 

第 18 回： 2021 年 2 月 17 日（水） 

（10 :00～1 1:00） 

１．自治体の入札状況に関する試験調査

２．窓口業務の民間委託を終了した自治体に係る実施例集

３．公金債権回収業務に係る調査 
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参考資料２－５ 

入札監理小委員会 開催実績 

＜開催実績の概要＞ 

2018 年度 2021 年度 
2019 年度 2020 年度 

（7月 21 日～） （～7月 20 日）

開催回数 20 回 40 回 43 回 16 回 

うち書面審議 1 回 0 回 1 回 0 回 

実施要項件数 46 件 59 件 48 件 4 件

（実施要項の変更を含む）

事業評価件数 11 件 57 件 69 件 33 件 

（注）実施要項件数及び事業評価件数について、入札監理小委員会においては１件につき複数回

の審議がなされる場合もあり、官民競争入札等監理委員会の件数とは合致しない。

＜各回の開催状況＞

第 514 回：2 018 年 9 月 14 日（金） 
（14 :30～1 6:11） 

実施要項（案）について

○海外事業活動基本調査（経済産業省） 

○中小企業実態基本調査（経済産業省） 

○空港消防等請負業務（国土交通省） 

第 515 回：2 018 年 9 月 18 日（火） 
（17 :22～1 8:36） 

実施要項（案）について 

○兵庫国際交流会館の管理・運営等業務（独立行政法人日本学生

支援機構） 

○「上石神井庁舎」の管理・運営業務（厚生労働省） 

第 516 回：2 018 年 9 月 21 日（金） 
（14 :35～1 5:56） 

１．事業の評価（案）について 

○全国消費生活情報ネットワークシステム(P IO-NET)運用支援業

務（独立行政法人国民生活センター）

２．実施要項（案）について 

○医療経済実態調査（厚生労働省） 

３．国有林の間伐等事業について 

○近畿中国森林管理局島根森林管理署における民間競争入札の

入札結果等について（農林水産省） 
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第 517 回：2 018 年 10 月 9 日（火） 
（16 :52～1 7:50） 

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（電気・機械・監視制御設

備点検等業務、執務環境測定等業務）（財務省） 

○横浜第2合同庁舎の管理・運営業務（清掃業務）（財務省） 

○横浜第2合同庁舎の管理・運営業務（警備業務）（財務省）

○労働大学校の管理運営等業務（機械設備管理業務、電気設備管

理業務、清掃・衛生管理業務）（独立行政法人労働政策研究・

研修機構） 

○労働大学校の管理運営等業務（警備業務）（独立行政法人労働

政策研究・研修機構） 

○労働大学校の管理運営等業務（緑地管理業務）（独立行政法人

労働政策研究・研修機構）

第 518 回： 2018 年 10 月 10 日（水） 
（17 :17～1 8:41） 

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） 

○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務（国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構） 

○地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務（国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構）

第 519 回： 2018 年 10 月 12 日（金） 
（14 :38～1 6:32） 

実施要項（案）について 

○空港有害鳥類防除業務（東京国際空港）（国土交通省） 

○空港有害鳥類防除業務（新潟空港）（国土交通省） 

○空港有害鳥類防除業務（宮崎空港）（国土交通省） 

○空港有害鳥類防除業務（鹿児島空港）（国土交通省） 

○空港有害鳥類防除業務（那覇空港）（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）※９件 

○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） 

○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（ダム及び堰・排水機場等管理支援業務） 

○公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務） 

○公物管理補助業務（道路巡回業務） 

○発注者支援業務（用地補償総合技術業務） 

・港湾、空港における発注者支援業務（国土交通省）※４件 

○発注者支援業務（発注補助業務） 

○発注者支援業務（技術審査補助業務） 

○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） 

○東京国際空港警備業務（国土交通省）

第 520 回： 2018 年 10 月 17 日（水） 
（16 :55～1 7:48） 

実施要項（案）について 

○地震・火山観測網整備及び維持管理業務（国立研究開発法人防

災科学技術研究所）
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第 521 回： 2018 年 10 月 19 日（金） 
（13 :59～1 5:37） 

１．事業の評価（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） 

○LAN等運用管理業務（独立行政法人統計センター）

２．実施要項（案）について 

○電子 IPA稼働維持支援業務（独立行政法人情報処理推進機構）

第 522 回： 2018 年 10 月 23 日（火） 
（16 :45～1 7:45） 

実施要項（案）について 

○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（林野庁）

第 523 回： 2018 年 10 月 24 日（水） 
（17 :19～1 9:37） 

実施要項（案）について 

○地震調査研究推進本部の評価等支援業務（文部科学省） 

○「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） 

○宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制の実装に

向けた検討調査（内閣府） 

○農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業）（厚生労働省）

第 524 回： 2018 年 10 月 30 日（火） 
（16 :40～1 6:58） 

事業の評価（案）について 

○測量士・測量士補試験事業（国土交通省）

第 525 回： 2018 年 11 月 14 日（水） 
（16 :55～1 8:09） 

１．実施要項（案）について 

○放射性廃棄物に係る重要な基礎的技術に関する研究調査の支

援等に関する業務（平成31年度開始）（経済産業省）

２．契約変更について 

○国民年金保険料収納事業に係る民間競争入札実施要項及び業

務委託契約の変更について

第 526 回： 2018 年 11 月 27 日（火） 
（17 :06～1 9:06） 

１．実施要項（案）について 

○サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調

査業務（環境省）

２．事業の評価（案）について 

○自動車検査用機械器具の保守管理業務（独立行政法人自動車技

術総合機構）（関東検査部管内「東京都・神奈川県・山梨県」）

（関東検査部管内「茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・栃木県」）

（中部検査部管内）（北陸信越検査部管内）

第 527 回： 2018 年 11 月 28 日（水） 
（16 :45～1 7:42） 

実施要項（案）について 

○中国若手行政官等長期育成支援事業（平成31年度開始）（外務

省）

第 528 回：2 018 年 12 月 4 日（火） 
（書面審議） 

国有林の間伐等事業について 

○関東森林管理局静岡森林管理署における民間競争入札の入札

結果等について（農林水産省）

第 529 回： 2018 年 12 月 18 日（火） 
（18 :08～1 8:46） 

１．実施要項（案）について 

○サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調

査業務（環境省） 

２．契約変更（案）について 

○JICAボランティア募集支援業務（独立行政法人国際協力機構）

○JICAボランティア選考支援業務（独立行政法人国際協力機構）
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第 530 回：2 019 年 1 月 30 日（水） 
（16 :48～1 7:39） 

事業の評価（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）

第 531 回：2 019 年 2 月 1 日（金） 
（14 :30～1 6:21） 

１．事業の評価（案）について 

○情報化ネットワークシステム運用管理業務（独立行政法人中小

企業基盤整備機構）

２．実施要項（案）について 

○ネットワークシステムの運用管理支援業務（宮内庁） 

○情報システム運用支援業務（国立研究開発法人土木研究所） 

○国有林の間伐等事業（農林水産省）

第 532 回：2 019 年 2 月 15 日（金） 
（16 :48～1 7:39） 

１．実施要項（案）について 

○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 

○JSTセキュリティ監視運用業務（国立研究開発法人科学技術振

興機構）

○ネットワークシステムの運用管理業務（金融庁）

○情報基盤サービス業務（国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構）

○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 533 回：2 019 年 2 月 27 日（水） 
（16 :46～1 7:34） 

