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平成２８年度文部科学省調達改善計画

平成２８年３月３１日

文部科学省

行政事業レビュー推進チーム

１．調達改善の目的

「調達改善の取組の推進について」（平成２５年４月５日行政改革推進本部決定。以下「本

部決定」という。）及び「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策定）」（平

成２７年１月２６日行政改革推進会議とりまとめ。以下「指針」という。）において作成す

ることとされた調達改善計画を以下のとおり定める。

本調達改善計画は、文部科学省における調達の適正性、透明性の確保、効率性の向上等

を目指し、調達に関する目標設定と結果の検証・評価を実施する体制を整備することによ

り、ＰＤＣＡサイクルによる調達改善を実現することを目的とする。

２．調達の現状分析

文部科学省（施設等機関、特別の機関及び外局を含む。）の平成２６年度における契約実

績は、契約件数3,420件、契約金額1,286億円（少額随意契約は除く。）であり、具体的には

表１から表３のとおり。

（注１）平成２６年度の契約に関する統計等に基づき作成（少額随意契約は含まない。）

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合

がある。

（注３）各項目の下段のかっこ内の数字は平成２５年度の実績である。

表１ 平成２６年度文部科学省における調達の契約種別 （単位：件、億円）

契約方式 契約件数 割合 契約金額 割合

競争入札 ５０３ １５％ １６７ １３％

(487) (15%) (123) (11%)

企画競争による ２，４２１ ７１％ ６０４ ４７％

随意契約 (2,260) (69%) (534) (46%)

競争性の 公募による ７７ ２％ １４ １％

ある契約 随意契約 (83) (3%) （9） (1%)

不落・不調に ５ ０％ １ ０％

よる随意契約 (12) (0%) （5） (0%)

小計 ３，００６ ８８％ ７８５ ６１％

(2,842) (87%) (672) (58%)

競争性のない随意契約 ４１４ １２％ ５０１ ３９％

(416) (13%) (489) (42%)

合計 ３，４２０ １００％ １，２８６ １００％

(3,258) (100%) (1,162) (100%)
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平成２６年度の契約件数３，４２０件（１，２８６億円）のうち、競争性のある契約

については、全体の約８７％（金額ベースで約５８％）を占めており、前年度とほぼ同

率である。

表２ 平成２６年度文部科学省における調達の応札状況 （単位：件、億円）

１者 ２者以上 合計

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額

競争入札 １９７ ６３ ３０６ １０４ ５０３ １６７

(191) (74) (296) (49) (487) (123)

企画競争に １３８ １２３ ２，２８３ ４８１ ２，４２１ ６０４

よる随意契約 (120) (127) (2,140) (408) (2,260) (534)

公募による ４２ １２ ３５ ２ ７７ １４

随意契約 (42) (7) (41) (2) (83) (9)

１者割合

契約件数 契約金額

競争入札 ３９％ ３８％

（３９％） （６０％）

企画競争による随意契約 ６％ ２０％

（５％） （２４％）

公募による随意契約 ５５％ ８６％

（５１％） （７８％）

合計 １３％ ２５％

（１２％） （３１％）

一者応札・応募の割合は全体の１３％（金額ベースで約２５％）であるが、競争入札

の一者応札の割合は３９％と高く昨年度から改善されていない状況である。また、企画

競争によるものも一者応募の割合が増加していることから、一者応札・応募の改善を図

る取組を実施するものとする。

表３ 平成２６年度文部科学省における調達経費の内訳 （単位：件、億円）

契約件数 割合 契約金額 割合

汎用的な物品購入、 ５１１ １５％ ８０ ６％

役務契約 (492) (15%) (65) (6%)

教育、研究開発等の ２，６１５ ７６％ ７９２ ６２％

委託契約 (2,465) (76%) (692) (60%)

教科書購入契約 ２６５ ８％ ３９８ ３１％

(277) (9%) (394) (34%)

公共工事 ２９ １％ １５ １％

(24) (1%) (10) (1%)

合計 ３，４２０ １００％ １，２８６ １００％

(3,528) (100%) (1,162) (100%)

法律に基づく手続により契約の相手方、金額が特定される教科書購入契約を除き、契約

金額が大きいため改善の効果が大きいと見込まれる、汎用的な物品購入、役務契約及び教

育、研究開発等の委託契約を重点的に改善の取組を実施するものとする。
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３．共通的な取組

