
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

Ａ＋ Ｈ28
共同調達参加官署における連絡会等
を全財務局で開催する。

Ｈ32年3月 Ａ＋ Ｈ28

全ての財務局において近隣官署との
ネットワークを構築し、共同調達参加官
署による共同調達に関する連絡会等を
実施。

(地方)
Ａ

全ての財務局において近隣官署との
ネットワークを構築し、8財務局で共同調
達参加官署による共同調達に関する連
絡会等を9回開催。

― 通年

自官署において一括調達を実施し
ていること及び事務負担増等を理
由に共同調達に消極的な官署が存
在する。

引き続き実施。

Ａ Ｈ30
電力の共同調達実施に向けた検討や
調達改善全般に関するノウハウの共
有等をテーマとする。

Ｈ32年3月 Ａ Ｈ30
電力の共同調達実施に向けた検討や
調達改善全般に関するノウハウの共有
等をテーマとした意見交換を実施。

(地方)
Ａ

8財務局で現状の問題点や今後の見通
しについて意見交換を行い、うち2財務
局においては電力会社による講演を実
施。

― 通年

幹事官署を持ち回り制にした場合、
幹事官署が行う具体的な手続きや
取りまとめ方法等のノウハウをどの
ように引き継ぐか検討が必要。

引き続き実施。

【一者応札（情報システムの調達を含む。）改善の取組】
・契約毎に、
　①　民間事業者からの意見等の収集、反映
　　（入札不参加者へのアンケート調査、同業他者への
     事前ヒアリング、意見招請手続等で把握した意見等
     を活用した、仕様等の見直し等）
　②　発注情報の積極的な発信
　　（十分な公告期間・履行期間の確保や既存設計書・
    作業報告書等の開示等）
等について、事前に審査する。

Ａ＋ － Ｈ32年3月 Ａ＋ －

契約毎に、民間事業者からの意見等の
収集、反映及び発注情報の積極的な
発信等が適切に行われているか事前
に審査を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁及び地方支分部局）
契約毎に、民間事業者からの意見等の
収集、反映及び発注情報の積極的な発
信等が適切に行われているか事前に審
査を実施した結果、84件について一者
応札が改善した。このうち、前年度と比
較可能な案件として、3件、約173万円の
コスト削減が図られた。

＜参考＞
・一者応札件数・割合※
 19年度末　　　　　　　1,437件　26％
 30年度末　　　　　　　　770件　20％
 令和元年度上半期　　 788件　27％

・一者応札改善件数・改善割合※
 29年度末　　　　　　　145件　27％
 30年度末　　　　　　　104件　21％
 令和元年度上半期　　92件　19％
 ※一般競争入札（企画競争を含む）

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・本省庁における一者応札となった案件及びその要因につ
いて、一覧を作成し、入札等監視委員会の審議に活用す
る。

Ａ＋ Ｈ31 Ｈ32年3月 A＋ H31

本省庁において一者応札となった案件
及びその要因について、一覧表を作成
し、令和元年度（平成31年度）第1回入
札等監視委員会の審議（10月開催）か
ら活用予定。

（本省庁）
Ａ

― ―
令和元
年10月

― ―

・入札等監視委員会の審議を受けた案件について、審議
内容等を今後の調達に適切に反映するとともに、当委員会
へ講じた措置を報告する。

Ａ＋ Ｈ30 Ｈ32年3月 Ａ＋ Ｈ30
入札等監視委員会で審議の対象となっ
た案件について、当委員会へ講じた措
置を報告。

(本省庁及
び地方)

Ａ
―

本省庁及び地方支分部局に対して、令
和元年度（平成31年度）第１回の審議か
ら、当委員会で審議を受けた案件につ
いて講じた措置を報告することを周知し
た。

通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

【情報システムの調達における一者応札改善等の取組】
・高度な知見と豊富な経験を有する契約専門官の知見を
活用し、SE等単価の評価と過去の実績等を踏まえた工数
による予定価格の妥当性の評価を行う。

