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１．はじめに 

宇宙航空研究開発機構契約監視委員会（以下、当委員会という）は、

閣議決定（別紙１：「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」

平成２１年１１月１７日）に基づき、宇宙航空研究開発機構（以下、ＪＡＸＡ

という）における契約の点検及び見直しを行い、ＪＡＸＡ理事長に意見を

提出することを任務として、ＪＡＸＡに設置された委員会である。 

当委員会は、平成２１年１２月１０日に設置されて以降、９回にわたり、

ＪＡＸＡの契約制度および個別の契約案件について、審議を実施してき

た。（別紙３：審議の経過） 

本資料は、当委員会が行った点検及び見直しの概要並びにＪＡＸＡの

契約制度に関する評価と提言をまとめたものである。 

 

２．点検及び見直しの概要 

①２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募となっ

た契約並びに２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結された

複数年契約の点検結果について 

２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結され

た複数年契約について、ＪＡＸＡの自己点検結果を含め、点検を行った。 

その結果、JAXA が随意契約の適正性の審査のために作成している

「契約相手方提案書」について内容をより適切に記述すること、試験設

備の運用業務契約について仕様内容を明確化すること、H-IIB ロケット

の製造契約について公募でなく随意契約が適当（JAXA は自己点検結

果として、今後は公募するとしていた）との指摘を行い、今後改善するこ

とになった。 

②２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の点検結果に

ついて 

２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件について、ＪＡ

ＸＡの自己点検結果を含め、事前に点検を行った。 

契約件名及び契約相手方提案書の内容をより適切に記述すること、

入札・公募において仕様内容を適切に記述すること並びに入札参加資

格の拡大について指摘を行い、契約に反映された。 
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③２１年度上半期において締結した物品調達等に係る一般競争契約で

あって、落札率９０％以上、かつ、入札における応札者が二者以上であ

った契約の点検結果について 

総務省からの追加依頼に基づき、２１年度上半期において締結した

物品調達等に係る一般競争契約であって、落札率が９０％以上、かつ、

入札における応札者が二者以上であった契約について、ＪＡＸＡの自己

点検結果に基づき点検を行った。 

事務機器賃貸借において調達対象機種を指定した案件があり、改善

を求め、今後は、このような場合には、機種指定を行わないことになっ

た。 

３．ＪＡＸＡの契約制度に関する評価と提言 

（１）全般 

①ＪＡＸＡの契約制度について 

当委員会では、個別案件の点検を行う前に、ＪＡＸＡの業務、契約制

度、個別案件の審査手続き、随意契約及び一者応札・応募に対する改

善等について説明を受け、質疑を行った。これに加え、個別案件の点検

においても、契約制度等に及ぶ議論があった。これらのＪＡＸＡからの説

明と質疑応答及び個別案件の点検過程における評価を踏まえ、ＪＡＸＡ

の契約制度、個別案件の審査手続き、改善への取り組み等は基本的に

妥当なものと判断する。 

 ②随意契約及び一者応札・応募について 

ＪＡＸＡは、宇宙航空の研究開発を担う公的機関として、契約の競争

性・公平性・透明性の確保が求められると同時に、事業の確実な実施

やアウトソーシングによる効率化、研究開発を通じた宇宙航空産業の育

成が求められている。 

宇宙航空関係の調達案件では、開発品や、特殊な仕様の製品が多く、

特別な技術・設備・ノウハウを要するものが多いこと、市場規模が小さい

ことから、履行能力のある者が限定されている場合が多い。 

これらのことを考慮すれば、一定程度の割合で随意契約や一者応

札・応募となることは合理的であり、そのこと自体に問題はないと判断す

る。ただし、随意契約や一者応札・応募となる理由については、国民に

対してわかりやすく説明をする努力をして行くとともに、上記のように随
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意契約や一者応札・応募になることがどうしても避けられない契約以外

