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刑事施設における総務業務 民間競争入札実施要項

現在，全国の刑事施設で実施している総務系業務の民間委託事業については，単年度

契約であることから，業務の習熟が一定程度図られた段階で契約期間が終了し，新たに

入札を行うこととなるため，また，最低価格落札方式による競争入札であることから，

通常業務量自体は変わらないにもかかわらず契約金額のみが低減する結果となるため，

業務の質が一定程度以上には向上されない状況などが見受けられる。

このため，業務水準の低下を抑えるとともに，質の高い業務遂行も可能となるよう，

総合評価落札方式を採用し，複数年契約で複数施設を対象として業務を実施することに

より，民間事業者の創意と工夫が発揮され，業務の質が向上することが期待できると考

え，公共サービス改革基本方針（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）別表に基づき，民間競
争入札の対象とされた刑事施設における総務業務について，本実施要項を定めるもので

ある。

このように，刑事施設の運営の一部である総務業務を民間競争入札の対象とし，民間委

託を拡充することにより，刑務官の負担軽減にもつながり，その分被収容者処遇に力を注

ぐことが可能となるため，結果として，公共の安全と秩序の維持，社会の保護，公共の福

祉の増進といった目的の達成にもつながるものである。

１ 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質

（１）対象公共サービスの詳細な内容

ア 対象施設の概要

業務の対象施設は次のとおりであり，各施設の概況については，別紙１を参照の

こと。

府中刑務所及び立川拘置所

イ 対象業務の内容

別紙２の表中「業務内容」を参照のこと。

（２）対象公共サービスの質の設定

本業務の実施に当たっては，関係法令を遵守し，信義誠実をもって履行するものと

する。

本業務の実施に関して確保されるべき公共サービスの質を確保するため，別紙２の

表中「要求水準」を遵守すること。

ただし，本要求水準は，国が要求する最低限の水準であり，当該水準を上回る水準

を確保できる場合には，そのような実施を妨げるものではない。

（３）創意工夫の発揮可能性
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業務全般に係る質の向上の観点，及び過重となっている国の職員の勤務負担の軽減

の観点からの提案を行うこととする。

（４）委託費の支払方法

ア 基本的考え方

民間事業者は，本業務において，公共サービスを民間事業者の責任により一体と

して提供するものであるため，国は，提供される公共サービスを一体のものとして

購入し，その対価を一体のものとして本業務の実施期間にわたり原則として平準化

して支払うものとする。

ただし，民間事業者が本業務を実施するために直接必要となる施設の光熱水の使

用については，これを無償とする。

イ 支払方法

(ｱ) 国は，平成 27年１月を第 1回とし，平成 31年 4月を最終回として，四半期ご
と，全１８回に分けて委託費を支払う。

(ｲ) 国は，実施期間中，９（２）に定める調査及び 12（１）に定める監督を行い，
質の確保の状況を確認した上で，委託費を支払う。調査・監督の結果，質が確保

されていない場合には，別紙３に定める基準に従い委託費の減額措置を講じるほ

か，９（３）に定める指示を行うことができるものとする。

(ｳ) 委託費の支払いに当たっては，民間事業者は四半期の業務の完了後，国との間

であらかじめ定める書面により当該四半期分の支払請求を行い，国は，これを受

領した日から 30日以内に民間事業者に支払うものとする。

(ｴ) 国は，消費税相当額を委託費と併せて支払う。

２ 実施期間

本業務の実施期間は，平成 26年 10月 1日から平成 31年 3月 31日までとする。

３ 入札参加資格

（１）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。

以下「法」という。）第 15 条において準用する第 10 条各号（第 11 号を除く。）に該
当する者でないこと。

（２）法第 33条の 3第 2項各号に該当する者であること。

（３）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条
の規定に該当しない者であること（なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，

契約締結のために必要な同意を得ている者は，同条中，特別な理由がある場合に該当

する。）。
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（４)予決令第 71条に規定する次のアからオまでのいずれかに該当し，かつ，その事実が
あった後 2年間を経過していない者でないこと（これを代理人，支配人その他の使用
人として使用する者についても同じ。）。

ア 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者

イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執務を妨げた者

エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

オ アからエまでのいずれかに該当する事実があった後 2年間経過しない者を，契約
の履行に当たり，代理人，支配人その他の使用人として使用した者

（５）平成 25・26・27 年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）において，入札実施
地域における「役務の提供等」の A 又は B 等級に格付けされている者であること。

（６）５（１）に定める事業者選定委員会（仮称）の委員及び委員が属する者でないこと。

（７）労働保険，厚生年金保険等の適用を受けている場合，直近１年間において保険料等

を滞納していないこと。

（８）入札参加グループの入札について

ア 単独で本業務の内容のすべてが担えない場合には，適正に業務を遂行できる入札

参加グループで参加することができる。その場合，入札参加資格審査書類提出時ま

でに入札参加グループを結成し，代表企業及び代表者を定め，他の者はグループ企

業として参加できるものとする。なお，同一の入札単位において，代表企業及びグ

ループ企業が，他の入札参加グループに参加，もしくは単独で入札に参加すること

はできない。また，代表企業及びグループ企業は，入札参加グループ結成に関する

協定書（またはこれに類する書類）を作成すること。

イ 代表企業及びグループ企業のすべてが上記（１）から（７）の条件を満たすこと。

４ 入札に参加する者の募集

（１）入札に係るスケジュール

入札公告 平成 26年７月
質問受付 平成 26年７月
質問回答 平成 26年７月
入札参加資格審査書類及び提案書の提出期限 平成 26年７月
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入札書提出期限・開札及び落札予定者の決定 平成 26年８月
暴力団排除条項該当性に関する照会 平成 26年８月
契約の締結 平成 26年９月
運営業務の開始 平成 26年 10月
※引継期間の確保については，民間事業者と十分に調整することとし，業務の開