１．実施要項（案）の審議 

○資産管理業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 

２．契約変更（案）について 

○国家石油備蓄基地操業委託の事業承継について（独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

第 534 回：2 019 年 4 月 23 日（火） 
（16 :48～1 7:42） 

１．事業の評価（案）について 

○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（外務省） 

○独立行政法人国際協力機構筑波国際センター施設管理・運営業

務（外務省） 

２．入札結果等の報告 

○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 535 回：2 019 年 5 月 10 日（金） 
（14 :34～1 6:50） 

１．実施要項（案）の審議  

○国有財産総合情報管理システムの運用保守業務（財務省）  

２．事業の評価（案）の審議

○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）

○システム技術支援業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構）

○文書管理運用支援業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構）

３．契約変更の報告

○事前旅客情報システム及び外国人個人識別情報認証システム

（警察庁）  

４．実施要項変更の報告

○国有林の間伐等事業（林野庁）
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第 536 回：2 019 年 5 月 15 日（水） 
（16 :29～1 8:17） 

事業の評価（案）の審議 

○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） 

○登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省） 

○東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務（環境省）

第 537 回：2 019 年 5 月 22 日（水） 
（17 :09～1 8:15） 

事業の評価（案）の審議 

○書面による手続のデータエントリー業務一式（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一式（特許

庁）

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の洗濯場・一般廃棄

物管理施設の運転等に係る業務（国立研究開発法人日本原子力

研究開発機構）

第 538 回：2 019 年 5 月 24 日（金） 
（14 :37～1 6:29） 

事業の評価（案）の審議

○本社情報ネットワークシステム管理業務（独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構）

○政府認証基盤の運用・保守の請負（総務省）

○電子政府利用支援センターの運用等の請負（総務省）  

○空港有害鳥類防除業務（国土交通省）

第 539 回：2 019 年 5 月 28 日（火） 
（17 :05～1 8:10） 

１．事業の評価（案）の審議

○警察大学校の管理・運営業務（警察庁）

○国際エネルギー情勢調査（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）

○三宿地区に係る施設の管理・運営業務（防衛省）

２．契約変更の審議

○市ケ谷地区に係る施設の管理・運営（防衛省）

第 540 回：2 019 年 5 月 29 日（水） 
（16 :56～1 7:47） 

実施要項（案）の審議 

○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 541 回：2 019 年 5 月 31 日（金） 
（13 :38～1 5:26） 

事業の評価（案）の審議

○能力開発基本調査（厚生労働省）

○就労条件総合調査（厚生労働省）

○国際航空旅客動態調査（国土交通省）

○那須平成の森運営管理業務（環境省）

第 542 回：2 019 年 6 月 4 日（火） 
（16 :30～1 7:27） 

事業の評価（案）の審議

○厚生労働省施設（中央合同庁舎第５号館）の運営等業務

○経済産業省特許庁庁舎の管理・運営業務

○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（環境省）

第 543 回：2 019 年 6 月 5 日（水） 
（17 :14～1 9:49） 

１．実施要項（案）の審議 

○内水面漁業生産統計調査（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） 

○農業物価統計調査（農林水産省） 

２ .事業の評価（案）の審議 

○地震・火山観測網の整備及び維持管理業務（国立研究開発法人

防災科学技術研究所） 

○イオン照射研究施設等利用管理支援業務（国立研究開発法人量

子科学技術研究開発機構）
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第 544 回：2 019 年 6 月 7 日（金） 
（14 :20～1 5:59） 

事業の評価（案）の審議

○電子ＩＰＡ稼働維持支援業務（独立行政法人情報処理推進機

構）

○総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省）

○政府米の販売等業務（農林水産省）

第 545 回：2 019 年 6 月 11 日（火） 
（17 :10～1 8:56） 

事業の評価（案）の審議

○独立行政法人国立病院機構の東京医療センター施設管理業務

○西ケ原研修合同庁舎の管理・運営業務（財務省）

○薬物乱用防止啓発訪問事業（厚生労働省）  

○ＪＩＣＡ地球ひろばの管理・運営業務（独立行政法人国際協力

機構） 

○なごや地球ひろばの管理・運営業務（独立行政法人国際医療機

構）

第 546 回：2 019 年 6 月 12 日（水） 
（17 :18～1 8:56） 

事業の評価（案）の審議 

○地層処分開発に関連する運転管理に係る業務（国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構） 

○地層処分開発に関連する核種移行試験等に係る業務（国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構） 

○個人被ばく管理に係る業務（国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構）

第 547 回：2 019 年 6 月 18 日（火） 
（17 :02～1 7:56） 

事業の評価（案）の審議

○さいたま新都心合同庁舎１号館（財務局）の管理・運営業務（財

務省） 

○国立研究開発法人科学技術振興機構の外国人研究者宿舎生活

サポート等業務

第 548 回：2 019 年 6 月 28 日（金） 
（13 :31～1 5:11） 

１．実施要項（案）の審議  

○ＪＳＴセキュリティ監視運用業務（国立研究開発法人科学技術

振興機構）  

２．実施要項変更の報告

○電子海図システム管理装置ほか一式借入保守（海上保安庁）

３．事業の評価（案）の審議

○国有林の間伐等事業（農林水産省）  

○航空交通管制機器部品補給管理等業務（国土交通省）

第 549 回：2 019 年 7 月 3 日（水） 
（16 :44～1 7:23） 

実施要項（案）の審議 

○登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省）

第 550 回：2 019 年 7 月 9 日（火） 
（17 :20～1 8:34） 

１．実施要項（案）の審議 

○独立行政法人工業所有権情報・研修館の知財総合支援窓口運営

業務

２．事業の評価（案）の審議 

○計量士国家試験事業（経済産業省） 

○税務大学校和光校舎の管理・運営業務（財務省） 

○中央合同庁舎第３号館等の管理・運営業務（国土交通省）

第 551 回：2 019 年 7 月 23 日（火） 
（16 :45～1 7:10） 

１．事業の評価（案）の審議

○医師国家試験事業外11試験事業 

２．契約変更（案）の審議  

○医師国家試験事業外11試験事業
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第 552 回：2 019 年 7 月 26 日（金） 
（13 :15～1 4:15） 

入札結果報告及び事業の評価（案）の審議

○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 553 回：2 019 年 9 月 6 日（金） 
（14 :25～1 5:35） 

実施要項（案）の審議 

○マルウェア対策・WAF機器の運用管理（国立研究開発法人理化

学研究所） 

○京都御苑の維持管理業務（環境省） 

第 554 回：2 019 年 9 月 10 日（火） 
（17 :00～1 8:10） 

１．実施要項（案）の審議 

○（独）国立病院機構の「東京医療センター」の施設管理業務 

○（独）地域医療機能推進機構うつのみや病院等における患者給

食業務委託 

２．事業評価（案）の審議 

○「西ケ原研修合同庁舎」の管理・運営業務（財務省） 

第 555 回：2 019 年 9 月 11 日（水） 
（16 :55～1 8:05） 

１．実施要項（案）の審議 

○実験動物飼育管理業務(国立研究開発法人理化学研究所） 

○女性活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業（厚生

労働省） 

２．実施要項及び契約の変更（案）の審議 

○国際航空旅客動態調査（国土交通省） 

第 556 回：2 019 年 9 月 18 日（水） 
（16 :45～1 7:15） 

実施要項（案）の審議 

○刑務所出所者等就労支援事業(法務省） 

第 557 回：2 019 年 9 月 20 日（金） 
（14 :20～1 5:20） 

実施要項（案）の審議 

○非現業技術業務委託（新横浜）（独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構） 

○豊川用水二期用地補償支援業務（独立行政法人水資源機構） 

第 558 回：2 019 年 9 月 24 日（火） 
（16 :50～1 7:50） 

実施要項（案）の審議 

○若年技能者人材育成のための地域における技能振興等に係る

周知広報業務（厚生労働省） 

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務（旧・

大手町合同庁舎3号館等（国税局）の管理・運営業務）（財務省）

第 559 回：2 019 年 9 月 25 日（水） 
（17 :05～1 8:35） 

実施要項（案）の審議 

○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務(国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構） 

