措置公表年月日
当初 平成２２年５月２５日
最終 平成２４年７月 ６日
平成１８年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置
【特定のテーマ：随意契約について】
改 善 を 要 す る 事 項

講

じ た
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置

第２章 北海道財務規則運用方針第３節（随意契
約）関係の１の(2)「契約の目的物が代替
性のないものであるとき」についての監査
結果
二 個別契約
（契約の目的物が代替性のないものであるとき
−プロポーザル方式による契約類型を除く）
１ ヘリコプター運航管理業務委託契約
(2)随意契約にることの妥当性
(a) 要件の設定について
（提案事項）
事業遂行者の要件を設定した根拠を明確に記録
に記載されたい。

道が所有するヘリコプターの活動範囲及び活動時
間、救急・救助等の活動内容等を考慮し、操縦士及
び整備士についての経験や能力について必要とする
条件を、書面化することとしました。

(b) 要件該当性の判断
（提案事項）
特命随契をなすにあたっては、年度ごとに他に
遂行し得る業者が存在しないかどうかを検証すべ
きであり、その判断プロセスを書面化することが
望まれる。

消防防災ヘリコプターの運行管理業務委託につい
て、年度ごとに丘珠空港に格納庫を所有する運行会
社に対し受託の可能性を調査し、その判断プロセス
を書面化することとしました。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算は、項目ごとに具体的資料に基づい
て検討されなければならず、その判断プロセスを
書面化することが望まれる。

施設借上料、気象システム使用料、住宅借上料に
ついて、見積書の徴取、市場調査により検討し、そ
の判断プロセスを書面化することとしました。

(4) その他
（提案事項）
今後契約を継続する場合は、当該サービスが特
特定役務に該当するか否かの判断経過を書面化す
例政令に言う、「特定役務」に該当するか否かの ることとしました。
判断経過を書面化することが望まれる。
２ 北海道職員等選択型福利事業委託業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
随意契約によることの妥当性は年度ごとに検証
されるべきである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料は、業務内容、業務量等を前提とした委
託事務遂行に対する対価であり、委託料の積算に
あたっては、業務の対価としての正当性が確保さ

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
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れなくてはならない。
３ 旅券作成関係業務
(1) 委託の必要性・有効性
（改善事項）
業務の検査につき、部内における決裁を行うべ
きである。

(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
特命随契をなすにあたっては、年度ごとに他に
遂行し得る業者が存在しないかどうかを検証すべ
きであり、その判断プロセスを書面化することが
望まれる。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算は、項目ごとに具体的資料に基づい
て検討されなければならず、その判断プロセスを
書面化することが望まれる。

４ エゾシカ個体数調整緊急対策業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
特命随契をなすにあたっては、当該業者以外の
ものに事業遂行可能性がない旨を判断したプロセ
スを書面化することが望まれる。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算において評価が必要な項目（人件
費におけるランクの設定、人工の設定等）につい
ては、その評価判断プロセスを書面化することが
望まれる。
知床の世界自然遺産登録をアピールする宣伝
広告業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
代替性の有無の判断は慎重になされるべきであ
り、速やかな事業執行の必要性を理由とした安易
な判断とならないよう留意すべきである。

受託者において作業日誌を作成し、これを毎日、
検査員が検査を行うとともに、当月末日に一ヶ月分
の検査について、課内決裁を行うこととしました。

旅券作成業務の契約方法については、平成18年度
より指名競争入札、平成20年度より一般競争入札に
より実施しております。

委託料の積算は、基礎資料（賃金構造基本統計調
査、健康保険・厚生年金等の事業者負担率）に基づ
き、その判断プロセスを書面に記して算定すること
としました。

本事業については、平成19年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

５

６ 生活保護法による診療報酬明細書点検業務等
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
特命随契をなすにあたっては、当該業者以外の
ものに事業遂行可能性がない旨を判断したプロセ
スを書面化することが望まれる。

本事業については、平成19年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

平成19年度契約分より、入札参加者指名選考委員
会に諮る資料で対象業者を選考する過程について書
面化しました。
なお、平成21年度契約からは当該過程を資格要件
として、一般競争入札により実施しています。

７ 資源保全実態調査委託業務
(2) 随意契約によることの妥当性
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（提案事項）
特命随契をなすにあたっては、当該業者以外の
ものに事業遂行可能性がない旨を判断したプロセ
スを書面化することが望まれる。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
・判断が必要な積算項目については、その評価・
判断プロセスを書面化することが望まれる。

