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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（「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」平成２

１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、ＪＡＸＡの契約制度及

び個別の契約案件について、点検及び見直しを行っている。 

本資料は、平成２２年度に当委員会が行った点検及び見直しの概要

をまとめたものである。 

 

２．平成２２年度当委員会としての取り組み 

 

平成２２年度においては、平成２２年７月に通知された文部科学省大

臣官房長通知（別紙１）に基づき、民間企業の購買・調達部門の経験者

を委員に選任するとともに、引き続き契約適正化のフォローアップに取り

組んだ。また開催した契約監視委員会では、２１年度の当委員会の提

言を踏まえ、対象となる契約について点検見直しを行った。 

 

３．点検及び見直しの概要 

（１）随意契約等見直し計画の実施状況について 

随意契約等見直し計画の実施状況のフォローアップの一環として、

平成２２年度の随意契約割合の実績について点検を行った。当委員会

の提言を踏まえた集計の結果、平成２２年度は１９．４％と、見直し計画

上の目標値（３７．３％）を下回っており、問題ないと判断する。 

（２）平成２２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

となった契約の点検結果について 

①随意契約 

平成２２年度に締結した競争性のない随意契約について、全対象

案件の中から、契約額の高い契約を中心に委員会として対象を選定

し、その契約内容の妥当性等について、点検を行った。 

点検した結果、問題となるような契約はなかった。 
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但し、平成２２年度より公募に移行することとなっていた契約で、緊急

を要したために随意契約を行った契約があった。個別の案件としては

問題ないが、点検結果と異なった場合にはどのように手続きを行うこ

とがよいのかを検討するよう要請した。 

これに対して、競争性の低い契約方式とする場合には、契約審査委

員会の審査を受けることとする旨の回答（別添１）があり、当委員会と

して妥当と判断した。 

②一者応札・一者応募 

一者応札・一者応募についても全対象案件の中から、契約額の高

い契約を中心に委員会として対象を選定し、その契約手続き、仕様書

等の適正性を評価したが、問題のある契約はなかった。 

（３）政府からの要請事項へのＪＡＸＡの対応状況に関する当委員会とし

ての意見 

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成 22 年 7 月

文科省大臣官房長通知）」に基づき、公益法人等との競争性のない随

意契約で再委託率５０％以上の契約、随意契約を継続する場合の費用

低減の取組み状況、一者応札・応募理由の事後点検等についてＪＡＸＡ

の取り組み状況を点検した結果問題となるものはなかった。 

また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年

12 月 7 日閣議決定）」に基づく研究開発調達にかかるベストプラクティス

の検討については、政府部内での検討が震災の影響で遅れていること

から、ＪＡＸＡとして当初予定の時期に結論や方向性を当委員会に報告

できなかったことはやむを得ないと考える。今後の状況については、引

き続き平成２３年度の委員会で報告を受け、審議していくこととしたい。 

 

４．当委員会の昨年度の提言を踏まえた、ＪＡＸＡの契約状況の点検・見

直し 

 

（１）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。 

   平成２２年度より、随意契約の適用を申請する「契約相手方提案書」

を原局の責任者が確実にチェックするよう様式を改めるとともに、各契

約課長による審査を徹底したとの報告を受けた。平成２２年度の当委

員会で点検した契約案件では、随意契約の適用に問題となるものはな
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かった。 

また、基準の明確化については、「独立行政法人の事務・事業の見

直しの基本方針（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）」において、研究開発

事業に係る調達について、他の研究機関と協力してベストプラクティス

を抽出することとされたため、ＪＡＸＡとしては、その中で検討を進め方

向性または結論を適宜当委員会に報告するとの提案があったので、こ

れを了承した。 

 

（２）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。 

   平成２２年度より、契約相手方提案書の作成手続きにおいて、原局

における確認を確実に行えるよう手続きを改正（別添２）したと報告が

あり当委員会として妥当と判断した。 

 

（３）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。 

   平成２２年度より、競争契約（入札、技術提案方式、企画競争）の公

告前に、契約担当者がチェックシート（別添３）により競争を妨げる要因

がないか自己点検を行うこと、また結果として一者応札・応募となった

場合、契約審査委員会で当該チェックシートを用いて事後点検を行うと

の報告があり当委員会として妥当と判断した。 

 

５．平成２３年度の当委員会における審議の進め方について 

平成２３年度以降の当委員会における審議の方法については、今後

も、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

程度開催するとともに、契約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。 

ただし、今後、政府から新たな方針が示されればその方針に従い審

議を進めていくこととする。 

以上  
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別添１随意契約等見直し計画における見直し結果の