始後においても，円滑に業務が実施されるよう，業務処理上の引継に必要な措置

を講じる。

（２）入札実施手続

ア 提出書類

本業務の入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は，入札参加資格審

査書類，入札価格を記載した書類（以下「入札書」という。）及び総合評価のため

の本業務実施の具体的な方法，公共サービスの質の確保の方法等に関する書類（以

下「提案書」という。）を提出すること。

イ 入札参加資格審査書類

入札参加資格審査書類には，入札参加希望者に係る次の資料を添付する。

(ｱ) 入札参加者の概要に関する資料（会社概要，定款等）

(ｲ) 法第 15条において準用する第 10条各号（第 11号を除く。）に規定する欠格事
由の審査に必要な書類

(ｳ) 平成 25・26・27 年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）において，入札
実施地域における「役務の提供等」の A 又は B 等級に格付けされている者であ
ることを証する書類

ウ 提案書

提案書には，５の「対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準

その他の対象公共サービスを実施する者の決定」に示した各審査項目に対する提案

を具体的に記載すること。

また，提案書には，提案書の記載内容が確認できる資料を添付すること。

エ 入札の無効

本実施要項に示した競争参加資格のない者又は入札参加者に求められる義務を履

行しない者の提出した入札書及び提案書は無効とする。

オ 入札の延期

入札参加者が連合し又は不穏の挙動をする場合であって，競争入札を公正に執行

することができない状態にあると認められるときは，当該入札を延期することがあ

る。
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カ 代理人による入札

(ｱ) 代理人が入札及び開札に参加する場合には，入札書に入札参加者の氏名，名称

又は商号，代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印すると

ともに，入札時までに別途定める様式による委任状を提出しなければならない。

(ｲ) 入札参加者及びその代理人は，本入札について，他の入札参加者の代理人を兼

ねることはできない。

キ 開札に当たって留意事項

(ｱ) 開札は，入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。

(ｲ) 入札参加者及びその代理人は，開札時刻後においては，開札場に入場すること

はできない。

(ｳ) 入札参加者及びその代理人は，開札場に入場しようとするときは，入札担当職

員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならな

い。

(ｴ) 入札参加者及びその代理人は，入札中は，入札執行責任者が特にやむを得ない

事情があると認めた場合のほか，開札場を退場することができない。

５ 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ

スを実施する者の決定

本業務を実施する者（以下５において，「落札者」という。）の決定は，総合評価落

札方式によるものとする。

（１）落札者の決定に当たっての質の評価項目の設定

審査は入札参加者の入札参加資格の有無を判断する「第１次審査」と提案内容等を

審査する「第２次審査」を一括して実施する。

なお，審査に当たっては，外部の学識経験者等により構成される事業者選定委員会

（仮称）を設置するものとし，同委員会は，入札参加者からの提案内容を審査し，そ

の結果を国に報告する。国はこれを受けて，落札者を決定する。

ア 第１次審査

入札参加者が，本業務の実施に携わる者として適正な資格と必要な能力を備えて

いるか否かを審査するものであり，具体的には，「３ 入札参加資格」に定める資

格の有無について審査を行う。なお，３（２）に該当するか否かについては，イ(ｱ)a
の必須項目審査で確認する。

イ 第２次審査

総合評価落札方式により落札者を決定するため，入札参加者の提案内容を審査す

るものである。第２次審査の手順は次のとおりである。
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(ｱ) 提案審査

提案書の内容を審査する。ただし，提案書に要求範囲外の提案が記載されてい

る場合には，その部分は採点の対象としない。

a 必須項目審査

提案内容が要求水準のすべてを満たす内容となっているかについて審査を行

う。

具体的には，ｃ【必須項目】の各項目に係る提案内容で要求水準を満たすこ

とができるか否かを審査する。

審査結果において提案内容がすべての要求水準を満たしている場合には適格

とし，一項目でも満たしていない場合には不合格とする。

適格者には，基礎点として，20点を付与する。

b 加点項目審査

提案書が必須項目審査で合格となった場合，【加点項目】について，各審査

項目ごとに設定した評価のポイントに基づき，提案内容が優れているか否かを

判断し，その程度に応じて加点を付与する。

具体的には，評価のポイントごとに 2つの評価の観点を設け，提案書の内容
がそれぞれの観点を満たしているか否かに応じ，次のとおり加点を付与する。

なお，評価の観点については，５（１）のとおり設置する事業者選定委員会

において定めるものとする。

2つの評価の観点を満たしている。 10

2 つの評価の観点のうち，一方のみを満たし 5
ている。

いずれの評価の観点も満たしていない。 0

ｃ 審査項目

【必須項目】

審査項目 評価のポイント

管理体制 ・総括業務責任者及び業務責任者について，本業務の趣旨を十分に理解し，本業務を

適切に管理運営できる者を選定している。

・不測の事態が生じた場合であっても，迅速かつ的確に対応することが可能な体制と

なっている。

・本業務の特殊性を踏まえたコンプライアンス・セキュリティ管理体制（秘密の保持

及び個人情報の保護に関するものを含む。）が構築されている。

・本業務の実施に関わるリスクが緻密に分析され，リスクを最小化するための効果的

かつ具体的な対応策が講じられている。

・民間事業者によるセルフモニタリングが徹底される体制・手法が提案されており，

業務遂行の安定性・継続性の確保に向けた適切かつ効果的なモニタリング手法が採

られている。
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・モニタリングの結果，業務上何らかの問題が発生することが予測される場合におけ