○地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務(国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

○個人被ばく管理に係る業務請負(国立研究開発法人日本原子力

研究開発機構） 

第 560 回：2 019 年 10 月 2 日（水） 
（17 :00～1 8:30） 

実施要項（案）の審議 

○中国若手行政官等長期育成支援事業(外務省） 

○国立研究開発法人防災科学技術研究所の地震・火山観測網の整

備及び維持管理支援業務 

○書面による手続のデータエントリー業務一式（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一式（特許

庁）
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第 561 回：2 019 年 10 月 8 日（火） 
（16 :50～1 7:50） 

実施要項（案）の審議 

○さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運営業務（財務省） 

○ビルメンテナンス総合管理業務委託（（国研）国立成育医療研

究センター） 

第 562 回： 2019 年 10 月 11 日（金） 
（14 :30～1 6:50） 

１．実施要項（案）の審議 

○内閣法制局LANシステム一式（内閣法制局） 

２．事業評価（案）の審議 

○電子計算機システム一式（独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所） 

○文部科学省行政情報システム運用管理業務（文部科学省） 

３．実施要項（案）の審議 

○システム技術支援業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構）

第 563 回： 2019 年 10 月 15 日（火） 
（17 :00～1 8:30） 

実施要項（案）の審議 

○国立研究開発法人科学技術振興機構の外国人研究者宿舎生活

サポート等業務 

○「西ケ原研修合同庁舎」の管理・運営業務(財務省 )
○医師国家試験事業等（厚生労働省） 

第 564 回： 2019 年 10 月 16 日（水） 
（17 :00～1 8:30） 

実施要項（案）の審議 

○能力開発基本調査（厚生労働省） 

○国際航空旅客動態調査（国土交通省） 

○農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業）（厚生労働省） 

第 565 回： 2019 年 10 月 18 日（金） 
（14 :30～1 6:00） 

実施要項（案）の審議 

○航空交通管制機器部品補給管理等業務（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） 

○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 566 回： 2019 年 10 月 23 日（水） 
（16 :50～1 7:45） 

１．実施要項（案）の審議 

○東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務（復興庁）

２．事業評価（案）の審議 

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構） 

第 567 回： 2019 年 11 月 12 日（火） 
（16 :55～1 8:00） 

１．実施要項（案）の審議 

○サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調

査業務（環境省） 

○各種技能競技大会等に係る周知広報業務（厚生労働省） 

２．実施要項及び契約変更（案）の審議 

○「市ヶ谷地区」に係る施設の管理・運営業務（防衛省） 

第 568 回：2 020 年 1 月 15 日（水） 
（16 :45～1 7:15） 

実施要項（案）の審議 

○就労条件総合調査（厚生労働省） 

第 569 回：2 020 年 2 月 7 日（金） 
（14 :30～1 6:00） 

実施要項（案）の審議 

○国有林の間伐等事業（林野庁） 

○文書管理運用支援業務（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機

構）

○政府米の販売等業務（令和2年度開始）（農林水産省） 
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第 570 回：2 020 年 2 月 12 日（水） 
（16 :40～1 7:10） 

実施要項（案）の審議 

○刑事施設の運営業務（法務省） 

第 571 回：2 020 年 2 月 18 日（火） 
（16 :40～1 7:10） 

実施要項（案）の審議 

○（独）国際協力機構JICA地球ひろば企画管理運営業務 

第 572 回：2 020 年 2 月 21 日（金） 
（15 :10～1 5:40） 

実施要項（案）の審議 

○総務省LANシステムの更新整備及び運用管理業務（総務省 LAN
システムの更新整備及び保守・運用業務） 

第 573 回：2 020 年 3 月 27 日（金） 
（13 :40～1 5:45） 

事業評価（案）の審議 

○宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務 

○警察庁の行政情報管理システム業務プログラム（IとII）開発

及び保守業務 

○警察庁の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及び保守業務 

○総合無線局監理システム運用技術支援等の請負（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

立行政法人大学入試センター） 

第 574 回：2 020 年 4 月 1 日（水） 
（16 :35～1 6:55） 

実施要項（案）の審議 

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構） 

第 575 回：2 020 年 4 月 7 日（火） 
（16 :30～1 7:40） 

１．事業評価（案）の審議 

○通訳案内士試験業務（独立行政法人国際観光振興機構） 

○独立行政法人教職員支援機構の施設管理・運営業務 

２．入札結果等の報告 

○独立行政法人工業所有権情報・研修館の知財総合支援窓口運営

業務

第 576 回：2 020 年 4 月 14 日（火） 
（16 :20～1 7:20） 

１．事業評価（案）の審議 

○情報通信政策研究所の管理・運営業務（総務省） 

２．実施要項（案）の審議 

○東京国税局が管理する庁舎における施設管理・運営業務（国税

庁）

第 577 回：2 020 年 4 月 21 日（火） 
（16 :20～1 7:50） 

事業評価（案）の審議 

○中央実習センターの管理・運営事業（独立行政法人自動車技術

総合機構） 

○市ヶ谷ビルの施設管理（独立行政法人国際協力機構） 

○広報普及業務支援（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）

第 578 回：2 020 年 4 月 22 日（水） 
（16 :50～1 7:40） 

事業評価（案）の審議 

○牛乳乳製品統計調査(農林水産省） 

○医療経済実態調査（医療機関等調査)（厚生労働省） 
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第 579 回：2 020 年 4 月 24 日（金） 
（13 :20～1 4:50） 

事業評価（案）の審議 

○独立行政法人経済産業研究所R IETIPC-LANサービスの調達 

○厚生労働省ネットワークシステムの更改（平成29年度開始） 

○独立行政法人日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管

理業務 

第 580 回：2 020 年 5 月 13 日（水） 
（17 :10～1 8:50） 

事業評価（案）の審議 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の図書館における

学術情報及び成果情報の管理に係る業務 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の管財業務請負 

○養育費・面会交流相談支援センター事業（厚生労働省） 

○要介護認定適正化事業（厚生労働省） 

第 581 回：2 020 年 5 月 15 日（金） 
（14 :20～1 6:00） 

１．実施要項（案）の審議 

○総合無線局監理システム運用技術支援等の請負（総務省） 

２．事業評価（案）の審議 

○調査統計システム運用管理支援業務（経済産業省） 

○独立行政法人国際協力機構コンピュータシステム運用管理業

務 

○農林水産省行政情報システム運用管理業務 

第 582 回：2 020 年 5 月 19 日（火） 
（16 :20～1 7:20） 

事業評価（案）の審議 

○国土地理院の施設の管理・運営業務（国土交通省） 

○水産物流通情報調査業務（農林水産省） 

第 583 回：2 020 年 5 月 20 日（水） 
（17 :10～1 9:00） 

１．事業評価（案）の審議 

○経済産業省企業活動基本調査 

○情報通信業基本調査（経済産業省） 

○平常時及び緊急時における石油需給動向等調査（経済産業省）

○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） 

２．実施要項の変更（案）の審議 

○能力開発基本調査（厚生労働省） 

第 584 回：2 020 年 5 月 22 日（金） 
（14 :20～1 5:50） 

事業評価（案）の審議 

○大型計算機システム等の運用業務、基幹ネットワークシステム

等の運用業務、情報セキュリティ対策システム等の運用業務

(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 ) 
○電子海図システム管理措置ほか一式借入保守(海上保安庁 ) 
○教育訓練講座受講環境整備事業（厚生労働省） 

