（別紙１）
平成26年度内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府調達改善計画の年度末自己評価結果
（対象期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）
平成27年6月18日
内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府
実施した取組内容
調達改善計画で記載した事項

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

平成26年
度に開始し
た取組

今後の対応

目標の
達成状況

Ⅱ．重点的に調達改善に取り組む分野
・主要経費を含む内閣官房及び
内閣法制局・内閣府本府の調達
全体に関して価格交渉を推進。
・一者応札についてはメールマガ
ジンの発行等による積極的な調
達情報の発信等を実施。
・共同調達において昨年度より
多く実施するなど、重点分野にお
ける調達改善に取り組んだ。

１．随意契約、一者応札の見直し
２．庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見
直し
３．主要経費における調達の見直し
◎特殊かつ専門性が高い宇宙関係経費、遺
棄化学関係経費
◎政府広報経費
◎防災関係経費
◎勲章製造等関係経費

・「随意契約における価格交渉の推進・検討
チーム」による価格交渉や仕様の見直し等に
より主要経費を含む調達全体を対象に約16
億円を削減。
・一者応札については各種の取組により約
29％を複数者応札に改善。
・共同調達については昨年度上半期を上回る
19件（17品目）の共同調達を実施し、参加官
庁の事務軽減を図った。

※詳細はⅢ．具体的な取組内容において記載
Ⅲ．具体的な取組内容
１．特に力点を置く取組
（１）価格交渉の推進
→当初提示額から前年度以上の削減を目指す。

①「随意契約における価格交渉の推進・検討
チーム」による推進
・契約内容や価格交渉経緯を
「価格交渉シート」に記録
・「価格交渉事例集」を作成・情
報共有し、効果的な事例を活用

－

・定期的にチーム会合を開催し、
効果的な価格交渉手法を研究

・「価格交渉シート」及び「価格交
渉事例集」により情報共有化を
図った。
・チーム会合を開催し、効果的な
価格交渉手法等の検討を行っ
た。

A

-

27年度も引き続き実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

②外部専門家による価格交渉の推進
・調達アドバイザーやＣＩＯ補佐官
の助言による見積額の精査や、
仕様のスリム化
・調達アドバイザーの助言より作
成した「価格交渉心得・チェックリ
スト」の情報共有を図り、積極的
な価格交渉による経費の削減
・特に主要経費のうち宇宙関係
経費、遺棄化学関係経費につい
ては民間コンサルティング会社
等と事業全体の進捗管理につい
て別途契約を行い、仕様書、見
積書の精査について助言を受け
つつ経費の削減を目指す。

－

－

・調達アドバイザーやＣＩＯ補佐官
の助言により、見積額の精査や
仕様のスリム化を図った。
・会計実務研修において「価格交
渉心得・チェックリスト」の情報共 平成26年度において200件の随意契約案件を
有化を図った。
対象に価格交渉や仕様書の見直しを実施。う
ち131件について15億8,185万円の削減効果
があった（当初提示額の4.9％）。
【宇宙関係経費】
ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）
※25年度は当初提示額の4.8％の削減を実施
の専門的知見を活用して経費の
削減を目指した。
【遺棄化学関係経費】
民間コンサルティング会社と契約
して経費の削減を目指した。

③研修の実施

復興庁、消費者庁の担当者も対
象とした会計実務研修につい
て、カリキュラムを見直し調達ア
ドバイザーによる講演時間を更
に増やし、具体的な事例を題材
にした実践的なものとして更なる
職員の価格交渉のスキルアップ
を図る。

－

復興庁、消費者庁の担当者も対
象とした会計実務研修について
・講演時間の増加（H25 2h→H26
3.5h）
・過去の個別相談事例を題材と
した実践的な内容
・研修生による班別討議及び全
体ディスカッション
など、プログラム内容の見直しを
行い、調達アドバイザーによる特
別講演を実施。
→前回の調達額（比較可能なもの）から
17.6％の削減が図られた。

（２）システム関係経費の見直し
→引き続き「システム関係」の調達における経費縮減を目指す。

・ＣＩＯ補佐官の助言を含め、仕
様の適正化や経費内容の精査。

－

・部局横断的に多数のシステム
案件におけるシステムの構築・
運用や賃貸借・保守の調達に関
して、セキュリティ面を含めた仕
様書確認、経費内容・見積額の
精査及び業者間の見積比較に
ついて、ＣＩＯ補佐官に助言を受
けた。
・仕様書については、引き続き、
内閣府掲示板に仕様書模範例
を掲載。

・仕様書の内容について、システムの専門的
な立場から助言を得ることにより、職員の仕
様書作成、業者との価格交渉及び見積精査
等の能力向上が図られた。
・仕様や機器構成の過大な部分の見直しを行
うなど、仕様書の適正化・スリム化を実現。
上記の事から、セキュリティ面を確保した上
で、調達額の縮減が図られた。

・国庫債務負担行為での複数年
契約の実施。

－

内閣府LANシステム関係、情報
セキュリティなど複数の案件にお 複数年契約を行うことにより、調達経費及び
いて、国庫債務負担行為での複 調達に係る事務の軽減が図られた。
数年契約を実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

・機器の賃貸借における再リー
スの活用。

－

一部の複写機等の賃貸借及び
保守契約で再リースを行った。

A

－

27年度も引き続き実施。

リース契約満了時の再リースを活用し、賃貸
借料を削減。
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（３）オープンカウンタ方式の活用

引き続き「オープンカウンタ方式※1」を積極
的に活用し、多数の者に競争参加の機会を
広げる。
→前年度実施件数（７０件※2）以上の件数を
実施し、競争性の向上を図る。
－
※1 少額随契における「見積合わせ」につい
て、ホームページの「調達情報」に案件を掲載
することにより、多数の者からの見積書を受
け付ける。
※2 沖縄総合事務局を除く。

平成26年度オープンカウンタ実
施件数
内閣官房・内閣府本府（沖縄総
合事務局を除く）：76件（前年度
70件）
引き続き、ホームページ上にお
いて、統一的な留意事項を掲示
し、簡易な方法により案件を掲載
できるよう工夫を行い、実施案件
を拡大。
沖縄総合事務局
引き続き、少額の調達案件を
ホームページに掲載するととも
に、会計課カウンターに提示し周
知を実施。

