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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２３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２３年度当委員会としての取り組み 

 

平成２３年度においては、当委員会を３回開催し、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、

対象となる契約について点検及び見直しを行った。 

 

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２３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２３年度は２０．３％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２３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２３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。 

なお、ＪＡＸＡでは、複数年度にわたり研究開発を継続して行うこと

に伴い、複数年度にわたって契約を締結するというものがあった。こ
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の複数年度にわたる契約について、個別の案件の妥当性のみなら

ず、複数年度にわたる契約の適切性をどのように点検すべきかの検

討を行った。 

検討の結果、複数年度にわたる契約については、原則として契約

当初に点検に付すこと、点検範囲は競争に付した全期間とすることと

し、JAXA に、この考えに沿った対応を要請した。 

 

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、ＪＡＸＡの技術提案方式がベストプラクティスと認め

られ、推進するよう政府文書（「研究開発事業に係る調達の在り方につ

いて」平成 23 年 12 月 2 日内閣官房）に記載される方向であることは結

構であるとの意見が出された。 

 

４．平成２４年度の当委員会における審議の進め方について 

平成２４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、引き続き契約の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基づき

審議を進めていくこととする。 

以上  
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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         

 

 

大木 一夫  エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役         

 

 

堀田 佳文  千葉大学法経学部法学科 講師            

 

 

黒川 繁夫  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事   平成２３年９月３０日退任 

 

 

城野 宜臣  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事   平成２３年１０月１日就任 

 

 

秋山 深雪  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 監事    

    別紙１ 
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審議の経過 

 

 開催日 主な議題 

第１回 平成２３年８月２９日 ・平成２２年度第３回契約監視委員会の 

フォローアップ 

・入札等チェックシートの様式の見直し 

・２３年度第 1 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 

第２回 平成２３年１２月２日 ・第 1 回契約監視委員会のフォローアップ

・２３年度第２四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 

第３回 平成２４年５月２５日 ・第２回契約監視委員会のフォローアップ 

・２３年度第３・４四半期に新規に締結した

契約の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２ 
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別紙３  

（１／３） 

平成２３年度第１回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２３年８月２９日（月）１０：００～１１：４５ 

 

２． 場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０３、４０４会議室 

 

３． 出席者 

小森委員長、大久保委員、堀田委員、黒川委員、秋山委員 

 

４． 審議概要 

（１） 契約監視委員会審議案件のサンプリング抽出数について（報告） 

 JAXA の随意契約及び一者応札・応募となった契約を委員会が点検を行

う際の点検案件の抽出数、全契約に対する抽出割合、JAXA の内部統制の

状況等が報告され、了承された。 

 

（２） 平成２２年度第３回契約監視委員会のフォローアップ 

・平成２２年度第３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、入札における再入札回数を規定している内部規

則をより明確にすることとして、了承された。 

 

（３）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 23 度第１四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。 

◇シリーズ化された衛星等の調達において、どのように又どの段階

で競争性を確保していくか、方向性、考え方を説明すること。 

 

なお、委員長が除斥対象となる点検案件 1件で、審議から外れた。 

 

（４）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。 
以上 
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（２／３） 
平成２３年度第２回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２３年１２月２日（金）１０：００～１２：００ 

 

２． 場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０２、４０３、４０４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、城野委員、秋山委員 

 

４． 審議概要 

（１）平成２３年度第１回契約監視委員会のフォローアップ 

・第 1 回契約監視委員会議事要旨（案）について事務局より報告し了承

された。 

・第１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、シリーズ化された衛星調達（システム開発）について、２号

機以降の概念検討を契約して実施するときには競争的手法を導入する

こととして、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 23 度第２四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。 

◇複数年度にわたる契約について、契約監視委員会で行う点検の時

期、対象範囲を検討し、報告すること。 

 

なお、委員長が除斥対象となる点検案件 1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。 
委員より「研究開発事業に係る調達の在り方」について、JAXA の技

術提案方式がベストプラクティスと認められ、推進されるよう政府文

書に記載される方向であることは結構であるとの意見が出された。 
    また、技術提案方式は先端的研究開発事業にとっては良い方式である、

技術提案方式は調達側に、技術点の評価力と技術と価格のバランスを

判断する能力が無いと実施が難しい等の議論があった。 
以上 
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（３／３） 
平成２３年度第３回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２４年５月２５日（金）９：３０～１２：１５ 

 

２． 場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０２、４０３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、城野委員、秋山委員 

 

４． 審議概要 

（１）平成２３年度第２回契約監視委員会のフォローアップ 

・第２回契約監視委員会議事要旨（案）について事務局より報告し了承

された。 

・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事務局から説

明され、複数年度にわたる契約については、今後、原則として契約当

初に点検に付すること、点検範囲は競争に付した期間等とすることと

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 23 度第２四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。 

◇一者応札の 2 件について、それぞれ、仕様書を受領し応札しなか

った企業にヒアリングを行うこと。また、仕様書を受領しなかった

が候補と考えられる企業に工事実施の可能性を聞き報告すること。 

 

（３）その他 

・契約部から三菱電機株式会社による過大請求について、これまでの経

緯とＪＡＸＡの調査の現状について報告された。 
以上 
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