第 585 回：2 020 年 5 月 26 日（火） 
（16 :20～1 7:50） 

事業評価（案）の審議 

○（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 

○（国研）産業技術総合研究所つくばセンターの施設管理等業務

第 586 回：2 020 年 5 月 27 日（水） 
（17 :10～1 8:50） 

事業評価（案）の審議 

○国立研究開発法人防災科学技術研究所の地震・火山観測網の整

備及び維持管理業務 

○宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制の実装に

向けた検討調査（内閣府） 

○若年者地域連携事業（厚生労働省） 

○労働保険加入促進業務（厚生労働省） 

34



 

 

 

第 587 回：2 020 年 5 月 29 日（金） 
（13 :20～1 4:45） 

１．事業評価（案）の審議 

○東京国際空港場周警備設備等保守業務（国土交通省） 

○国有林の間伐等事業（林野庁） 

○政府米の販売等業務（農林水産省） 

２．入札結果等の報告 

○国民公園の維持管理業務（皇居外苑）（環境省） 

第 588 回：2 020 年 6 月 2 日（火） 
（16 :20～1 7:50） 

事業評価（案）の審議 

○国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務 

○東京港湾合同庁舎、東京税関芝浦出張所等の管理・運営業務 (財
務省） 

○インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負（総務

省）

第 589 回：2 020 年 6 月 9 日（火） 
（16 :20～1 7:50） 

事業評価（案）の審議 

○科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務（文部

科学省） 

○（独）国民生活センター施設の運営等業務 

○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 590 回：2 020 年 6 月 10 日（水） 
（17 :00～1 8:15） 

事業評価（案）の審議 

○農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業）（厚生労働省） 

○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務（国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構） 

○地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務（国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

第 591 回：2 020 年 6 月 26 日（金） 
（13 :20～1 5:05） 

１．実施要項（案）の審議 

○独立行政法人経済産業研究所R IETIPC-LANサービスの調達 

２．事業評価（案）の審議 

○独立行政法人情報処理推進機構電子IPA稼働維持支援業務 

３．事業評価（案）並びに実施要項及び契約の変更（案）の審議 

○独立行政法人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 

４．入札結果等の報告 

○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）

○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 

第 592 回：2 020 年 7 月 8 日（水） 
（書面審議） 

実施要項変更（案）の審議 

○能力開発基本調査の実施要項変更（案）（厚生労働省） 

第 593 回：2 020 年 7 月 10 日（金） 
（14 :20～1 5:10） 

事業評価（案）の審議 

○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 594 回：2 020 年 7 月 29 日（水） 
（16 :50～1 7:30） 

１．事業評価（案）の審議 

○中国若手行政官等長期育成支援事業（外務省） 

２．実施要項及び契約の変更（案）の審議 

○登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）（法務省） 

３．民間競争入札の入札結果等の報告 

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構） 
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第 595 回：2 020 年 9 月 4 日（金） 
（14 :30～1 6:50） 

１．事業評価（案）の審議 

○国税システムのシステム運用業務委託一式（国税庁東京国税

局）

○電子計算機の運転等業務一式（国税庁大阪国税局） 

○原子力規制委員会ネットワークシステムの更新整備及び運用

管理業務（原子力規制庁） 

２．事業評価（案）の審議 

○インターネット適性診断システム（ナスバネット）の保守（独

立行政法人自動車事故対策機構） 

３．契約変更の報告 

○政府米の販売等業務（農林水産省） 

第 596 回：2 020 年 9 月 9 日（水） 
（16 :40～1 7:10） 

実施要項（案）の審議 

○国立研究開発法人国立国際医療研究センターの医事業務委託 

第 597 回：2 020 年 9 月 15 日（火） 
（16 :10～1 6:40） 

実施要項（案）の審議 

○名古屋港湾合同庁舎他13施設維持管理業務委託一式（名古屋税

関）（財務省） 

第 598 回：2 020 年 9 月 29 日（火） 
（16 :10～1 6:35） 

事業評価（案）の審議 

○サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調

査業務 (環境省） 

第 599 回：2 020 年 9 月 30 日（水） 
（16 :50～1 8:10） 

実施要項（案）の審議 

○宿泊旅行統計調査の実査・集計・分析業務（観光庁） 

○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務（令和３年度

開始）（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

○地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務（令和

３年度開始）（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

第 600 回：2 020 年 10 月 2 日（金） 
（14 :20～1 5:50） 

１．実施要項（案）の審議 

○電子海図システム管理措置ほか一式借入保守（海上保安庁） 

○現業技術業務（農林水産省） 

２．契約変更の報告 

○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所電子計算機システ

ム一式 

第 601 回：2 020 年 10 月 6 日（火） 
（16 :10～1 6:40） 

実施要項（案）の審議 

○独立行政法人自動車技術総合機構研修センター施設等管理・運

営事業 
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第 602 回： 2020 年 10 月 14 日（水） 
（17 :10～1 8:45） 

１．実施要項（案）の審議 

○図書館における学術情報及び成果情報の管理に係る業務（国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

２．事業評価（案）の審議 

○国家石油備蓄基地操業委託事業（独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構） 

３．実施要項（案）の審議 

○女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業(厚

生労働省 ) 
４．民間競争入札の入札結果等の報告 

○能力開発基本調査業務（厚生労働省） 

第 603 回： 2020 年 10 月 20 日（火） 
（16 :30～1 8:00） 

１．事業評価（案）の審議 

○（独）国際協力機構JICAボランティア支援業務（募集支援業務）

２．実施要項（案）の審議 

○水産物流通調査業務（産地水産物用途別出荷量調査及び冷蔵水

産物在庫量調査）(農林水産省） 

○水産物流通調査業務（水揚量・価格調査及び水揚量・価格情報）

（水産庁） 

第 604 回： 2020 年 10 月 23 日（金） 
（14 :30～1 6:10） 

実施要項（案）の審議 

○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） 

○教育訓練講座受講環境整備事業（厚生労働省） 

第 605 回： 2020 年 10 月 27 日（火） 
（16 :10～1 6:40） 

実施要項（案）の審議 

○（独）国民生活センター施設の運営等業務 

第 606 回： 2020 年 10 月 28 日（水） 
（16 :50～1 8:00） 

１．実施要項（案）の審議 

○刑務所出所者等就労支援事業（厚生労働省） 

○東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務（環境省）

２．実施要項及（案）の変更の審議 

○国民年金保険料収納事業（日本年金機構） 

第 607 回： 2020 年 10 月 30 日（金） 
（13 :30～1 5:30） 

１．実施要項（案）の審議 

○政府認証基盤の運用・保守業務（総務省） 

○事前旅客情報照合業務、外国人個人識別情報認証業務用プログ

ラム開発及び保守業務（警察庁） 

２．事業評価（案）の審議 

○情報処理システム運用管理業務(国立研究開発法人海上・港

湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 ) 
○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