９ 日本海ニシン種苗生産委託業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
特命随契を行うに際しては、年度ごとに他に事
業を行い得る業者が存在しないかにつき調査検討
を行い、その判断プロセスを書面化することが望
まれる。

本契約については、平成17年度１回限りの事業で
あり、その後継続していませんが、今後、同種の事
業を行う場合、「契約手続に係る事務の適正執行に
ついて」（平成19年２月23日付け局総第2125号出納
局長通達）に基づき、随意契約の相手方を選定した
理由を具体的、かつ、詳細に決定書等に記載するこ
となど、随意契約の厳格な運用を図るよう努めます。

本契約については、平成17年度１回限りの事業で
あり、その後継続していませんが、今後、同種の事
業を行う場合、関係部署と協議・調整し、その評価
・判断プロセスを書面化し、より実態に即した積算
を行うよう努めます。

本事業については、平成19年度をもって事業を終
了していますが、今後事業再開や同じような事業を
実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
す。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成19年度をもって事業を終
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 了していますが、今後事業再開や同じような事業を
人工の設定等）については、その評価、判断プロ 実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
セスを書面化することが望まれる。
す。
(4) その他
（提案事項）
契約金額が特例政令に該当する場合は、当該サ
本事業については、平成19年度をもって事業を終
ービスが特例政令に言う、「特定役務」に該当す 了していますが、今後事業再開や同じような事業を
るか否かの判断経過を書面化することが望まれ 実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
る。
す。
特例政令の適用を受ける契約を随意契約にて行
う場合には、同政令に定める要件を満たす必要が
あり、事業決定にあたっても、同政令に定める要
件該当性が検討されなければならない。
特例政令は施行令及びこれに基づく財務規則、
運用方針に優先するものである。
10 林業用種子採取事業委託業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
今後とも、事業分割の可能性等の検証を重ね、
本事業については、平成20年度から事業休止中で
競争入札への移行可能性を検討することが望まれ あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
る。
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
(3) 委託料積算根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
・判断が必要な積算項目については、その評価・

本事業については、平成20年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
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判断プロセスを書面化することが望まれる。

合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

11

道有施設保全業務支援資料作成業務委託契
約
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
実質的な作業内容が分割されていても、契約と
しては１つのものである以上、経費率の算定につ
いては、全体の契約金額を前提にすることの妥当
性を検討する余地がある。
（プロポーザル方式による契約）
１「道税広報テレビスポット放送」制作放送業務
(3) 委託料積算の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
・判断が必要な積算項目については、その評価・
判断プロセスを書面化することが望まれる。
安易に他の契約における積算金額を援用するの
ではなく、具体的な積算資料にあたって当該事業
との関連で妥当な積算を検討することが望まれ
る。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札方式導入の可能性を検討すること
が望まれる。

(5) 提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考の妥当性
（提案事項）
プロポーザル方式を用いるにしても、公募型を
原則とする運用を心がけられたい。
なお、公募により難く指名型プロポーザルによ
ることとした場合は、その具体的根拠を明示する
必要がある。
(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（改善事項）
審査要領、企画提案指示書等において、選考さ
れた企画に関する公表についての規定を整備する
ことが望まれる。

２ 津波シミュレーション及び被害想定調査業務
(2) 随意契約によることの妥当性
(b）北海道太平洋沿岸東部、中部について
（提案事項）
特命随契を行うにあたっては、当該業者以外の
ものに事業遂行可能性がない旨を判断したプロセ
スを書面化することが望まれる。

本事業については、平成18年度をもって事業を終
了していますが、今後事業再開や同じような事業を
実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
す。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おりますので、今後、同種事業を実施する場合には、
委託料積算の妥当性について評価等のプロセスを書
面化するなど具体的な積算内容がわかるように改善
を行うこととしました。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おりますので、今後、同種事業を実施する場合には、
総合評価入札方式導入の可能性についても検討を行
うこととしました。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おりますので、今後、同種事業を実施する場合には、
プロポーザル方式を用いる場合にあっても公募型に
よる運用を心がけ、プロポーザル方式とした具体的
根拠を明示することとしました。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おりますので、今後、同種事業を実施する場合には、
審査要領等において、公表に関する規定を整備し、
公表することとしました。

平成20年度以降に実施している同種業務（日本海
沿岸・オホーツク海沿岸）については、指摘を踏ま
え契約方法を検討した結果、総合評価一般競争入札
により契約の相手方を決定しているところです。
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【H20〜21 日本海沿岸（総合評価） H21〜22 オ
ホーツク海沿岸（総合評価（予定）
）】
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算にあたっては、項目ごとにその根
拠を資料化すべきである。
また、委託料積算にあたって、金額算定のため
の評価・判断が必要な積算項目については、その
評価・判断プロセスを書面化することが望まれ
る。