る，状況の改善に向けた効果的な措置が講じられている。

・モニタリングの結果，業務実施上何らかの問題が発生したことが判明した場合に効

果的に機能するバックアップ体制の整備等の状況の改善に向けた効果的な措置が講

じられている。

人的体制 ・本業務を実施するための業務ごとの民間職員数及び実施体制がそれぞれの業務を適

正かつ的確に遂行できるものとなっている。

※ 立川拘置所における「入出所時の領置物品の確認」及び「領置物品の管理のう

ちの保管業務」について，当該物品の所有権者が女性の場合には，女性の職員が

当該業務を実施すること。

・対象施設間で連携体制を構築し，また各職員が他の業務にも臨機に遂行できるなど，

業務の補完性が高く，実施期間にわたり円滑に施設運営ができるための方策が講じ

られている。

研修体制 ・民間職員が業務を適正かつ確実に遂行できるよう，実効性のある研修の実施体制及

び研修内容となっている。

【加点項目】 合計 50 点

審査項目 評価のポイント 配点

実施体制 ・業務実施期間にわたり業務を的確に遂行できる能力を有する職員の安定的 10
な雇用を確保するための方策についての提案がなされている。

・相談窓口を設けるなど職員の執務環境の向上に資する支援体制について提 10
案がなされている。

・職員の交代時において，十分な引継ぎ期間を設けたり，詳細な業務マニュ 10
アルを整備するなど，業務の円滑かつ継続的な遂行を可能とする提案がな

されている。

業務効率化 ・別添の別紙３【業務フロー図】等を踏まえ，効率的かつ効果的な業務遂行 10
を実現しつつ，国の職員が行う総務業務の負担軽減を期待できる提案がな

されている。

領置業務 ・領置物品の汚損，破損，紛失等の事故の防止策，湿気対策等の適正な保管 10
対策，被収容者の衣類や所持品の迅速かつ確実な確認及び領置物品の効率

的な出納・保管について提案がなされている。

(ｲ) 開札

入札価格が予定価格の制限の範囲内かを確認する。すべての入札参加者の入札

価格が予定価格を超えている場合には，再度入札を行う。

(ｳ) 総合評価

(ｱ)の提案内容の審査による各提案の得点及び(ｲ)の予定価格の範囲内の入札価

格を基に総合評価を行い，落札者を決定する。

（２）落札者の決定に当たっての評価方法



- 8 -

ア 落札者の決定方法

基礎点に加点項目審査で得られた加点を加えた値を，入札価格で除して得た値

（総合評価点）をもって行う。

○ 総合評価点＝(基礎点(20 点)＋加点項目審査による加点(50 点))÷入札価格

イ 落札者の決定

上記アの評価に従い，最も高い総合評価点を得た者を落札予定者として決定する。

ウ 留意事項

(ｱ) 総合評価点の高かった者の入札価格が予定価格の 6割に満たない場合には，そ
の価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

るか否か，次の事項について改めて調査し，該当するおそれがあると認められる

場合，又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には，次に総合評価

点が高い者を落札者予定として決定することがある。

a 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確

保できるか否か，本業務の従事予定者に支払われる賃金額が適正か否か，従事

予定者が当該金額で了解しているか否か等）

b 当該契約の履行体制（総括業務責任者及び各業務責任者の配置の有無，従事

職員数，経歴，勤務時間，専任兼任の別，業務分担等が適切か否か等）

c 実施期間中における他の契約請負状況

d 国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況

e 資産状況

f 経営状況

g 信用状況

(ｲ) 評価の結果，落札予定者となるべき者が二者以上あるときは，当該入札参加者

にくじを引かせ，落札予定者を決定するものとする。また，入札参加者又はその

代理人が直接くじを引くことができないときは，入札執行事務に関係のない職員

がこれに代わってくじを引き落札予定者を決定するものとする。

（３）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて

入札参加者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がない

ときは，直ちに再度の入札を行うこととし，これによってもなお落札者となるべき者

が決定しない場合には，入札条件を見直し，再度入札公告に付すこととする。

再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合には，本業務開始

時期を勘案の上，国が従来どおり自ら実施するものとし，その理由を公表するととも

に，官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）に報告するものとす
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る。

６ 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示

従来の実施状況に関する情報は，別添のとおり。

７ 民間事業者に使用させることができる国有財産

本業務を実施するために必要な次の施設及び設備等については，これを無償で使用さ

せる。

（１）使用可能な施設

府中刑務所，立川拘置所

（２）使用可能な設備，備品，消耗品等

別添の「３ 従来の実施に要した施設及び設備」のとおり。

その他，本事業の実施に当たり必要な備品等（これらに係る消耗品を含む。）につ

いては，民間事業者の責任と費用負担において整備するものとする。

８ 民間事業者が対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例

民間事業者が本業務を実施する場合には，法第 33条の 3の規定を適用する。

９ 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり，国に対して報告すべき事項，秘

密を適正に取り扱うために必要な措置その他対象公共サービスの適切かつ確実な実施の

確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項

（１）報告等について

ア 業務実施要領及び業務年間計画書の作成及び提出

(ｱ) 民間事業者は，国と協議の上，業務実施要領を策定し，国の確認を受ける。

(ｲ) 民間事業者は，平成 26年度については，国が定める期間内に，平成 27年度以
降については，当該年度開始日の 30 日前までに，国と協議の上，業務年間計画
書を策定し，国の確認を受ける。