（１）一者応札・応募の改善

平成２６年度における一者応札・応募案件は３７７件あり、競争性のある契約のう

ち約１３％を占めていることから、以下の取組を実施することとする。

① 競争入札及び企画競争を実施する案件について、会計業務マニュアル「一者応

札・応募の改善チェックリスト」に基づき、競争性を向上させる取組を実施する。

【難易度Ａ】

② 一者応札・応募になった案件について、応札・応募しなかった業者に対し、そ

の理由を確認するためのアンケート調査又はヒアリングを実施し、一者応札の改

善に活用するものとする。【難易度Ａ】

③ 上記②の結果を踏まえて、会計業務マニュアル「一者応札・応募の改善チェッ

クリスト」を随時見直すものとする。【難易度Ａ】

④ 特に公益法人が２年連続一者応札・応募で受注している案件等を中心に、個別

案件毎に以下のプロセスにおいて、点検・見直し及び検証を行う。（※検証の観点

は、会計業務マニュアル「一者応札・応募の改善チェックリスト」参照）

【難易度Ｂ】

（検証のプロセス）

（a）調達担当局課による点検・見直し

（b）（a）の点検・見直し結果について、契約監視委員会等による事後検証

⑤ 上記個別案件毎の点検・見直しの結果を取りまとめて公表するものとする。

【難易度Ｂ】

⑥ 特殊な技術や設備等が不可欠であり、今後の調達においても特定の者だけが事

業を実施し得ることが見込まれるものについては、「随意契約事前確認公募」を実

施し、当該技術等を有している者がいないことを確認するものとする。

【難易度Ａ+】 ※ 詳細は下記４．（１）を参照

⑦ 調達先が特定されている一部の調達案件については、価格交渉及び仕様書の見

直しをするものとする。【難易度Ａ+】 ※ 詳細は下記４．（２）を参照

（２）電力調達の改善

電力の調達について、一般競争入札により契約を行うことで競争性を高め、調達コ

スト削減を目指す。【難易度Ａ】
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４．重点的な取組

指針を踏まえて特に改善に取り組む事項として、

（１）随意契約事前確認公募

（２）価格交渉

（３）企画競争及び総合評価落札方式の適正な審査

上記２．の契約実績を踏まえ、支出額が大きいため改善の効果が大きい（教科書購入契約

を除く）と見込まれる

（４）教育、研究開発等の委託契約

（５）汎用的な物品・役務契約

について、重点的に改善の取組を実施するものとする。

（１）随意契約事前確認公募

複数年度に亘り一者応札（応募）となっている調達案件のうち、契約監視委員会等

による事後検証の結果、特殊な技術や設備等が不可欠であり、今後の調達においても

特定の者だけが事業を実施し得ることが見込まれるものについては、必要となる特殊

な技術又は設備を明示した上で契約の相手方を公募する「随意契約事前確認公募」を

実施し、当該技術等を有している者がいないことを確認するものとする。【難易度Ａ+】

（２）価格交渉

上記（１）により当該技術等を有している者がいないことを確認できた一部の調達

案件及び著作権等により調達先が特定されている一部の調達案件を対象に、価格の見

積根拠等の精査を通じて、調達案件に適切な仕様及び価格となるよう努め、調達コス

ト削減に努める。

なお、価格交渉を実施した事例について省内内部部局及び外局等に対して情報共有

を行うものとする。【難易度Ａ+】

（３）企画競争及び総合評価落札方式の適正な審査

企画競争及び総合評価落札方式の審査の際には、「「競争性のある随意契約」運用の

標準マニュアル」等に基づき適正な審査を実施するとともに、ホームページにおいて、

同マニュアル等を公表することにより、より一層の公平性・透明性の確保に努めるも

のとする。【難易度Ａ+】

（４）教育、研究開発等の委託契約の見直し

① 事前審査の実施

教育、研究開発等の委託契約のうち、文部科学省の施策目標毎の主要な事業（３

５事業）に含まれる委託契約について、引き続き審査委員会等により事前審査を行

い、必要性、効率性、公平性、透明性、競争性の確保を図る。なお、審査内容につ

いては、契約監視委員会等に報告し、情報共有を図るものとする。【難易度Ａ+】

（検証の観点）

○ 予算執行の必要性

・ 不要不急の調達となっていないか。

・ 事業の目的のために必要な調達であるか。

○ 予算執行の効率性
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・ 他の方法での調達が考えられないか（競争性のない随意契約から一般競争