(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性（北海道太平洋沿岸西部に関して）
（改善事項）
今後、同種業務を行う場合には、総合評価入札
によることを検討すべきである。

３ 広報誌「ほっかいどう」制作業務
(2) 随意契約によることの妥当性
（改善事項）
特例政令の適用を受ける契約については、同
政令に定める「特定役務」に該当すると判断し
たプロセスを書面化することが望まれる。
特例政令の適用を受ける契約をプロポーザル
方式によることができるか否かについては、単
にプロポーザル審査を経たからよしとするので
はなく、特例政令所定の要件該当性を厳格に審
査する必要があり、その判断理由について書面
化する必要がある。

本業務の津波浸水予測図等の成果品には、市町村
のハザードマップ作成など、津波防災対策に資する
ことができる高い精度が要求されます。このため、
成果品の品質確保のためには、作業プロセスや品質
確保の手段など、適切な手法を提示した業者を選定
する必要があることから、平成20年度の同種業務か
らは、価格競争のみによらず、価格と技術力等を総
合的に評価することにより、高品質と低コストの両
方を確保することができる、総合評価一般競争入札
により契約の相手方を決定しているところです。平
成20年度以降の同種業務の委託料の積算にあたって
は、こうした業務の性質を踏まえ、太平洋沿岸に係
る同種業務の実績及び複数社からの見積もりを参考
に、項目毎に技師ランク別（設計業務委託等技術者
単価（国土交通省決定））の必要人工数を積算し、
その判断プロセスを書面化しています。

当該事業については、平成18年度で事業が終了し
ておりますが、今後、同種事業を行う場合には、総
合評価入札について検討して参ります。

平成21年度契約から、総合評価入札方式による契
約を行いました。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算にあたっては、項目ごとの積算根
平成21年度契約から、総合評価入札方式による契
拠が資料化される必要がある。
約を行いました。
また、委託料積算にあたって、金額算定のため
に評価・判断が必要な積算項目については、その
評価・判断プロセスを書面化することが望まれ
る。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（改善事項）
総合評価入札方式への移行の可能性を早急に検
討することが望まれる。

平成21年度契約から、総合評価入札方式による契
約を行いました。
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(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査にあたってはヒヤリングの実
施を原則とすべきである。
一定の金額以上の契約にあっては、プロポーザ
ル審査会に外部委員を加えることが望まれる。
４ 新聞紙面利用による道政広告実施業務
(4) プローザル方式によることとした判断の妥当
性
（提案事項）
総合評価入札方式への移行の可能性を検討する
ことが望まれる。
(5) 提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考の妥当性
（提案事項）
本業務に限らず、現行では指名型プロポーザル
方式を採用している業務につき、公募型に移行す
べきものはないかを常に留意して、契約事務を行
う必要がある。また、その前提として、プロポー
ザル方式ではなく、総合評価入札方式への移行が
できないかどうかの検討が重要であることは上述
のとおりである。
５ 電波媒体道政広報実施業務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算は、項目ごとに具体的資料に基づ
いて検討されなければならず、その判断プロセス
を書面化することが望まれる。

(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札方式への移行の可能性を検討する
ことが望まれる。

６ 知事出演道政広報実施事業
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算は、項目ごとに具体的資料に基づ
いて検討されなければならず、その判断プロセス
を書面化することが望まれる。

平成21年度契約から、総合評価入札方式による契
約を行いました。

平成21年度契約から、一般競争入札方式による契
約を行いました。

平成21年度契約から、一般競争入札方式による契
約を行いました。

委託料の積算については、項目毎に書面化してお
ります。
項目：制作費（企画・脚本費、字幕制作費、
ＷＥＢ閲覧経費、
営業管理費）
放送料（タイムスポット、回線料、
回線基本料、送り出し料金）

総合評価一般競争入札方式への移行の可能性につ
いての検討を行ったが、制作において、企画力、編
集力、技術力など専門的かつ高度な技術を必要とし、
成果品のクオリティの高さが求められる道政広報テ
レビ番組については、その性質上価格競争になじま
ないこと、客観的な基準（審査基準や具体的な番組
仕様）を設定することが難しいことから総合評価入
札制度の導入は困難であり、現行のプロポーザル方
式が望ましいと考えております。

