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令和４年６月２２日 

 

令和４年度独立行政法人日本学術振興会調達等合理化計画 

 

 「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５月２５日総務大臣

決定）に基づき、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、事務・事業の特性

を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等

の合理化に取り組むため、令和４年度独立行政法人日本学術振興会調達等合理化計画（以下「計

画」という。）を以下のとおり定める。 
 
 

１．調達の現状と要因の分析 

（１）振興会における令和３年度の契約状況は表１の通りであり、契約件数は５６件、契約金額

は２０．６億円である。また、競争性のある契約は４９件(８７．５％)、１９．８億円(９６．

１％)、競争性のない随意契約は７件(１２．５％)、０．８億円(３．９％)となっている。 

   全体の傾向としては前年度と大きな変化はないが、昨年度に引き続き、IT機器の一括調達

などの新型コロナウイルス感染症に対応するための新規調達を行ったことが特徴として挙げ

られる。競争性のある契約は４件増で、１億円以上となる競争入札案件が１件のみであった

ことから金額は約４億円減となった。競争性のある契約のうち、「企画競争・公募」の１２件

は、全て随意契約事前確認公募の実施件数であり、前年度と同件数であった。 

競争性のない随意契約７件の内訳は、賃貸借契約においてレイアウト変更工事の発注業者

が指定されているもの２件、同工事に伴う LAN 配線工事において工事前後で端末環境等を同

等に整えることができる者は既存ネットワークを把握している業務基盤システムの納入業者

しかいないもの１件、売り主からの直販に限定されるため競争の余地のないもの２件、一般

競争入札が不調に終わったために価格交渉の上随契約したもの１件、その他文部科学省から

選任された相手方と契約したもの１件であり、いずれも業者が一に限定されているものであ

る。 
 

表１ 令和３年度の振興会の調達全体像 

  
令和２年度 令和３年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等(ａ) 
60.7％ 44.8％ 66.1％ 26.2％ 8.8％ △51.4％ 

34 件 11.1 億円 37 件 5.4 億円 3 件 △5.7 億円 

企画競争・公募(b) 
21.4％ 51.6％ 21.4％ 69.9％ 0.0％ 12.5％ 

12 件 12.8 億円 12 件 14.4 億円 0 件 1.6 億円 

競争性のある契約 

(ｃ) = (ａ)＋(ｂ) 

82.1％ 96.4％ 87.5％ 96.1％ 6.5％ △17.2％ 

46 件 23.9 億円 49 件 19.8 億円 3 件 △4.1 億円 

競争性のない随意契約 

(d) 

17.9％ 4.0％ 12.5％ 3.9％ △30.0％ △20.0％ 

10 件 1.0 億円 7 件 0.8 億円 △ 3 件 △0.2 億円 

合計 (ｃ)＋(d) 
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ △16.9％ 

56 件 24.8 億円  56 件 20.6 億円  0 件 △4.2 億円 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）比較増△減は、令和３年度の対令和２年度伸率である。 
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（２）振興会における令和３年度の一者応札・応募については、表２の通りである。一者応札の

２１件には、随意契約事前確認公募を実施した１２件（競争性のある契約）を含むため、一

般競争入札の結果一者応札となった案件数としては、９件となった。当該９件について一者

応札・応募となった主な理由は、受注してもリソースを割けないと業者が判断したと考えら

れるもの（１件、０．１９億円）、応札しても受注見込みがないと業者が判断したと考えられ

るもの（２件、０．７５億円）、仕様内容より受注できる業者が限られていたと考えられるも

の（４件、１．０６億円）、仕様要件が厳しかったために対応できる業者が限られていたと考

えられるもの（２件、約０．２０億円）である。 
 

表２ 振興会の一者応札・応募状況 

  令和２年度 令和３年度 比較増減 

２者以上 
件数 23 件 50.0％ 28 件 57.1％ 5 件 21.7% 

金額 8.6 億円 36.0％ 3.2 億円 16.3％ △5.4 億円 △62.4% 

１  者 
件数 23 件 50.0％ 21 件 42.9％ △2 件 △8.7% 

金額 15.3 億円 64.0％ 16.6 億円 83.7％ 1.3 億円 8.5% 

合  計 
件数 46 件 100.0％ 49 件 100.0％ 3 件 6.5% 

金額 23.9 億円 100.0％ 19.8 億円 100.0％ △4.1 億円 △17.0% 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注３）比較増△減は、令和３年度の対令和２年度伸率である。 

  （注４）令和２年度の一者応札欄の件数及び金額は、随意契約事前確認公募を実施した１２件（12.8 億円）

を含む。令和３年度の一者応札欄の件数及び金額は、随意契約事前確認公募を実施した１２件（14.4

億円）を含む。 

 

２．重点的に取り組む分野 

  重点的に取り組む分野としては、以下の取組みを行う。 

 

（１）一者応札・応募改善にかかる取組 

   一者応札・応募の改善にかかる取組みについては、これまで入札公告期間の２０日以上で

の運用（公告期間の長期化）、文部科学省調達情報サイトへの公告（公告の広範囲化）、入札

説明書（仕様書）の電子配布・集約型説明会の実施（入札手続きの簡素化）、競争を妨げる過

度な仕様書としないほか、複数年度契約の拡大や、一者応札となった場合に公告期間の延長

等による調達のやり直し、担当課や業者へのヒアリングを行うなど様々な取組みを行ってき

た。 

令和４年度については、令和３年度より本格実施したオンラインによる入札説明会を、ウ

ィズコロナ、アフターコロナの状況下においても引き続き積極的に活用することにより、応

札者にとって必要な振興会調達情報へのリモートアクセスを促進する取組を実施する。また、

民間の入札情報サイトを活用すること等により、本会入札情報の広範囲の提供に努める。 

  【評価指標：オンライン入札説明会実施状況、入札情報の広範囲化についての取組状況】 
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（２）契約方法等の見直しによる経費節減及び業務の効率化の推進 

