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要望
該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望管理 要望事項管 事項
番号
理番号
補助

要望主体名

事項
番号

要望事項
（事業名）

具体的
要望内容

要望理由

具体的事業の
実施内容

現在各府省は、国民サービスの向上を目
的に、ホームページ等により国民との相
互意思疎通の改善に努めている。ホーム
ページの運営も一応機動に乗り、国民に
とってもわかりやすい行政サービスが実
現されつつある。しかし、その運用につ
各府省が、個別･独立的に運用している
いては、各府省が個別・独立的に運用し
ホームページ等の統一・統合運用
ているため、極めて深刻な問題を孕んで
いる。したがって、政府のホームページ
としてしかるべき安全性・統一的使い勝
手・抜本的効率性を目的とした統一・統
合運用ルールの制定と民間専門企業への
統一的業務委託の提案を行う。

各府省ホームページについては、その設計思
想が統一されておらず、結果として国民の目
から見ると使いづらくまた不安な面が数多く
見られる。特に、サーバーの安全性強度、個
人情報に着目したセキュリティ確保レベルに
ついてはまったく統一感が無いのが実情であ
る。事実、ホームページの改ざんが行われた
り、ある府省のサーバーが踏み台とされ、そ
こから他の府省に対して不正アクセスが行わ
れ、その結果ブラックリストに乗り世界中に
知られたことは記憶に新しい。また国民が政
府に対して行う申請や意見その他について
は、その秘匿性確保の考え方がシステム的に
統一されず、府省によっては不安視せざるを
得ないサーバーがあるのも事実である。さら
に、サーバー運用の一部業務を民間に業務委
託しているケースがほとんどであるが、その
委託範囲や委託業者についても統一感がな
く、政府として責任のある運用とは言いずら
い部分もある。よって、市場化テストの本来
の趣旨とは若干異なるが、早急な政府統一基
準の制定と、専門民間企業への統一的考え方
に基づいた発注システムの確立を図るための
提案としたい。

■サーバー設置基本設計指針として、セ
キュリティ標準・予算確保標準の制定、
運用設計標準の制定、業務委託標準の制
定、専門業者選定基準（資格・技術・装
備）の制定を行ったうえで
■統一的且つ統合的発注による高度運用
レベルの確保と効率化

「電子政府構築計画」（2004年6月改定）に
基づき「物品調達、物品管理、謝金・諸手
当、補助金及び旅費の各業務・システム最適
化計画」が各府省CIO連絡会議にて決定さ
れ、2004年9月に発表されている。同最適化
計画においては、「職員による判断を必要と
しない業務については、積極的に外部委託を
図る」との方針が示されているが、外部委託
化の対象範囲や時期に関しては、各府省の判
断に委ねられているとも考えられる。外部委
託対象範囲の決定の段階から「市場化テス
ト」の概念を取り入れ、官民の知恵を競争さ
せることが、業務の質の向上と費用の削減に
寄与するものと考える。

「官房基幹業務」の「市場化テスト」が
実施される場合、各府省職員による判断
を必要としない全ての業務を民間が受託
することが可能であると考える。府省共
通の情報システムが開発されることか
ら、各府省での業務の標準化はその前提
であると想定され、「官房基幹業務サー
ビスセンター」に府省共通業務の集約を
図ることにより、業務効率の向上が見込
まれるものと考える。

公用車サービスは、基本的に民間のハイ
ヤー、タクシー事業の業務内容となんら変わ
各省庁の幹部クラス、および国会議員に
るところはなく、当該サービスが公務員に
よって提供されなければならない合理的理由 呈して提供されている公用車サービス
は考え難い。

その他・要望

番号

なし

会計法等

行政情報の電子的提供に関する基本
的考え方（指針）（平成１６年１１月各府
省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決
定）により、政府全体として統一性があ
り、分かりやすい情報の提供を行うた
め、各府省のホームページについて共
通の掲載項目や表示位置等を定めて
いるところ。また、各府省の情報システ
ム関係業務を外注するに当たっては、
取り扱う情報の漏えい等を防止するた
め、「国の行政機関における情報システ
ム関係業務の外注の推進について」
（平成１２年３月３１日行政情報システム
各省庁連絡会議了承）に基づき、外注
先業者には、セキュリティ確保のための
措置（情報システムへのアクセスコント
ロールや電子計算機室の入退室管理
等）を実施させるとともに、当該措置の
実施状況の確認・評価等を行うことと
なっている。

各府省のホームページの運用について
は、民間業者に業務委託が行われてい
る現状から市場化テストの趣旨に該当
するものではないため。
ただ、御指摘のように各府省のホーム
ページにおいては情報セキュリティ対策
についてばらつきがみられ、政府全体と
して十分な水準が確保されているとは
言い難い状況がある。そのため、本年７
月１４日情報セキュリティ政策会議にお
いて早期に着手すべき政府統一的・横
断的課題として政府機関の情報セキュ
リティ対策の統一的な基準の策定を決
定した。現在策定作業を行っている基
準によって、各府省が行うサーバの設
定・運用方法や業務委託を行う際の留
意事項などを定める予定。

e

会計法等関係法令に基づき、会
計事務（物品調達等）を行ってい
る。

幹部等の送迎、移動及び荷物
の運搬による運行業務を実施。

ｄ

zB010001 内閣官房

各府省が、
個別･独立
的に運用し
ているホー
ムページ等
の統一・統
合運用

現在、国の会計事務は、会計法
等関係法令に基づき行ってい
る。要望にあるような国の会計
事務を市場化テストの対象とす
るか否かについては、会計法等
関係法令の改正が必要となるこ
とから、これら法令を所管してい
ない内閣府・内閣官房において
は、回答は不可能である。
なお、「物品調達、物品管理、謝
金、諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画」
（平成１６年各府省情報化統括
責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に
基づく新たなシステムを開発中
であり、どこまで外部委託が可
能であるかについて、システム
の開発状況等を勘案しながら、
検討する予定。