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構） 

第 608 回： 2020 年 11 月 17 日（火） 
（16 :30～1 8:00） 

実施要項（案）の審議 

○若年技能者人材育成支援のための地域における技能振興等に

係る周知広報業務（厚生労働省） 

○各種技能競技大会等に係る周知広報業務（厚生労働省） 

○科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務（文部

科学省） 
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第 609 回： 2020 年 11 月 20 日（金） 
（14 :20～1 5:30） 

１．事業評価（案）の審議 

○防衛省中央OAネットワーク・システムの運用管理役務 

○国立研究開発法人建築研究所共用計算機システム借入及び運

用支援業務 

２．契約変更の報告 

○独立行政法人国際協力機構コンピュータシステム運用等業務 

第 610 回： 2020 年 11 月 25 日（水） 
（17 :55～1 8:25） 

「国立研究開発法人国立国際医療研究センターの医事業務委託」

に係わる法に基づく民間競争入札開始時期の延期について 

第 611 回：2 020 年 12 月 4 日（金） 
（13 :20～1 4:10） 

１．実施要項（案）の審議 

○総務省LANシステムの更新整備及び運用管理業務 

 （総務省LANシステムの運用管理及び受付窓口業務の請負） 

２．市場化テスト業務対象範囲の報告 

○国民公園の維持管理業務（皇居外苑）（環境省） 

第 612 回：2 021 年 2 月 19 日（金） 
（14 :20～1 5:50） 

１．事業評価（案）の審議 

○情報システム共通基盤（プラットフォーム）の構築及び運用・

保守並びにデータセンター運用業務、事業統計システムの運

用・保守業務、グループウェアシステムの運用・保守業務（独

立行政法人労働者健康安全機構） 

２ . 契約変更の報告 

○独立行政法人国際協力機構コンピュータシステム運用等業務 

３ . 実施要項変更の報告 

○事前旅客情報、外国人個人識別情報システム用プログラム開発

及び保守業務（警察庁） 

４ . 実施要項（案）の審議 

○政府米の販売等業務（農林水産省） 

第 613 回：2 021 年 3 月 12 日（金） 
（14 :20～1 6:00） 

１．実施要項（案）の審議 

○経済産業省基盤情報システムの運用管理業務 

２ . 事業評価（案）の審議 

○消費者庁のネットワ－クシステムの運用支援業務 

○警察総合捜査情報システム業務プログラム（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）開発

及び保守業務 

第 614 回：2 021 年 3 月 16 日（火） 
（16 :10～1 6:40） 

事業評価（案）の審議 

○自治大学校施設の管理・運営等業務（総務省） 

第 615 回：2 021 年 3 月 23 日（火） 
（16 :50～1 7:50） 

事業評価（案）の審議 

○法務省浦安総合センターの管理・運営業務 

○（独）労働政策研究・研修機構の労働大学校運営等業務 

第 616 回：2 021 年 3 月 24 日（水） 
（16 :50～1 7:40） 

事業評価（案）の審議 

○実験動物飼育管理業務（国立研究開発法人 理化学研究所） 

○原子力オフサイトセンターの通信設備等維持管理業務（原子力

規制委員会原子力規制庁） 
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第 617 回：2 021 年 4 月 14 日（水） 
（16 :40～1 7:05） 

事業評価（案）の審議 

○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 618 回：2 021 年 4 月 16 日（金） 
（14 :20～1 5:20） 

１．実施要項（案）の審議 

○インターネット適性診断システム(ナスバネット)の運用管理

及び保守（独立行政法人自動車事故対策機構） 

２．事業評価（案）の審議 

○独立行政法人都市再生機構UR-NETの運用支援等に関する業務 

第 619 回：2 021 年 4 月 20 日（火） 
（15 :20～1 6:20） 

事業評価（案）の審議 

○各種技能競技大会等に係る周知広報業務（厚生労働省） 

○（独）工業所有権情報・研修館の知財総合支援窓口運営業務 

第 620 回：2 021 年 4 月 23 日（金） 
（14 :20～1 5:20） 

１．事業評価（案）並びに実施要項及び契約の変更（案）の審議 

○総合オンラインシステム（平成30年基盤更改後）の運用業務 

 （独立行政法人住宅金融支援機構） 

２．事業評価（案）の審議 

○情報システム運用支援業務（国立研究開発法人土木研究所） 

第 621 回：2 021 年 4 月 27 日（火） 
（15 :20～1 6:20） 

事業評価（案）の審議 

○「横浜第2合同庁舎」の管理・運営業務（財務省） 

○名古屋国税局管内の施設の管理・運営業務（国税庁） 

第 622 回：2 021 年 4 月 28 日（水） 
（16 :50～1 7:40） 

事業評価（案）の審議 

○地層処分研究開発に関連する運転管理に係る業務（国立研究開

発法人 日本原子力研究開発機構） 

○地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務（国立

研究開発法人 日本原子力研究開発機構） 

第 623 回：2 021 年 5 月 12 日（水） 
（16 :40～1 7:05） 

事業評価（案）の審議 

○ 「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」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）

第 624 回：2 021 年 5 月 18 日（火） 
（15 :20～1 6:20） 

事業評価（案）の審議 

○（独）日本学生支援機構の設置する兵庫国際交流会館の管理・

運営等業務 

○「神戸地方合同庁舎」の管理・運営業務（財務省） 

第 625 回：2 021 年 5 月 19 日（水） 
（17 :00～1 8:25） 

事業評価（案）の審議 

○中小企業実態基本調査（中小企業庁） 

○海外事業活動基本調査（経済産業省） 

○アジア地域原子力協力に関する調査業務（内閣府） 

第 626 回：2 021 年 5 月 21 日（金） 
（14 :30～1 6:40） 

事業評価（案）の審議 

○豊川用水二期用地補償支援業務（独立行政法人水資源機構） 

○非現業技術業務委託(新横浜 )（独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構） 

○都市公園の維持管理業務（イ号公園）（国土交通省） 

○都市公園の維持管理業務（ロ号公園）（内閣府、国土交通省）
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第 627 回：2 021 年 5 月 25 日（火） 
（15 :20～1 6:20） 

事業評価（案）の審議 

○若年技能者人材育成支援のための地域における技能振興等に

係る周知広報業務（厚生労働省） 

○「上石神井庁舎」の管理・運営業務（厚生労働省）

第 628 回：2 021 年 5 月 26 日（水） 
（16 :30～1 7:45） 

事業評価（案）の審議 

○女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業（厚

生労働省） 

○刑務所出所者等就労支援事業（厚生労働省） 

○地震調査研究推進本部の評価等支援業務（文部科学省）

第 629 回：2 021 年 5 月 28 日（金） 
（13 :30～1 5:50） 

１．事業評価（案）の審議 

○マルウェア対策・WAF機器の運用管理（国立研究開発法人理化

学研究所） 

○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 

○東京国際空港警備業務（国土交通省） 

○空港消防等請負業務（国土交通省） 

２. 入札結果の報告 

○大型計算機システム等の運用業務、基幹ネットワークシステム

等の運用業務、情報セキュリティ対策システム等の運用業務

（国立研究開発法人原子力研究開発機構）

第 630 回：2 021 年 6 月 2 日（水） 
（16 :50～1 7:45） 

１．実施要項（案）の審議 

○実験動物飼育管理業務（国立研究開発法人 理化学研究所） 

２．事業評価（案）の審議 

○東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務（環境省）

第 631 回：2 021 年 6 月 4 日（金） 
（14 :30～1 5:45） 

１．実施要項（案）の審議 

○国立研究開発法人情報通信研究機構の情報システム運用業務 

２．事業終了の報告及び事業評価（案）の審議 

○農林水産省行政情報システム運用管理業務 

３．その他 

○共用計算機システム借用及び運用支援業務（国立研究開発法人

原子力研究開発機構） 

○政府米の販売等業務（農林水産省）

第 632 回：2 021 年 6 月 11 日（金） 
（14 :30～1 5:30） 

事業評価（案）の審議 

○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）
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参考資料２－６ 