委託料の積算については、項目毎に書面化してお
ります。
項目：制作費（企画・脚本費、字幕制作費、
ＷＥＢ閲覧経費、
営業管理費）
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放送料（タイムスポット、回線料、
回線基本料、送り出し料金）
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札方式への移行の可能性を検討する
ことが望まれる。

(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査委員会では実質的な討議が行
われることが望ましい。また、討議内容の透明性
を担保し、後日の検証のためにも議事録を作成す
べきである。

総合評価一般競争入札方式への移行の可能性につ
いての検討を行ったが、制作において、企画力、編
集力、技術力など専門的かつ高度な技術を必要とし、
成果品のクオリティの高さが求められる道政広報テ
レビ番組については、その性質上価格競争になじま
ないこと、客観的な基準（審査基準や具体的な番組
仕様）を設定することが難しいことから総合評価入
札制度の導入は困難であり、現行のプロポーザル方
式が望ましいと考えております。

現在、プロポーザル審査会の議事録は作成してい
ませんが、プロポーザル審査会における意見につい
ては書面化し、プロポーザル参加業者へ意見内容は
伝えているところであり、議事録にかわるものであ
ると考えております。

７ アートツーリズム調査検討事業
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、評価が必要な項目（人
本事業については、平成18年度から事業廃止して
件費におけるランク、人工の設定等）については、 おり、今後同じような事業を実施する場合は、ご指
その評価、判断プロセスを書面化することが望ま 摘の事項を踏まえて対処します。
れる。また、項目ごとに積算調査経過を資料化す
ることが望まれる。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
今後、同種業務を行う場合には、総合評価入札
方式の導入可能性を検討することが望まれる。

本事業については、平成18年度から事業廃止して
おり、今後同じような事業を実施する場合は、ご指
摘の事項を踏まえて対処します。

(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査の透明性を担保するために
本事業については、平成18年度から事業廃止して
も、議事録を作成すべきである。議事録は、その おり、今後同じような事業を実施する場合は、ご指
選定プロセスが明確化されなくてはならない。
摘の事項を踏まえて対処します。
８

「北海道の自然の原点知床の姿」DVD制作業
務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成19年度から事業休止中で
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
人工の設定等）については、その評価・判断プロ 合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
セスを書面化することが望まれる。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
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当性
（提案事項）
今後、同種の業務を行う場合には、総合評価入
札方式の導入可能性を検討することが望まれる。

(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査を行うにあたっては、審査要
領、企画提案指示書等において、選考された企画
に関する公表についての規定を整備することが望
まれる。
民間テレビ放送等を活用したエイズ広報実施
事業
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料の積算にあたっては、項目ごとに道自ら
が直接調査するよう努めなければならない。

本事業については、平成19年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成19年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

９

(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札への移行の可能性を検討すること
が望まれる。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査にあたっては、原則として、
本事業については、平成18年度から事業休止中で
単純な点数集計だけではなく、点数を踏まえた実 あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
質討議を行う旨の規定を整備することが望まし 合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
い。
(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査においては、点数評価を踏ま
えた実質な討議を行うことが望ましい。プロポー
ザル審査の透明性を担保するためにも、討議内容
について、議事録を作成すべきである。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

10 新たな周遊観光ルート形成のための調査業務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成17年度限りで終了してい
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
人工の設定等）については、その評価・判断プロ 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
セスを書面化することが望まれる。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
今後、同種業務を行う場合には、総合評価入札

本事業については、平成17年度限りで終了してい
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方式への移行可能性を検討することが望まれる。

(5) 提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考の妥当性
（提案事項）
プロポーザル方式にあっては、公募型を原則と
する運用を心がけられたい。
なお、公募により難く指名型プロポーザルによ
ることとした場合は、その具体的根拠を明示する
必要がある。

ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査を行うにあたっては、
審査要領、
本事業については、平成17年度限りで終了してい
企画提案指示書等において、選考された企画に関 ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
する公表についての規定を整備することが望まれ 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
る。
(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査においては、点数評価を踏ま
本事業については、平成17年度限りで終了してい
えて実質的な討議を行うことが望ましい。
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
プロポーザル審査の透明性を担保するために 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
も、討議内容について、議事録を作成すべきであ
る。
11 在宅就労支援モデル事業作成業務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成17年度限りで終了してい
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
人工数の設定等）については、その評価・判断プ 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
ロセスを書面化することが望まれる。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
今後、同種事業を行う場合は、総合評価入札方
式への移行可能性を検討することが望まれる。

