
「随意契約の適正化の一層の推進について」の運用方針等について

平成１９年１１月２２日１９経第１２５９号

大臣官房経理課長通知

随意契約の適正化については、先に随意契約の適正化の一層の推進について

（平成１９年１１月６日付け１９経第１１６８号大臣官房長通知）が通知され

たところであるが、その実施に当たっての具体的な運用方針を別紙のとおり定

めたので、通知する。

（略）



別紙

「随意契約の適正化の一層の推進について」の運用方針

１ 随意契約見直し計画の実施状況の把握

随意契約の適正化の一層の推進について（平成１９年１１月６日付け１９

経第１１６８号大臣官房長通知。以下「官房長通知」という。）の２（１）

の随意契約見直し計画の実施状況の把握は、以下によるものとする。

（１）対象範囲

契約担当官又は支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）

が締結したすべての契約を対象とする。ただし、国の収入原因契約及び予

定価格が予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第２

号、第３号、第４号又は第７号に掲げる金額を超えない契約を除く。

（２）取りまとめ部局

下表の左欄の各部局は、それぞれ右欄の部局に所属する契約担当官等が

締結した契約について四半期ごと及び年度経過後に取りまとめの上、大臣

官房経理課あて提出する。

部局名 契約担当官等の範囲

大臣官房経理課 本省内部部局、農林水産研修所、農林水産政策研

究所、林野庁（森林管理局及び森林技術総合研修

所を除く。）、水産庁（漁業調整事務所を除く。）

大臣官房地方課 地方農政局（注１）、北海道農政事務所

消費・安全局 植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所

農林水産技術会議事務局 農林水産技術会議事務局筑波事務所

林野庁 森林管理局（注２）、森林技術総合研修所

水産庁 漁業調整事務所

（注１）地方農政局は、管下の地方農政事務所、事業（務）所分を取りまと

めの上、大臣官房地方課に提出する。

（注２）森林管理局は、管下の森林管理事務所、森林管理署、森林管理署支

署、治山センター、総合治山事業所分を取りまとめの上、林野庁に提

出する。

（３）提出期限

取りまとめ部局から大臣官房経理課への提出期限は、以下のとおりとす

る。

第１四半期分（４月～６月契約分）・・・・・・・・・７月３１日

第２四半期分（７月～９月契約分）・・・・・・・・１０月３１日

第３四半期分（１０月～１２月契約分）・・・・・・・１月３１日

第４四半期分（１月～３月契約分）・・・・・・・・・５月３１日

年度分・・・・・・・・・・・・７月３１日

（４）取りまとめ様式

取りまとめ部局は、公共工事及び測量・建設コンサルタント等業務（以

下「公共工事等」という。）に係る契約又は物品・役務等契約（公共工事

等に係る契約以外の契約をいう。以下同じ。）の別及び競争入札又は随意

契約の別ごとに、それぞれ別紙様式１から４までにより、契約の状況を取

りまとめる。

なお、年度分の提出に当たっては、別紙様式１から４中、「契約金額」

欄には、決算額を記載する。



２ 入札等監視委員会の設置

官房長通知の２（２）の第三者機関の設置は、以下によるものとする。

（１）趣旨

物品・役務等契約に係る競争参加条件の設定、資格の確認、指名業者の

選定等の手続の透明性を一層高めるとともに、随意契約の適正化を推進す

るため、物品・役務等契約に係る入札等監視委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。

（２）設置単位

下表の左欄に掲げる部局長は、それぞれ右欄の部局に所属する契約担当

官等が締結した物品・役務等契約に係る委員会を設置する。

部局長 契約担当官等の範囲

大臣官房経理課長 本省内部部局（食料安定供給特別会計を除く。）、

農林水産研修所、農林水産政策研究所

総合食料局長 本省内部部局（食料安定供給特別会計に限る。）

横浜植物防疫所長 各植物防疫所

動物検疫所長 動物検疫所

動物医薬品検査所長 動物医薬品検査所

各地方農政局長、北海道 各地方農政局又は北海道農政事務所

農政事務所長

農林水産技術会議事務局 農林水産技術会議事務局筑波事務所

筑波事務所長

林野庁長官 林野庁内部部局、森林技術総合研修所

各森林管理局長 各森林管理局

水産庁長官 水産庁

（３）委員会の事務

委員会は、部局長の要請に基づき、次に掲げる事務を行う。

ア 物品・役務等契約（国の収入原因契約、国の行為を秘密にする必要が

ある契約及び予定価格が予算決算及び会計令第９９条第２号、第３号、

