
第３７回契約監視委員会議事概要 

 

契約監視委員会事務局 

 

１． 開催日及び場所 

平成２８年９月１３日（火） 

富国生命ビル２８階 中会議室 

 

２．出席者（敬称略） 

 委員 有川 博   日本大学総合科学研究所 教授 

    石田 惠美  弁護士／公認会計士 

    野村 修也  中央大学法科大学院 教授／弁護士 

    三谷 紘   弁護士 

    仲川 滋   日本原子力研究開発機構 監事 

    小長谷 公一 日本原子力研究開発機構 監事 

 

３．議事内容 

(1) 説明及び主な質疑応答 

① 「中間取りまとめ」以降の機構の改善取り組み実施状況について 

事務局より資料に基づき現時点における措置状況を説明し、以下の委員からの意見を加え、

措置状況について了承を得た。 

＊ 応札者拡大のための企業へのアンケート結果は、纏まり次第報告すること。 

＊ 利害関係者等との接触に関わる留意事項は、対象を役職員とすべき。 

 

② 審査方法の改善及び関係法人との契約について 

事務局より資料に基づき説明し、委員より以下の主な意見が出された。 

＊ 関係法人との契約フロー図は、判りにくいためもう少し見せ方を工夫すること。 

＊ 契約審査委員会と契約監視委員会の役割は、責任を明確にすること。なお契約監視委

員会は特別な事情がある場合は事前審査を行う。 

＊ 競争性確保に関する点検表の改善項目欄は、履行期間の確保、履行業者の確認、適切

な発注単位、明確な発注条件等も網羅的にチェックするようにしたほうがよい。 

 
③ 個別契約案件審議 

２８年度第一四半期(４月～６月)の契約事案に関し、事前に各委員が審査対象リストから抽

出した４件について審議し、委員より以下の主な意見が出された。 

○Ｊ－ＰＡＲＣ放射線管理業務 

＊ 共同調達については、調達を担当した法人における 1 者入札の原因分析や予定価格の

作成等、契約の執行状況全般について意見交換・情報共有を行い、機構と同水準の競争性、

透明性を確保することが必要。そのために共同調達に係る全ての関係契約情報を収集・分

析しそれに基づいた対応策を立ててほしい。 

 

○個人被ばく管理、放射線測定器管理、環境モニタリング等に係るシステム・データ管理業

務請負 

＊ 新規参入業者が契約の中身を理解できかつ業務リスクを過度に心配することのないよ

う、契約件名、契約概要あるいは必要資格、仕様書の中身、技術要件等について軽易で判

り易い説明内容とすること。 

＊ 産業財産権特約条項は、新規参入業者にとって障壁にならないようにすべき。 

 

○実験炉付帯設備、メンテナンス設備及び照射装置組立検査施設等点検、補修、維持管理等

に係る業務 



＊ 専門性の観点から業者が毎年固定化されるのであれば、果たして一般競争入札が正しい

か疑問。随意契約にて価格削減することも検討する必要がある。 

 

○ASTRID炉の系統・機器概念設計、及び安全設計等に係る解析・根拠データの取得 

＊ 労務単価や旅費に関する妥当性や必要性の観点から適正であるかどうかを精算調査で

確定することが重要。そのためにも履行実績確認の仕組みを講ずること。 

 

(2) その他 

次回委員会は、12月 7日（水）富国生命ビル 28階にて開催することとなった。 

以 上 
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〇→「中間とりまとめ」において改善を明示的に記載された項目
●→委員会審議等において議論の中で指摘のあった改善項目

下線は措置未了または途上のもの（H28.9.1現在）

2016.09.01現在

従来の取組 自民党行革本部PT報告書を踏まえた改善方策 分科会の提案を踏まえた改善方策 措置状況

入札前準
備

○業務請負契約における受注者準備期間の確保（H22.1～）

○国の競争参加者資格も有効とする競争参加者資格の拡大（H24.4～）

○入札情報等のＨＰ掲載（H22.1～）及びメールマガジンによる調達情報の
配信（Ｈ25.10～）

　・茨城県中小企業団体中央会ＨＰへの機構情
報掲載依頼（Ｈ28.3）

○入札までの準備期間を確保するため、年間発注計画（翌年度計
画を含む）を策定し早期に機構HPに公表（28.8中に措置）

○発注計画をホームページに公表（H28.8～）
件名、予定契約方式、作業期間、調達概要、入札公
告予定時期、納期（期間）等
・平成28年度計画
　1,000万円以上の一般競争入札及び公募の予定案
件
・平成29年度計画
　年間役務の一般競争入札予定案件、核物質防護
警備の公募予定案件

