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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。

「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

「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。

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

番号

法律の規定（会計法）に基づき、
当省所属職員を支出負担行為
担当官とし、事務を執行。

c

施設管理業務、大型施設の運
転・保守管理業務。情報システ
ム運用業務などについて、アウ
トソーシングしている。

c

環境省においては既に公用車
の運行管理業務を外部委託に
おいて実施している

e

-

-

−

会計法に規定されているような
現行法制度上では、市場化テス
トの対象とするのは困難と思
料。
また、この法律の如何について
当省が回答できる立場にはな
い。

民間事業者の参入については、
制度上、特段の規制は設けてお
らず、既に法人の判断により可
能となっており、独立行政法人
制度の趣旨に鑑み、民間委託
の是非やその範囲等について
は、法人が自立的に判断すべき
ことであると考える。現在、独立
行政法人国立環境研究所にお
いては、自主的、自立的に業務
運営を実施する機関としての経
営戦略の下、清掃、警備等の施
設管理業務、大型施設の運転・
保守管理業務、情報システム運
用業務など、業務内容に応じ
て、既に合理性、効率性、効果
性等を考慮してアウトソーシング
を行っており、市場化テストを行
うことのメリットはないものと考え
る。

既に自動車運行管理業務につ
いては外部委託により実施して
おり、市場化テストの対象には
なじまないと思料

ｚB170001

ｚB170002

ｚB170003

全省庁

府省における官房基幹業務

経済産業省、
農林水産省、 各省庁所管の一括研究機関の会計・人
事、その他研究支援等バックオフィス関
厚生労働省、 係事務の市場化テスト
環境省

全省庁

公用車の運転業務受託

5042

5066

5042B001

5066B001

1 民間企業

トランスコスモス株式会社
MCMサービス統括 サービス

1 企画部

1

府省における官房基幹業務

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 左記の業務の中で支払い管理、一般会
業務はそれぞれの自治体で個別に業務を行っ 計、給与計算、入金管理、情報システム
ているが、これらの業務には共通性が高い。 運用、旅費・経費生産、ITヘルプデス

1

産業技術総合研究所、NEDO、製品評価技
術基盤機構、農業・生物系特定産業技術
研究機構作物研究所、農業生物資源研究
所、食品総合研究所、森林総合研究所、
農業環境技術研究所、水産総合研究セン
各省庁所管の一括研究機関の会計・人
ター、国立健康・栄養研究所、医薬品医
事、その他研究支援等バックオフィス関
療機器総合機構、国立環境研究所等の研
係事務の市場化テスト
究機関系独立行政法人が実施している財
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
等の業務の一括市場化テスト

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

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。

益村勝将

5069

5069B007

1/2

1 個人

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

ク、備品購入、福利厚生などの業務の標
準化ができて、かつ他研究機関と差別化
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
との間で市場化テストを実施する
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番号

環境省の会計関係のバックオ
フィス業務については、職員の
判断を不要とする業務を既に外
部委託により実施しているところ
である。具体的には、官庁会計
事務データシステム、電子入札
システムの運用や派遣業務契
約による文書作成、計算業務の
実施など

環境省において、ノンコア業務
は既に外部委託により実施して
いるが、当業務を集約した窓口
は設置していない。

e

c

−

職員の判断を不要とする業務に
ついては、引き続き外部委託に
より実施を図る。

−

必ずしも官庁職員が行わなくて
もよい業務ご指摘のノンコア業
務集約窓口については、可能な
範囲で既に民間委託を進めて
いる。なお、ノンコア業務の中に
は、コア業務と密接に関係して
いるものや、緊急の対応を要す
るものも含まれており、各担当
部局の職員が個別に指示を行
うことで、業務の性格に応じた臨
機応変な対応が可能になる面も
ある。したがって、ノンコア業務
の集約窓口を設けることで、必
ずしも効率的な業務運営が行わ
れるとは言えない。

ｚB170004

ｚB170005

全府省

全府省

バックオフィス系業務の民間委託

庁舎内サービスセンター事業

5069

5092

5069B009

5092B001

2/2

1 個人

1 コクヨファニチャー株式会社

9

1

バックオフィス系業務の民間委託

庁舎内サービスセンター事業

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、
現在、財務・経理、人事、総務、購買、情報 これらの業務を提供するアウトソーシン
システム（システムの運用・保守、データの グ会社との間で入札を行う。

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 保存、セキュリティなど）、法務、広報等の
存、セキュリティなど）、法務、広報な 業務は各省庁で個別に業務を行っているが、
次のような効果が期待できる。
どのバックオフィス業務を民間開放する これらの業務には共通性が高い。
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

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
（理由：内容に弊社独自
都市における総務庶務系バックオフィス
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。