第４号又は第７号に掲げる金額を超えない契約を除く。）に関し、入札

及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

イ 物品・役務等契約のうち委員会が抽出指定したものに関し、一般競争

参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経

緯並びに随意契約の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申

又は勧告を行うこと。

（４）委員会の構成

委員会は、契約に関する学識経験等を有し、公正中立の立場を堅持でき

る者３人以上をもって構成する。

なお、委員の中から、委員長を互選するものとする。

（５）会議

ア 委員会は、原則として、次のイの表の左欄のとおり３箇月に１回開催

する。ただし、このほか必要に応じて開催することを妨げない。

イ 各回の会議への（３）のアの報告は、それぞれ下表の右欄の期間に締

結した物品・役務等契約（変更契約を含む。）を対象とする。



開催時期 報 告 対 象

５月 １月～ ３月契約分

８月 ４月～ ６月契約分

１１月 ７月～ ９月契約分

２月 １０月～１２月契約分

ウ 会議への（３）のアの報告は、別紙様式３から５までによる。

また、該当がある場合には、談合情報等の対応状況をまとめた書類を

提出する。

エ 抽出の方法は、委員会が定める。

なお、一般競争入札、指名競争入札又は企画競争による随意契約であ

って応札者（提案者）が１者のものについては、競争参加資格の設定に

ついて審議する必要があるため、重点的に抽出する。

オ 抽出された契約については、仕様書のほかに、一般競争入札にあって

は入札公告の写しを、指名競争入札にあっては指名競争参加者選定委員

会調書の写しを、随意契約にあっては随意契約審査委員会調書の写しを、

それぞれ会議に提出する。

なお、抽出された契約が一般競争入札、指名競争入札又は企画競争に

よる随意契約であって応札者（提案者）が１者のものについては、これ

らの書類のほかに、指名通知書又は企画競争の公示の写しを併せて会議

に提出する。

カ 会議は、非公開とする｡

（６）意見の具申又は勧告

ア 委員会は、報告の内容又は審議した契約に係る理由及び経緯等につい

て、不適切な点又は改善すべき点があると認めるときは、必要な範囲で

部局長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

委員会が大臣官房経理課長又は総合食料局長の設置したものである場

合は、意見の具申又は勧告を受けた部局長は、その内容を契約担当官等

の所属する局の長（大臣官房にあっては大臣官房経理課長。以下「所属

局長」という。）に通知する。

なお、委員会は意見の具申又は勧告の結果、部局長（部局長が大臣官

房経理課長又は総合食料局長である場合は、所属局長）が措置を講じた

結果について報告を受ける。

イ 委員会は、意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めると

きは、その内容を公表することができる。

（７）委員会の事務局

事務局は、監査部門の職員が所属する課がある場合は当該課に置くもの

とし、監査官等が庶務を行う。ただし、該当する課がない場合には、契約

部門の職員が所属する課に置くものとし、契約に直接関与しない職員が庶

務を行う。

（８）公表

部局長は、次の事項については、以下により公表する。

ア 委員の構成

委員の氏名及び職業を毎年度、その年度における最初の委員会開催後、

遅滞なく、公表する。

なお、委員に変更があった場合には、変更後最初の委員会の開催後、



遅滞なく、公表する。

イ 審議に係る議事の概要

部局長は、審議に係る議事の概要を取りまとめの上、必要な資料とと

もに、委員会終了後、遅滞なく、公表する。

（９）入札等監視委員会設置部局の特例

部局長（大臣官房経理課長を除く。）が、入札等監視委員会の設置及び

運営について（平成６年５月３１日付け６経第９３０号大臣官房経理課長

通知）の規定に基づき、既に公共工事等契約に係る入札等監視委員会を設

置している部局長と同一である場合は、新たに委員会を設置することなく、

既存の公共工事等契約に係る入札等監視委員会に（３）の物品・役務等契

約に関する事務を追加することができる。



別紙様式１

見直し計
画での記
載

見直し計画
における措
置内容

公共工事等の名称、場
所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争契約・指名
競争契約の別（総合
評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者の
数