27年度も引き続き実施。
過去実績のある事業者のみではなく調達案件
を知ることが可能。
受注希望者は、誰でも見積書を提出し受注す
る機会ができ、競争性の向上が図られた。
76件中、5者以上は45件、うち10者以上が27
件の見積書の提出があった。
（通常の見積合わせでは3～5者による。）

A

沖縄総合事務局においては、見
積書の提出が一者のみの調達
案件が多く見受けられ（121件中
77件）、また、10万円以下の少額
案件も多いことから事務簡素化
の観点なども考慮し、真に競争
性ある案件に限って実施するな
どの工夫が必要。

ホームページへの掲載と並行し
て、メールマガジンの発信等の
実施により周知拡大。
また、過去応札(見積書提出)実
績のある事業者等にも積極的に
周知を継続。
見積業者が一者のみの調達案
件の多くは、複写機の保守等、
離島での発注及び工事の類など
が考えられるが、今後とも解消に
努める。

（４）調達手法の改善
①一者応札が継続している案件の随意契約
への移行等
実施案件なし。

複数年度にわたり同一業者によ
る一者応札が継続し、改善が見
込めない案件については、引き
続き慎重に検討の上、公募に切
り替え仕様のすり合わせや価格
交渉を実施。

－

一方、
これまでも入札等監視委員会に
おいて一者応札が継続している
案件の改善方策については種々
審議が行われてきたところである
が、10/3開催の同委員会におい
ては、「スクリーニング･除染拠点
における傷病者対応業務」の審
議過程において、事業開始より
一者応札であるため、随意契約
への移行等について意見交換。

市場が無い、競争相手がいないという事案
は、公募随契、価格交渉という契約手続きに
向けた検討をすべきである旨意見あり。次年
度の契約にあたっては、その方向で慎重に検
討を実施することとした。

B

市場が無い、競争相手がいない
という事案は、次年度の契約に 27年度においては、国際交流事
あたっては公募随契、価格交渉 業支援業務（2件）他について公
という契約手続きに向け慎重な 募を実施予定。
検討が必要。

・外部有識者やＣＩＯ補佐官を交えた総合評価
を実施することにより、プロジェクト管理能力、
システム開発、運用能力、セキュリティ、担当
者のスキル及び費用対効果等を総合的に判
断した適切な調達ができた。

A

－

総合評価方式の積極的な採用
に努めるとともに、外部有識者や
ＣＩＯ補佐官を交え、業者の能力
を総合的に判断し、業者を選定
するようにしたい。

－

27年度も引き続き実施。

②総合評価の効果的な活用
・システム関係の調達について
は、基準額以下の調達でも財務
大臣への届出を行い、総合評価
方式（加算方式）を活用。

－

内閣府LAN関係など4件の調達
案件において実施。

・引き続き可能なものについて
は、提案書の審査項目に過去の
受注実績や経験・実績を過度に
評価しない。

－

経済分析関係、科学技術関係、
入札参加者の参加機会の確保、競争性の維
情報セキュリティ関係など複数の
持が図られた。
調達案件において実施。

A

・価格による競争性を向上させる
ため、可能なものについては、価
格点割合の引上げ、または、最
低価格落札方式へ移行。

－

・26年度総合評価落札方式の案
件156件※中25件について、価
格点の割合を基準（1：2）より高く ・25件の平均(単純)落札率75.98%、それ以外
設定（1.02：2～1.44：2）し入札を のもの131件は80.20%と、価格点の割合を引
実施。
き上げた案件の平均落札率の低下が見られ
た（平均落札率79.53%）。
※会計課負担官案件。不落随契
を含み不調のものを除く。

A

・企画競争で調達していた案件
のうち、可能なものについては、
総合評価落札方式へ移行。

－

企画競争で実施していた「PFI手
法を活用した案件の支援事業」 移行した5件については、平均落札率71.2%と
について、平成26年度は総合評 なった（企画競争の場合は概ね公告の提示額
価落札方式に移行（26年度実施 で契約）。
案件5件）。

A

・調査研究案件については、必
要に応じて引き続き総合評価落
札方式を効果的に活用。

－

多くの部局の調査研究案件にお 総合評価落札方式による調達は、調査研究
いて、総合評価落札方式を活
案件において積極的に活用されており、より
用。
費用対効果に優れた調達となった。

A

－

メールマガジン購読登録者数は、約800名と
ホームページに新規調達内容を
なっている。
掲載した翌日に、その情報をメー
ルマガジンで登録者へ配信して
定量的な効果の検証は困難であるが、積極
いる。
的な情報発信により参加者へのサービス向上
に寄与している。
＜配信内容＞
以下の件名とURLを掲載しホー
入札参加者の増加、オープンカウンタ方式に
ムページに誘導
よる見積合わせ参加者が増大され、今まで以
・入札公示案件
上に一層の競争が期待される。
・市場価格調査案件
・オープンカウンタ方式による見
市場価格調査の参加協力者が増加すれば、
積合わせ
その効果が期待される。

27年度も引き続き実施。
調達手法の変更により履行上の
品質低下等の問題が起きていな
いか事後検証が必要。
今後、事後検証の方法等を検
討。

－

27年度も引き続き実施。

③積極的な調達情報の発信

メールマガジン登録者の更なる
拡大を図るなど、引き続きＨＰに
おける調達情報の提供を実施。
また、メールマガジンを活用した
積極的な調達情報の発信によ
り、入札参加者の拡大、競争性
の向上及び新規参入者への
サービスの向上を図る。
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引き続き、メールマガジンの配信
を実施。
A