イ 業務報告書の作成と提出

民間事業者は，業務日誌，月次業務報告書，四半期業務報告書及び年次業務報告

書を作成し，業務日誌は翌開庁日に，月次報告書は毎月業務終了後 7開庁日以内に，
四半期業務報告書は各四半期終了後 7開庁日以内に，年次業務報告書は業務年度終
了後 14開庁日以内に，国に報告する。

（２）国による調査への協力
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国は，民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するのに必要があると

認めるときは，民間事業者に対し，本業務の実施状況に関し必要な報告を求め，又は

国の職員に民間事業者の事務所その他の施設に立ち入り，本業務の実施状況又は帳簿，

書類その他の物件を検査させ，若しくは質問させることができる。

立入検査をする国の職員は，検査等を行う場合には，当該検査等の根拠を民間事業

者に明示するとともに，当該検査等が法第 26条第 1項に基づくものである場合には，
その身分を示す証明書を携帯し，民間事業者に提示する。

（３）指示

国は，民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要がある

と認めるときは，民間事業者に対し，必要な措置をとるべきことを指示することがで

きるものとする。

（４）秘密の保持

ア 民間事業者は，国と民間事業者が協議して定める期間内に，国との協議の上，施

設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報を適正に管理するために必要な次に

掲げる措置を講じ，国の確認を受けなければならない。

(ｱ) 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法を具体的に

定めた業務実施要領を策定すること

(ｲ) 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法についての

研修の計画を策定し，これに基づいて本業務に従事する民間職員に対して研修を

実施すること

イ 民間事業者（その者が法人である場合にはその役員）若しくはその職員その他の

本業務に従事する者（以下「民間事業者等」という。）又は民間事業者等であった

者は，本業務に関して知り得たすべての情報（開示の時に公知である情報を除く。

以下「秘密情報」という。）を漏えいし，又は盗用してはならない。

ウ 民間事業者等又は民間事業者等であった者は，本業務の遂行以外の目的で秘密情

報を使用してはならない。

エ 民間事業者等は，秘密情報を漏えいしない旨の誓約書を国に提出しなければなら

ない。

オ イに該当する場合には，法第 54条により罰則の適用がある。

（５）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

ア 研修及び引継ぎの実施

(ｱ) 研修
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民間事業者は，業務に従事させようとする者の経験及び能力を踏まえ，国と民

間事業者が協議して定める期間内に，国と協議の上，本業務を適正かつ確実に実

施するための研修計画を策定して，国の確認を受けなければならない。

国は，研修計画の策定に当たり，民間事業者に対して必要な助言を行うものと

する。

民間事業者は，実施した研修の結果を，研修実施後速やかに，国に報告しなけ

ればならない。

本業務開始後に新たに本業務に従事することとなった者に対する研修について

は，その都度実施する。

(ｲ) 引継ぎ

国は，引継ぎに必要な措置を講じるので，民間事業者は契約締結後速やかに，

本業務の実施に必要な引継ぎを受けなければならない。

なお，総括業務責任者及び各業務責任者に対する業務処理上のノウハウの引継

ぎは，その能力・経験を踏まえた上で，国が十分な期間を確保して行うものとす

る。

また，民間事業者は，本業務の終了に伴い民間事業者が変更する場合は，次期

民間事業者に対し必要な引継ぎをしなければならない。

イ 業務の開始準備

民間事業者は，９（１）ア(ｱ)及び（４）ア(ｱ)に定める業務実施要領の策定並び

に（４）ア(ｲ)，（５）ア(ｱ)及び(ｲ)に定める研修及び引継ぎを行う。

ウ 業務の開始及び中止

(ｱ) 民間事業者は，締結された契約に定められた業務開始日に，確実に本業務を開

始しなければならない。

(ｲ) 民間事業者は，やむを得ない事由により，本業務を中止しようとするときは，

あらかじめ，国の承諾を受けなければならない。

エ 法令の遵守

民間事業者は，本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなけ

ればならない。

オ 安全衛生

民間事業者は，本業務に従事する職員の労働安全衛生に関する労務管理について

は，責任者を定め，関係法令に従って行わなければならない。

カ 記録・帳簿書類等

民間事業者は，実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を，本業

務を終了し，又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5年間保存しなけ
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ればならない。