特別な競争参
加資格

備　　考

競争入札（公共工事等）

（注８）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにの
み、当該参加資格を簡潔に記載する。

（注３）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」の
文字と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約に
ついては「×」と記載する。

（注４）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競
争性のない随意契約」のいずれか）を記載する。

（注７）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

（注２）この表は、公共工事のほか測量・建設コンサルタント等業務に係る契約について記載する。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注６） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注５） 「一般競争契約・指名競争契約の別（総合評価の実施）」欄には、公共工事の場合は一般競争契約、公募型指名競争契約、工事希望型競争契約、その
他の指名競争契約の別を、測量・建設コンサルタント等契約の場合は一般競争契約、公募型競争契約、簡易公募型競争契約、その他の指名競争契約の別を、
それぞれ記載する。



別紙様式２

見直し
計画で
の記載

見直し計画に
おける措置内
容

公共工事等の名称、場
所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

提案者の
数

特別な参加資
格

備　　考

（注１１）予決令第１０２条の４第４号に規定する随意契約を締結した場合には、「備考」欄に「有利随契」と記載する。

（注３）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」の文字
と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約については
「×」と記載する。

（注９）「提案者の数」欄は、企画競争による随意契約の場合に記載する。

（注４）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競争性
のない随意契約」のいずれか）を記載する。

（注７） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注１０）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにのみ、当
該参加資格を簡潔に記載する。

（注５）「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄には、測量・建設コンサルタント等契約の場合は公募型プロポーザル契約、簡易公
募型プロポーザル契約又は標準型プロポーザル契約の別を記載する。

随意契約（公共工事等）

（注８）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

（注２）この表は、公共工事のほか測量・建設コンサルタント等業務に係る契約について記載する。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注６）「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄の理由は、企画競争及び公募の場合には簡潔に記載する。



別紙様式３

見直し計
画での記
載

見直し計画
における措
置内容

物品役務等の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争契約・指名
競争契約の別（総合
評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札者の
数

特別な競
争参加資
格

備　　考

競争入札（物品役務等）

（注２）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」
の文字と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契
約については「×」と記載する。

（注７）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにの
み、当該参加資格を簡潔に記載する。

（注３）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、
「競争性のない随意契約」のいずれか）を記載する。

（注６）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正す
る。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注５） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注４） 総合評価落札方式によった場合には、「一般競争契約・指名競争契約の別（総合評価の実施）」欄にその旨を記載する。



別紙様式４

見直し計
画での記
載

見直し計画
における措
置内容

物品役務等の名称及び数
量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争、公募等）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

提案者の
数

特別な参
加資格

備　　考

随意契約（物品役務等）

（注４）「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄の理由は、企画競争及び公募の場合には簡潔に記載する。

（注２）「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」（平成１９年１月改訂）の対象となっている契約については、公益法人等との契約の場合は「公」の
文字と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約に
ついては「×」と記載する。

（注５）企画競争又は公募によった場合には、「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争、公募等）」欄にその旨を記載する。

（注１０）予決令第１０２条の４第４号に規定する随意契約を締結した場合には、「備考」欄に「有利随契」と記載する。

（注８）「提案者の数」欄は、企画競争による随意契約の場合に記載する。

（注７）既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに１行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

（注１）記載の順は、契約した日の順による。

（注３）「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直しの状況」表の「講ずる措置」の内容（「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競
争性のない随意契約」のいずれか）を記載する。

（注６） 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。

（注９）「特別な競争参加資格」欄は、予決令第７３条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が１であるときにの
み、当該参加資格を簡潔に記載する。



別紙様式５
指名停止等一覧表

（期間 平成 年 月 日～ 月 日）

業 者 名 本 社 所 在 地 指 名 停 止 期 間 該当事項 指名停止の理由

平成 年 月 日～平成 年 月 日
（ ヶ月）

注： 「該当事項」欄には、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」の別表に掲げる措置要件の
うち該当するものを記入する。


