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審議事項等

審議事項
（１）平成26年度第４四半期における競争性のない随意契約及び１者
応札・１者応募となった契約について
（２）個別契約案件に係る審議
２か年度連続して１者応札・１者応募となった契約について
・情報システム保守業務について
（３）平成27年５月25日総務大臣決定「独立行政法人における調達等
合理化の取組の推進について」
・
「平成27年度調達等合理化計画」の策定について
（４）平成26年度における公益法人への支出に係る点検について
（５）２か年度連続して１者応札・１者応募となった契約のうち募集
手続を行う契約について
報告事項
・契約監視委員会規程の改正について

審議概要等

別紙のとおり
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審議事項１ 平成26年度第４四半期における競争性のない随意契約及び１者
応札・１者応募となった契約について
・平成26年度第４四半期における競争
性のない随意契約及び１者応札・１者
応募となった契約実績について、前年
同期に比しての契約実績額及び１者応
札・１者応募の件数の変動要因となっ
ている複数年契約の状況等について説
明。
・競争性のない随意契約の中には、第
23回契約監視委員会(平成26年12月17
日開催)の事前に了承を得た、地下通路
基本設計業務に係る契約実績が含まれ
る旨説明。
【委員会意見】
特段の意見はなかった。

審議事項２ ２か年度連続して１者応札・１者応募となった契約について
・情報システム保守業務について
・情報システム関連業務（システム改
修業務及びシステム保守業務）に関す
る調達について、大半が当初開発者に
よる一者応札・応募となっていること
から、下記の整理を行いたい旨説明。
①個々の業務の内容を精査し、シス
テム開発者等の既存事業者の優
位性が高い分野と、競争性の確保
が期待できる分野を明確化して
区分。
②既存事業者の優位性が高い分野
については、一般競争入札による
調達を維持しつつ、当該者しか参
入しえないという前提の下、一者
応札がやむを得ないものとして
整理し、予定価格を抑制する取組
みを実施する。また、関連法人一
者応札の場合の再公募も実施し
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ない整理とする。
(1)ソフトウェア製品保守に係る新規
参入について
・システム保守業務の内、ソフトウェ ・資料を取りに来たことはあったが、
ア製品保守について、複数応札になっ 入札への参加は初めてである。
たとのことだが、新規参入者は、これ
まで同種業務の募集資料を取りに来た
ことはあったのか。
・新規参入者は、なぜ入札に参加した ・新規参入事業者からヒアリングした
のか。機構との取引拡大を期待しての ところ、本業務に対する収益性を期待
ことか。
したものではないとのことであった。
本契約を契機として、機構との関係を
新たに築き、他業務への算入（競争参
加）を検討していたと聞いている。
・新規参入者は、ある程度の規模を有 ・これまでの受注者と同様に、ＳＡＰ
している者なのか。
のシステム保守ができる会社として
認定されている。
(2)将来の改修・保守業務における競争
性を確保するための取組みについて
・システム関連業務のうち、ソフトウ
ェア製品保守について分類し、競争化
を図るという整理は評価する。１者応
札が多く、懸案の多かったシステム関
連業務について、今回の整理で方向性
が見えてきたと思う。
・
「将来の改修、保守業務において競争
性が発揮できるような工夫を検討す
る」とあるが、どのような工夫が考え
られるのか。