契約等）。

・ 予定価格の積算は、市場価格を適正に反映しているか。

○ 予算執行の公平性

・ 仕様内容は適正か。正当な理由がなく競争参加資格の等級を限定したり、

資格要件に調達案件と同等の調達実績を課していないか。

・ 正当な理由がなく資格要件を特定の団体等に限定する等不必要な要件を設

けていないか。

・ 公告、公募は適切な方法でなされているか。

○ 予算執行の透明性

・ 入札の前に内容審査、技術審査をする場合、明確な審査基準があるか。ま

た企画競争の場合、企画提案書の明確な審査基準があるか。

・ 競争性のない随意契約による場合は理由に妥当性があるか。

・ 天下り先などが優位になっていないか。

○ 予算執行の競争性

・ 仕様書は、競争を事実上制限するような内容となっていないか。

・ 公告、公募期間は十分な期間を確保できているか。

② 公募情報の発信強化

教育関係機関や研究機関を主な対象とする事業のうち、企画競争によるものを中

心とした「公募情報」を引き続きホーム－ページにて公表し、ホームページ閲覧者

の利便性に配慮するとともに、もって契約の公平性、透明性、競争性の向上に努め

る。【難易度Ｂ】

（５）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

① 共同調達・一括調達、競り下げの実施

会計検査院、金融庁との共同調達、施設等機関・特別の機関及び外局との一括調

達並びに競り下げを、関係機関と競争性や経済性を高めるための仕様の見直し等を

行いつつ、引き続き実施する。（※文部科学省では、調達需要のある全ての機関を対

象として一括調達を実施済。）

なお、共同調達・一括調達、競り下げの実施に当たり、定量的な目標をそれぞれ

以下のとおり定め、調達改善の取組をより一層推進するものとする。【難易度Ｂ】

［共同調達・一括調達］

・ 共同調達・一括調達を実施する案件のうち、事務用消耗品等の品目数を拡大

して実施する。

・ 競争性や経済性を高めるための仕様見直し等を行うことを目的に、関係機関

の調達担当者を構成員とする検討会を設置し、調達の改善を推進する。

○ 目標実施数 ：１４類型のうち調達需要があった案件

○ 削減目標金額：比較可能な物品等を対象に、共同調達・一括調達開始の前

年度と比較して約１割程度の削減を目指す。

［競り下げ］

・ 競り下げについては、削減効果が見込まれる事務用什器等を対象に実施する。
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○ 目標実施数 ：４類型のうち調達需要があった案件

○ 削減目標金額：競り下げ開始価格と比較して約１割程度の削減を目指す。

取組区分 調達改善の対象 備考

共同調達・ 事務用什器（書庫、収納棚、会議用テーブルなど）

一括調達、

競り下げ 事務用機器（強力パンチ、テプラ、電動消しゴムなど）

ＯＡ機器（ＩＣレコーダー、ＩＣカードリーダーなど）

家電（液晶テレビ、レコーダー、ポットなど）

共同調達・ 事務用消耗品等（フラットファイルなど２９８品目）

一括調達

コピー用紙（Ａ３など４品目）

ガソリン（バイオガソリンなど２品目） 配送

速記

複写機用消耗品（リコー機器用 ５７品目）

複写機用消耗品（ゼロックス機器用 １８品目）

複写機用消耗品（キャノン機器用 １２品目）

クリーニング

テープ起こし

図書（政官要覧など４品目）

５．継続的な取組

（１）随意契約の見直し

競争性のない随意契約について、以下の改善の取組を実施する。

① 競争性のない随意契約を行う案件について、個別案件毎に「公共調達の適正

化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）」等に照らして、調達す

る財やサービスの価格の積算構造や価格動向等に関する情報収集等が行われてい

るか、真にやむを得ないものかどうかの検証を行うものとする。

検証は、内部監査組織において事前検証を行うとともに、契約監視委員会等に
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おいて事後検証を行う。【難易度Ｂ】