メールマガジンの効果の把握に
メールマガジン配信先へアン
ついて、検証が必要。
ケートを行うなど、メールマガジ
ンの効果を把握すべく検討を行
う。
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④市場価格調査の積極的な活用
前年度実施件数（２６０件）程度
の実施を目標に、引き続き入札
公告前にホームページの「調達
情報」に案件名を掲載し、多数の
者から参考見積書を受け付ける
とともに、仕様書（案）への意見
を聴取する機会を設け、予定価
格の精度の向上及び仕様内容
の充実、実質的な公告期間の確
保を図る。

－

入札公告に先立ち、案件名を公表し仕様書案
を配付することにより、
平成26年度275件について、入 ・実質的な公告期間を確保
札公告に先立って市場価格調査 ・仕様書への意見聴取や参考見積書の徴取
を実施（前年度260件）。
が可能
となり、競争入札の適正性の向上が図られ
た。

A

当方から業者に働きかけをしな 27年度も引き続き実施。
い限り、見積書の提出が無い場
合もあり、業者に対する積極的 ホームページへの掲載と並行し
な対応が必要。
て、メールマガジンの発信等の
実施により周知拡大。また、過去
入札公告に先立って可能な限り 応札実績のある事業者等にも積
早期に実施することが必要。
極的に周知を継続。

○

業務内容が多岐にわたり一者応
札が続いている「国際交流事業
支援業務関係案件」について、
入札等監視委員会による議論や
調達アドバイザーを含め検討を
実施。

B

調達方式の変更等による事業の
遅延などのリスクを排除できない
27年度も引き続き検討を実施。
ため、極めて慎重にならざるを得
ない。

・発注条件、仕様書の見直し等
による競争性のある契約（一般
競争又は公募）への移行。

－

26年度実施案件なし。

・随意契約審査委員会の更なる
厳正な事前審査により適正性を
確保。

－

事前審査により、真に限定され
る案件のみ随意契約とし、価格
面についても厳密な精査を実
施。

・企画競争案件においては価格
についても原則、評価の対象項
目とする。

－

企画競争案件については、価格
についても評価の対象項目とす
ることを原則とした。

・価格交渉の推進（再掲）。

－

⑤調達手法と職員事務負担の検証
業務内容が多岐にわたる案件等
について、仕様を分割した場合
の経費や事務負担を検証し、次
年度以降の調達手法の検討に
資する。

業務分割、再委託の大幅緩和、公募随契へ
の移行、複数案件の一括契約など様々な調
達手法の可能性を見い出しつつも、引き続き
慎重に検討を継続。

２．分野別の具体的な取組
（１）随意契約・一者応札
①随意契約の見直し
→一般競争・公募への移行や見積額の精査により経費
の削減を目指す。

公募方式により透明性、公正性が向上。
見積経費の精査、企画競争における価格の
評価対象項目化により、経済性が向上。

A

－

27年度も引き続き実施。

Ⅲ．１．（１）に記載

②一者応札の改善
➔競争参加者の確保
・入札予定案件を定期的に事前
公表するなど積極的な情報提
供。

調達予定案件の定期的な公表を
実施。

・わかりやすい仕様書や概要説
明の１枚紙を作成。
・できる限り入札説明会を開催し
業者への内容理解の促進。

これまでも指摘されている国際
交流事業支援業務関係案件に
ついては、左記取組みにもかか
わらず、今年度も１者応札であっ
た。
引き続き、入札等監視委員会や
調達アドバイザーによる検討を
実施していく予定（再掲）。

一方で、
・過去実績として、同種業務のみ
ならず類似業務も実績として評
価する
など受注資格要件の緩和等

・調査の実施等履行期間を十分
に取るなど仕様書を見直し。
・過去の成果物等をホームペー
ジ等において公開。
－
・複数年にわたり一者応札が続
いている落札率が高い案件など
について、入札説明書等を取り
寄せたが応札しなかった者から
直接意見を聴取し、以後の調達
に活かす。

公告期間を長期に設定する取組
みによる改善は、ある程度の行
27年度も引き続き実施。
き詰まり感が否定できない。

可能な限り公告期間を確保。
特に、国際交流事業支援業務関
係案件などについては、引き続
き、
・原則30日以上の公告期間を設
定
・仕様書の概要紙（１枚もの）の
作成
・説明会を開催
など業務内容の理解促進に努め
た。

・公示開始日の前倒し、公示期
間の延長。

過去の成果物について、仕様書 平成25年度一者応札案件（平成26年度も継
続のもの）122件のうち36件が複数者応札に
においてURLの明示
改善。
を引き続き実施。
また、政府広報経費において、
今年度一者応札案件について、
個別にアンケート調査及び回答
分析を実施。

A

個別事案の調査結果としても、
全体的な傾向と同様に、事前審
査（技術提案書）の必要書類が
多い、業務実施体制・過去実績
要件が厳しいとの回答が多く、加
えて、業務実施における人員確
保や事業全体の一括受注が困
難という意見も多かった。

業務に支障のない範囲で可能な
限り受注資格要件等の緩和を引
き続き検討。
また、可能な限り調達事務を前
倒しし、公告期間だけでなく十分
な履行期間の確保に努める。
過去の成果物など参考資料につ
いて、引き続き、可能な限り見や
すい形での提示。
引き続き、同種又は類似案件の
調達について、仕様書等を改善
すべく検討に資する。

➔発注条件の緩和や事前調査による一者応
札の解消
・受注実績、資格要件について
の緩和を検討
・過度に良質な条件、性能を求
めるものとなっていないかを検証
・業務の効率性を損なわない範
囲で発注業務の分割、新規参入
者を確保
・入札に参入可能な事業者の事
前調査

過去実績として、同種業務のみ
ならず類似業務も実績として評
価するなど、受注資格要件の緩
和等を実施（再掲）。
－
調達予定案件の公表、市場価格
調査の実施、メールマガジンの
発信により、入札公告に先立っ
て積極的に事前の情報発信を実
施。
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引き続き、調達予定案件の公表
や市場価格調査を活用し、事前
の情報発信や仕様等への意見
募集等を実施し、競争入札の適
正性を向上させつつ、算入可能
事業者の把握に努める。

（別紙１）
平成26年度内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府調達改善計画の年度末自己評価結果
（対象期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）
平成27年6月18日
内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府
実施した取組内容
調達改善計画で記載した事項