キ 実施期間終了後の引継ぎ

(ｱ) 国及び民間事業者は，本契約の終了に際して，国又は国の指定する第三者に対

する業務の引継ぎに必要な事項の詳細について，実施期間終了日の 1年前から協
議を開始する。

(ｲ) 民間事業者は，国又は国の指定する第三者が実施期間終了後事務を引き続き行

うことができるよう，上記の協議において合意された事項に従い，実施期間終了

日の 6箇月前から本業務に関して必要な事項を説明するとともに，民間事業者が
本業務を遂行するために用いた書類を提供するほか，本業務の承継に必要な手続

を行う。

(ｳ) 上記の手続において，国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により，

民間事業者に増加費用及び損害が発生した場合には，国は，当該増加費用及び損

害を負担する。

(ｴ) 民間事業者は，本業務を遂行するために整備した備品等については，実施期間

終了日後国と民間事業者とが協議して定める日までに，その責任と費用負担によ

り収去し，原状回復を行う。

ク 権利の譲渡等

(ｱ) 民間事業者は，あらかじめ国が承諾した場合を除き，契約により生ずる権利又

は義務を第三者に譲渡し，若しくは承継させ，又は担保に供することその他一切

の処分を行ってはならない。

(ｲ) 本業務の実施が第三者の特許権，著作権その他の権利と抵触するときは，民間

事業者は，その責任において，必要な措置を講じなくてはならない。

(ｳ) 民間事業者は，本業務の実施状況を公表しようとするときは，あらかじめ，国

の承認を得なければならない。

ケ 再委託の取扱い

(ｱ) 民間事業者は，本業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならない。

(ｲ) 民間事業者は，本業務の一部について，再委託をしようとする場合には，原則

としてあらかじめ提案書において，再委託先に委託する業務の範囲，再委託する

ことの合理性及び必要性，再委託先の履行能力並びに報告聴取その他の運営管理

の方法（以下「再委託範囲等」という。）について記載するものとする。

(ｳ) 民間事業者は，契約締結後，やむを得ない事情により再委託を行う場合には，

再委託範囲等を明らかにした上で，国の承認を得なければならない。

(ｴ) 民間事業者は，再委託する場合には，民間事業者が国に対して負う義務を適切

に履行するため，再委託先に対し，９（４）及び（５）に定める事項その他の事
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項について適切な措置を講じさせるとともに，再委託先から必要な報告を徴収し

なければならない。

(ｵ) 再委託先は，９（４)及び（５）に掲げる事項については，民間事業者と同様

の義務を負うものとする。

(ｶ) (ｲ)から(ｵ)までに基づき，民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合には，

すべて民間事業者の責任において行うものとし，再委託先の責めに帰すべき事由

については，民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして，民間事業者が負うも

のとする。

コ 役員等の変更の通知

民間事業者は，次に掲げる者の変更があったときは，遅滞なく，その旨を国に通

知しなければならない。

(ｱ) 役員（理事，取締役，執行役，業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をい

う。）

(ｲ) 発行済株式総数の 100分の 5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100分の
5以上の額に相当する出資をしている者

(ｳ) 法第 10条第 9号に規定する親会社等に係る(ｱ)又は(ｲ)に掲げる者

サ 契約内容の変更

国及び民間事業者は，本業務の更なる質の向上を図る必要があるため，又はやむ

を得ない事由により，契約の内容を変更しようとするときは，あらかじめ協議しな

ければならない。

国は，契約の内容を変更した場合には，合理的な範囲内での増加費用が発生する

場合には，民間事業者と協議の上，当該増加費用を負担し，合理的な範囲内で費用

が減少する場合には，民間事業者と協議の上，当該費用相当額を委託費から減額す

る。

契約内容は，国及び民間事業者の書面による合意によってのみ変更することがで

きる。

シ 契約解除

国は，民間事業者が次のいずれかに該当するときは，契約を解除することができ

る。

(ｱ) 法第 22条第 1項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき。

(ｲ) 法第 33条の３第 6項に該当するとき。

(ｳ) 本実施要項に定める手続に違反したとき。ただし，軽微な違反を除く。

(ｴ) 次のことが明らかになったとき。

a 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
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をもって，暴力団員，暴力団準構成員又は暴力団関係者を利用するなどしてい

ること。

b 暴力団員，暴力団準構成員又は暴力団関係者に対して，資金等を供給し，又

は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，

若しくは関与していること。

c 暴力団員，暴力団準構成員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係

を有していること。

d 暴力団員，暴力団準構成員又は暴力団関係者であることを知りながら，これ

を不当に利用するなどしていること。

ス 契約解除時の取扱い

(ｱ) シに該当し，契約を解除した場合には，国は，民間事業者に対し，当該解除の

日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間に係る委託費を支払う。

(ｲ) この場合，民間事業者は，契約金額から消費税相当額を除いた金額の 100分の
10 に相応する金額を違約金として国が指定する期間内に国に納付しなければな
らない。

(ｳ) 国は，民間事業者が，(ｲ)に定める金額を国の指定する期限までに納付しない

ときは，その支払期限の翌日から起算して納付のあった日までの日数に応じて，

年 100分の 5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。

(ｴ) 国は，契約の解除及び委託金の徴収をしてもなお，損害賠償の請求をすること

ができる。

セ 契約の解釈

契約の解釈について疑義が生じた事項については，その都度，民間事業者と国が

協議するものとする。

10 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合におい

て，その損害の賠償に関し契約により当該民間事業者が負うべき責任

（１）本業務を実施するに当たり，民間事業者が，故意又は過失により，第三者に損害を

加えた場合における当該損害に対する賠償等については，次に定めるところによるも

のとする。

ア 国が国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第１条第１項等に基づき当該第三者
に対する賠償を行ったときは，国は民間事業者に対し，当該第三者に支払った損害

賠償額（当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は，国が自

ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができ

る。
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イ 民間事業者が民法（明治 29年法律第 89号）第 709条等に基づき当該第三者に対
する賠償を行った場合であって，当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由

が存するときは，当該民間事業者は国に対し，当該第三者に支払った損害賠償額の

うち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

（２）本業務を実施するに当たり，民間事業者が，故意又は過失により，国に損害を加え

た場合には，民間事業者は当該損害に対する賠償の責めに任ずるものとする（ただし，

当該損害の発生につき，国の責めに帰すべき理由が存するときは，当該国の過失割合

に応じた部分を除く。）。

11 対象公共サービスに係る第 7条第 8項に規定する評価

（１）実施状況に関する調査の時期

内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ，本業務の実施状況については，平成 29
年 12月末時点における状況を調査するものとする。