の契約についてはさらに徹底して競争化を進めていくことが必要であ

る。 

 ③「随意契約等見直し計画」について 

個々の契約について競争化が可能かどうかを検討し、その結果を計

画として制定した上、計画の実施状況を適時にフォローアップし、公表

するという進め方は基本的に妥当と判断する。 

当委員会では、現状のロケット打上げサービス契約については、随

意契約によることが適切と評価した。ＪＡＸＡにおいては、このロケット打

上げサービス契約の有無により、各年度における全体の随意契約の金

額が大きく変動するという特殊事情がある。したがって、今後、随意契約

割合の実績を評価するに当たっては、この特殊事情を考慮することが

適切と判断する。 

（２）個別改善提言 

①随意契約について 

ⅰ）調達方式及び随意契約理由の選定基準について 

個別案件の点検において、随意契約によるべきか、あるいは随意契

約事前確認公募（現在の参加者確認公募）とすべきか、調達方式の選

定基準が明確でないものが見受けられた。また、随意契約による場合、

随意契約によることができるとしている規程上の適用条項の選定につ

いても基準が明確でないケースがあった。 

今後は、随意契約及び参加者確認公募の選択、また、随意契約の

適用条項の選定について、より明確な基準を設けて、各担当者に周知

する等、適切に運用することが望ましい。 

ⅱ)契約相手方提案書の作成手続きについて 

ＪＡＸＡでは、随意契約等の契約相手方を選定するに当たり、調達要

求部署が「契約相手方提案書」という様式により、契約相手方、業務内

容、選定・指名理由を示し、これを審議及び承認する手続きを採用して

いるが、今回の点検においては、契約相手方提案書の記述内容が不

十分なものが見受けられた。今後は、契約相手方提案書が適切に作

成されるよう手続きを改善することが望ましい。  
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② 一者応札・応募について 

一部の案件において、一者応札・応募となった結果は不適切では無

いが、仕様内容、入札資格等に改善が望ましいものがあった。 

これまで、一者応札・応募となった案件について、ＪＡＸＡ内部の契約

審査委員会において事後報告を行う手続きとなっているが、入札回数

や落札率等の数値データの報告にとどまっている。 

そこで、今回の点検で用いた、仕様内容、参加資格等について不適

切なハードルが設けられていないかを確認するチェックシートを用いて、

各担当者が入札資料作成段階で自己チェックを行うこと、また、結果とし

て一者応札・応募となった案件については、契約審査委員会で当該チェ

ックシートを用いて審議することが望ましい。 

 

４．平成２２年度の契約監視委員会における審議の進め方について 

平成２１年度においては、閣議決定に基づき、対象となる契約すべて

について点検見直しを行った。平成２２年度以降の契約監視委員会に

おける審議の方法については、今後、政府の方針が示されることとなる

と思われるが、当委員会としては、ＪＡＸＡの契約制度や個別案件の審

査の手続きのチェック及び随意契約等見直し計画のフォローアップの確

認を主眼として、４半期に一回程度、数件をサンプル抽出して点検等を

行う方法が適切かつ効果的であると考える。 

また、今回提言した内容の実施状況については、２２年度の契約監

視委員会の中でフォローアップしていくこととしたい。 

 

 

以上 
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独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて

平成21年 11月 17日
閣 議 決 定

独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第
１項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）の契約については、原則
として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のな
い随意契約は含まない。以下同じ。）とすることとしているが、競争性のな
い随意契約に対する厳しい批判に加え、一般競争入札等に移行しても一者
応札・応募となっており、実質的な競争性が確保されていないのではない
かといった指摘も引き続き存在する。このため、競争性のない随意契約の
見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても真に競争
性が確保されているか、以下の取組を行うことにより、点検、見直しを行
うこととする。

１．点検・見直しを行うに当たっての主な観点
独立行政法人の契約について厳格に見直しが行われるよう、各独立行

政法人及び各府省は、以下の観点等により点検し、見直しを行う。
(1) 競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約事由
が妥当であるか、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当となって
いるか。

(2) 競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を予定してい
るものの前倒しが検討できないか。

(3) 契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保さ
れているといえるか（一者応札・応募となっている案件については、
一者応札・応募の改善方策が適当か、国や他の法人の取組も参考に更
に検証する。特に、仕様書の内容など具体的な条件の設定については、
真に競争性を確保する観点から具体的かつゼロベースで検証を行う。）。
（注） 一者応札・応募の改善に向け、例えば、以下のような観点か

ら十分な改善が行われているかを検証する。
○ 仕様書内容の見直し
○ 入札参加要件の緩和
○ 公告期間の十分な確保
○ 業務等準備期間の確保
○ 契約情報提供の充実
○ 電子入札システムの導入
○ 一者応札・一者応募案件の事後点検体制の整備
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２．点検・監視体制と作業の手順
(1) 各独立行政法人における監視体制の整備と点検及び見直し

主務大臣は、各独立行政法人に対し、監事及び外部有識者によって
構成する「契約監視委員会」を設置し、上記１．の観点に沿って契約
の点検及び見直しを行い、その結果を主務省に提出するよう要請する。
その際、「契約監視委員会」を構成する外部有識者を各独立行政法人が
指名するにあたっては主務大臣の了解を得ることとし、また、「契約監
視委員会」の審議概要を公表するよう要請する。