② 上記個別案件毎のリスト（随意契約によることとした理由等を含む）を作成し、

四半期毎に結果を公表するとともに、省内内部部局及び外局等で情報共有を行う

ものとする。【難易度Ｂ】

③ 調達先が特定されている一部の調達案件については、価格交渉及び仕様書の見

直しをするものとする。【難易度Ａ+】 ※ 詳細は上記４．（２）を参照

（２）インターネット取引（クレジットカード決済）を活用した調達の実施

規格や性能を担保できる電化製品等を主な対象として、インターネット取引（クレ

ジットカード決済）を活用した調達を実施し、経費及び事務コストの削減を図る。

【難易度Ａ+】

（３）委託事業で取得した物品に係る事務手続の効率化

委託事業で取得した物品について、委託事業終了後の事務手続（所有権移転手続、

無償貸付申請に係る承認手続等）についてアウトソーシングを実施し、事務の効率化

を図る。【難易度Ａ+】

６．その他の取組

調達改善の充実を図るため、以下の取組について実施する。

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

ネットオークションの活用 ・ネットオークションを活用した不要物品の売り ・不要物品の売り払いに係る

【難易度Ｂ】 払いを引き続き実施する。 事務の効率化を図る。

水道料金・ＥＴＣ料金支払 ・一部の出先施設の水道料金の支払にクレジッ ・支払に係る安全性の向上

の効率化【難易度Ｂ】 トカード決済を引き続き活用する。 を図る。

（※文部科学省の建物は、PFI事業者のとりま ・事務コストの低減を図る。

とめによる光熱水料の支払が行われているた

め、クレジットカード決済導入の余地がない）

・公用車のＥＴＣ料金の支払にクレジットカード

決済を引き続き活用する。

出張旅費の効率化 ・ＳＥＡＢＩＳ（旅費等内部管理業務共通旅費 ・更なる旅費業務の効率化を

【難易度Ｂ】 システム）による旅費業務の効率化を推進す 図る。

る。 ・事務コストの低減を図る。

・引き続き旅費のアウトソーサーによるチケッ

ト等手配業務を活用して割引航空券や出張パ

ック商品等の利用を促進する。

総合評価落札方式・企画競 ・評価項目、評価基準等の客観性や妥当性の検証 ・評価の透明性・公正性・公

争【難易度Ａ+】 を行う。 平性の確保を図る。

・総合評価落札方式・企画競争について、それぞ

れの業務マニュアルの更なる充実を図る。

・市場化テストを導入する調達案件を対象に、総

合評価落札方式の活用に努める。

国庫債務負担行為の活用 ・調達コストの低減や契約の適正化を図る観点 ・更なる国庫債務負担行為の
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【難易度Ｂ】 から複数年契約が適切と認められる案件を抽 活用に努める。

出し、国庫債務負担行為の適用条件を満たし

ているか検証を行うなど、国庫債務負担行為

の更なる活用に努める。

調達情報の提供・開示 ・新規競争参加者の確保を図るため、引き続き、 ・新規参入希望者へのサービ

【難易度Ａ】 調達予定情報を半期毎にホームページで公表す スの向上を図る。

る。 ・契約に係る透明性、競争性

・文部科学省の機関に加えて、独立行政法人、国 の確保を図る。

立大学法人等の調達情報を同一サイトに掲載す

ることにより契約の競争性の向上に努める。

・契約に係る透明性の確保を図るため、引き続き、

「公共調達の適正化について」（H18.8.25財務

大臣通知）に基づき、契約案件毎に、契約の相

手方、契約金額等の契約情報をホームページで

公表する。

ＣＩＯ補佐官の助言の活用 ・情報システムの調達に当たっては、仕様等につ ・契約に係る競争性の向上を

【難易度Ｂ】 いてＣＩＯ補佐官の助言等の活用に努める。 図る。

オープンカウンター方式の ・少額の随意契約を行う案件のうち印刷製本を対 ・契約に係る競争性の向上を

導入【難易度Ａ】 象に、大臣官房会計課の調達窓口において仕様 図る。

等を提示し、提出箱に自由に見積書を受付るこ

ととし、競争性、公平性の向上に努める。

コピー用紙の削減 ・両面印刷、集約印刷等を推進し、コピー用紙の ・コスト削減を図る。

【難易度Ｂ】 削減に努める。

定期刊行物等の縮減 ・定期刊行物、雑誌、新聞等について、引き続き、 ・コスト削減を図る。

【難易度Ｂ】 調達数量の縮減に努める。

契約統計に係る集計業務等 ・各種契約統計に係る集計業務等のアウトソーシ ・事務の効率化を図る。

のアウトソーシング ングを実施し、事務の効率化を図る。

【難易度Ｂ】

予算執行等に係る情報の公 ・予算執行に係る透明性の確保を図るため、引き ・予算執行に係る透明性の向

表【難易度Ｂ】 続き、「行政の透明性向上のための予算執行等 上を図る。

の在り方について」（H25.6.28閣議決定）に基

づき、委託調査費、タクシー代等の執行状況を

適時にホームページで公表する。

省内の有益情報の共有 ・月毎の決算データ及び未執行額等について、定 ・予算の効率的な執行を図

【難易度Ｂ】 期的に本省内部部局に情報提供を行い、予算の る。

効率的な執行を図る。

７．調達改善計画の推進体制

（１）推進体制の整備

適切なガバナンスを発揮する観点から、文部科学省大臣官房長を総括責任者とする

文部科学省の行政事業レビュー推進チーム（本計画において「チーム」という。）が本

計画を決定し、取組の総括を行う。

また、本計画の実務の推進を調達改善ワーキングチーム（本計画において「ワーキ

ングチーム」という。）が行う。
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○ 行政事業レビュー推進チームの構成は次のとおり。