予定価格
○市場価格調査に資するため研究開発法人の購入機器価格をデータ
ベース化のうえ共有（H24.2～）

○「精算条項特約付き契約」を導入し、履行完了後に原価を確認し精算を
実施（H23.7～）

○落札率100％等の高落札率を回避するための
予定価格設定方法の見直し（H28.2～）

○随意契約等、一者により毎年繰り返される契約案件について、
履行実績確認が有効に働く仕組みを構築（H28年度中に措置）

○データベース化
・人件費について、労務費単価調査を実施し、常駐役務契約の予
定価格積算に反映（ただちに措置）
・物件費について、データベース化の更なる充実（ただちに措置）

○応札者を拡大するための改善
　・過去の契約案件を分類整理（購入、製作、役務等）し、応札者実
績リストを作成のうえ周知（28.8中に措置）
　・上記リストを契約請求箇所における見積徴取の参考とし、予算
精度を向上させる（28.8中に措置）

○履行実績確認の仕組みの構築
・確認内容を検討中

○データベース化
・常駐役務労務費単価調査の契約手続き中
・他法人の購入機器価格のデータ蓄積を継続
（措置済）

○応札者を拡大するための改善
・3年分の応札者実績リストを作成し、請求箇所が活
用できるよう周知（H28.8～）

入札手続

○電子入札制度
　・本部の政府調達協定対象案件を対象（H24.1～）
　・本部の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象（H25.1～）
　・全事業所の政府調達協定対象案件を対象（H25.7～）
　・全事業所の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象（H26.1～）

○原子力施設の工事契約のみに地域要件を設定

○広告等期間の十分な確保（Ｈ22.1～）
　・原則10日以上を14日以上
　・総合評価落札方式及び企画競争は原則20日以上

○競争入札に参加可能な業者が一者に限られるような過度な仕様条件を
禁止（Ｈ22.1～）

○分かりやすい仕様書作成に関する注意喚起（H24.11）

○複数年契約に関し、落札日から業務履行開始日まで約3週間の準備期
間を設定（Ｈ22.1～）

○契約改善の一環として公共サービス改革（市場化テスト）による契約を
実施（H24.４～）

○電子入札制度の拡充
　・業務請負契約を対象（H28.1～）

○複数者より参考見積を徴取することを注意喚
起（H28.2～）

〇公告等期間の拡充
　・１４日→２０日（H28.3～）

○工事契約における地域要件の撤廃又は緩和（28.8中に措置）

○応札者を拡大するため、企業アンケートを実施し、一者応札の要
因を分析のうえ契約手続きを改善する（ただちに調査開始）

●「入札条件等点検表」を充実させ、発注単位等の点検を行う
（28.7中に措置）

●複数者より参考見積を取得することの更なる徹底（28.7中に措
置）

●連続一者応札案件を分析し、随契も含めた合理的な契約手続に
改める（H28年度中に措置）

○工事契約における地域要件
・8月の入札公告から原則撤廃（H28.8～）

○企業アンケートを実施
・応札しなかった企業へのアンケート調査開始
（H28.6.30）

●入札条件等点検表
・入札条件・仕様書点検表の改訂・周知（H28.7.29）
●複数者参考見積
・契約請求予算額の参考に徴取する見積書の取扱
いを再周知（H28.7.13）

●連続一者応札案件を分析し、随契も含めた合理的
な契約方式・手続に改める
・次年度契約確定後、検討
・再度入札をしても落札者がないときの取扱いルー
ル（不落随契or再公告)を整理

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

項目

契
約
手
続
関
連
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〇→「中間とりまとめ」において改善を明示的に記載された項目
●→委員会審議等において議論の中で指摘のあった改善項目

