
契約監視委員会（第 1 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 21 年 12 月 11 日（金） 原子力機構 東京事務所会議室 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 中村 豊（監事） 
山根芳文（監事） 

 
3. 議事内容 

(1) 委員長選出 
委員の互選により、小西彦衞氏を委員長に選出。 

(2) 原子力機構における契約制度の概要 
  原子力機構より、随意契約特命要件の基準（理事長達「特命クライテリ

ア」）、契約手続の流れ、「随意契約見直し計画」に基づく平成 20 年度及び

平成 21 年度の取組並びに平成 22 年度に向けての取組計画等についての説

明があった。 
(3) 委員会の進め方 
  委員会として、点検対象選定の考え方を次のとおり決定した。 
  ① 契約金額の上位の案件から優先的に対象とする。 

② 随意契約及び競争契約の各契約種別から選定する。 
  ③ 対象案件の抽出件数については、主務省への提出期限を踏まえ、審議

日程に応じて決定する。 
  ④ 審議は各委員の個別審査を経て全体の意見取りまとめを行う方式と 

する。 
(4) その他 

原子力機構より、今回のマスコミ報道に関連して、常陽産業グループ会

社の個別契約についての審査の要請及び個別契約（3 件）を例にして説明が

あり、委員会としては、今回の点検・見直しの一環として、委員会にて、

審査することとなった。 
以上  



契約監視委員会（第 2 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 21 年 12 月 15 日（火） 原子力機構 東京事務所会議室 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 中村 豊（監事） 
山根芳文（監事） 

 
3. 議事内容 
 (1)  今回の個別審査案件  計 25 件 
   ①随意契約（特命）    11 件 
   ②随意契約（不落）     2 件 

③一般競争契約        6 件（1 者応札 5 件） 
   ④指名競争契約       6 件 

(2) 委員による審査 
  今回の委員会では、原子力機構から要請のあった常陽産業グループ会社

の個別契約について、前回の委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿

って抽出し、各委員が担当し個別審査を行った。 
(3) 意見の取りまとめ 

各委員の個別審査を経て、委員会としての意見を取りまとめた。 
 
 
 

 
以上 

 
 
 
 
 
 



契約監視委員会（第 3 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 21 年 12 月 24 日（木） 原子力機構 東京事務所会議室 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 中村 豊（監事） 
山根芳文（監事） 

 
3. 議事内容 
 (1)  今回の個別審査案件  計 42 件 
   ①随意契約（特命）   25 件 
   ②1 者応札・応募     17 件 
 

(2) 委員による審査 
  今回の委員会では、第 1 回委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿

って抽出した案件について、各委員が担当し個別審査を行った。 
 
(3) 意見の取りまとめ 

各委員の個別審査を経て、委員会としての意見を取りまとめた。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



契約監視委員会（第 4 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 22 年 1 月 6 日（水） 原子力機構 東京事務所会議室 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 
山根芳文（監事） 

 
3. 議事内容 

(1) 委員の交代 
  原子力機構から、1 月 1 日付けで、原子力機構の中村豊監事が退任し、後

任に牛嶋博久氏が就任したことに伴い、委員会委員交代の紹介があった。 
 

 (2)  今回の個別審査案件  計 46 件 
   ①随意契約（特命）    23 件 
   ②1 者応札・応募         19 件 
      ③複数年契約       4 件（すべて特命随契） 
 

(3) 委員による審査 
  今回の委員会では、第 1 回委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿

って抽出した案件について、各委員が担当し個別審査を行った。 
 
(4) 意見の取りまとめ 

各委員の個別審査を経て、委員会としての意見を取りまとめた。 
 

以上 
 
 
 
 
 



契約監視委員会（第 5 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 22 年 1 月 13 日（水） 原子力機構 東海本部会議室 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 
山根芳文（監事） 

 
3. 施設視察 
 東海研究開発センター再処理施設管理区域及び J－PARC 構内一巡 
 
4. 議事内容 
 (1)  今回の個別審査案件    計 15 件 
   ①随意契約（特命）      12 件 
      ②随意契約（不落）           1 件 
   ③1 者応札・応募         2 件 
 

(2) 委員による審査 
  今回の委員会では、第 2 回委員会に引き続き、原子力機構から要請のあ

った常陽産業グループ会社の個別契約を中心に審査を行った。審査対象案

件は、第 1 回委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿って抽出し、各

委員が担当し個別審査を行った。 
 

(3) 意見の取りまとめ 
各委員の個別審査を経て、委員会としての意見を取りまとめた。 

(4) 契約部における自主改善方策の検討について 
  契約部より、原子力機構としての自主改善方策をあらかじめ検

討・計画し、推進していくとの説明があった。 
 

以上 
 



契約監視委員会（第 6 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 22 年 1 月 18 日（月） 航空会館会議室（港区新橋） 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 
山根芳文（監事） 