Ａ＋ H24 適切な予定価格の積算を行う。 Ｈ32年3月 Ａ＋ H24

高度な知識と豊富な経験を有する契約
専門官の知見を活用し、SE等単価の評
価と過去の実績等を踏まえた工数によ
る予定価格の妥当性の評価を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁）
契約専門官が41件の案件について、予
定価格の積算過程を検証した。
　
（地方支分部局）
本省会計課監査室が行う会計監査にお
いて、契約専門官が12件の案件につい
て、予定価格の積算過程を検証した。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・契約専門官による情報システムの価格算定方式を中心と
した講習会を実施する。

Ａ＋ H27
参考見積の評価や予定価格の積算方
法等について契約担当職員等の知識
向上を図る。

Ｈ32年3月 Ａ＋ H27
8月に契約専門官による情報システム
の見積り手法と価格算定方法に関する
講習会を2回実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁及び地方支分部局）
情報システム講習会を2回実施し、のべ
63人が参加。

（本省庁及び地方支分部局）
情報システム講習会を通じて、参考見
積の評価や予定価格の積算方法等に
ついて、契約担当職員の知識向上が図
られた。

令和元
年8月

継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・システムの目的・使途と仕様の内容が見合ったものとなっ
ているか等の観点からCIO補佐官による審査を引き続き実
施する。

Ａ＋ －
情報システムの目的・使途と仕様書の
整合性を確保し、調達仕様書の適正
化を図る。

Ｈ32年3月 Ａ＋ －
システムの目的・使途と仕様の内容が
見合ったものになっているか等の観点
からCIO補佐官による審査を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁）
ＣＩＯ補佐官が35件の案件について、情
報システムの目的・使途と仕様の内容
が見合ったものになっているか等の観
点から、情報システムを調達する際に作
成する調達仕様書の審査を実施。

（地方支分部局）
ＣＩＯ補佐官が16件の案件について、情
報システムの目的・使途と仕様の内容
が見合ったものになっているか等の観
点から、情報システムを調達する際に作
成する調達仕様書の審査を実施。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・コスト削減効果（適正な調達規模の確保、配送コストの勘
案等）及び事務負担軽減等を考慮し、地方支分部局にお
ける共同調達の実施を推進する。

Ａ Ｈ28
地方支分部局における共同調達の拡
大を図る。

Ｈ32年3月 Ａ Ｈ28
地方支分部局における共同調達の実
施。

(地方)
Ａ

（地方）
51品目について、共同調達を実施。

― 通年
幹事官署の負担が大きい。
また、地域によっては広範囲となる
ため、対応可能な業者が限られる。

特定官署に幹事官署が集中しない
こと及び適正規模での調達につい
て、連絡会を通じて検討が必要。

・本省庁及び地方支分部局における調達改善全般に関す
る有益な取組例等を把握・集約し、情報を共有する。

Ａ＋ H29
本省庁及び地方支分部局における情
報共有を通じて有益な取組例等の浸
透を図る。

Ｈ32年3月 Ａ＋ －

入札不参加者に対するアンケート調査
の結果や調達改善事例等を集約し、本
省庁及び地方支分部局において情報
を共有。

(本省庁及
び地方)

Ａ
―

本省庁及び地方支分部局における情報
共有を通じて有益な取組例等の浸透が
図られた。

令和元
年6月

継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

○ 電力調達、ガス調達の改善

・平成28年4月からの電力小売全面自由化及び平成29年4
月からのガス小売全面自由化を踏まえて、複数事業者に
よる電力供給又はガス供給が可能となった庁舎等につい
ては、一般競争入札を実施し、少額随意契約による場合で
あっても複数事業者から見積書の徴取等を行う。