下線は措置未了または途上のもの（H28.9.1現在）

審査機能

○契約審査委員会による審査拡大
　・500万円以上の随意契約全件の審査（H20.4～）
　・一般競争入札の全件審査（H22.1～）

○予定価格算定審査
　・5000万円以上の案件について積算書及び査定書を審査（H17.10～）

○仕様書等に関し、「入札条件点検表」に基づく
総点検を実施（H28.2～）

○予定価格算定審査の拡充
　・関係法人が応札見込の1000万円以上の案件
について積算書及び査定書を審査（H28.4～）

〇契約審査委員会に外部の人材を入れる等、契約審査を強化す
るととともに、契約監視委員会で契約審査の状況を点検（ただちに
検討開始）

○競争的環境の存在の有無について請求箇所による精査及び契
約審査委員会による審査を強化（ただちに検討開始）

○外部委員の起用
・契約審査委員会の規定改正（H28.8.24）
・公募開始（H28.9～）
・10/初より外部委員起用予定

○審査の強化
・審査基準（案）の作成

警備契約 ○核物質防護上から特命随意契約にて実施

○核物質防護秘密の拡散防止及び核物質防護
警備における機能維持の確保を大前提に競争性
ある契約へ移行（H28.2）

○業界団体等へ入札情報を提供のうえ当該団体
の加盟企業へ周知依頼（H28.2）
　・核物質防護に係る警備業務の公募広告を業
界団体を通じて加盟企業へ周知依頼（Ｈ28.2）

●公募期間の延長や他の警備業者等、潜在的業者への働きかけ
等、更なる競争性の確保に向けて一層の努力を行う（28.12中に措
置）

●警備業務の再検討
・中央核物質防護委員会の下に、警備契約分科会を
設置（H28.8.10）し、公募要件・審査基準を再検討中
（H28.9中目途）

契約実績
の公表

○少額随意契約基準以上の契約内容の公表（Ｈ20.7～）

○関係法人との契約情報の公表（Ｈ23.7～）

関係法人
との契約

〇（平成29年度末まで）
　　関係法人と、競争性のない契約（一者入札、実質的に一者入札
と同視できる関係法人のみの入札、随意契約等）は行わない。
　  関係法人との契約は、
①　関係法人以外も応札しているなど、実質的な競争を経て関係
法人が契約相手に選定される場合、
②　契約相手が関係法人に限られ、競争性の更なる向上に向けた
各種取組を行ってもなお競争環境が整う見込みがない場合
　に限るものとする。
　原子力機構は、①及び②の該当について契約監視委員会の審
査を受けることとし、②についてはさらに確認公募を行った後でな
ければ契約できないこととする。

〇（平成30年度以降）
関係法人との契約（平成30年度以降にわたる複数年契約も含
む。）は、上記①の場合に限るものとする。

〇将来的には、①の場合についても、関係法人との契約は行わな
いことも検討する。

○契約審査の強化に含む

契
約
手
続
関
連
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通報窓口

○機構内外からの各種告知制度（通報窓口は機構内）
　・コンプライアンス全般
　・契約に関する談合関係
　・離職役職員（機構OB）からの不公正取引行為関係
　・研究開発活動の不正行為関係
　・セクハラ・パワハラ関係
　・安全に関する提案関係

○機構内外からの通報の利便性及び秘匿性を向上するため、機
構外に通報窓口を設置（ただちに措置）

○不公正取引行為関係の通報は、離職役職員に関わらず全ての
不公正取引行為を対象とすることに変更（ただちに措置）

〇外部通報窓口（弁護士）を設置
（H28.9.1運用開始）

〇不公正取引行為報告・通報規程の改正(H28.8.30）

外部から
の情報提
供

○外部からの提供情報を取り込む仕組みを導入（H24.4）
○コンプライアンス上の外部から提供情報は、通報制度に基づき
適切に対応することを徹底（通報制度の充実）（ただちに措置）

〇通報規程の改正（H28.8.30）

再就職規
制

○役職員の再就職あっせん及び在職中の就職活動の禁止等に関する規
制を導入（H22.1）

○在職中の求職活動に対する規制を強化
（H28.4）
　・関係法人の役員等に就くことを目的とした求職
活動の禁止

○採用情報の把握（H28.4～）
　・機構との契約法人に対し、機構で課長相当職
以上の職経験者を採用決定した場合の報告を要
請

業者との
接触

○職務遂行の公正さに対する国民の信頼確保のため、利害関係
者等との接触・記録・報告・公表に関するルールを制定（H28.8中に
措置）

○機構は行動指針に基づき綱紀保持に徹している点について取
引業者に周知徹底（H28.8中に措置）

○利害関係者との接触に係る対応を規定
　（Ｈ28.8.29施行）

〇新たに以下の対応を図り、ホームページに公表
（H28.8～）
・不公正取引行為に関する外部通報窓口を設置
・不公正取引行為報告・通報規程の改正
・利害関係者との接触に係る対応を規定

通
報
制
度
関
連

関
係
法
人
関
連
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