統括責任者 大臣官房長

統括責任者（代理） 大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官

副統括責任者 大臣官房会計課長、大臣官房政策課長

メンバー 大臣官房人事課長

〃 大臣官房総務課長

〃 大臣官房国際課長

〃 大臣官房文教施設企画部施設企画課長

〃 生涯学習政策局政策課長

〃 初等中等教育局初等中等教育企画課長

〃 高等教育局高等教育企画課長

〃 科学技術・学術政策局政策課長

〃 研究振興局振興企画課長

〃 研究開発局開発企画課長

〃 スポーツ庁政策課長

〃 文化庁長官官房政策課長

〃 国立教育政策研究所研究企画開発部長

〃 科学技術・学術政策研究所総務研究官

○ 調達改善ワーキングチームの構成は次のとおり。

大臣官房会計課副長、大臣官房会計課総務班主査、大臣官房会計課監査班主

査、大臣官房会計課用度班主査、研究開発局開発企画課特別会計審査官、スポ

ーツ庁政策課課長補佐、文化庁長官官房政策課会計室室長補佐、国立教育政策

研究所会計課長、科学技術・学術政策研究所総務課長

（２）外部有識者の活用

随意契約の見直し及び一者応札の改善等については、公共工事又は物品・役務等の

区分に応じ、それぞれ外部有識者からなる入札監視委員会（弁護士２名、公認会計士

１名、大学教授３名）又は物品・役務等契約監視委員会（弁護士１名、公認会計士１

名、大学教授３名）（本計画において「契約監視委員会等」という。）が原則として四

半期毎に会合を開催し、事後検証を行う。

また、本計画の策定、及び８．に規定する自己評価の実施等の際には、契約監視委

員会等の委員に意見を求める。

（３）内部監査の活用

随意契約の見直し及び一者応札の改善等の取組については、内部監査組織において

事前検証を実施する。

また、省内内部部局及び外局等を対象とした実地検査による事後検証を実施し、そ

の検証結果を会計監査報告書として取りまとめフィードバックするとともに、適宜フ

ォローアップ調査を行うこと等により、指導・改善の徹底、並びに情報の共有化を図

る。

なお、会計監査報告書の内容については、調達手続を含むその他のマニュアルとと

もに、省内掲示板に常時掲載することで、調達知識や能力の向上に資するものとする。
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８．進捗把握及び自己評価の実施

（１）実施時期等

ワーキングチームは、調達担当局課からの報告を受けて、半期毎（上半期：４月～

９月、下半期：１０月～３月）に本計画の進捗状況を取りまとめ、チームに報告する。

また、本計画の自己評価については、上半期終了後及び年度終了後に（２）に定め

るところにより行う。

（２）自己評価の方法

① ワーキングチームは、上半期終了後においては概ね１０月末までに、年度終了

後においては概ね翌年度５月末までにそれぞれの期間における取組実績（目標の

達成状況、調達の具体的な改善状況、契約監視委員会等による検証結果）につい

て取りまとめる。

② ワーキングチームは、上記取組実績をもとに、見直しによる効果、成果の達成

状況の観点から自己評価案を作成し、チームに報告する。

③ チームは、調達の改善状況を確認し、自己評価を決定するとともに、計画どお

りに実施されていないと判断した取組については原因を把握し、関係局課に改善

を指示する。

なお、自己評価結果には、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

き事項等を盛り込む。

（３）自己評価結果の公表

本計画の取組状況の自己評価は、ホームページにおいて公表するものとする。

９．人事評価への反映及び人材の育成

業績評価において、自身の担当する業務分野でコスト意識や業務改善に留意した目標

を設定可能な場合は、業績目標の設定を行い、本計画に係る取組が人事評価に適切に反

映されるよう取り組むこととする。

また、調達の専門人材を育成するため、調達手法等を含めた会計研修を実施するとと

もに、外部有識者等の知見を活用した研修等を実施し、調達に関する知識や能力の一層

の向上に取り組むものとする。

なお、契約事務に関するマニュアル、チェックリスト等の更なる充実に取り組むこと

で、調達改善の取組の情報やノウハウ等を蓄積し、共有化を図ることで、職員の調達知

識や能力の向上に資するものとする。

10．その他

（１）取組状況等の公表

本計画に関する取組状況等は、ホームページにおいて公表するものとする。

（２）計画の見直し

本計画については、本部決定及び指針の改定や進捗状況等を踏まえ、必要が生じ

た場合には、所要の見直しを行うものとする。
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（３）その他

本計画に定めるもののほか、計画の実施に関して必要な事項は、チームの統括責

任者が別に定める。