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

平成26年
度に開始し
た取組

今後の対応

目標の
達成状況

➔一者応札による落札率の高止まりの解消
入札説明書の交付簿を、説明書
入札説明書を取りに来た他の事業者名や事
の交付を受けた者が一覧表に事
業者数が知ることができないことによる競争
業者名を記載する方式から名刺
性の向上を期待。
等を受け取る方式に変更。

・入札説明書の交付簿を一者ご
との単票にする。
・総合評価落札方式(提案書)又
は事前審査提出書類等のある
案件で、一者応札が続いている
案件のうち、可能なものについて
は提案書等の提出時に入札書
を併せて提出する調達手法とす
る。
・上記の取組を行った結果、一者応札が継続
する場合は随意契約に移行し価格交渉を実
施（再掲）

○

可能なものは提案書提出時に入
札書を提出する方式を実施。一 応札者が、他の応札者や応札者数が解らな
方、複数者応札が見込める事案 い仕組みのため、一者応札による高止まりを
については、入札書を開札時ま 防止する効果を期待。
での提出とする方法を併用。

・本取組における定量的な効果
の検証が困難。

A

・平成26年8月より導入した電子
調達ｼｽﾃﾑの技術提案書と入札
書の同時提出の機能など、操作 27年度も引き続き実施。
の習熟が必要。
・複数の応札者がいた場合の競
争性の効果が期待できなくなる
恐れがある。

Ⅲ．１．（４）①に記載

（２）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達
①共同調達の実施
→参加官庁の調達事務を大幅に軽減し、スケールメリッ
トの活用。

19件（17品目）の共同調達を幹
事官庁として実施。

・汎用的な消耗品（ＯＡ消耗品、
コピー用紙等）の調達や役務契
約（速記、荷物の配送等）を対象
に、引き続き幹事官庁として共同
調達を実施。

・特に消耗品の調達について
は、実施品目の拡大、規格の調
整、納入予定回数の明記、納入
箇所数の集約など、引き続き更
なる仕様の見直しを実施。

・調達品目をメーカーごとに分割
して入札を実施するなど、効率
的な調達方式を検討・試行。

－

－

○

参加官庁の調達事務負担を軽減。
新たに「特定個人情報保護委員会」が多くの
品目において参加。

①荷物等の配送業務（内閣法制
局、宮内庁、特定個人情報保護
委員会、消費者庁、復興庁）
②会議等の速記業務（特定個人
情報保護委員会、消費者庁、復
興庁）
③ｺﾋﾟｰ用紙（内閣法制局、宮内
庁、特定個人情報保護委員会、
消費者庁、復興庁）
④事務用消耗品（内閣法制局、
宮内庁、特定個人情報保護委員
会、消費者庁、復興庁）
⑤ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用及びFAX用ﾄﾅｰ等
（内閣法制局、宮内庁、特定個
人情報保護委員会、消費者庁、
復興庁）
⑥新聞記事のｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ作業（消
費者庁）
⑦いす用ﾚｰｽ等のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業務
（消費者庁、復興庁）
⑧ｶﾞｿﾘﾝ及び軽油（平成25年度
上半期、下半期（計2件））（内閣
法制局、特定個人情報保護委員
会、消費者庁）
⑨一般定期健康診断（内閣法制
局、特定個人情報保護委員会、
消費者庁、復興庁）
⑩婦人科検診（内閣法制局、特
定個人情報保護委員会、消費者
庁、復興庁）
⑪電動ｱｼｽﾄ付自転車の賃貸借
等業務（特定個人情報保護委員
会、消費者庁、復興庁）
⑫ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ（宮内庁）
⑬電球・蛍光灯（宮内庁）
⑭国会議員要覧等（平成26年度
上半期）（内閣法制局、宮内庁、
特定個人情報保護委員会、消費
者庁、復興庁）
⑮給与小六法等（新規）（内閣法
制局、宮内庁、消費者庁、復興
庁）
⑯保存食等（内閣法制局、宮内
庁、特定個人情報保護委員会、
消費者庁）
⑰国会議員要覧（平成26年度下
半期）（人事院、内閣法制局、宮
内庁、特定個人情報保護委員
会、消費者庁、復興庁、環境省）
⑱政官要覧（平成26年度下半
期）（人事院、内閣法制局、宮内
庁、特定個人情報保護委員会、
消費者庁、復興庁、環境省）
⑲六法全書（内閣法制局、宮内
庁、消費者庁、復興庁）

個別案件については以下のとおり。
①荷物等の配送業務
総価換算比較で2.6%ｱｯﾌﾟ
②会議等の速記業務
前年度同額（1時間当たり@20,000）
③ｺﾋﾟｰ用紙
単価の引下げはなかった（25'→26'8%up）。
A3：@1,175→@1,272
A4：@ 979→@1,060
B4：@1,468→@1,590
B5：@ 737→@ 795
④事務用消耗品
対前年度同品目(219品目）において93品
目が単価引き下げ。
⑤ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用及びFAX用ﾄﾅｰ等
対前年度同品目(153品目）において152品
目が単価引き下げ。
⑥新聞記事のｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ作業
不調（参加者無し。）
⑦いす用ﾚｰｽ等のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業務
対前年度同品目（27品目）において19品目
が単価引き下げ。
⑧ｶﾞｿﾘﾝ及び軽油
25年度からの供給ｽﾀﾝﾄﾞの位置条件緩和
（半径1㎞→2㎞以内）により引き続き3者応札
（25'上→25'下→26'上(→26'上変更)→26'
下）
ﾊｲｵｸ：@168→@166→@163(→@168)→
@167
ﾚｷﾞｭﾗｰ：@158→@156→@153(→@158)→
@157
軽油：@133→@125→@138(→@143)→
@143
⑨一般定期健康診断
39項目中20項目で単価変更があり、うち
17項目で単価引下げ。
⑩婦人科検診
3項目中2項目で単価ｱｯﾌﾟ、1項目単価引
下げ。
⑪電動ｱｼｽﾄ付自転車の賃貸借等業務
前年度同額（1台1月当たり@5,800）。
⑫ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
単価の引下げはなかった（25'→26'）。
1個当たり@19.5(5者応札)→@25(2者応札)
⑬電球・蛍光灯
対前年度同品目(31品目）において28品目
が単価引下げ。
⑭国会議員要覧等（平成26年度上半期）
単価の引下げはなかった。
⑮給与小六法等
新たな部局の発足に伴い購入部数が増加
したため、これまで各組織ごと少額額随契に
て調達していたもの新たに共同調達を実施。
⑯保存食等
大幅な単価変更なし。
⑰国会議員要覧（平成26年度下半期）
消耗品の調達については、規格
⑱政官要覧（平成26年度下半期）
の調整、納入予定回数の明記に
⑲六法全書
ついて仕様書の見直しを実施
⑰～⑱について単価の引下げはなかっ
済。
た。