Ａ

Ｈ28
（電力）

H29
（ガス）

競争性を高めるとともに調達コストの
削減効果を目指す。

Ｈ32年3月 Ａ

Ｈ28
（電力）

H29
（ガス）

電力及びガスの小売全面自由化に伴
い、複数事業者による電力供給又はガ
ス供給が可能となった庁舎等について
は、一般競争入札又は見積合わせを
実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁）
電力3件、ガス2件について、一般競争
入札又は見積合わせを実施。

（地方支分部局）
電力139件、ガス132件について、一般
競争入札又は見積合わせを実施した。
このうち、前年度と比較可能な案件とし
て、電力については、3件（単価削減率：
約13.8％ほか）、ガスについては、1件
（単価削減率：約12.6％）のコスト削減が
図られた。

― 通年
地域によって、電力及びガスの供
給可能な業者が限られる。

新規参入業者の情報収集を的確に
把握する。

令和元年度（平成31年度）の調達改善計画 令和元年度（平成31年度）上半期自己評価結果（対象期間：平成31年４月１日～令和元年９月30日）

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の

開始年度

実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容
取組の

開始年度
重点的な取組の

選定理由
取組の項目

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

○
地方支分部局における共同調達の推進に
向けた主導的な環境整備

・財務局が共同調達の推進に向け、近隣官署とのネット
ワークの拡大等を目指し、連絡会等を積極的に開催する。

内閣官房行政改革推進本部
事務局より財務局を中心とし
た検討体制を構築し、共同調
達の推進を図ることとされて
いるため。

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実

事前審査及び事後審査を通じて一者
応札から複数応札への改善を図る。

○ 地方支分部局における取組の推進



定量的 定性的

（本省庁）
50件について、一般競争入札又はオープンカ
ウンタ方式を実施。

（地方支分部局）
456件について、一般競争入札又はオープンカ
ウンタ方式を実施。

（本省庁及び地方支分部局）
見積合わせを実施する場合に比べ、透明性、公正性
及び競争性の確保を図ることができた。

＜参考＞
 29年度末
 　一般競争入札：113件実施
 　オープンカウンタ方式：837件実施
 30年度末
 　一般競争入札：123件実施
 　オープンカウンタ方式：734件実施
 令和元年度上半期
 　一般競争入札：76件実施
 　オープンカウンタ方式：430件実施

（本省庁）
9品目について、インターネット取引を利用した
調達を実施。

（地方支分部局）
12品目について、インターネット取引を利用し
た調達を実施。

（本省庁及び地方支分部局）
・事業者への見積依頼の必要がなくなったことで事
務の効率化を図ることができた。

○ （地方支分部局）
一括調達対象品目として、26品目を追加した。
また前年度と比較可能な案件として、1件、約
176万円のコスト削減が図られた。

（地方支分部局）
・参加官署全体の事務量を縮減することができた。

（本省庁及び地方支分部局）
クレジットカード決済は16部局において導入。
また、導入部局すべてにおいてクレジットカード
の複数年利用を実施。

＜参考＞
・全35部局のうちクレジットカードを導入してい
る部局
　　　　　　　　　  　　　　　部局数　導入率
 29年度         　 　　　　15部局　 42％
 30年度          　　　　　16部局　 45％
 令和元年度上半期　　 16部局   45％

（本省庁及び地方支分部局）
・クレジットカード決済及びクレジットカードの複数年
利用を行ったことにより、事務量を縮減することがで
きた。

【クレジットカードを利用した決済】

継続

　海外出張経費の精算、高速料金及び水道料金等の支払並びにインターネットによる少
額物品の購入に当たっては、クレジットカード決済の導入を順次拡大する。
　なお、クレジットカードの利用に際しては、引き続き「「クレジットカード決済による費用対
効果に優れた調達の促進」について」（平成26年11月6日内閣官房行政改革推進本部事
務局）を踏まえ、クレジットカード番号の複数年利用を図る。