・国の基本指針（情報システムに係る
政府調達の基本指針(平成19年3月1
日)）の中で、システムの「設計・開
発」
、
「運用」
、
「保守」については分離
して発注するように定められており、
本指針との整合性を図る必要がある。
・新規システム開発案件を公募する際
に、将来のシステム改修量を示すこと
ができない点が難しい。ある程度オー
プンなシステムにすれば、当初開発者
以外の者も参加しやすくなるが、一方
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で、セキュリティー上の課題もある。
・現時点で具体的な対応案があるわけ
ではないが、官公庁や民間企業におけ
る調達方式について事例収集を行い、
検討していきたい。
(3)システム関連業務に係る今後の発
注方法について
・機構のシステム関連業務全般につい
て、どの程度の頻度で大規模な新規開
発があって、新規開発の谷間の時期に
どの程度「保守業務」が発生するか、
「保守業務」の中でも一部改修業務が
どの程度発生するかといった検証（プ
ロダクトライフサイクルの中でのライ
フサイクルコスト検証）が重要ではな
いか。その検証があって初めてトータ
ルのライフサイクルコストを下げるた
めに何をするかという議論ができる。
・
「システム運用保守」は、開発段階に
一括発注することで競争性を担保する
しかない。このとき、新規システム開
発時以降に発生する「システム運用保
守」につき、何年でどのくらいの費用
を要するかという点を把握して明らか
にしておかないと、開発段階での競争
性の担保は難しい。
・
「システム開発」と「システム運用保
守」を、従来通り分離発注する場合よ
りも、まとめて最初のシステム開発時
に競争した方が例えば２割安いという
ことなら一括発注できるかもしれない
が、トータルでのコスト検証がない状
態だと、従来通り分離発注しかないと
いうことになる。こういったトータル
でのコスト検証が必要である。
・システム関連業務について、運用段
階だけを切り出して競争入札にかけて
も１者応札が確定的であることはこれ
までの委員会の議論で明らかである。

4

・過去の委員会における議論の中で、
試行的に予定価格を下げるというこ
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トータルのコストを低減していくため の履行状況も見ながら、コスト低減と
にどのような方法が考えられるか、半 なるよう引き続き予定価格を抑える
年がかりでも良いので、検討を始める 取組みを進めたい。
段階に来ているのではないか。
・今後、随意契約も一部で視野に入れ
てという印象を受けたが、その場合、
重要なことは、コスト適正化計画のよ
うなものがしっかり作られていて、コ
ストの低減に向けた施策が確実に継続
されており、競争入札に拠らなくても
合理的な契約が結ばれ続けているとい
うことが言えるかどうかだと思う。こ
ういった中期的なコスト適正化計画に
ついては定期的に示してもらいたい。

・新たなシステム開発の予定はない
が、システム全体を変えるとなると、
非常に膨大な作業になる。将来的に新
規のシステム開発が必要となるとき
に備え、競争化が図られるような仕組
みの勉強や事例収集の他、コンサルテ
ィングなども受ける必要もあると考
えている。

・中期的なコスト適正化計画のような
ものが現在ないということであれば、
行く行くは現実化してくる話なので、
しっかりと将来を見据えた上で、今か
ら準備を少しずつ進め、計画をしっか
り作っていくという意識を持ってもら
いたい。
【委員会意見】
システム保守業務の整理につき、機構の対応案（※）に異議はない。
（※「ソフトウェア製品保守」については、引き続き競争性の確保に努めるが、
「システム運用保守」については、予定価格を抑え、契約金額が抑制的にな
るような取組みを行うことを前提として、一者応札がやむを得ないものとし、
再公募を行わない整理とすること。
）
今後の情報システムの新規調達を見据え、長期的なコストの低減化に向けた
検討を行うことを求める。

審議事項３ 平成 27 年５月 25 日総務大臣決定「独立行政法人における調達等
合理化の取組の推進について」
・
「平成 27 年度調達等合理化計画」の策定について
・「独立行政法人改革等に関する基本
的な方針」（平成25年12月24日閣議決
定）を受けて発出された、平成27年５
月25日付総務大臣決定「独立行政法人
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における調達等合理化の取組の推進
について」の内容について説明。
・平成27年度調達等合理化計画案につ
いて説明。
(1)目標設定について
・総務省が求める定量的な目標設定が
どこまで可能かわからないが、どのよ
うな目標設定をするかという点が年度
末の自己評価の際にも重要になってく
る。
・総務省の示す例と比べ、機構の合理
化計画案は、具体的な目標が見えにく
い部分があり、具体的に表現すべきで
はないか。

・計画案を作る中で、定量的な目標設
定も検討したが、大半が困難であっ
た。ただし、年度末の自己評価の際に、
計画に定めた事項について、取組みの
結果を具体的、定量的に報告すること
を考えている。