プリンター用及びFAX用トナー等
について、メーカーごとの分割入
札の有効性についてヒアリング
を実施。

－
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全般的に、現状の共同調達の枠
組みによる発注単位の継続に
は、これ以上のスケールメリット
の効果は期待薄。
参加省庁の調達事務の軽減が
図られる一方で、幹事省庁の負
担が増えている現状がある。

A

また、
⑥新聞記事のｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ作業 に
おいて
27年度調達において引き続き共
・業者側が、複数省庁の業務を１
同調達を実施。
つの契約で受注する体制が整わ
ないという理由で応札辞退。今
年度は、内閣府と消費者庁を個
別の契約とした。
という実態もあった。
一方、新たに人事院及び環境省
を加えて実施した共同調達（2
件）においても、特段のスケール
メリットの効果はなく、1者応札で
あった。

B

ヒアリングにおいて、メーカー毎
の購入を行う場合は、他社が参
入できないケースもあるため、単
価増になる可能性があるとの意
見があった。

プリンター用及びFAX用トナー等
については、現状の共同調達の
方法によりスケールメリットが働
いており、現段階ではメーカーご
との分割入札を導入する必要性
は低いと思われる。

（別紙１）
平成26年度内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府調達改善計画の年度末自己評価結果
（対象期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）
平成27年6月18日
内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府
実施した取組内容
調達改善計画で記載した事項

②価格交渉の実施、外部専門家による価格
交渉の推進（再掲）

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

平成26年
度に開始し
た取組

今後の対応

目標の
達成状況

Ⅲ．１．（１）に記載

－

（３）主要経費における調達
◎特殊かつ専門性が高い２経費（約６００億
円※うち国債約３００億円）
当該経費（宇宙関係経費、遺棄
化学関係経費）にかかる個々の
契約案件については、特殊で専
門性が高い仕様となっているた
め、引き続き外部有識者による
調達の事前審査及び事後検証
や民間コンサルティング会社等
の進捗管理等により経費の削減
を目指す。
また、契約後に代価が確定する
契約については悪質な過大請求
を未然に防ぎ、また過大請求が
あった場合にその結果として被っ
た損害額を補償させるよう違約
金に関する特約条項を盛り込み
契約手続きの厳正な執行に努め
るとともに、宇宙関係経費につい
ては、契約に係る過大請求等の
不正事案の発生を未然に防止す
るため、関係調達機関と連携し
て契約相手方に対する制度調査
（企業の会計制度の信頼性を確
認するための調査）を行う。

－

【宇宙関係経費】
情報収集衛星関係経費について
は、
・今まで単年度契約であったもの
を国庫債務負担行為を活用する
とともに、価格交渉を行い経費の
削減を図った。
・関係調達機関と連携して契約
相手方に対する制度調査を行う
とともに、職員に対する研修を実
施。
【遺棄化学関係経費】
・随意契約案件について価格交
渉を行った際に、民間コンサル
ティング会社及び事業参与等の
活用により経費の適正性の確保
に努めた。

【宇宙関係経費】
情報収集衛星関係経費については、
・国庫債務負担行為を活用するとともに価格
交渉を行い、単年度当たり、約32百万円（５年
国債で総額、約160百万円）の削減が図られ
た。
・契約相手方による過大請求等の不正事案の
発生を未然に防止している。また、10月末に
「調達業務及び監査業務に関する研修」を実
施し、職員の能力向上が図られた。

A

－

27年度も引き続き実施。

【遺棄化学関係経費】
随意契約案件について価格交渉を行った結
果、当初提示額に比べ5,081万円の削減が図
られた。

◎政府広報経費（約６５億円）
引き続き、広報テーマに応じ、新
しいメディアへの対応も含めた広
報効果の確保を図るため、創意
工夫のできる企画競争（随意契
約）を活用することに加え、一定
の年間広報枠の調達について
は、一般競争入札（総合評価）に
より適時適切な広報を実施する
ための機動性を高めつつ経費の
削減を目指す。

－

引き続き、創意工夫の可能な企
画競争（随意契約）を活用しつ
つ、一定の年間広報枠の調達に
ついては、一般競争入札（総合
評価）により経費の削減を図っ
た。

適時適切な広報を実施するための機動性を
高めつつ、26年度（一般競争入札（総合評価）
で調達）は、企画競争（随意契約）で調達した
23年度と比較して、新聞記事下広告で約
7,350万円、テレビスポットCMで約4,980万円
の経費を削減。
なお、同様に一般競争入札（総合評価）で調
達した25年度と比較すると、新聞記事下広告
で約2億5,230万円、テレビスポットCMで約690
万円の経費が増加している。

B

－

引き続き一者応札案件について
競争入札による調達費用低減効
果がより発揮されるよう公示開
始日の前倒し、仕様書の明確化
や発注予定の事前公表等により
競争性を高め経費の削減を図っ
た。

平成25年度１者応札案件（平成26年度も継
続のもの）のうち4件が複数者応札に改善。
それぞれ仕様内容の変更や総合評価の提
案内容が違うため単純比較はできないが、上
記4件については、概ね落札率の低下等が見
られた。