（２）調査の方法

国は，次の項目について，実施状況等の調査を行うものとする。

ア １（２）において業務の質として設定した項目

イ その他業務の実施状況

（３）その他

国は，実施状況の調査に当たり，必要に応じ，民間事業者から直接意見の聴取等を

行うことができるものとする。

12 その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

（１）国の監督体制

ア 本業務の契約に係る監督は，契約担当官が，自ら又は補助者に命じて，立会い，

指示その他の適切な方法によって行うものとする。

イ 本業務の実施状況に係る監督は，９により行うこととする。

ウ 本業務に関し，公共サービスを適正に実施し，又は向上させるとの観点から情報

共有や検討を行うため，民間事業者との間で，必要に応じて随時打合せを行うこと

とする。

（２）民間事業者の責務等

ア 本業務に従事する者は，刑法（明治 40年法律第 45号）その他の罰則の適用につ
いては，法第 25条第 2項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
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イ 民間事業者は，会計検査院が必要と認めるときには，会計検査院法（昭和 22 年
法律第 73 号）第 25 条及び第 26 条により，会計検査院の実地の検査を受けたり，
同院から直接又は法務省を通じて，資料・報告等の提出を求められたり質問を受け

たりすることがある。

ウ 次のいずれかに該当する者は，法第 55条の規定により 30万円以下の罰金に処せ
られる。

(ｱ) 法第 26 条第 1 項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は法
第 26 条第 1 項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問
に対して回答せず，若しくは虚偽の回答をした者。

(ｲ) 正当な理由なく，法第 27条第 1項の規定による指示に違反した者。

エ 民間事業者が法人の場合において，法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，

使用人その他の従業員が，その法人又は人の業務に関し，上記ウの違反行為をした

ときは，法第 56 条の規定により，行為者が罰せられるほか，その法人又は人に対
して上記ウの刑が科されることとなる。

（３）被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害

被収容者の行為によって，国の職員，民間職員及び第三者に損害が発生した場合で

あって，当該行為について，国及び民間事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場

合の損害の負担については，国の負担とする。



　　　

Ⅰ　府中刑務所

１．施設・建物関係　（平成２５年４月１日現在）

　（２）敷地面積  262,058ｍ² 

　（３）建物延庁面積 　90,319ｍ² （宿舎を除く。）

２．組織図　（平成２５年４月１日）

　庶務課

総 務 部 　会計課
調　査　官

 　用度課
 
　統括矯正処遇官（第一担当）
 

首席矯正処遇官 　統括矯正処遇官（第二担当）
（処遇担当）  

次席矯正処遇官 　統括矯正処遇官（第三担当）

  
所長 　統括矯正処遇官（第四担当）

 
処 遇 部 　統括矯正処遇官（第五担当）

  
　統括矯正処遇官（第六担当）
 
　統括矯正処遇官（第七担当）
 
　統括矯正処遇官（作業第一担当）

首席矯正処遇官  
（作業担当） 　統括矯正処遇官（作業第二担当）

 
　統括矯正処遇官（教育担当）

教 育 部 首席矯正処遇官  
 　統括矯正処遇官（厚生担当）

　保健課
 

医 務 部 　医療第一課
 
　医療第二課

　統括矯正処遇官（考査担当）
首席矯正処遇官  

 　統括矯正処遇官（審査・保護担当）

　統括矯正処遇官（国際第一担当）
首席矯正処遇官  

 　統括矯正処遇官（国際第二担当）
府中刑務所視察委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．収容定員・現員

定　員 現　員
収容率
（％）

処遇指標

2,842 2,546 89.6%

M級（精神障害者）
P級（身体上の疾患又は障害のある者）
F級（日本人と異なる処遇を必要とする外国人）
LB級（執行刑期10年以上・犯罪傾向の進んでいる者）
B級（犯罪傾向の進んでいる者）

平成25年10月
（月末収容人員）

       別紙１

事業対象施設の概況について

　（１）所在地　　東京都府中市晴見町4-10

分類審議室

国際対策室



Ⅱ　立川拘置所

１．施設・建物関係　（平成２５年４月１日現在）

　（２）敷地面積  　20,422m²

　（３）建物延庁面積 　 31,725m² （宿舎を除く。）

２．組織図　（平成２５年４月１日）

 庶務課

総務部  会計課

 用度課

 統括矯正処遇官（第一担当）

首席矯正処遇官  統括矯正処遇官（第二担当）
所　長 （処遇担当）

処遇部  統括矯正処遇官（第三担当）

 統括矯正処遇官（指導担当）
首席矯正処遇官
（企画担当）  統括矯正処遇官（分類担当）

医務課

　立川拘置所視察委員会

３．収容定員・現員

定　員 現　員
収容率
（％）

1,000 434 43.4%

　（１）所在地　　東京都立川市泉町1156-11

別紙１

事業対象施設の概況について

平成25年10月
（月末収容人員）

W級（女子）
B級（犯罪傾向の進んでいる者）

処遇指標



別紙２

大項目 中項目 小項目 業務細目

共通事項 ・施設の保安に係る情報及び個人情報を漏えいしないこと。（指標：年間0件）

業務実施体制
・総括業務責任者（本業務全体を総合的に把握し調整を行う者）1名を置くこと。
・対象施設ごとに，業務責任者（各業務を総合的に把握し調整を行う者）1名を置くこと。