(7) プロポーザル審査基準の妥当性
（提案事項）
今後、同種業務を行う場合は、より客観性、具
体性のある審査基準の検討が望まれる。

(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査においては、点数評価を踏ま
えて実質的な討議を行うことが望ましい。プロポ
ーザル審査の透明性を担保するためにも、討議内
容について、議事録を作成すべきである。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
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12 季節労働者再就職活動支援業務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成18年度限りで終了してい
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
人工数の設定等）については、その評価､判断プ 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
ロセスを書面化することが望まれる。
また、委託料の積算は、可能な限り具体的資料
に基づいて年度ごとに適正な積算を行うよう努め
るべきである。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
同一内容の事業を分断してプロポーザル審査を
行うこと自体を否定するものではないが、そのよ
うな形態を執る場合には、慎重な考慮が必要であ
る。
今後、同種業務を行う場合は、総合評価入札へ
の移行可能性を検討することが望まれる。
(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査にあっては、審査要領、企画
提案指示書等において、選考された企画に関する
公表についての規定を整備することが望まれる。

本事業については、平成18年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査においては、点数評価を踏ま
本事業については、平成18年度限りで終了して
えて実質的な討議を行うことが望ましい。
いますが、今後事業再開や同じような事業を実施す
プロポーザル審査の透明性を担保するために る場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
も、討議内容について、議事録を作成すべきであ
る。
13 中高齢者等再就職支援業務
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
本件業務のように北海道の考え方如何によって
事業規模が異なる業務にあっては、当該事業規模
とした根拠について、その判断プロセスを書面化
する必要がある。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
本事業については、平成17年度限りで終了してい
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、 ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
人工数の設定等）については、その評価・判断プ 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
ロセスを書面化することが望まれる。
また、委託料の積算は、可能な限り具体的資料
に基づいて年度ごとに適正な積算を行うよう努め
るべきである。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
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（提案事項）
同一内容の事業を分断してプロポーザル審査を
行うこと自体を否定するものではないが、そのよ
うな形態を執る場合には、慎重な考慮が必要であ
る。
今後、同種業務を行う場合には、総合評価入札
への移行可能性を検討することが望まれる。
(6) プロポーザル審査に関する手続規定の整備状
況及びその妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査にあっては、審査要領、企画
提案指示書等において、選考された企画に関する
公表についての規定を整備することが望まれる。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成17年度限りで終了してい
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（提案事項）
プロポーザル審査においては、点数評価を踏ま
本事業については、平成17年度限りで終了してい
えて実質的な討議を行うことが望ましい。
ますが、今後事業再開や同じような事業を実施する
プロポーザル審査の透明性を担保するために 場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
も、討議内容について、議事録を作成すべきであ
る。
14 農業・農村コンセンサス形成総合推進事業
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
・判断が必要な積算項目については、その評価・
判断プロセスを書面化することが望まれる。

(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札方式への移行可能性を検討するこ
とが望まれる。

(7) プロポーザル審査基準の妥当性
（改善事項）
過去の実績や他の同種業務を参考にするなどし
て、より具体的、客観的な審査基準を設定し得な
いかどうかを検討することが望まれる。

平成18年度の提案事項を踏まえ、委託料の積算に
当たっては、毎年度、(財)経済調査会作成の単価表
等に基づき「委託料算出調書」を作成し、積算の根
拠を明確にしております。

総合評価入札方式への移行の可能性を検討した
が、農業・農村コンセンサス形成総合推進事業で年
２回発行している情報誌「コンファ」は、道民の農
業・農村に対する理解と関心が高まるよう、分かり
やすく親しみやすいものとするための創造性・独創
性・表現力等に富んだ企画が求められるものであ
り、成果の水準の設定や仕様の具体的な提示を必要
とする総合評価入札方式はなじまないことから、
「プ
ロポーザル方式による契約の取り扱い」（平成20年
３月25日付け局総第2448号、出納局長通知）の第１
に基づき、プロポーザル方式を採用しています。
なお、手続きの透明性・公平性を保つため公募型
プロポーザル方式を行っています。

他部の審査基準を参考にして、次のとおり審査要
領の改正を行いました。
・審査内容を具体的に示すこととし、審査項目ご
とに「審査のポイント」を明記しました。
・審査項目ごとに「評価のポイント」及び「得点
の算出方法」を明記しました。
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(8) プロポーザル審査内容の妥当性
（改善事項）
審査のあり方としては、選定業者決定に至るま
で提案者名は伏せられるべきである。

根室市道営住宅新築工事基本計画及び実施設
計業務
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（改善事項）
今後は同種契約につき、総合評価入札への移行
が望まれる。