A

－

27年度も引き続き実施。

－

一部の調達について、引き続き
公募を実施し競争性を高めると
ともに、競争性を向上すべく同種
の調達が可能と思われる者から
ヒアリングを実施。

公募案件について、一者応札が続いていた一
部の調達について新規参加者があり、競争性
が高められた。
また、随意契約案件については、契約相手方
と価格交渉を行った結果、66,459千円（対前
年度予算比2.8％）を削減。

A

－

公募案件について、参加意思を
表する者が存在したことから、引
き続き受注可能性のある事業者
への積極的な情報提供を推進す
る。

26年度は、企画競争（随意契約）
で調達した場合と比較して、経費
を削減している。
なお、一般競争入札の結果によ
27年度も引き続き実施。
り、前年度同期と比較して経費
が増加している。
※今回初めて一者応札となっ
た。

◎防災関係経費（約３７億円）

引き続き一者応札案件について
競争入札による調達費用低減効
果がより発揮されるよう十分な公
告期間を確保するとともに、仕様
書の業務内容の明確化や調達
案件の事前公表等により競争性
を高め経費の削減を目指す。

◎勲章製造等関係経費（約２６億円）
一部の調達について、引き続き
公募を実施し競争性を高めると
ともに、一部の案件については、
調達品目の一部を分割して公募
を実施し、競争性を高める新た
な取組を行うことにより経費の削
減を目指す。
また、競争入札において一者応
札が継続している一部の調達に
ついては、公募による随意契約
に移行し、価格交渉を行うことに
より経費の削減を目指す。
なお、常時、調達案件の事前公
表を行い、受注可能性のある事
業者への積極的な情報提供を実
施する。
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（別紙１）
平成26年度内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府調達改善計画の年度末自己評価結果
（対象期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）
平成27年6月18日
内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府
実施した取組内容
調達改善計画で記載した事項

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

平成26年
度に開始し
た取組

今後の対応

目標の
達成状況

３．その他の取組
調達手続の事前準備の充実・強化
主要経費に掲げている事業等の
うち継続して実施している事業に
ついて、可能な限り早期に準備
を開始し、調達に必要な情報収
集･情報発信に努める。

○

勲章製造等関係経費の一部調
達において、同種調達が可能と
思われる者からの事前ヒヤリン
グを実施（再掲）。

ヒヤリングに基づき、１者応募が続いている一
部調達について仕様の分割による公募の結
果、新規参加者があった（再掲）。

A

－

27年度も引き続き実施。

○

平成27年度の契約に向けた取
組として、「平成26年度消費税価
格転嫁等総合相談センター運営
業務」について、調達アドバイ
ザーによる積算内訳の事後検証
を実施。

調達アドバイザーの視点による指摘に基づ
き、積算内訳の再精査・確認を実施。
アドバイザーからの助言は今後の予定価格の
積算に反映するとともに職員のスキルアップ
にも寄与。

A

－

27年度も引き続き実施。

○

「調達に関する事項の情報共有
予定価格の積算方法や開札の状況等につい
簿」を掲示板に掲載し、平成26年
て、契約事務担当者間で情報共有し、参考に
度の入札案件について情報共有
資する。
を実施。

A

－

27年度も引き続き実施。

－

平成27年度概算要求においても
平成27年度においては、新規４事業について
国庫債務負担行為を活用するよ
国庫債務負担行為を導入。
う各部局を指導。

A

－

今後とも国庫債務負担行為を活
用するよう指導。

・人事評価記録書（能力評価）に
業務の効率化・合理化の評価項
目を22年度に新たに追加。

－

引き続き「内閣府人材育成・活用
方針」に基づき業務効率化につ
いて人事評価に反映。

「内閣府人材育成・活用方針」
（平成23年12月26日内閣府事務
次官決定）に業務の効率化・合
理化について評価することを明
記。

－

期首面談において可能な限り各
職員の目標に業務効率化の取 各職員のコスト意識の向上。
組みについて具体的に掲げるよ
う指導。

A

－

27年度も引き続き実施。

・当該方針に基づき、業務の効
率化、合理化等について評価に
反映。

－

適宜人事評価に反映した。

事後検証の試行
・主要経費に掲げている事業等
のうち一部の案件（特に継続す
る随意契約案件を対象として）に
ついて、契約履行後における仕
様書、見積書の内容について事
後検証を試行的に実施。
調達に関する事項の情報共有
・業務区分に応じ、同・類似案件
の入札方式、予定価格の積算方
法、応札回数・落札率などの参
考情報を掲示板に掲載。
国庫債務負担行為の活用
・平成２５年度は５事業について
新たに国庫債務負担行為を導
入。平成２６年度も新規４事業に
ついて国庫債務負担行為を導入
し予算要求へ反映。
人事評価制度の有効活用

調達等の専門家の養成・外部専門家の活用
・情報システムなど専門的な仕
様書や予定価格の作成等にお
ける外部専門家を活用、職員の
スキルアップを図る。

－

・復興庁、消費者庁の担当者も
対象とした研修について、カリ
キュラムを見直し調達アドバイ
ザーによる講演時間を更に増や
し、具体的な事例を題材にした
実践的なものとして更なる職員
の価格交渉のスキルアップを図
る（再掲）。

－

・民間企業等の調達手法を参考
に、経費が削減できるような調達
手法を研究する。

○

民間企業における調達の実態を一部把握。
民間企業に訪問し、同社の調達
同社は会計法令等の適用が無く、国の調達
体制や調達手法等についてヒヤ
方式に比し比較的自由度の高い調達手続き
リングを実施。
が可能。

A

現行の会計法令の枠組みの中
で、民間企業の取引手法を導入
することは一部限定的とならざる
を得ない。

・引き続き水道料金について実
施。現金及び小切手の取り扱い
を削減して支払事務の簡素化。

－

平成24年4月より継続して水道
料金のカード決済を実施。

小切手による支払事務を廃止し担当者の事
務負担を軽減。

A

－

27年度も引き続き実施。

・電子図書等の購入における
カード決済の導入に向けた具体
的な検討。

－

カード決済導入に向けて、関係
機関との意見交換、導入に向け 学会参加費のカード決済導入について関係
具体的な個別事案（学会参加
機関と調整を実施。平成27年度一部部局に
費、電子図書購入など）にかかる おいて試行を実施予定。
検討を実施。

