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審議事項
（１）平成26年度第３四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）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３四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３四半期における競争
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。
(1)契約実績の前年度比較について
・工事量の減に伴い、付随するコンサ
・前年度契約実績と比べて、金額が減 ルタント業務や調達等の契約件数が減
っている理由は資料で理解できるが、 っていることが一因となっている。
件数が減っている原因は何か。
(2)エレベーター戸開走行保護装置（Ｕ
ＣＭＰ）に係る随意契約について
・ＵＣＭＰの随意契約について、契約 ・毎年度、契約締結前にコスト削減交
締結結果だけでなく、折を見てコスト 渉を行っており、今年度で２年目であ
削減結果を報告してほしい。
る。コスト削減状況については、毎年
契約監視委員会に報告しており、今後
とも契約実績として計上される時期に
報告したい。
・ＵＣＭＰの随意契約は今後も発生す ・国の補助金を受けての工事であり、
るのか。
平成25年度から５年間かけての施工完
了を計画している。
【委員会意見】
エレベーター戸開走行保護装置（ＵＣＭＰ）設置工事について、エレベータ
ー製造会社との随意契約状況を継続して報告することを求める。

2

意

見

・

質

問

説

明

・

回

答

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のうち募集手続を行う契
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、今回募集手続を
行うものについて、改善策を踏まえた
状況について説明。
(1)情報システム関連業務について
・システム改修業務については、契約 ・これまでの契約監視委員会におい
監視委員会として対応方針が既に整理 て、これ以上１者応札の改善の余地な
されているという理解でいいのか。
しという整理がなされている。１者応
札がやむを得ないことから、関係法人
１者応札の場合の再公募についても
実施しなくて良い整理がなされてい
る。
・情報システム関連業務については、
競争性の確保は難しい状況と認識して
いるが、契約金額の妥当性について継
続して確認していく必要がある。
・２回連続1者応札となったものにつ ・了解。
き、大半が情報システム関連業務であ
るので、それを除いたところの状況を、
次回以降の資料から示してもらいた
い。
・システム関連業務は１者応札が一般
的だと認識していたが、システム「保
守」業務につき、１件だけ複数応札に
なっているのは何故か。

・システム「改修」業務は全て１者応
札になっているが、「保守」業務はご
く稀に複数応札になることもある。そ
のため「改修」業務は１者応札に関し、
これ以上改善の余地なしとして委員
会で整理されているが、「保守」業務
についてはこれと区分して取り扱っ
ている。今回複数応札となった案件は
まだ契約締結に至っていないので、契
約締結時に業者ヒアリングを実施し
情報収集する予定である。
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・システム改修業務については、これ
以上競争性を高めることは難しく、必
要以上に要件緩和してトラブルが生じ
たら困ることになる。新規にシステム
導入する場合に、いかにして今後起こ
りうる改修を考慮して契約上のコスト
を抑える工夫を採り入れるかという点
が重要と考えるが、新規システムの導
入自体ほとんどない状況で、直ちに対
応することは難しいかもしれない。
・システムの借入について、現物を再 ・借入案件毎に状況を注視することと
リースする場合と、中古品も含めた機 したい。
器を入れ替えする場合を比較した場
合、明らかに再リースの方が安くなり、
既存業者に有利なのは明白であって、
競争の効果は期待できないのではない
か。再リースは契約延長を認める整理
もあるかもしれない。但し、再リース
料が必ずしも合理的な価格と言えない
場合があるので、そこは継続して点検
する必要がある。
・システム改修業務で１者応札であっ ・全て当初システム開発者による１者
ても受注業者が変わった事例はないの 応札が続いている状況である。
か。
・１者応札はシステム改修業務が目立
つが、現状として改善できるところは
全て改善が進んでいて対応済みだと認
識している。引き続き取組みを緩める
ことなく継続してもらいたい。
(2)資料構成について
・平成25年度に2回連続１者応札となっ
た案件で、引き続き１者応札となった
もの（3回連続1者応札となったもの）
については、平成26年度に2回連続1者
応札となった案件として平成26年度の
資料の中に出てくる整理か。

・３回連続１者応札となった契約が、
平成26年度に締結されたものなら平
成26年度の資料に記載されることに
なる。
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【委員会意見】
１者応札の改善が難しいシステム関連業務について、継続して状況報告する
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
・今回の審議対象となる契約案件につ
いては、過去の委員会で審議済みであ
り、契約実績の報告のみとなる予定で
あることから、事前説明を持回り開催
とし、委員会は招集しないこと、また、
今後とも同様のケースが考えられる
ことから、持回り開催するにあたって
の根拠をより明確化するため、契約監
視委員会規程を改正したい旨を説明。
(1)持回り開催と整理することについ
て
・持回り開催とすることで、点検手続 ・了解。
が簡略化されたと映らないように、し
っかりと議事録を残して整理してほし
い。それをもって今後持ち回り開催が
増えたとしても、安心して了とできる。
・今回は２回連続１者応札案件等、審 ・審議すべき案件がある場合は持ち回
議の対象となる契約案件がなかったこ り開催としない。契約実績の報告だけ
とから、持回り開催として整理するが、 といった場合などが持回り開催の対
審議事項がある場合にも持回り開催す 象となる。この点、厳格に適用するこ
ることが想定されるのか。
ととしたい。
なお、四半期に一度の定例開催時の他
に、緊急に判断を頂く必要のある案件
が生じた場合も持回り開催すること
が想定される。
・持回り開催の判断は、どの段階で決 ・事前説明において、全委員の了解が
定されるのか。
得られた段階で持回り開催として整
理される。全委員の説明後に各委員に
状況報告する。
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・機構のみが原則四半期に一回開催す
るというルールを厳格に守っている状
況であるなら、開催回数が減ったとし
ても良いのではないか。

・事業実施法人であり、契約数が突出
して多く、点検は厳格に行う必要があ
る。一方で、事前説明の中でも各委員
から貴重な意見を頂いており、それら
の意見は公式に議事録として整理し
て残すことが重要と考えている。

(2)契約監視委員会規程の改正につい
て
・今回のように審議案件が特にない場 ・持回り開催を実施している他事例を
合に、委員会規程上持回り開催するこ 参考としたが、意見を踏まえ、修正す
とを読もうとするのなら、例えば「審 ることとしたい。
議の性質上、開催する必要が特段ない
場合」と条文を修正した方が良いので
はないか。
・持回り開催とするのであれば、委員
会規程でその条件を明確にしておくべ
き。例えば「その他、審議事項が報告
事項に留まり、委員全員の同意が得ら
れた場合」とすれば、今回の事例でも
適用できるのではないか。
・持回り開催とする場合、委員長裁量
で委員長が認めた場合としても良いの
ではないか。委員長裁量で持ち回り開
催と判断してもらい、なぜ持ち回り開
催として整理されたかを、後で連絡し
てもらう方法でも良いと思う。

【委員会意見】
報告事項のみであり、特段審議すべき個別案件がない場合においては、四半
期定例会を持回りにて開催することを認める。
公表用審議概要を作成するとともに、契約監視委員会規程の改正案につい
て、改めて修正案を提示することを求める。
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