・総務省の計画の例では、目標が定量
的であるか否かに関わらず存在し、そ
の目標に対して自己評価を行うという
仕組みになっている。定量的な目標設
定が非常に難しいことは理解するが、
何らかの目標を計画の中で具体的に示
すことは必要ではないか。
・目標の設定は、機構としての方針に
拠るものであり、その方針を明確に定
めた方が良い。随意契約をとにかく減
らすのか、随意契約になったとしても
コスト削減を優先するのか、コストは
増えても社会保障等々をしっかりとや
っている者を積極的に選ぶのか、機構
として目指す点をはっきりさせない
と、達成できたかどうか最終的な評価
は難しい。コストも下げ、随意契約も
減らし、社会保障も重視してと、あら
ゆる目標を全て達成するのは難しい。
優先順位を決めて今年度実施すること
を定めた方が良い。
・現時点でこれだけはしなければいけ
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ないというものは当然あるはずであ
り、そういったものをできる限り計画
の中に入れた方が良い。
・計画中の【
】は評価指標になる
が、定量的な目標設定を行う場合、こ
の中に具体的な数値を入れることにな
るのか。

・目標を定量的に示すことが難しいこ
とから、
【
】の評価指標は、
【当該
取組の結果】としている。計画段階で
は、取組みの方向性のみ示し、自己評
価の際に、このような結果になったと
いう実績として具体的に報告するこ
とを予定している。

・定量的な目標設定ができない場合、
具体的な数値を示さないまでも、こう
いうことを目指したいということは具
体的に示す必要がある。
・総務省の指示を踏まえれば、定量目 ・年度計画は策定している。指摘を踏
標を示さないわけにはいかないのでは まえ、目標設定の表現は検討する。
ないか。７月の時点で、どの程度の発
注が何件行われるかといった、機構の
業務運営の計画は立てられていないの
か。何も数値目標がない中で機構の業
務運営が行われているということな
ら、それ自体が問題だと思う。
(2)新たな随意契約に係るガバナンス
等について
・１者応札に係る対応方針は定められ
ているが、競争性のある随意契約も含
めて、随意契約についての言及が足り
ないのではないか。

・競争性のない随意契約については、
真にやむを得ない随意契約を残して、
全て競争化しており、新たな随意契約
については、ガバナンスを発揮させて
対応すべく計画に定めている。

・推進体制については、実行部門だけ
でなく、理事会や経営会議など、もう
一つ上のレベルの関与が必要ではない
か。
・自主裁量で新たな随意契約を締結す
ることができることになったが、それ
は結果であり、そもそもの目的は現行

・機構内部でガバナンスを発揮の上、
事後になるが、引き続き契約監視委員
会に報告をして点検を受ける整理と
している。
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の契約全体を見直して、調達の合理化
を図ることである。その目的に沿って、
計画の内容と表現を考えることが必要
ではないか。
・ＭＰＳの活用について、コスト削減 ・ＭＰＳについては、事務所毎に独自
には余り繋がらないと思う。意見とし に発注していたものを、本社で集約化
て申し上げる。
して発注することにより、コスト削減
が見込まれることから、計画に掲げて
いる。
・随意契約などに係るマネジメントに
ついて、機構は新しいビジネスに直面
した際に、ビジネス上の一般常識に疎
いという印象を受ける。今後、新規事
業を展開していくことも増えるかと思
うが、その際に、形式的なチェックで
はなく、実質的なコスト削減を目指す
体制の構築をお願いしたい。
・競争性が働かない案件等について、
検討を経て、随意契約を導入する場合、
随意契約としたことでコストが高くな
ることが問題である。
業者としては、随意契約を一定期間
締結する場合、安定的な受注が約束さ
れる上、事業予測も立てやすいことか
ら、更にコストダウンを図ることが可
能なはず。随意契約を締結するのであ
れば、例えば従来の予定価格の90%以下
の価格でしか契約しないといった工夫
が必要である。従来の契約より安くな
る随意契約であれば正当性はあるが、
高くなる随意契約に正当性は認められ
ない。計画案では、随意契約時におけ
るコストに関する工夫の記載がない
が、競争入札時点の予定価格より低い
価格でしか随意契約しないということ
は打ち出した方が良い。