A

－

27年度においては、学会参加費
のカード決済について一部部局
で試行予定。

－

対象部局の拡大により、更に出張者のチケッ
4月から対象部局を拡大(43→51 ト手配の事務負担の軽減及び大口割引の適
部局）。
用により旅費の削減（パンフレット表示価格か
ら更に5％引き）が図られる。

A

－

27年度も引き続き実施。

－

引き続き、内閣府掲示板に仕様
調達事務担当者の業務の参考となった。
書模範例を掲載。

A

－

27年度も引き続き実施。

Ⅲ．１．（１）②に記載

カード決済

旅費の効率化
・アウトソーシングの実施部局を
拡大。
・割引制度や出張パック商品等
を最大限活用。
仕様書の模範例の情報提供
・調達部局の事務軽減及び調達
内容の品質確保等に資するため
掲示板に掲載。
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（別紙１）
平成26年度内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府調達改善計画の年度末自己評価結果
（対象期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）
平成27年6月18日
内閣官房及び内閣法制局・内閣府本府
実施した取組内容
調達改善計画で記載した事項

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

平成26年
度に開始し
た取組

今後の対応

目標の
達成状況

障害者就労施設等からの物品等の調達
・障害者就労施設等に対して、
「内閣府・内閣官房調達情報メー
ルマガジン」を周知し、調達の推
進に努める。

東京都の障害者就労施設に対し
障害者就労施設の参入機会の拡大（3者28件
て内閣府・内閣官房調達情報
の調達実績）。
メールマガジンの案内を送付。

A

－

27年度も引き続き実施。

新規に備品等を調達する場合
は、在庫品と突合の上、必要最
適正な在庫管理により、在庫物品（1,718点）
低限の購入を行い、在庫の供用
の供用を行い、新規調達物品の縮減が図ら
を行っている。また、各供用官に
れた。
は、購入する前に在庫品の照会
をするよう、研修でも周知。

A

－

27年度も引き続き実施。

－

計画の進捗状況を自己評価の
上、公表。

－

A

－

27年度も引き続き実施。

－

上半期終了時点及び年度終了
時点における計画の達成状況、
調達の具体的な改善状況等に
ついて評価し公表。

－

A

－

27年度も引き続き実施。

－

A

－

2７年度も同様に実施。

－

A

－

27年度も引き続き実施。

○

適正な物品管理等
・備品、消耗品の更なる適正な
在庫管理等に努め、新規調達物
品を縮減する。

○

・民間倉庫に保管している物品
について適正な処分に努める。

○

Ⅳ．調達改善計画の実施状況の把握
計画の進捗状況については、半期ごとにとり
まとめる。
Ⅴ．自己評価の実施方法
上半期終了時点及び年度終了時点における
計画の達成状況、調達の具体的な改善状況
等について評価し公表する。
なお、評価においては入札等監視委員会や
内部監査の事後検証・評価機能を活用し、評
価の精度を高める。また、自己評価結果に
は、次の内容を盛り込む。
・ 実施した取組内容及びその効果
・ 目標の達成状況
・ 実施において明らかになった課題
・ 今後の調達改善計画の実施や策定に反
映すべき事項 等
Ⅵ．調達改善の推進体制
１．外部有識者の活用方法
取組の推進に当たっては入札等
監視委員会や調達アドバイザー
の意見を積極的に活用するもの
とする。特に、調達の適切性や
透明性の確保、効率性の向上と
いった視点で、問題点の抽出、
取組に対する監視、指導、助言
等を求めるものとする。

上半期及び年度末自己評価に
ついて調達アドバイザー及びＣＩ
Ｏ補佐官から助言をいただいた。
－
本年1月開催の入札等監視員会
において、上半期自己評価につ
いて説明。

２．推進体制の整備・推進状況のフォローアッ
プ
「内閣官房及び内閣法制局・内
閣府本府調達改善推進チーム」
を設置し、調達改善を推進する
ための体制を整備する。
推進チームにおける会合は必要
に応じ開催する。また、内閣府大
臣官房参事官（会計担当）の主
催により調達改善計画の推進状
況のフォローアップのための実
務者会合を半期に一度開催し、
進捗状況を推進チームへ報告す
る。

－

内閣府大臣官房参事官（会計担
当）の主催による調達改善計画
の推進状況のフォローアップの
ための実務者会合を適宜開催
し、推進チームに上半期自己評
価結果及び年度末自己評価結
果を報告。

－

調達改善計画の進捗・改善状況 一者応札案件の適切な改善や見直し及び調
等について、実地監査において 達改善計画の進捗・改善状況の項目につい
検証・評価を実施。
て、指摘事項を監査報告書に掲記。

A

－

－

計画に関する取組状況等につい
ては、ホームページにおいて公
表。

－

A

－

27年度も引き続き実施。

－

－

－

－

－

27年度も引き続き実施。

－

A

－

27年度も引き続き実施。

３．内部監査の活用

毎年度作成する「会計事務監査
実施方針」の監査の重点項目と
して、調達改善計画の進捗・改
善状況等を掲げ、計画の検証・
評価を行う。

27年度も引き続き実施。
財務省から示された「内部監査
（会計監査）充実・強化のための
ガイドライン」に基づき、内部監
査の見直しを実施予定。

Ⅶ．その他
１．自己評価の公表
計画に関する取組状況等につい
ては，ホームページにおいて公
表する。
２．計画の見直し
指針の改定、計画の進捗状況等
を踏まえ、必要な場合には，所
要の見直しを行い、公表する。
３．所管独立行政法人への要請
所管独立行政法人が、本計画に
準じた調達改革の取組を実施す
るよう要請する。

－

所管独立行政法人へ本計画に
準じた調達改革を実施するよう
要請。
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○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）
実施した取組内容
平成26年度
に開始した
取組