zB010002

全省庁

公用車サービスとして既に年度
ごとに自動車運転業務委託契約
として一般競争入札により運転
業務委託を一部実施している。

zB010003

全省庁 転業務受託

府省におけ
る官房基幹
業務

公用車の運

5017

5017B001

1 民間企業

1

5042

5042B001

1 民間企業

1

府省における官房基幹業務

現在、各府省にて行なわれている物品調
達、物品管理、謝金・諸手当、補助金、
旅費の各業務、（いわゆる官房５業務、
以下官房基幹業務という）を「市場化テ
スト」の対象とする。

5069

5069B007

1 個人

7

公用車の運転業務受託

現在、省庁および国会議員に対して提供
されている公用車サービスについて、そ
のサービス提供を市場化テストにかける
もの

1/2

①性能発注方式による入
札条件の設定
②サービスの質を評価す
る総合評価基準の採用
③リスクが適切に発注
者・受託者に配分される
こと
④対象業務が細分化され
ず十分な規模と期間を持
つこと
⑤各府省の業務の標準化
が十分に行なわれ一括し
て受託が可能であること
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―

―

内部管理業務については、「内
部管理業務の見直し方針」(平成
15年7月17日各府省情報化統括
責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定)に
基づき、官房基幹業務に関する
業務の見直し及びシステムの整
備等が実施されているところで
あり、同方針において「職員によ
る判断を必要とする業務と判断
を必要としない業務とに区分し、
職員による判断を必要としない
業務については、積極的に外部
委託を図る。」こととされている。

内部管理業務については、「内
部管理業務の見直し方針」(平成
15年7月17日各府省情報化統括
責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定)に
基づき、官房基幹業務に関する
業務の見直し及びシステムの整
備等が実施されているところで
あり、同方針において「職員によ
る判断を必要とする業務と判断
を必要としない業務とに区分し、
職員による判断を必要としない
業務については、積極的に外部
委託を図る。」こととされている。

―

―

この要望にある各省庁共通の業
務（具体的要望内容で記入され
ている財務・経理、人事、総務、
購買、情報システム、法務、広
報など）について、内閣官房の
みで判断することは難しいが、
内閣官房では、一部業務につい
― ては外部委託を行っており、今
後もどこまで外部委託すること
が出来るかの検討を行い、外部
委託することでの業務効率と費
用対効果を検証したうえで、外
部委託によることが出来るとなっ
た業務については随時、一般競
争入札等により行っていきたい。

内閣官房においては、一部業務
について、既に外部委託を行っ
ているところであり、この要望内
容でいう業務がどのような業務
を想定しているのか定かでない
が、庁舎内にワンストップサービ
スセンター窓口を設けることにつ
―
いては、その需要があるのかど
うか、そうした場合にどの程度の
業務効率化が図れるのか、業務
一括での外部委託契約をするの
と個別の外部委託契約をするの
と費用面での比較などを検証す
る必要がある。

左記の業務の中で支払い管理、一般会
計、給与計算、入金管理、情報システム
運用、旅費・経費生産、ITヘルプデス
ク、備品購入、福利厚生などの業務の標
準化ができて、かつ他自治体等の組織と
差別化の要因にならない業務を抽出し、
これらの業務を提供するアウトソーシン
グ会社との間で入札を行う。

バックオフィス系業務の民間委託

省庁および特殊法人における財務・経
理、人事、総務、購買、情報システム
（システムの運用・保守、データの保
存、セキュリティなど）、法務、広報な
どのバックオフィス業務を民間開放する

現在、財務・経理、人事、総務、購買、情報
システム（システムの運用・保守、データの
保存、セキュリティなど）、法務、広報等の
業務は各省庁で個別に業務を行っているが、
これらの業務には共通性が高い。

庁舎内サービスセンター事業

各部門に共通して存在し、現状多くの工
数を投入してしまっている官庁職員のノ
ンコア業務（必ずしも官庁職員が直接行
わなくても良い業務）を効率的に民間事
業者へアウトソースするため、庁舎内に
当業務を集約したワンストップサービス
センター窓口を設ける。

市場化テストの本来の目的である「民間のノ
別途添付資料がありま
ウハウを活用することによる官業の効率化」
す。その内容については
を図るため、「官民競争」ではなく「官民協 全ての中央省庁、都道府県庁、政令指定 非公開を希望します。
業」によるアウトソース事業の推進を行いた
都市における総務庶務系バックオフィス （理由：内容に弊社独自
い。部門多岐に渡っているノンコア業務をと
のノウハウについてご説
りまとめて効率化を図る役所の担当窓口が現 サービス
明している部分があるた
在までなかったため、今回の枠組みでご提案
め）
致します。

バックオフィ

zB010004

全府省 ス系業務の

5069

5069B009

1 個人

9

民間委託

庁舎内サー

zB010005

全府省 ビスセン

5092

5092B001

1 コクヨファニチャー株式会社

ター事業
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1

次のような効果が期待できる。
1.コストダウン
業務を効率化させ、給与体系が柔軟な民
間と競争させることでコストが下がる。
2.人材の最適配置
バックオフィス系の業務を効率化させる
ことで、人材を他部門により集中させる
ことができ、政策立案などの業務に特化
することができる。
3.業務のサービスレベル向上
業務を効率化させることで、バックオ
フィス業務のサービスの受けて側の処理
も簡素化し、スピードが上がりサービス
レベルが向上する