(2) 主務大臣による点検
主務大臣は、各独立行政法人の「契約監視委員会」で行われた点検

及び見直しの結果について点検を行う。また、主務大臣はその点検結
果を反映した見直しを行うよう各独立行政法人に要請する。

(3) 主務大臣から総務大臣への報告
主務大臣は、主務大臣による点検結果を反映した各独立行政法人に

おける点検及び見直しの結果を総務大臣に報告する。各府省及び各法
人は、総務大臣に報告した結果をウェブサイトに公表することとし、
総務省はそれらを取りまとめ、公表する。

３．点検対象とスケジュール
(1) 計画的に独立行政法人の随意契約の見直しを行っていくため、主務
大臣及び各法人は、20年度に締結した競争性のない随意契約及び一者
応札・応募となった契約について、上記１．の観点に沿って点検、見
直しを行い、各法人は新たな随意契約等見直し計画を策定する。また、
20 年度末時点で継続している 19 年度以前に締結された複数年契約に
ついても同様の点検、見直しを行う。各府省及び各法人はこれらの結
果を22年４月末目途に公表する。

(2) ３．(1)の作業と同時に、今回の点検、見直しの趣旨を速やかに反
映するため、主務大臣及び各法人は、21年度末までに契約締結が予定
されている調達案件についても、真に競争性を確保できるよう、新規
案件を含めて１．の観点に沿って事前に点検し、各法人は点検結果を
受けて見直しを行う。各府省及び各法人はその結果を22年４月末目途
に公表する。

４．フォローアップ
主務大臣及び各法人（契約監視委員会）は、上記点検、見直し後にお

いても、各法人において締結された契約についての改善状況をフォロー
アップし、毎年公表する。総務省は、その結果を取りまとめ、公表する。
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別紙２ 

 

契約監視委員会 構成員 

 

（委員長） 小森 幹夫  新日本有限責任監査法人 

シニアパートナー 公認会計士     

 

角南 篤   政策研究大学院大学 准教授       

 

四元 弘子  森・濱田松本法律事務所 弁護士     

 

黒川 繁夫  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事   

 

滝澤 悦貞  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事  
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別紙３ 

審議の経過 

 

 開催日 主な議題 

第１回 平成２１年１２月２２日 ・点検、見直しの進め方について 

第２回 平成２２年１月１９日 ・２０年度締結した競争性のない随意契約

及び一者応札・応募となった契約並び

に２０年度末時点で継続している１９年

度以前に締結された複数年契約の点検

第３回 平成２２年１月２８日 ・２０年度締結した競争性のない随意契約

及び一者応札・応募となった契約並び

に 20 年度末時点で継続している１９年

度以前に締結された複数年契約の点検

・契約監視委員会答申（その１）の審議 

第４回 平成２２年２月９日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

第５回 平成２２年２月１２日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

第６回 平成２２年２月１７日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

第７回 平成２２年３月２日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

・２１年度上半期において締結した物品調

達等に係る一般競争契約であって、落

札率９０％以上、かつ、入札における応

札者が二者以上であった契約の点検 

第８回 平成２２年３月２３日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

・契約監視委員会答申（その２）の審議 

・「ＪＡＸＡの契約制度に関する評価と提言

（案）」の審議 

第９回 平成２２年４月１２日 ・２１年度末までに契約締結が予定されて

いる調達案件の事前点検 

・契約監視委員会答申（その３）の審議 

・「平成２１年度契約監視委員会活動のま

とめ（案）」の審議 
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別紙４ 

（１／９） 

契約監視委員会（第１回）議事要旨 

 

１．日時：平成２１年１２月２２日（火）１３：００－１５：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、角南委員、四元委員、黒川委員、滝澤委員 

 

４．審議概要 

（１） 委員会の設置、委員長の互選について 

・委員会の設置規程について事務局から説明された。委員長として小森

委員、委員長代理として黒川委員が互選された。 

 

（２） ＪＡＸＡの事業概要、契約制度、監事監査、内部監査、独立行政法人評

価委員会の評価結果について事務局及び契約部から説明された。 

 

（３） 委員会の審議の進め方について 

①平成２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに平成２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結

された複数年契約の審議の進め方が議論の上、了承された。 

②平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件については、

上記①の点検結果を反映するため、上記①の点検が終了してから、点検

を行うことになった。 

 

以上 
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（２／９） 

  

契約監視委員会（第２回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年１月１９日（火）１０：００～１７：３０ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、角南委員、四元委員、黒川委員、滝澤委員 

 