・「調達に関するガバナンスの徹底」
の項目の中で、コスト削減の観点か
ら、「経済合理性も踏まえ」検討する
旨表現している。また、以後、継続し
て随意契約を締結する場合について
も、事後検証を行い、契約金額の妥当
性の確認は常に行っていく旨定めて
いる。

・経済合理性に留意するのは良いが、 ・新たな随意契約を拡大する意図はな
どのような場合に経済合理性を有する く、これまでどおり厳格な基準をもっ
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と判断するのか、現段階の計画案では
具体性に欠ける。具体的指標を速やか
に示せないのであれば、１年かけて検
討するのも良いが、１年かけて検討す
る旨の意思表示を計画の中で行う必要
がある。現在の計画案を採用する場合、
合理的でない随意契約がいつの間にか
増えてしまうという点を懸念する。
・随意契約が増えたとしても、トータ
ルで合理的なコスト構造が実現される
ことが重要である。随意契約になった
が、コストも下がっているというので
あれば問題ないが、通常であればなか
なかそうならない。随意契約とする一
方で、コストが下がる仕組みを予め構
築しておかなければ、コスト削減の実
現は難しい。随意契約時におけるコス
ト削減の仕組みを、意識して計画の中
で示しておくと評価できる。
・新たに随意契約を締結する場合に、
「理由の妥当性、適用条項の適否、過
去の事例との整合性などの他、経済合
理性も踏まえたところで検討する」と
いう表現では抽象的に過ぎる。計画の
中で具体的に定めてもらいたい。
・新たな随意契約に係るガバナンスの
項目については、ガバナンスが効いて
いるという図で示して工夫したらどう
か。
(3)その他計画案について
・ＭＰＳについて、各本部で個々に発
注していたものを集約化して調達する
ことで、かなり削減効果が出ていると
いうことなら、計画の中で具体的に数
値目標として定めた方が良い。
・総務省は、
「官公需法に基づく中小企
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て導入時に検討する。また、検討の際
には、これまでの契約監視委員会にお
ける指摘事例を踏まえ、コストについ
ても留意する。
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業の受注機会への配慮」と計画の中で
例示しているが、機構の計画案では触
れていない。総務省が例示している内
容はできるだけ記載した方が良い。
・
「不祥事の発生の未然防止のための取
組み」の項目について、計画案では「規
程集、マニュアル等の充実化を図る」、
「研修を実施する」だけであり、総務
省が例示する談合や、予定価格の漏洩
といったものに対する対応として十分
かどうかわからない。機構としての取
組みをもう少し具体的に示した方が良
い。
(4)計画案の修正について
・いつまでに計画を策定する必要があ
るのか。更なる検討が必要か、それと
も今年は時間がないのでこれで決定し
ておいて、来年修正するという整理に
するのか。

・意見はできるだけ反映し、７月まで
に計画案を修正し、策定することとし
たい。定量的な目標設定をどこまでで
きるかは難しいが、可能な限り表現し
た上で、委員の皆様方に個別にお伺い
させていただきたい。

・７月末までに本日の意見を全て反映
の上、完成させるのは大変だと思う。
時間がなく意見を反映させられなかっ
た事項については整理の上、次年度の
課題であることを明らかにした上で、
今年の計画を作ってもらいたい。
【委員会意見】
本日の委員会の意見を踏まえ、以下の検討を行い、計画案を修正することを
求める。
①定量的・具体的な目標設定について
②随意契約締結時における、コスト削減に係る仕組みの導入について
期限の都合上、委員会の意見を反映できない事項については、その旨明らか
にすること。
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審議事項４ 平成26年度における公益法人への支出に係る点検について
・公益法人については、一般財団法人
への移行が進んだこと、また、機構の
関係法人であった(財)住宅管理協会
が、株式会社へ移行したことから、点
検対象となる公益法人の大半が、点検
対象から外れた状況であり、その結
果、点検対象となる1,000万円以上の
契約については、今回該当がなかった
旨説明。
公益法人への支出としての点検対
象からは外れるものの、随意契約や１
者応札といった観点については、契約
相手方が公益法人であるか否かに限
らず、引き続き、契約監視委員会の点
検を受ける旨補足説明を行う。
【委員会意見】
特段の意見はなかった。