中長期的に更改が見込まれているデータベース・システムについて、現行ハードウェアの

リース期間等を考慮の上、コンサルタントによるシステムの最適化計画策定支援業務の調達

スケジュールの再検討を行うとともに、現行システムのレガシー化解消のための古い開発言

語からの脱却を目的とした改修に向けた検討を情報セキュリティが十分に確保されるよう留

意の上進める。 

また、携帯電話等のレンタル契約の複数年度化について検討する。その他契約方法等の見

直しにより経費節減や業務の効率化が見込まれるものについて検討し、可能な取組があれば

実施する。 

【評価指標：経費節減及び業務の効率化に関する取組状況、効果】 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底 

  調達に関するガバナンスの徹底については、以下の取組みを行う。 

 

（１）随意契約に関する内部統制の確立 

   新たに随意契約を締結することとなる案件及び引き続き随意契約を締結している案件につ

いて、調達等合理化検証・検討チーム（総括責任者は総務担当理事）において、独立行政法

人日本学術振興会会計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性の観点

から点検を実施する。 

   履行できる者が一者しかいないとして随意契約するものについては、他に競争参加者がい

ないことを確認し、随意契約の透明性を高めるための手続きである「随意契約事前確認公募」

を引き続き積極的に実施することにより、随意契約の透明性、公正性を高める。 

  

  【評価指標：調達等合理化検証・検討チームによる新規・継続随意契約案件の点検実施（実

施率 100％）、随意契約事前確認公募の実施状況】 

 

（２）不祥事の発生の未然防止のための取組 

   振興会の発注事務は、不正防止と法人の事務事業の円滑・効率的な遂行を両立させるため、

発注する品目、数量、金額、その他必要となる事項を記載した購入依頼書を予め契約担当部

署に提出し承認を受けてから発注する体制をとっている。納品検収業務についても、発注者

以外の検査職員が書面照合及び現物確認による検収を行った後、当該物品を使用する担当職

員が書面照合及び現物確認をする相互牽制体制を原則としている。 

令和４年度においては、これらの手続きが適切に実施されるよう各部課の会計手続きに携

わる職員を対象とした研修（e-ラーニング）を実施する。令和４年度の実施にあたっては、

令和３年度実施におけるアンケート結果を踏まえ、より理解を深めるために研修終了時の解

説を工夫する等の更新をした上で複数回の受講案内を行う等により、各課の職員が年間を通

じて受講できるようにする。 

また、不祥事は職員と取引業者間の共謀で起こる事例が多いことに鑑み、日頃、業者と接

触する機会が多い会計課契約担当職員に対し、引き続き「物品等調達事務に従事する者の留

意事項」を配布し不正経理の防止に努めるとともに、公正取引委員会のホームページに掲載

されている入札談合等関与行為防止法に係る研修用動画を会計課契約担当職員の研修教材と

して活用する。 
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  【評価指標：ｅ-ラーニングによる振興会職員の研修の実施・受講状況、研修教材の更新状況、

会計課契約担当職員の研修用動画活用状況】 

 

（３）適切な予定価格の設定及び情報システム調達の仕様書案の検証について 

   予定価格については、振興会における過去の同一役務等の調達実績、市場価格や他機関に

おける契約実績、公的機関や市販の公表資料による積算情報など可能な限り幅広く収集し、

それらを踏まえ適切に設定する。情報システムの開発、改修、保守・運用等の調達のように、

調達実績等により予定価格の積算が困難な場合は、ＣＩＯ（情報化統括責任者）補佐官にお

いて、目的・使途と仕様の審査や開発コスト等の妥当性の検証を行い、それらの結果を予定

価格に反映させる。 

   さらに、情報システム開発、改修、保守・運用等の調達に際しては、情報セキュリティ、サ

プライチェーンリスク、競争性の担保等、様々な留意事項があるため、仕様書記載事項の妥

当性についてもＣＩＯ補佐官の検証を仕様書に反映させる。 

    

【評価指標：調達実績、市場価格等の予定価格への反映状況、情報システム調達の予定価格

設定や仕様書案作成に際してのＣＩＯ補佐官等専門家の活用状況（予定価格設定へのＣＩ

Ｏ補佐官活用率 100％）】 

 

４．自己評価の実施 

   計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一環として、

年度終了後に実施し、主務大臣にその結果を報告し、評価を受ける。主務大臣による評価結

果をその後の計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 

５．調達等合理化の推進体制 

（１）推進体制 

   計画に定める各事項を着実に実施するため、総務担当理事を総括責任者とする調達等合理

化検証・検討チームにより調達等合理化に取り組むものとする。 

   総括責任者 総務担当理事 

   副総括責任者 総務部長 

   メ ン バ ー 総務部会計課長、総務部会計課契約・経理室長、総務部総務課長、その他

総括責任者が指名する職員 

（２）監査・研究公正室の機能 

   監査・研究公正室は調達等合理化検証・検討チームに意見を述べることができる。 

（３）契約監視委員会の活用 

   監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、計画の策定及び自己評価の際の

点検を行うとともに、これに関連して、独立行政法人日本学術振興会契約監視委員会規程第

２条の規定に該当する個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

  計画及び自己評価結果等については、振興会のホームページにて公表する。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、計画の改定を行う。 
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以上 