４．審議概要 

（１）議事要旨（案）の確認 

   第１回議事要旨（案）が了承された。 

 

（２）ＪＡＸＡの契約について（追加説明） 

   ＪＡＸＡ契約制度等について、契約部から追加説明された。 

  

（３）平成２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに平成２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結さ

れた複数年契約の点検が行われた。 

  

 

（４）平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検に

ついて 

  点検の進め方が議論され了承された。 

 

（５）その他 

   今後、ＪＡＸＡの契約制度および評価を委員会としてまとめることとな

った。 

 

以上 
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（３／９） 

契約監視委員会（第３回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年１月２８日（木）１３：３０～１５：３０ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、黒川委員、滝澤委員 

（角南委員、四元委員は持ち回り審議で了承。） 

 

４．審議概要 

（１）平成２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに平成２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結さ

れた複数年契約の点検が行われた。 

 

（２）文部科学省提出様式の確認 

   平成２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに平成２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結さ

れた複数年契約の点検結果について、ＪＡＸＡが１月２９日に文部科学省

に提出する内容の確認が行われた。 

 

（３）契約監視委員会答申（その１）（案）について 

   平成２０年度に締結した競争性のない随意契約及び一者応札・応募とな

った契約並びに平成２０年度末時点で継続している１９年度以前に締結さ

れた複数年契約の点検結果を理事長へ答申する「契約監視委員会答申（そ

の１）（案）」について議論され、了承された。 

 

 

以上 
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（４／９） 

契約監視委員会（第４回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年２月９日（金）１３：３０～１５：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、黒川委員、滝澤委員 

（角南委員、四元委員は持ち回り審議で了承。） 

 

４．審議概要 

平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が行わ

れた。 

       

以上 
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（５／９） 

契約監視委員会（第５回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年２月１２日（金）１０：３０～１２：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、黒川委員、滝澤委員 

（角南委員、四元委員は持ち回り審議で了承。） 

 

４．審議概要 

平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が行わ

れた。 

       

以上 
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（６／９） 

契約監視委員会（第６回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年２月１７日（金）１７：００～１９：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、黒川委員、滝澤委員 

（角南委員、四元委員は持ち回り審議で了承。） 

 

４．審議概要 

平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が行わ

れた。 

       

以上 
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（７／９） 

契約監視委員会（第７回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年３月２日（火）１０：００～１７：３０ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、角南委員、四元委員、黒川委員、滝澤委員、 

 

４．審議概要 

（１）議事要旨（案）の確認 

   第２回から第６回までの議事要旨（案）が了承された。 

 

（２）実質的な競争性確保の点検 

平成２１年度上半期において（４月～９月）、締結した物品調達等に係る

一般競争契約であって、落札率が９０％以上、かつ、入札における応札者が

二者以上であった契約について、ＪＡＸＡの自己点検結果に基づき、点検が

行われた。 

 

（３）平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が

行われた。 

 

 

以上 
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（８／９） 

契約監視委員会（第８回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年３月２３日（火）１３：００～１７：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、角南委員、四元委員、黒川委員、滝澤委員、 

 

４．審議概要 

（１）議事要旨（案）の確認 

   第７回議事要旨（案）が了承された。 

 

（２）平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が

行われた。 

 

（３）ＪＡＸＡの契約制度に関する評価と提言（案）について 

   ＪＡＸＡの契約制度に関する評価と提言（案）の概要が議論され、意見

等を３月末までに提出することとされた。 

 

（４）契約監視委員会答申（その２）（案）について 

  「契約監視委員会答申（その２）（案）」について議論され、了承された。 

 

以上 

17



（９／９） 

契約監視委員会（第９回）議事要旨 

 

１．日時：平成２２年４月１２日（月）１５：００～１７：００ 

 

２．場所：宇宙航空研究開発機構 東京事務所 

 

３．出席者：小森委員長、角南委員、四元委員、黒川委員、滝澤委員、 

 

４．審議概要 

（１）議事要旨（案）の確認 

   第８回議事要旨（案）が了承された。 

 

（２）平成２１年度末までに契約締結が予定されている調達案件の事前点検が

行われた。 

 

（３）契約監視委員会答申（その３）（案）について 

   契約監視委員会答申（その３）（案）について議論され、了承された。 

 

（４）平成２１年度契約監視委員会活動のまとめ（案）について 

   「平成２１年度契約監視委員会活動のまとめ（案）」のうち、点検と見直

しの概要を除いた部分について議論され、大筋了承された。本資料につい

ては、委員長がとりまとめ、各委員には持ち回り審議で了承を得ることに

なった。 

 

以上 
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