審議事項５ ２か年度連続して１者応札・１者応募となった契約のうち募集手
続を行う契約について
・平成25年度に募集手続を行った契約について
・平成26年度に募集手続を行う契約について
・平成25年度及び平成26年度において
２か年度連続して１者応札・１者応募
となった契約のうち、今年度募集手続
きを行うものについて、改善策を踏ま
えた募集手続の状況について説明。
なお、契約監視委員会における審議
事項が、調達等合理化計画の点検に変
わったということもあり、本審議事項
は、今回が最後となる旨説明。
・
「システム賃貸借」の中に、データセ
ンター利用の契約が入っていると聞い
ている。サーバーを借りてきて自らの
事業所内に設置するという話と、デー
タセンターを利用するという話とでは
契約の性質が根本的に違ってくる。デ
ータセンター利用は汎用性が高くな

・一者応札やむなしとの整理は、「シ
ステム賃貸借」においては行っていな
いが、「システム賃貸借」の分類時に
は区分して整理することとしたい。
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り、その場合には１者応札やむなしと
いう整理はできなくなる。
「システム賃
貸借」契約の区分をする際に注意して
もらう必要がある。
【委員会意見】
「システム賃貸借」について、データセンター利用の契約については、汎用
性があり、競争性の確保が期待できることから、一般のシステム賃貸借契約と
区分して整理することを求める。

報告事項
契約監視委員会規程の改正について
・平成27年５月25日総務大臣決定を受
けて、契約監視委員会における審議事
項が変わったことから、契約監視委員
会規程を改正したい旨説明。
・今回の契約監視委員会は、平成26年 ・今回に限り、新旧２つの観点からの
度第４四半期の契約を対象として、契 点検である。
約監視委員会に委ねられた従前の視点
での点検と、調達等合理化計画の点検
という、新たに委ねられた視点での点
検の、双方の点検を兼ね備えた委員会
という位置づけで良いのか。
・契約監視委員会の役割が、既締結案
件に係る事後点検から、計画段階での
事前点検に大きく変わった。計画段階
での事前点検になると、計画自体の合
理性等についてきちんと認識する必要
がある。委員会での説明時に留意して
もらいたい。
【委員会意見】
特段の意見はなかった。
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第25回契約監視委員会(平成27年6月2日(火))における指摘事項を踏
まえた「平成27年度調達等合理化計画」の修正に係る委員個別説明
について

説 明 日 等

平成27年6月23日（火）～平成27年７月１日
委員への個別説明を実施

委

長沢
高木
長村
鈴木
飛松
水上
鹿野
小林

員

説明内容

結

果

美智子（弁護士（東京丸の内法律事務所）
）
勇三 （公認会計士（監査法人五大））
彌角 （公認会計士（有限責任監査法人トーマツ）
）
豊
（学校法人青山学院常任監事・青山学院大学名誉教授）
純一 （弁護士（森・濱田松本法律事務所）
）
貴央 （弁護士（早稲田リーガルコモンズ法律事務所））
治雄 （都市再生機構監事）
昭次 （都市再生機構監事）

「平成27年度調達等合理化計画」の修正案について

第25回契約監視委員会（平成27年6月2日(火)開催）における指摘事項
を踏まえた、調達等合理化計画の修正案について了承する。
なお、本年度においては、本計画に定めた事項の実施状況を注視する
とともに、来年度の計画策定時までに、来年度の計画において、より定
量的な指標の設定が可能か否か検討することを求める。
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