新技術の導入による施設の管理・運営業務の改善に関する研究会 開催実績 

（旧：施設の管理・運営業務に係る経費節減等に関する研究会）

第 1 回： 2018 年 11 月 16 日（金） 

（16 :00～1 7:30） 

１．研究会の開催について【非公開】 

２．事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ａ社（建築コンサルタント業） 

第 2 回： 2018 年 11 月 20 日（火） 

（16 :00～1 7:30） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｂ社（不動産管理業） 

第 3 回： 2018 年 11 月 27 日（火） 

（15 :00～1 6:00） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｃ社（不動産管理業） 

第 4 回： 2018 年 12 月 18 日（火） 

（16 :00～1 7:30） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｄ社（ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業） 

第 5 回： 2019 年 1 月 24 日（木）

（15 :00～1 6:30） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｅ社（制御機器メーカー） 

第 6 回： 2019 年 3 月 14 日（木）

（14 :00～1 5:00） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｆ社（ディベロッパー） 

第 7 回： 2019 年 5 月 30 日（木）

（15 :00～1 6:30） 

事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｇ社（システム開発業） 

第 8 回： 2019 年 9 月 19 日（木）

（14 :30～1 6:30） 
とりまとめ【非公開】 

第 9 回： 2019 年 11 月 14 日（木） 
（14 :30～1 6:30） 

１．事業者ヒアリング【非公開】 

○ Ｈ自治体 

２．とりまとめ【非公開】 
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参考資料３ 

官民競争入札・民間競争入札対象事業一覧

【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 

独

立

行

政

法

人 

43 9 8 42 27 18 1 54 67 269 

継続事業 2 1 1 19 11  6 1 7 12 60 

新プロセス  2 － － － 1 － － 0 － 3 

終了プロセス 36 6 4 18 14 10 － 46 39 173 

事業廃止等による終了等 3 2 3 5 1 2 － 1 16 33 

－ －37 7 55 4 3 9 26 141 

継続事業 10 － － 21 － 1 1 7 7 47 

新プロセス － － － － － － － － － －

終了プロセス 26 2 － 27 － 3 － 2 13 73 

事業廃止等による終了等 1 5 － 7 － － 2 － 6 21 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 
  

 

  

  

       

  

  

 

   

    

            

    

     

   

 

 

    

 

  

   

   

  

 
  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

 

  

  

  

  