庶務事務 文書の処理
公文書類等の発受，発送・回付，編集
及び保存（メールを含む）。

郵送物の処理 郵送物の受理・確認・回付・送付

その他事務支援 簡易的な事務支援 ・会議室設営，冊子の作成等簡易な事務を行う。

受付 電話対応 電話の受付・交換

窓口対応 来訪者の受付，関係部署への連絡

入出所時の領置物品の確認

領置物品管理システム入力

保管・出納管理

差入れの受付，外部への交付

領置物品管理システム入力

関係書類の作成

植栽 植栽管理，環境整備の実施

・施設敷地内の植栽管理及び環境整備を行う。
・植栽管理，環境整備は，良好な景観を維持するのみならず，逃走の防止等保安の観点から実施
する。
・季節にも配慮しつつ，来訪者等にも好感を持たれるよう，適宜整備に努める。
・景観上良好な状態を維持するとともに，建物や電線等に干渉している枝葉を剪定し，また，樹髙
を下げ，支柱の設置等を適切に行うなど，安全な状態を維持する。
・周辺環境に配慮し，樹種に応じた病害虫の予防，点検，捕殺，防除及び施肥，剪定，除草，かん
水等を定期的に行う。
・施設の運営に支障のないよう円滑に実施する。
・植栽に必要な器具等を用意する。
・廃棄物処理法等にのっとり適切に処理する。

自動車運転（作業業務に係る車両を除
く）

・国が指示する運行計画へ対応可能な体制とすること。
・被収容者の護送のほか，職員及び来訪者の送迎，武道大会，医療共助，病院移送等に係る自
動車運転を実施する。

車両点検，整備
・車両の清掃を適切に行うとともに，常に安全な運転業務が行えるよう，車両を適切に整備・維持
する。

その他
・毎日運行日誌を作成し，刑事施設の長に提出する。
・自動車運転者損害賠償責任保険に加入する。

用度

環境整備

運転

業務実施体
制等

庶務

会計 領置事務

委託業務の内容

業務内容
要求水準

・受付時間は，平日の午前８時３０分から午後５時までとする。
・「法務省行政文書管理規程」（平成１３年法務省秘文訓第３４０号大臣訓令），「矯正施設文書取
扱規程」（平成８年法務省矯総訓第２６９６号大臣訓令）等に基づき，適正に文書管理を行う。
・毎年度，すべての行政文書ファイルにつき所定の情報をデータベースに入力する。
・訴訟関係書類など受刑者の権利利益に密接にかかわる文書については，本人に不利益が生じ
ないよう迅速かつ適切に処理する。
・不審な郵便物については，国の職員に直ちに連絡する。
・個人情報が漏洩しないよう，十分な対策を講じる。

・受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時とする。
・在所の有無等の個人情報や，施設の保安に係る情報に関わる事項等について問い合わせが
あった場合には，安易に回答することなく，個別に国の職員に連絡する。
・相手方に不快な印象を与えないように留意し，懇切丁寧に対応する。
・対処が困難と判断される場合には，直ちに国の職員に連絡する。

領置物品の管理
（領置金を除く）

清掃

・トラブル発生を防止する観点から，必ず被収容者本人の確認を取り，品名，個数等の入力を確実
に行う。
・領置物品管理システムへの入力は，国が提示する操作マニュアルに基づき，適正に実施する。
・洗濯，消毒その他適切な処置を施して保管する。
・貴金属や有価証券，印鑑等の貴重品は，他の物品とは別に，金庫その他堅ろうな容器に納めて
厳重に保管する。
・領置物品は，被収容者ごとに分納し，紛失，汚損，破損等のないよう適切に保管する。
・領置物品の出し入れが，迅速かつ確実に行えるようにする。
・トラブルが発生した場合には，国の職員に直ちに連絡する。
・差入物品及び領置物品の中に危険物がある場合には，一般の差入物品及び領置物品とは別に
保管する。
・「受刑者の金品の保管等について」（平成１８年法務省矯成第３２９０号）等に則り，適正に保管す
る。

清掃の実施

・定期清掃並びに収容棟，職業訓練棟及び工場以外のすべての施設敷地内の日常清掃(ゴキブリ
等害虫駆除含む）を実施する。
・庁舎及び管理棟内の清掃は，良好な環境衛生，美観の維持はもとより，建築仕上材や機材の健
全なる保全を図る。
・年度計画及び月ごとの清掃計画を作成し，刑事施設の長の承認を受ける。
・施設の運営に支障のないよう円滑に実施する。
・廃棄物は指定の方法により分別し，定められた収集場所に運ぶ。
・日常清掃，定期清掃のほか，来客時等の臨時清掃を実施する。
・清掃に必要な器具等を用意する。
（日常清掃）
・表面のほこり，ごみ，汚れ，シミ等を落とし，床，壁，天井，階段，窓ガラス，付帯施設等を常に清
潔な状態に保つ。
・トイレの衛生陶器類は適切な方法で清潔な状態に保つ。
・トイレットペーパー，消毒用品等衛生消耗品は常に補充されている状態にする。
・洗面台，間仕切り等付帯設備を汚れ，破損等のない状態に保つ。
・原則として１日１回はゴミの無い状態にする。
（定期清掃）
・仕上げに応じた適切な方法により，床，壁，天井，階段，窓ガラス及び付帯施設等を清潔な状態
に保つ。
・雨水桝，汚水桝，防水ドレン等は，破損，詰まりがない状態とし，適正な方法で清掃を行う。

