
 

 

 

 

 

 
 

 

 

平成２４年度 

宇宙航空研究開発機構 契約監視委員会 

活動のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年６月 

 

宇宙航空研究開発機構 

契約監視委員会 

 

 

 



- 1 - 
 

 

 

目次 

 

 

 
１．はじめに ............................................................................................................................ 2 

２．平成２４年度当委員会としての取り組み .............................................................................. 2 

３．点検及び見直しの概要 ...................................................................................................... 2 

（１）随意契約等見直し計画の実施状況について ..................................................................... 2 

（２）２４年度に実施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 ............................................................................................................................ 2 

②一者応札・応募 ................................................................................................................... 3 

（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 ...................... 3 

４．平成２５年度の当委員会における審議の進め方について .................................................... 3  

 

 

  

別紙１：契約監視委員会構成員  

別紙２：審議の経過  

別紙３：議事要旨 

 

 



- 2 - 
 

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２４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２４年度当委員会としての取り組み 

 

平成２４年度においては、当委員会を４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２４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では、平成２４年度は４０．

０％と、見直し計画上の目標値（３７．３％）を上回ったが、三菱電機の過

大請求事案に伴い、同社を指名停止したことに伴うものであり、この影

響を除くと約２０％であるとの説明があった。 

当委員会は、本件は、２４年度の一時的な状況に留まるものと考えて、

問題ないものと判断する。 

（２）平成２４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２４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
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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。 

 

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。 

なお、競争の可能性を拡大するため、仕様書における作業要求な

どについて、必要とする機能・性能等をさらに一般的な表現に工夫し、

今後の競争入札を行うように要請を行った。 

 

（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、政府から平成２４年９月に、２か年度連続して一者応札・応募と

なった案件について「一者応札・応募等事案フォローアップ票」を作成し

て公表するとの要請があった。当委員会においては、委員会で点検した

案件について、意見を附記して、取組状況を公表することとした。 

さらに、一者応札・応募の比率が減少していない状況に鑑み、改善に

向けた取り組みを継続していくこととした。 

 

４．平成２５年度の当委員会における審議の進め方について 

平成２５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  一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 専務理事  

 

 

堀田 佳文  千葉大学法経学部法学科 講師            

 

 

城野 宜臣  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    

    別紙１ 
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審議の経過 

 

 開催日 主な議題 

第１回 平成２４年９月３日 ・平成２３年度第３回契約監視委員会の 

フォローアップ 

・平成２４度第 1 四半期に新規に締結した

契約の点検 

・平成 22 年度、23 年度の 2 か年連続して

一者応札となった契約案件について 

 

第２回 平成２４年１２月６日 ・第 1 回契約監視委員会のフォローアップ

・平成２４年度第２四半期に新規に締結し

た契約の点検 

・一者応札・応募等事案フォローアップ票

の公表について 

 

第３回 平成２５年３月４日 ・第２回契約監視委員会のフォローアップ 

・平成２４年度第３四半期に新規に締結し

た契約の点検 

 

第４回 

 

平成２５年５月２７日 

 

・第３回契約監視委員会のフォローアップ 

・研究費不正事案について 

・平成２４年度第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 

 

（１／４） 

平成２４年度第１回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２４年９月３日（月）１４：００～１６：００ 

 

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３回契約監視委員会のフォローアップ 

・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報告

され、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２４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、契約額の高い契約を中心に選定し契約の妥当性等の点検が行

われた。問題となる契約はなかった。 

 

（３）平成 23 年度・22 年度の 2か年連続して一者応札となった契約案件について 

・事務局より説明があった。 
 

（４）今後の契約案件の検討の進め方について 
・委員の間で意見交換を行った結果、2 か年連続して一者応札となった案件

について、すべての案件を点検することは時間的制約があり難しいと思

われるため、契約金額が大きいもの及び一般的な機器や作業の調達であ

る案件を中心として点検することとされた。 
・次回以降の委員会では、上記に加えて、引き続き、随意契約の点検を行

うこと及び関係法人との契約案件の点検を行うこととされた。 
・また、一者応札の比率が 2 年連続して上がってきており、契約部で比率

を下げる方策を検討し次回の委員会に報告することとされた。 
 

以上 
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（２／４） 
平成２４年度第２回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２４年１２月６日（木）１０：００～１２：００ 

 

２． 場所：ＪＡＸＡ東京事務所 ４階 ４０１、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 

（２） 平成２４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報告

され、一者応札に関するアンケート調査を行う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２４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、契約金額が大きいもの及び一般的な機器や作業の調達であ

る案件について選定し、契約の妥当性等の点検が行われた。問題となる

契約はなかった。 

 

（３）政府からの要請事項の対応について 
・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」における政府からの

要請事項、一者応札・応募等事案フォローアップ票の公表について、事

務局より説明があり、2 か年度連続して一者応札となった案件のうち本

委員会で点検を行った案件について公表することとし、了承された。 
なお、第１回で点検が行われた案件についても、一者応札・応募等事案フ

ォローアップ票を作成し公表することとなった。 
 

以上 



- 8 - 
 

（３／４） 
平成２４年度第３回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２５年３月４日（月）１３：３０～１５：３０ 

 

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、城野委員、秋山委員 

 

４． 審議概要 

（３） 平成２４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。 

・政府からの要請事項である「一者応札・応募等事案フォローアップ票」

の公表について、今回作成された第１・第２四半期分について契約部よ

り説明があり、過去の審議のコメントを踏まえたフォローアップ票を改

めて作成し、各委員に送付・確認了解を取ったのち、公表することとな

った。 

 

（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２４度第３四半期に新規に締結した随意契約及び一者応札・応募案

件並びに２か年度連続して一者応札・応募となった案件について、契約

金額が大きいもの及び一般的な機器や作業の調達である案件について選

定し、契約の妥当性等の点検が行われた。問題となる契約はなかった。 

 

 なお、委員より、競争可能性を拡大するため、仕様書における作業要求

などについて必要とする機能・性能等を更に一般的な表現に工夫するよ

う、また、参加者確認公募により行われた調達契約について、一般競争

入札の手続きに切り替えることを検討するよう意見があった。 

 
 

以上 
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（４／４） 
平成２４年度第４回契約監視委員会議事要旨 

 

１． 日時：平成２５年５月２７日（月）１３：３０～１５：３０ 

 

２． 場所：ＪＡＸＡ東京事務所 地下階 B101、B102、B103 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 

（４） 平成２４年度第３回契約監視委員会のフォローアップ 

・第３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。 

 

（２）研究費不正事案について 

   ・当機構職員が詐欺容疑で逮捕された件に関し、契約部長より報告があっ

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２４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

件並びに２か年度連続して一者応札・応募となった案件について、契約

金額が大きいもの及び一般的な機器や作業の調達である案件について選

定し、契約の妥当性等の点検が行われたが、特に問題となる契約はなか

った。 

 

 また、「一者応札・応募等事案フォローアップ票」について、前回までに

契約監視委員会の確認が取れていない案件について、契約部より説明が

あり、了承され公表することとなった。 

 

 なお、委員より、今回新規に締結した据付調整の契約については、前年

度に装置製作の一般競争入札を行っていることを考慮し、契約自体を据

付調整を含めた一括入札として行うべきとの意見があり、今後、検討す

ることとされた。 

 
 

以上 
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