合計 80 16 8 97 27 22 4 63 93 410 

【２． 事業一覧】 

◎…新プロセス移行（ 3 事業）★…終了プロセス移行（ 246 事業） …事業廃止等による終了等（ 54 事業）

国の業務（合計 269 事業） 

施設管理業務（43 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

4

5

6

★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

★情報通信政策研究所の管理・運営業務 

★自治大学校の管理・運営業務 

◎消防大学校の管理・運営業務 

総務省 

7

8

9

★法務省浦安総合センターの管理・運営業務

矯正研修所の管理・運営業務 

★法務局・地方法務局の施設の管理・運営業務（終了：千葉、さいたま、東京） 

法務省 

10

11

★外務省庁舎等の管理・運営業務

★外務省研修所の管理・運営業務 
外務省 

12

13

14

15

16

★財務局が管理する庁舎の管理・運営業務（終了：湯島、大阪、神戸）

★財務本省研修所の管理・運営業務 

  西ヶ原研修合同庁舎の管理・運営業務 

★税務大学校の管理・運営業務 

★税関が管理する庁舎の管理・運営業務（終了：中部空港合同庁舎他３施設、東京港湾他）

財務省 
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20

25

30

35

40

45

50

55

60

17

18

19

21

★税関研修所の管理・運営業務

★関税中央分析所の管理・運営業務 

★国税局が管理する単独庁舎の管理・運営業務

◎国税局が管理する合同庁舎の管理・運営業務 

名古屋港湾合同庁舎他 13 施設一管理業務委託一式（名古屋税関） 

財務省 

22

23

24

★中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務 

★戸山庁舎総合管理業務 

★上石神井庁舎の管理・運営業務

厚生労働省 

26

27

28

29

★中央合同庁舎第１号館等の管理・運営業務

★森林技術総合研修所の管理・運営業務 

食料消費技術研修館の管理・運営業務 

農林水産研修所つくば館等の管理・運営業務 

★農林水産研修所の管理・運営業務

農林水産省 

31

32

★経済産業省庁舎の管理・運営業務

★特許庁庁舎の管理・運営業務 

★経済産業研修所の管理・運営業務 

経済産業省 

33

34

36

37

38

★中央合同庁舎第３号館等の管理・運営業務

★国土交通大学校の管理・運営業務

★国土地理院の管理・運営業務 

★国土技術政策総合研究所等の管理・運営業務 

★関東地方整備局（本局）の施設管理業務 

★「地図と測量の科学館」の管理運営業務及び展示支援業務 

国土交通省 

39

41

★環境調査研修所の管理・運営業務

★那須平成の森運営管理業務 

★那須高原ビジターセンター運営管理業務 

環境省

42 ★原子力防災オフサイトセンター
原子力規制

委員会 

43 ★防衛省・自衛隊施設の運営等業務（終了：目黒、十条、三宿） 防衛省

研修・訓練業務（９事業） 

44 ★画像分析官の教育訓練（初級・中級）の委嘱 内閣官房

原子力防災研修 内閣府 

46

47

★放射線利用技術等国際交流（講師育成）業務

★放射線利用技術等国際交流（研究者育成）業務 
文部科学省 

48 ★中国若手行政官等長期育成支援事業 外務省 

49

51

52

ジョブ・カード講習の実施 

★日雇労働者等技能講習事業 

★外国人就労・定着支援研修事業 
農林業職場定着支援事業（林業就業支援事業）

厚生労働省 

窓口・相談業務（８事業） 

53 ★インターネット上の違法・有害情報対応相談業務 総務省 

54

56

★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（終了：東京、名古屋） 

★地方入国管理局等の在留手続の窓口業務 

証明書交付等事務（乙号事務） 

法務省

57 ★国税局の電話相談センターにおける相談業務 財務省 

58

59

ハローワークの職業紹介事業

  人材銀行事業 

「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

厚生労働省 
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80

85

90

95

100

105

65

70

75

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（42 事業） 

61

62

63

内閣法制局 LAN システム一式

★内閣府ＬＡＮの運用管理業務

★宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務

内閣法制局 

内閣府 

宮内庁 

64 ★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 

66

67

68

69

★広域交通管制システムの更新整備及び維持管理業務

警察総合捜査情報システム業務プログラム開発業務 
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 

★行政情報管理システム業務プログラム Ⅰ 

★行政情報管理システム業務プログラム Ⅱ 

警察庁 

★金融庁ネットワークシステムの運用管理業務 金融庁 
71 消費者庁ネットワ－クシステムの運用支援業務 消費者庁 

72

73

74

76

総務省ＬＡＮシステムの更新整備及び運用管理業務

★電子政府利用支援センターの運用等の請負 

政府認証基盤の運用・保守の請負

地方交付税算定等業務 

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 

77

78

79

★法務省内ＬＡＮシステムの運用管理業務 

★法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務 

★矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務

電子認証システムに係る運用・保守業務 

法務省 

81 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 

82

83

84

86

★財務省行政情報化ＬＡＮシステムの運用管理業務

国有財産総合情報管理システムの運用業務 

国有財産総合情報管理システムの保守業務

国税システムのシステム運用業務委託一式（東京国税局） 

電子計算機の運転等業務一式（大阪国税局） 

財務省 

87 ★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 

88 ★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 

89 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 

91

92

経済産業省基盤情報システムの運用管理業務

★調査統計システム運用管理支援業務 

★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 

経済産業省 

93

94

96

★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

海洋情報部電子計算機システム借入保守及び取付調整 

電子海図システム管理装置ほか一式借入保守 

旅行安全情報共有プラットフォームの保守・運用 

国土交通省 

97

98

★環境省ネットワークシステムの運用管理業務

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 
環境省 

99

101

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

放射線監視に係るシステムの運用・管理業務 

原子力規制委員会ホームページ・ＣＭＳサーバに係る運用・保守業務 

原子力規制

委員会 

102 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（27 事業） 

103 ★消費動向調査 内閣府 

104 ★科学技術研究調査

★サービス産業動向調査 
総務省

106 ◎民間給与実態統計調査 財務省
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110

120

130

140

150

107

108

109

111

★社会福祉施設等調査

★介護サービス施設・事業所調査 

就労条件総合調査

能力開発基本調査 

★医療経済実態調査（医療機関等調査） 

厚生労働省 

112

113

114

115

116

★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 

農業物価統計調査 

内水面漁業生産統計調査 

農林水産省 

117 ★容器包装利用・製造等実態調査
農林水産省

経済産業省 

118

119

121

122

123

★企業活動基本調査

★石油製品需給動態調査等

★情報通信業基本調査 
海外事業活動基本調査 

中小企業実態基本調査 
エネルギー消費統計調査 

経済産業省 

124

125

126

127

★建設関連業等の動態調査

国際航空旅客動態調査 
宿泊旅行統計調査の実査・集計・分析業務 
自動車輸送統計調査及び自動車燃料消費調査内容検査等 

国土交通省 

128

129

★水質汚濁物質排出量総合調査

★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）

★公認会計士試験の試験実施業務
金融庁

財務省 

131

132

全国学力学習状況調査の実施業務（小学校）

全国学力学習状況調査の実施業務（中学校） 
文部科学省 

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

144

医師国家試験の試験実施業務

歯科医師国家試験の試験実施業務 

保健師国家試験の試験実施業務 

助産師国家試験の試験実施業務 

看護師国家試験の試験実施業務 

★診療放射線技師国家試験の試験実施業務 

★臨床検査技師国家試験の試験実施業務

★理学療法士国家試験の試験実施業務 

★作業療法士国家試験の試験実施業務 

★視能訓練士国家試験の試験実施業務 

★管理栄養士国家試験の試験実施業務 

薬剤師国家試験の試験実施業務 

厚生労働省 

145 ★計量士国家試験の試験実施業務 経済産業省 

146 ★測量士試験・測量士補試験の試験実施業務 国土交通省 

147 ★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） 

148 国民年金保険料収納事業 厚生労働省 

公物管理等業務（54 事業） 

149 ★国営沖縄記念公園の維持管理業務 内閣府

★財務局の未利用国有地の管理等業務 財務省
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151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

刑務所出所者等就労支援事業

★若年技能者人材育成のための地域における技能振興等に係る周知広報業務

★各種技能競技大会等に係る周知広報業務 

★女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業

テレビ会議サービスを利用した離島等での受給資格決定等に係る供給業務

厚生労働省 

★国有林の間伐事業

現場技術業務 
農林水産省 

★滝野すずらん丘陵公園の維持管理業務

★国営みちのく杜の湖畔公園の維持管理業務

★国営常陸海浜公園の維持管理業務

★国営武蔵丘陵森林公園の維持管理業務

★国営昭和記念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

★国営アルプスあづみの公園の維持管理業務

★国営越後丘陵公園の維持管理業務

★国営木曽三川公園の維持管理業務

★淀川河川公園の維持管理業務

★国営飛鳥・平城宮跡歴史公園の維持管理業務

★国営明石海峡公園の維持管理業務

★国営備北丘陵公園の維持管理業務

★国営讃岐まんのう公園の維持管理業務

★海の中道海浜公園の維持管理業務

★国営吉野ヶ里歴史公園の維持管理業務

★地方整備局等の積算技術業務

★地方整備局等の工事監督支援業務

★地方整備局等の技術審査業務

★地方整備局等の河川巡視支援業務

★地方整備局等の河川許認可審査支援業務 

★地方整備局等のダム・排水機場等管理支援業務

★地方整備局等の道路巡回業務

★地方整備局等の道路許認可審査・適正化指導業務

★地方整備局等の用地補償総合技術業務

★空港土木施設の維持管理業務

★航空灯火・電源施設の維持管理業務

★航空保安無線施設等の保守業務

★港湾、空港における発注補助業務

★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

★港湾、空港における監督補助業務

★港湾、空港における技術審査補助業務

国営公園における発注者支援業務

★東京国際空港警備システム保守業務

★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 

★東京国際空港海上制限区域警備業務

★東京国際空港警備業務

★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

★東京国際空港施設保全関係支援業務委託 

空港消防等業務 

国土交通省 

★新宿御苑の管理・運営業務 

皇居外苑の維持管理業務

京都御苑の維持管理業務

環境省
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203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

202 ★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 67 事業）

★アジア地域原子力協力に関する調査業務 

★宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制の実装に向けた検討調査
内閣府

★国際会計基準審議会等の国際会議への参加、意見発信、調査分析等に関する事務 金融庁

★電子商取引モニタリング事業 消費者庁

東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査業務 復興庁

刑事施設の運営業務

法務省★刑事施設における総務業務 

刑事施設における被収容者に対する給食業務

★財務局の普通財産に係る管理処分等業務 財務省

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

国際原子力安全交流対策（技術者交流）業務

★メディア芸術祭の企画運営 

★海外映画祭出品等支援事業 

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

★研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（一般会計、エネルギー対策特別会計）

★研究振興事業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（活断層の補完調査）

内陸及び沿岸海域の活断層調査（沿岸海域活断層調査）

★地震調査研究推進本部の評価等支援業務 

★劇場・音楽堂等基盤整備事業

★次代の文化を創造する新進芸術家育成事業の運営業務 

文部科学省 

文部科学省

★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

★薬物乱用防止啓発訪問事業 

★養育費・面会交流相談支援センター事業 

★新規起業事業場就業環境整備事業

★若年者地域連携事業

★要介護認定適正化事業

教育訓練講座受講環境整備事業（指定申請に係る調査等）

キャリア交流プラザ事業

求人開拓事業 

厚生労働省 

★一般定期健康診断等業務（関東森林管理局本局ほか） 

水産物流通情報発信・分析事業

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

森林資源調査データ解析

森林生態系多様性基礎調査における精度検証調査

森林生態系多様性基礎調査 

★政府米の販売等業務

農林水産省 

★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

国際出願に関する書面等のデータエントリー業務一式 

書面による手続のデータエントリー業務一式

★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

産業財産権研究推進事業

放射性廃棄物重要基礎技術研究調査

★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 
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251