履行状況の確認手続き
 

（アクション回答）

【対象契約】
「随意契約等見直し計画」において見直し対象となった契約（随意契約1,774件及

 び一者応札応募1,425件）。

【具体的確認方法】
（１）発議部署はイントラネット上の当該契約一覧表により、見直し結果（調達方

 式）を確認し、これに沿って発議する。
（２）契約部は伝票受領時に同様の確認をする。
（３）見直し結果よりも競争性の低い調達方式※とせざるをえない場合には、契約

 審査委員会の審査を受ける。なお、技術評価専門部会での審議案件の場合には、

 評価基準の審査時に同時に審査する。
※調達方式別の競争性の高低は以下の順番のとおり：

①競争入札（価格評価方式）・競争入札（総合評価方式）、②技術提案方式・企画競争、③参加者確認

 公募、④随意契約
なお、各調達方式について、指名による場合は一般公募によるよりも競争性が低いものと扱う。

【適用開始時期】
平成２３年２月１日（火）
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契約相手方提案書の作成手続
 

別添２

開始（決裁済予算実施請求書の契約部への回付後）

部長等に確認

案文作成

NG

OK
契約担当にメール送付

 

（CC:部長

 
等）

契約課長
YESOK

OK

NG

終了（契約担当への回付）

NO

契約審査委員会に

 
諮る額

発
議
部
署
で
の
確
認

契
約
部
で
の
審
査

契約審査委員会

NG

OK

・部長等の確認

 を追加

・部長等へのメール

 送付を追加
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公告期間 日間

履行期間 日間

入札（落札）日
仕様書

受領者数
社

No.
ﾁｪｯｸ欄

（○,×,─）

1

2

3

4

発注
ロット

発注
範囲

準備期間 日間

7

8

注） １．調達内容及び調達方法は、該当する項目を○で囲むこと。

２．チェック項目に該当しない場合は、判定欄は「─」とすること。

３．公告期間は、公告日から入札（技術提案を求める場合は提案書提出日）の前日までの日数（暦日）を記入すること。

　　規程に基づき短縮した場合は、判定は「○」としたうえで、短縮した理由を備考欄に記載すること。

 　　なお、運用上、１０業務日（技術提案を求める場合は２０業務日）以上の公告期間を確保することを奨励しているが、

　　確保できなかった場合は、判定は「○」としたうえで、確保できなかった理由を備考欄に記載すること。

４．履行期間は、契約予定日から納入日までの日数（暦日）を記入すること。

５．引継ぎを要する業務の場合、備考欄に準備期間（業者決定日から契約日までの日数（暦日））を記入すること。

６．結果として一者応札・応募となった場合、灰色の欄に追記し、契約審査委員会に報告すること。

７．総合評価欄は、全般的に判断して適切な入札等であったか否かを、担当契約課長が記入する。

平成　　年　　月　　日

競争参加条件

仕様書及び配布した入札等関係資料において、新規参
入業者が競争に参加できるよう業務内容等が明確に
なっているか。他業者が参加できないような特殊な作業
内容、前提条件等が付されていないか。

仕様書の内容

6 準備期間
（継続業務で引継ぎが必要なものの場合）
新規参入業者が引継ぎを行うために必要十分な期間が
確保されているか。

（複数の業務を発注している場合）
理由なく、多岐にわたる業務をまとめたことで、他の業者
の参入を難しくしていないか。

5

総合評価

契約担当課長名

（製作等一定の履行期間が必要なものの場合）
新規参入業者が応札しようとした場合に、契約日から納
入日までの期間は十分確保されているか。

履行期間

予定価格
（参考見積書を予定価格算定の根拠とした場合）
他の算定材料（市場価格、取引実例価格等）との比較検
討をするように努めたか。

入札等の適正性チェックシート

（調達物件について機種指定した場合）
相当品では問題があることを説明できるか。

調達物件

備考（理由等）

平成　　年　　月　　日

チェック内容

公告日

調達内容

発注単位

一般、 指名

　　物品、　役務、　労働者派遣、　コンピュータ調達、　工事、　その他（　　　　　　　　　　　　）

件名

（物品調達等で複数ロットの発注を行う場合）
必要以上に発注単位が大きく、中小企業者等の参入を
妨げていないか。

チェック項目

資格、業務実績等の競争参加条件は、当該業務を履行
する上で、必要不可欠なものであるか。※競争参加資格
の設定が適切かどうかを含む。

公告期間
規程に基づいた公告期間（１０日間。急を要する場合は５
日間）が確保されているか。

調達方法 競争入札（価格評価方式）、競争入札（総合評価方式）、技術提案方式、企画競争

入札等管理番号

7

11687
タイプライターテキスト
別添３
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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     

 

 

大久保 涼  長島・大野・常松法律事務所 弁護士        平成２２年１２月６日就任 

 

 

大木 一夫  エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役        平成２２年１２月２日就任 

 

 

堀田 佳文  千葉大学法経学部法学科 講師           平成２３年５月１日就任 

 

 

黒川 繁夫  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事   

 

 

秋山 深雪  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事   平成２２年１０月１日就任 
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別紙３ 

審議の経過 

 