平成19年度以降のプロポーザル審査会において
は、配付する「企画提案審査結果表」の企画提案者
名を伏せて審議を行っています。

15

当該契約については、平成17年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

(5) 提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考の妥当性
（提案事項）
第一義的には総合評価入札への移行が望まれる
ところであるが、仮に、プロポーザル方式による
としても、プロポーザル方式にあっては、公募型
を推進する運用を心がけられたい。

当該契約については、平成17年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

16 北方型住宅新展開の普及推進業務
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
・判断が必要な積算項目（人件におけるランク、
人工数の設定等）については、その評価・判断プ
ロセスを書面化することが望まれる。

当該契約については、平成20年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
総合評価入札方式への移行可能性について検討
することが望まれる。

(5) 提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考の妥当性
（提案事項）
プロポーザル方式にあっては、公募型を原則と
する運用を心がけられたい。

当該契約については、平成20年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

当該契約については、平成20年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

17 北海道住情報共有化推進業務
(3) 委託料積算根拠の妥当性
（提案事項）
委託料積算にあたって、金額算定のために評価
当該契約については、平成18年度で終了しました。
・判断が必要な積算項目（人件費におけるランク、
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
人工数の設定等）については、その評価・判断プ が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
ロセスを書面化することが望まれる。
え、適切な対応に努めて参ります。
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委託料積算はその項目ごとにその根拠を資料化
することが望まれる。
(4) プロポーザル方式によることとした判断の妥
当性
（提案事項）
今後、同種事業を行う場合は、総合評価入札方
式への移行可能性を検討することが望まれる。

三
１
①

小括
「代替性」の有無の判断について
年度ごとに事業目的に沿った事業者選定要件
となっているかどうかの検証がなされるべきで
ある。
② 要件該当性の判断は年度ごと個別、具体的に
検証されなければならない。
③ 要件該当性を判断するためにはいかなる調査
を行い、その調査結果いかなる理由に基づいて
「代替性」なしと判断したのかといったプロセ
スについては、書面化の上、明確にされる必要
がある。
④ その判断に疑義を持たれる場合は競争入札に
付さなければならない。
２
①
②

契約金額の積算について
適正かつ合理的な基準に基づく必要がある。
基準への適用、特にその適用に当たって評価
が必要とされる事項については、その評価、判
断プロセスを書面化することが望まれる。
③ 継続事業にあっては、委託先から見積書の詳
細内訳を徴取する、事業完了後精算内訳書を徴
取するなどして、道の積算の適正性を検証し、
できるだけ合理的、経済的な積算を行うべく、
年度ごとに努力することが望まれる。
３
①

プロポーザル方式の採否について
現在プロポーザル方式にて実施している事業
についても、可能な限り総合評価入札方式に移
行すべきである。
② 特例政令の適用を受ける契約については、
「プ
ロポーザル方式を経れば随意契約できる」とい
う理解は正しくなく、同政令に定める要件該当
性を検討しなければならない。

４

当該契約については、平成18年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年2月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、①契約に当たっては一般競争入札が原則で
あること、②随意契約による場合は関係規定に合致
するものであるかどうかを十分に検討し、適正な判
断をすること、③代替性がないものであるかどうか
は、例示のように客観的に十分な説明ができるもの
であること、④さらに、随意契約の相手方を選定し
た理由を具体的、かつ、詳細に決定書等に記載する
ことなど、随意契約の厳格な運用について周知して
います。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、見積書内訳や事業完了後の精算内訳書の徴
取の必要性についても個々の契約ごとに判断すべき
と考えることから、日々の指導等を通じてその趣旨
を周知したところです。

総合評価競争入札によるか、プロポーザル方式に
よるかの選択は、個々具体の契約ごとに、その内容
により判断しているところであり、適切に判断する
よう、各部等からの照会時や書類審査時に指導しし
ました。
また、「プロポーザル方式による契約の取扱いに
ついて」（平成20年3月25日付け局総第2448号出納局
長通達）を通達し、①安易に前例を踏襲することな
く、契約内容を改めて精査し、一般競争入札（総合
評価一般競争入札を含む。）への移行の可否を検討
することについて周知し、②特例政令の適用を受け
る契約については、プロポーザル方式を実施する前
に、参加者のうち誰が選定されても当該政令に定め
る要件に該当すると判断できる場合に限り実施でき
ることとしました。