252

253

254

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 

★石油ガス流通合理化調査 

放射性廃棄物海外総合情報調査 

特許等取得活用支援事業 

255

256

★建設業取引適正化センター設置業務

★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 

257

258

259

260

★環境保全普及推進事業

★漂着ごみ対策総合検討事業 

Ｊ－クレジット創出支援業務 

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調査業務 

環境省 

261

262

263

264

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム調査 

原子力艦寄港地放射能影響予測システム調査 

★海洋環境における放射能調査及び総合評価 

放射能測定調査 

原子力規

制委員会 

265

266

267

268

269

★進路相談等部外委託

★硫黄島における調理作業等委託

★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 

★住宅防音事業に関する事務手続補助業務 

★航空自衛隊の事務用品調達業務

防衛省 

防衛省 

独立行政法人の業務（合計 141 事業） 

施設管理業務（37 事業） 

270 国民生活センター施設の運営等業務 消費者庁 

271 情報通信研究機構本部建物設備維持管理等業務 総務省 

272

273

274

275

276

277

★国際協力機構の「海外移住資料館」の運営等業務

★国際協力機構国際センターの施設管理（終了：日本語国際センター、横浜国際センター） 

★国際協力機構市ヶ谷ビルの施設管理 

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） 

★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） 

★国際交流基金の「関西国際センター」の施設管理・運営業務 

外務省 

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

★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

★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 

★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 

★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 

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 

日本学生支援機構の国際交流会館等の運営等業務 

★国立新美術館の管理・運営業務 

★科学技術振興機構外国人研究者宿舎の管理運営業務 

★教職員支援機構教員研修センターの施設管理・運営業務 

学術総合センター建物管理業務 

国立研究開発法人理化学研究所の施設管理業務 

文部科学省 

290

291

292

★労働政策研究・研修機構の「労働大学校」運営等業務 

国立病院機構東京医療センター施設管理業務 

国立研究開発法人国立成育医療研究センタービルメンテナンス総合管理業務委託 

厚生労働省 

293

294

295

296

297

298

299

★家畜改良センターの「中央畜産研修施設」の運営等業務

★森林総合研究所の施設管理・運営業務 

★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 

★水産大学本校の施設管理・運営業務 

★農業・食品産業技術総合研究機構の施設の管理・運営業務 

★農業生物資源研究所の施設の管理・運営業務 

★農業環境技術研究所の施設の管理・運営業務

農林水産省 
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300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

★国際農林水産業研究センターの施設の管理・運営業務 

301

302

303

304

★日本貿易振興機構の「ビジネスライブラリー」運営業務

★日本貿易振興機構の「アジア経済研究所図書館」運営業務 

★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 

★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

経済産業省 

国立研究開発法人産業技術総合研究所の設備等維持管理業務 

306 自動車技術総合機構の自動車検査業務（「研修センター」の管理・運営業務） 国土交通省 

研修・訓練業務（７事業） 

307 ★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 

308

309

★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）（終了：駒ヶ根以外）

国際交流基金の「関西国際センター」の日本語研修事業
外務省 

311

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

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 
厚生労働省 

312

313

工業所有権情報・研修館の民間事業者向け研修業務

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（55 事業） 

314 ★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

316

317

★統計センターＬＡＮ等運用管理業務

情報通信研究機構の情報システム運用業務 

  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

総務省 

総務省 

318

319

国際協力機構コンピュータシステム運用業務

国際交流基金 JF-NET 運用管理支援等業務

国際協力機構 JICA 情報通信網の更改 

外務省 

321

322

323

★印刷局ネットワークシステム運用管理支援請負作業

★造幣局基幹サーバ等運用管理作業 

★酒類総合研究所情報システムの運用及び管理業務 

財務省 

324

326

327

328

329

331

332

333

334

336

337

338

339

341

342

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 

★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 

★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 

★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 

★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 

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 

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 

日本学術振興会業務基盤サーバ等の更新・保守業務 

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

★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 

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 

★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 

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 

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

  宇宙航空研究開発機構システム技術支援業務等 

★国立研究開発法人防災科学技術研究所地震・火山観測網の整備及び維持管理業務 

理化学研究所マルウェア対策・WAF 機器の運用管理 

文部科学省 

343

344

346

347

★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 

★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

★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 

★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 

★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 

厚生労働省 

348 ★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 

49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

  

  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

350

355

360

365

370

375

380

385

390

349

351

352

353

354

356

357

経済産業研究所の中国語ホームページの維持管理業務

経済産業研究所第４期 RIETI PC-LAN システム運用管理業務 

★日本貿易振興機構コンピュータシステム運用管理業務 

情報処理推進機構電子 IPA 稼働維持支援業務 

★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 

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

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 

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 

★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 

358

359

361

362

363

364

366

都市再生機構ＵＲ－ＮＥＴの運用支援等に関する業務

★港湾空港技術研究所情報処理システム運用管理業務

★土木研究所情報システム運用支援業務 

★住宅金融支援機構 With システムの運用業務 

★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 

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 

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

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 

自動車事故対策機構インターネット適性診断システム（ナスバネット）の保守 

国土交通省 

367 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 

368 ★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（４事業） 

369 ★大学入試センターの大学入試センター事業

国立研究開発法人日本原子力開発機構地層処分研究開発に関連する試験等に係る業務 
文部科学省

371 ★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 

372 ★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） 

373

374

労働者健康福祉機構の医業未収金の徴収業務

国立病院機構の医業未収金の徴収業務
厚生労働省 

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（９事業） 

376 国際協力機構 JICA 主催国際協力エッセイコンテスト事務局業務委託 外務省 

377 日本政策金融公庫帳票の印刷業務および発送業務 財務省 

378

379

★量子科学技術研究開発機構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
文部科学省 

381

382

国立長寿医療研究センター医事業務委託 

国立国際医療研究センター医事業務委託 

国立精神・神経医療研究センター小型実験動物研究施設実験動物飼育管理業務 

厚生労働省 

383

384

鉄道建設・運輸施設整備支援機構土木関係技術業務委託

水資源機構豊川用水二期用地補償支援業務
国土交通省 

その他の業務（26 事業）

386

387

388

389

391

★国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（募集支援業務）

★国際協力機構ＪＩＣＡボランティア支援業務（選考支援業務） 

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） 

★国際協力機構の「国際協力人材センター」の業務 

国際協力機構技術協力機材の在外調達支援業務

★国際交流基金の「日本語国際センター」の業務 

国際交流基金の文化芸術交流事業 

外務省 

392

393

★宇宙航空研究開発機構広報普及支援業務 

★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
文部科学省 
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394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

日本原子力研究開発機構個人被ばく管理に係る業務

日本原子力研究開発機構図書館における学術情報及び成果情報の管理に係る業務 

★日本原子力研究開発機構管財業務

宇宙航空研究開発機構文書管理運用支援業務

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 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構資産管理業務

理化学研究所実験動物飼育管理業務

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

★国立病院機構の物品調達業務

★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 

地域医療機能推進機構うつのみや病院等における患者給食業務委託 

厚生労働省 

★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

日本貿易振興機構の環境関連ミッション受入事業

★石油天然ガス・金属鉱物資源機構国家石油備蓄基地操業委託（全国 10 か所）

経済産業省 

★自動車技術総合機構の自動車検査業務（自動車検査業務に用いる機器の保守管理業務）

★都市再生機構賃貸住宅入居者募集業務

国際観光振興機構の海外観光宣伝事務所の業務

国土交通省 
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