差入れ



大項目 中項目 小項目 業務細目

会計 領置事務 領置物品の管理
入出所時の領置物品
の確認

入出所者の人定確認業務等に携わる国の職員が近隣に配置

　民間事業者が業務を実施する上で被収容者と接触する可能性のある業務は以下のとおりである。

被収容者と接触する可能性のある業務について

業務区分
民間事業者の安全確保の観点からの対応策
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委託費の減額について

１ 違約金

民間事業者の責めに帰すべき事由により，要求水準の内容を満たしていないと判断さ

れる場合又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合におい

て，下表の「対象となる事案」が発生したときは，民間事業者は，国に対し発生回数１

回ごとに違約金を支払う。国は，原則として当該事象が発生した四半期の委託費からこ

れを相殺し，減額した委託費を支払う。

なお，違約金が支払われる原因となった事実により，国に当該違約金の額を超える損

害が発生した場合には，当該違約金に加えて，民間事業者は当該損害を賠償する義務を

負う。

対象となる事案 違約金の算定方法

施設の保安に係る情報又は被収容者の個人情報の漏えい（ただし，悪 5％×四半期の委託費
意又は重大な過失によるものに限る。）

国への報告義務違反（ただし，悪意又は重大な過失により，違約金及 10％×四半期の委託費
び減額ポイントの対象となる事実を報告しなかった場合に限る。）

全部又は一部の業務の不履行（ただし，合理的な理由なく履行しなか 10％×四半期の委託費
った場合に限る。）

悪意により，上記の事実を発生させようとした場合 5％×四半期の委託費

２ 減額ポイントの蓄積に基づく減額

民間事業者の責めに帰すべき事由により，要求水準の内容を満たしていないと判断さ

れる場合又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合におい

て，（１）の事象が発生したときには，国は，減額ポイントを計上し，四半期ごとの蓄

積状況に応じて定められた減額率に基づき計算した金額を，当該四半期の委託費から減

額することとし，減額した委託費を支払う。

ただし，業務開始初年度において減額ポイントの対象となる事象が発生したときには，

減額はしない。

なお，減額ポイントが計上される事象により，国に委託費の減額を超える損害が発生

した場合には，当該委託費の減額に加えて，民間事業者は当該損害を国に賠償する義務

を負う。

（１）減額ポイントの対象となる主な事実

減額ポイントが計上される主な事実は次のとおりであるが，詳細は契約締結後に，

民間事業者の提案内容等を踏まえて決定する。

○ 要求水準又は業務実施要領に従って業務を遂行するよう国から指示を受けたにもか

かわらず，指示に従わないこと

別紙３
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○ 文書の紛失

○ 施設の保安に係る情報又は被収容者の個人情報の漏えい

○ 領置物の紛失

○ 交通事故の発生

○ 設備，機器の点検の懈怠，保守管理の不備等により，職員，被収容者，面会者等へ

の傷害事故の発生

（２）減額ポイントの積算

減額ポイントは，各事実が１回発生するごとに 10ポイントを上限として計上する。
なお，減額ポイントの計上は，四半期ごととし，翌四半期には持ち越さない。

（３）減額ポイントの支払額への反映

四半期ごとの減額ポイントの合計を計算し，その合計ポイントに応じて，下表の減

額率に基づき当該四半期の委託費を減額する。

四半期の減額ポイントの 委託費の減額率

合計（ｘ） （ｙ）

150以上 4％以上の減額（10ポイントにつき 0.8％の減額）
ｙ＝ 0.08×（ｘ－ 150）＋ 4

100～ 149 2％以上 4％未満の減額（10ポイントにつき 0.4％の減額）
ｙ＝ 0.04×（ｘ－ 100）＋ 2

50～ 99 １％以上 2％未満の減額（10ポイントにつき 0.2％の減額）
y＝ 0.02×（ｘ－ 50）＋１

0～ 49 0％（減額なし）

（４）減額ポイントの軽減措置

運営開始後一定期間にわたり，違約金の支払又は減額ポイントの蓄積による減額がない

場合には，国は，その翌月以降の毎月の減額ポイントについて，違約金の支払又は減額が

ない期間に応じて，下表のとおりに軽減することとする。ただし，この場合において，違

約金の支払が発生したとき又は軽減措置をとった上での減額ポイントの合計が１００ポイ

ント以上となった場合には，国は，当該軽減措置を取り消し，下表の「違約金の支払又は

減額がない期間」については，その翌月から改めて起算することとする。

違約金の支払又は
減額がない期間 軽減措置の内容 ＊ 左記軽減措置の適用期間

２４か月間連続 各月の合計点の９０％の点数 ２５か月～４８か月
を適用する

４８か月間連続 各月の合計点の８０％の点数 ４９か月～６０か月
を適用する。

６０か月間以上連続 各月の合計点の７０％の点数 ６１か月目以降

別紙３
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別紙３
を適用する。

＊ 小数点以下は切り捨てる。

また，事業者に刑務所施設の運営等において，以下のような顕著な功績等があった場合

には，国は，当該功績等の内容に応じて，各事実の発生１件につき最大１０ポイントの範

囲内で，減額ポイントを軽減できるものとする。

・要求水準等に定める範囲の事務について，特に優れた業務遂行により，刑務所施設の良

好な運営に寄与した場合。

・要求水準等に定める範囲を超える貢献により，刑務所施設の良好な運営に寄与した場合。

・その他の特段の事情がある場合。
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