 
4. 議事内容 
 (1)  今回の個別審査案件 計 15 件 
   ①随意契約（特命）    3 件 
      ②1 者応札・応募      8 件 
      ③複数年契約      4 件（特命随契 2、不落 1、1 者応札 1） 
 

(2) 委員による審査 
  今回の委員会では、第 1 回委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿

って抽出した案件について、各委員が担当し個別審査を行った。 
 

(3) 意見の取りまとめ 
各委員の個別審査を経て、委員会としての意見を取りまとめた。 

 
(4) 平成 20 年度契約に係る審査結果について 
これまで 6 回にわたって行ってきた平成 20 年度契約（19 年度以前の複数

年契約を含む。）に係る審査結果について、取りまとめを行った。 
以上 

 
 
 
 
 
 



契約監視委員会（第 7 回）議事概要 

 
1. 開催日及び場所 
 平成 22 年 1 月 25 日（月） 各委員に事務局持回り 
 
2. 出席委員（敬称略） 
 小西彦衞（公認会計士） 
由本泰正（弁護士） 
小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 
山根芳文（監事） 

 
4. 議事内容 
 (1)  平成 20 年度契約に係る審査結果について 
  前回委員会で取りまとめを行った「平成 20 年度契約（平成 19 年度以前に

締結された複数年契約を含む。）に係る審査結果について」を最終確認した。 
(2) 主務省提出様式一式について 
 委員会で選定しなかった案件について、委員会意見に準拠して、事務局に

て記載されていることを確認した。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



契約監視委員会（第 8回）議事概要 

 

1. 開催日及び場所 

 平成 22 年２月３日（水） 東京事務所会議室 

 

2. 出席委員（敬称略） 

 小西彦衞（公認会計士） 

由本泰正（弁護士） 

小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 

山根芳文（監事） 

 

3. 議事内容 

 (1)  委員会意見に対する機構の具体的取組内容について 

これまで委員会で審査した全 132 件については、委員会の意見を要約する

ことを確認した上で、うち 53 件については、更に改善・検討の余地があると

考えられたので、機構より、この 53 件についての具体的取組内容について、

説明を受け確認を行った。 

 

(2) 新たな随意契約等見直し計画について 

機構より改めて説明があり、今回の委員会の審査を踏まえた内容となって

いることを確認した。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約監視委員会（第９回）議事概要 

 

1. 開催日及び場所 

 平成 22 年 2 月 25 日（木） 原子力機構システム計算科学センター大会議室 

 

2. 出席委員（敬称略） 

 小西彦衞（公認会計士） 

由本泰正（弁護士） 

小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 

山根芳文（監事） 

 

3. 議事内容 

 (1)  今回の個別審査案件  計 15 件（該当件数 515 件） 

        競争性のない随意契約  4 件 

     一般競争契約      11 件   計 15 件 

    なお、3月に主務省に提出する資料については、他に、20 年度契約（委

員会として前回点検・見直し作業を実施）から引続き 21 年度契約になっ

たもののうち、競争性のない随意契約 15 件及び前回一者応札・一者応募

19件があるものの、既に監視委員会として20年度案件を審査頂いており、

委員会の指摘等に沿って見直した契約を行ったものであることから、今

回、委員会としての審査対象から外し、新規案件のみ対象とした。 

 

    

(2) 委員による審査 

  今回の委員会では、第 1 回委員会で決定した点検対象選定の考え方に沿

って抽出した案件について、各委員が担当し個別審査を行った。 

 

 (3) 意見のとりまとめ 

各委員の個別審査を経て、委員会としての意見をとりまとめた。 

        

                             以上 

 

 

 



契約監視委員会（第 10 回）議事概要 

 

1. 開催日及び場所 

 平成 22 年 3 月 3 日（水） 原子力機構システム計算科学センター大会議室 

 

2. 出席委員（敬称略） 

 小西彦衞（公認会計士） 

由本泰正（弁護士） 

小川政英（三菱総研） 

 牛嶋博久（監事） 

山根芳文（監事） 

 

3. 議事内容 

 (1)  21 年度点検結果報告並びに確認 

     前回の監視委員会において審査した案件に係る委員意見の確認及び

主務省提出資料に係る事務局による意見の記載確認。 

 

(2) 委員による審査 

  今回の委員会では、第１回委員会で決定した点検対象選定の考え方（契

約金額上位からの抽出）に沿って抽出した案件について、各委員が担当し

個別審査を行った。 

 

 (3) 意見のとりまとめ 

各委員の個別審査を経て、委員会としての意見をとりまとめた。 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