提案を求める者（プロポーザルに参加させる
者）の選考について
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公募型を原則とする運用を心掛けるべきであ 「プロポーザル方式による契約の取扱いについて」
る。
（平成20年3月25日付け局総第2448号出納局長通達）
を通達し、プロポーザル方式を実施するときは公募
型を原則とし、更に特例政令の適用を受ける契約に
ついては公募型に限ることとしました。
５

プロポーザル審査に関する手続規定について
選考された企画に関する公表の規定を整備する
必要があると考える。

６
①

プロポーザル審査基準について
適正な審査基準の設定がプロポーザル審査の
妥当性を決する重要な要素であることを再認識
し、特に、継続事業にあっては、蓄積された実
績を踏まえて、よりよい審査基準を吟味し、さ
らには、適正かつ客観的な基準の設定に基づい
て総合評価入札方式への移行を検討する必要が
ある。
② プロポーザル方式においても価格競争要素を
導入してこの点を審査基準に加えることについ
て積極的な検討が望まれる。

選考された企画に関しては、公表することにより、
道の事業に支障を来したり、当該企画の提案者の不
都合となる場合もあり、一律にすべてのものを公表
することとすることは適当でないことから、個々具
体の契約ごとに、その内容により判断することとし
ており、必要に応じ、支障のない場合において、公
表するものであると考えます。これらの趣旨につい
ては、適切に判断するよう、各部等からの照会時や
書類審査時に指導しました。

プロポーザル方式における審査基準については、
個々具体の契約ごとに、その内容に基づき設定して
いるところであり、今後とも、より適切な評価に努
めるよう、各部等からの照会時や書類審査時に指導
しました。
また、「プロポーザル方式による契約の取扱いに
ついて」（平成20年3月25日付け局総第2448号出納局
長通達）を制定し、安易に前例を踏襲することなく、
契約内容を改めて精査し、総合評価一般競争入札へ
の可否にについて検討する旨周知しました。
プロポーザル方式においては、価格競争の要素は
なじまないものと解しています。

７
①

プロポーザル審査内容について
プロポーザル審査会における討議内容につい
「プロポーザル方式による契約の取扱いについて」
ては議事録を作成すべきである。
（平成20年3月25日付け局総第2448号出納局長通達）
② 一定金額以上の契約については外部委員を参 を通達し、プロポーザル方式によった場合は、①提
加されるなどの基準を策定すべきである。
案の審査基準、審査方法等により、公平性、透明性
が確保できるよう十分留意するとともに、②特に審
査に当たり専門的な知識や判断が必要である場合等
は、外部の学識経験者等から意見を聴取するか、又
は外部の学識経験者等による委員会を設置して審査
を行うこととしました。
８

「契約の目的物が代替性のないものであると
き」という規定法について
「契約の目的物が代替性のないものであるとき」
財務規則の運用方針の解釈については、従前から
という規定について、解釈に疑義が生じないよう 質疑応答集や研修等により周知しているところであ
に改正すべく検討する必要がある。
るが、
「契約手続に係る事務の適正執行について」
（平
成19年2月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、「契約の目的物が代替性のないものである
とき」の解釈と例示をするとともに、客観的に十分
な説明ができるものであるべきこと等について、改
めてその趣旨を周知しました。
なお、これらの規定については、従前から、必要
に応じ、見直しを行ってきているところであるが、
今後、わかりやすく、より実態に即した規定となる
よう研究して参ります。
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第３章 情報関連業務委託契約における随意契約
についての監査結果
二 個別契約
１ 震度情報ネットワークシステム改修業務委託
契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
①契約担当課の意識として、特例政令が平成6年
のマラケシュの政府調達に関する協定に基づくも
ので、内外無差別の原則、契約の透明性確保等を
目的とし、一定額以上の高額な契約のみが対象と
なっていること、財務規則上随意契約が認められ
る場合以上に厳格な要件判断が必要であり、安易
に例外要件に該当するとの判断ができないことを
共通認識とすることである。
②契約決裁上の仕組みとして、特例政令に関する
理解を深めることが必要であり、具体的には特定
調達契約の内容、例外要件の意義、その判断基準、
検証方法に関する庁内のマニュアル等を作成した
り、その研修により契約担当課と出納局指導審査
課の認識を共通にすべきである。また、特命随契
の方法を選択したプロセスの妥当性・公平性・透
明性について、後日、検証が可能となるように、
どのような資料に基づき例外要件をクリアーした
のか記録として残すようにすべきである。
③そして、これらの改善を迅速に行うべきである。
特例政令が適用される契約は、一定額以上の高額
な契約であり道が締結する主要な契約に属してい
るのであるから、その契約手続きの透明性を確保
することは最優先課題とすべきである。
曖昧な判断での運用は内外無差別の原則と透明性
の確保を目的とする特例政令の趣旨を軽視するこ
とにつながるものとなる。
④提案事項の更なる詳細については、後述小括に
おいて論ずる。