 開催日 主な議題 

第１回 平成２２年１２月２０日 ・委員会運営の基本事項の確認 

・２２年度の委員会の審議の進め方 

・２１年度の委員会提言事項のフォローア

ップ 

・２２年度第 1・２四半期に新規に締結した

契約の点検 

第２回 平成２３年２月２８日 ・第 1 回契約監視委員会のフォローアップ

・２２年度第３四半期に新規に締結した契

約の点検 

・調達方法・コスト削減方策に係る検討状

況 

第３回 平成２３年５月２３日 ・第２回契約監視委員会のフォローアップ 

・２２年度第４四半期に新規に締結した契

約の点検 

・政府からの要請事項への対応状況 
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                               別紙４       

                               （１／３） 

平成２２年度第 1回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２２年１２月２０日（月）１３：００～１５：００ 

 

２． 場所：東京サピアタワー 402-B 会議室 

 

３． 出席者 

小森委員長、大久保委員、黒川委員、秋山委員 

 

４． 審議概要 

（１） 委員会運営に係る基本事項の確認 

・委員の交代について紹介があった。 

・新たな政府の要請に対応して、委員会の設置規程の一部改正について

事務局から説明され、基本事項の確認が行われた。 

（２） 委員会の審議の進め方について 

・平成 22 年度における審議の進め方、点検対象案件の抽出基準、点検方

法について審議され、了承された。 

（３）21 年度の委員会提言事項のフォローアップ 

   ・対応状況について契約部から説明され、了承された。 

（４）随意契約等見直し計画の実施状況のフォローアップ 

  ①随意契約等見直し計画の実施状況について契約部から説明された。 

②平成 22 年度第 1・2 四半期に新規に締結した契約の点検が行われ、委員

からの下記指摘について次回委員会にて契約部から説明することとなっ

た。 

・平成 21 年度の契約監視委員会において随意契約から競争に移行するこ

ととした点検結果と異なる契約が行われていた案件について、このよ

うな契約に対してその妥当性等の社内判断を行う仕組み等について説

明すること。22 年度において同様の契約が他にあるか調査すること。 

・一般競争入札案件については、落札率と予定価格との比較ができるよ

うな資料を用意すること。 

なお、委員長が除斥対象になる点検案件１件で、審議から外れた。 
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                               （２／３） 

平成２２年度第２回契約監視委員会議事要旨 

 

１．日時：平成２２年２月２８日（月）１０：００～１２：００ 

 

２．場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０２会議室 

 

３．出席者 

小森委員長、大木委員、大久保委員、黒川委員、秋山委員 

 

４．審議概要 

（３） 第１回契約監視委員会のフォローアップ 

・第１回契約監視委員会での要処置事項について契約部から説明され、

下記を除き了承された。 

(ア) 契約監視委員会点検結果と異なる契約があったかどうかの調査

結果について、一部未確認期間分について次回委員会にて報告する。 

・第１回契約監視委員会の議事要旨（案）が了承された。 

（２）随意契約等見直し計画の実施状況のフォローアップ 

・平成 22 年度第３四半期に新規に締結した随意契約及び一者応札案件に

ついて点検が行われ、委員からの下記指摘について次回委員会にて契

約部から説明することとなった。 

◇ 契約審査委員会において、複数年度にわたる契約をどのように審

査し、年度ごとの個々の契約をどのように行っているかを次回の委

員会で整理し説明すること。 

（３）調達方法・コスト削減方策に係る検討状況について 

・独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（閣議決定）と公共サ

ービス改革基本方針（閣議決定）に基づく、国における検討状況及び

機構における検討状況が報告された。 
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                               （３／３） 

平成２２年度第３回契約監視委員会議事要旨 

 

１．日時：平成２３年５月２３日（月）１３：３０～１５：３０ 

 

２．場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０１、４０２会議室 

 

３．出席者 

小森委員長、大木委員、大久保委員、堀田委員、黒川委員、秋山委員 

 

４．審議概要 

（１）第２回契約監視委員会のフォローアップ 

・第２回契約監視委員会でのアクションアイテムについて契約部から説

明され、了承された。 

・第１回契約監視委員会の議事要旨（案）が了承された。 

（２）随意契約等見直し計画の実施状況のフォローアップ 

・平成 22 年度第４四半期に新規に締結した随意契約及び一者応札応募案

件について点検が行われ、委員からの下記指摘について次回委員会に

て契約部から説明することとなった。 

◇入札における再度入札の回数に関する内部規則の運用について、平 

成２３年度の第 1回委員会で整理して説明すること。 

なお、委員長が除斥対象となる点検案件２件で、審議から外れた。 

（３）政府からの要請事項への対応状況について 

・独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（閣議決定）等政府か

らの要請事項に関して、国における検討状況及び機構における検討状

況が報告された。 
（４）その他 

・６月上旬に委員長から理事長への答申を行う予定が了承された。 
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