「成績評
定」の評定
実施後にお
ける入札参
加要件の
注意喚起
の実施

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

役務契約の品質確保対策につい
て、成績評定を実施する場合に
おける入札説明書に、「成績評定
の結果改善すべき内容があり、
当該部分が改善されない場合に 品質確保について、応札者への注意喚起。
は、以後の入札に参加できない
場合がある。」旨明記することと
した。なお、履行体制証明書にも
その旨明記。

今後の対応

－

27年度も引き続き実施。

「女性の活躍促進に向けた公共
調達及び補助金の活用に関する
男女共同 実施要領」（平成26年9月2日内
参画等の 閣府特命担当大臣(男女共同参
調査等役 画)決定）に基づき、男女共同参
務契約にお 画等の調査・広報・研究にかかる
ける男女共 契約の総合評価落札方式又は
同参画関 企画競争において、応札企業の
係の評価 女性の活躍推進等関係について
評価の対象とする旨関係部局に
の実施
周知し、当該案件の一部につい
て実施。

6件の総合評価落札方式、1件の企画競争案
件において、審査項目に女性雇用率及び女
性管理職の割合を評価の対象とした調達を実
施。

－

27年度も引き続き実施。

10/3開催の入札等監視委員会
での議論を踏まえ、以後、全ての
総合評価落札方式における技術
技術提案 提案書提出要領において、「再
書における 委託等を前提とする場合には、
再委託を前 その旨提案書に記載すること。」
提とした実 及び「再委託等先を含め実施体
施体制評 制図の提出を求めること。」を明
価の取組 記し、技術等評価において、再委
託がある場合の再委託先を含む
組織の実施体制を評価項目とす
ることとした。

－

－

27年度も引き続き実施。

－

27年度も引き続き実施。

複合機一
部機能の
再周知

コピー機（複合機）でのプリントア
ウトした際の資料滞留、取り違
い、不要印刷の防止等につい
て、現在配備している概ねの複 資料の取り違いによる再印刷や、誤操作印刷
合機に備わっている機能の一部 指示の取消による不要印刷を防止することに
（セキュリティープリント機能(ゼ より、コピー用紙使用の節減が可能。
ロックス)、機密印刷機能(リコー)）
を改めて周知し、機能活用による
不要印刷の防止、コピー用紙節
減等に向けた注意喚起を実施。
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（別紙２）
外部有識者からの意見聴取の実施状況
会議等名称：内閣官房及び内閣府本府入札等監視委員会
開催日時：平成27年1月19日
外部有識者からの意見

意見に対する対応

（平成26年度上半期フォローアップについて報告…特段の意見なし）

会議等名称：調達アドバイザー（野本経営研究所所長）
開催日時：平成26年10月31日
外部有識者からの意見

意見に対する対応

○企画競争から総合評価落札方式への移行や総合評価落札方式における価格点割
合の引上げといった調達手法等の変更により、履行上の品質低下等の問題が起きて
ご指摘を踏まえ、今後、事後検証の方法等を検討することとしたい。
いないかについて、事後検証が必要ではないか。仮に失敗した事例においても、検証
により経験値をためて次回以降に資する事は重要と考える。

開催日時：平成2７年6月5日
外部有識者からの意見
①１者応札が継続している案件については、引き続き慎重に検討の上、公募による随
意契約に切り替え、仕様書のすり合せ、コストデータの収集、コストチェックによる価格
交渉の取組を推進すべき。
②一方、結果的に複数年に渡り同一事業者と契約が継続している案件については、複
数年契約への移行を検討すべきであり、また、単年度契約を継続する場合において
も、毎年度その内容・積算を検証し、翌年度以降の契約に反映する仕組みを構築すべ
きと考える。
③総価確定契約の案件であっても、人工の工数、役割分担、業務フローチャートや資
材等の員数など、事後的なコストチェックを実施し、翌年度以降の契約に反映すべき。
④共同調達において、実施方法、実施規模やグループ分けの拡縮等を絶えず見直し、
そのメリットが発揮できるよう柔軟な対応が必要。

意見に対する対応

ご指摘を踏まえ、
①対象案件の選定、価格交渉等による経費の削減
②③引き続き事後検証の方法等を検討し、翌年度以降の契約への反映
④関係機関との調整を進めつつ、効果的な共同調達の実施
を目指す。

会議等名称：ＣＩＯ補佐官との意見交換
開催日時：平成26年10月30日～11月4日
外部有識者からの意見

意見に対する対応

○システム関係経費における「部局横断的にＣＩＯ補佐官の助言」については、実際に
依頼を受けた案件について助言を行っており、取組の実績は記述のとおり。調達改善
のため、業務効率及び国民サービスを向上し、費用対効果を高める助言を行った。ま 引き続き実施したい。
た、昨今の攻撃動向を踏まえたセキュリティ向上策、運用と機器導入のバランスに配慮
したセキュリティ対策を助言した。
○調達メールマガジンの発行については、調達情報の発信では有意義である。一方
で、公的機関の全調達情報をメルマガで発信している商用の有料サービスがあり、そ 引き続きメールマガジンの配信を実施し、有意義な調達情報の提供に努める。また、
れを活用している企業もある。今後も個別に内閣府の情報を必要としている業者もいる メールマガジン配信先へアンケートを行うなど、メールマガジンの効果を把握すべく検
ので、本メルマガによる継続的な情報提供サービスは重要である。さらに、メールマガ 討を行う。
ジンの効果の把握に努めるべきである。
○仕様、品質、納期を厳守するためには、能力を有する適正な業者選定が必須であ
る。重要案件については、総合評価方式を採用し、外部有識者やＣＩＯ補佐官を交え、 総合評価方式の積極的な採用に努めるとともに、外部有識者やＣＩＯ補佐官を交え、業
案件に応じて、評価項目の選定や評価ウェイトを適正化を行い、業者の能力を総合的 者の能力を総合的に判断し、業者を選定するようにしたい。
に判断し、業者を選定すべきである。

開催日時：平成27年6月15日～16日
外部有識者からの意見

意見に対する対応

（平成26年度末フォローアップについて報告…特段の意見なし）

引き続き実施したい。