その他の取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

【汎用的な物品・役務】

継続

　・　少額随意契約の更なる改善

　少額随意契約の範囲内においても、予定価格が１００万円を超える案件については電子
調達システムを活用した一般競争入札又はオープンカウンタ方式を実施する（予定価格
が１００万円以下の案件についても、事務コストを勘案した上でオープンカウンタ方式を実
施する。）。

　・　インターネットによる少額物品の購入

　規格や性能を担保できる電化製品等を主な対象として、インターネットを活用した調達の
拡大を図る。

　・　一括調達の実施

　共同調達が実施困難な案件については、調達コストの低減や事務の省力化を図る観点
から、引き続き一括調達を実施する。
　実施に当たっては、競争性や経済性に配慮しつつ、対象品目の拡大や仕様の見直しを
検討する。



外部有識者の氏名・役職【　尾花　眞理子　伊藤　見富法律事務所　弁護士　】　　意見聴取日【令和元年10月30日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　調達改善に向けた審査・管理の充実について
民間事業者からの意見等の収集、反映や発注情報の積

極的な発信などの取組につきまして、ご意見をお聞かせ願
います。

○各取組により、調達改善の効果が生じていると思う。
　今後は、IT関連事業など発注者と市場の情報レベルに差
異がある事業についての積極的な資料提供招請や過去の
事業の実施状況の開示により応札者の増加が望めそうな
案件がないか、検討してもよいと思う。

○一者応札の改善に向け、民間事業者からの意見等の収
集方法や発注情報の積極的な発信方法などについて、引き
続き、検討していく。

○　調達改善計画に関する取組全般について
調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を

お聞かせ願います。

○共同調達のノウハウを共有する環境整備が進み、共同調
達も開始されるなど、取組が順調に進捗していると思う。
　少額随意契約対象の調達について一般競争入札を導入
し、透明性、公正性及び競争性の確保が達成できているこ
とは望ましいが、調達事務の効率化という観点との両立も
重要ではないか。

○調達事務の効率化にも留意しつつ、引き続き、調達改善
の取組を推進していく。

外部有識者の氏名・役職【　梶川　融　太陽有限責任監査法人　代表社員　会長　】　　意見聴取日【令和元年10月28日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　調達改善に向けた審査・管理の充実について
民間事業者からの意見等の収集、反映や発注情報の積

極的な発信などの取組につきまして、ご意見をお聞かせ願
います。

○調達事務の効率化にも留意しつつ、引き続き、調達改善
の取組を推進していく。

○　調達改善計画に関する取組全般について
調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を

お聞かせ願います。

外部有識者の氏名・役職【　持永　勇一　ＥＹ新日本有限責任監査法人　シニアパートナー　】　　意見聴取日【令和元年10月28日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　調達改善に向けた審査・管理の充実について
民間事業者からの意見等の収集、反映や発注情報の積

極的な発信などの取組につきまして、ご意見をお聞かせ願
います。

○調達事務の効率化にも留意しつつ、引き続き、調達改善
の取組を推進していく。

○　調達改善計画に関する取組全般について
調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を

お聞かせ願います。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：平成31年４月１日～令和元年９月30日）

○一者応札の改善をはじめ、取組全般は着実に進んでい
ると考える。
　各取組の結果、経費削減という観点では一定の成果が
得られていると考えるが、発注者側における事務量も含
めた調達コスト全般の最適化という観点にも留意して取
組を進めるべきと考える。

○コスト削減に関するアイデアを出す段階、また、アイデ
アを具体的な取組とし、さらに具体的な運用ノウハウを広
く共有する段階へと着実にステップアップしていると認め
られる。
　今回の実施状況の確認により、コスト削減に関する取組
がより一層深化していると考える。
　他方、取組を単純に展開させると、リサーチやロジス
ティック周りの事務量が一段と増加する弊害が懸念され
る。取組の展開範囲と事務量のバランスを考慮しながら、
取り組むことも重要と考える。