当該業務については、平成17年度に終了しており
ますが、今後同種事業を行う場合には、特命随契の
方法を選択したプロセスの妥当性・公平性・透明性
を確保するため、関係資料を記録として保管するこ
ととします。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
①契約担当課の積算に対する意識として、特命随
当該業務については、平成17年度で事業が終了し
契の場合、相手方が1社であるから、積算にあた ておりますが、今後、同種事業を行う場合には、積
って相手方に依存すると、道の積算根拠の妥当性 算プロセスを明示し積算資料を記録として保管する
・透明性が失われてしまうという認識を持つべき こととします。
である。
競争入札の場合、複数の相手方の間で価格競争
が行われるので、手続が適正に行われる限り、最
も低コストの価格が自ずと出てくるのであり、公
平性・透明性も担保されていることになる。それ
に対し1社との契約の場合、競争原理が働かない
ので、公平性・透明性が失われやすく、さらに、
利益を追求する相手方に積算を依存すると道の不
利益となる積算内容に向かってしまうことが予想
され、積算の妥当性も失われていくのである。
②積算プロセスを明示し、積算根拠の妥当性を裏
付ける資料を準備し、検証できる形で記録に残す
ようにすべきである。
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このようにして残していかなければ、後日、説
明責任を果たすことができなくなってしまうであ
ろうし、記録として残すことで、その後の契約に
ついてもノウハウとして利用し得るのである。
③情報システムの開発や運用に関する積算ノウハ
ウを蓄積する、あるいは足りない部分を補う仕組
みを速やかに作り上げ、道が独自に積算できるよ
うにすべきである。
④積算についても、詳細は後述小括において論じ
る。
２ 防災対策支援システム開発業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

当該業務については、平成17年度に終了しており
ますが、今後同種事業を行う場合には、特命随契の
方法を選択したプロセスの妥当性・公平性・透明性
を確保するため、関係資料を記録として保管するこ
ととします。

当該業務については、平成17年度で事業が終了し
ておりますが、今後、同種事業を行う場合には、積
算プロセスを明示し積算資料を記録として保管する
こととします。

３

総合文書管理システム運用・保守管理業務委
託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
① 前記契約１の震度情報ネットワークシステム ① 人工単価の計算について、平成19年度から、疑
改修業務委託契約（二）
、（２）
、（ｃ）の提案事
義が生じないよう、委託先からの人工見積りの方
項に同じである。
法を取らず、前年度の作業実績を元に積算を行う
② 加えて、再委託される場合には、委託先と再
こととしました。
委託先との契約書や業務処理要領の提出を義務 ② 特例政令による随意契約の要件に抵触しないよ
付け、その委託範囲を明確に把握した上で承認
う、平成19年度から本業務の再委託は行わないこ
するか否かを判断するように制度を改めるべき
ととしました。
である。特に、特例政令の例外規定による随意 ③ オープンなシステムへ移行するには、開発費等
契約の場合は、例外を認める要件に鑑み再委託
多大な経費が発生するため、今後現システムが老
を禁止するか、あるいは、極めて厳格に判断す
朽化しOSに対応できなくなる時期（システムの全
べきである。
面改修時期）に検討することとする。
これらが整備されないと、道の担当課でほと
んどチェックすることなく委託先の裁量により
再委託を許しているとの批判を受けるおそれが
あり、行政の公平性、透明性が問われることに
なりかねない。そして、特例政令が適用される
特定調達契約に関しては、相手方が特殊な場合
に限定して例外的に随意契約を許容しているの
であるから、相手方が変更になる再委託の可否
の判断は当然厳しくならざるを得ない。
③ さらに、将来的には、本件についてよりオー
プンなシステムで構築していくことが望まれ
る。オープンなシステムとすることでシステム
開発契約とシステム運用保守契約を切り離し
て、それぞれ自由な競争を行うことが可能にな
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り、契約手続の公平性・透明性を担保すること
ができる。
本件でもそうであるが、システムのノウハウ
がパッケージングされ相手方に握られてしまっ
ていることが、その相手方との随意契約をいつ
までも継続せざるを得ないジレンマを生んでい
る。
（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
特に、再委託する場合は、特例政令による随意
契約の要件と再委託理由とが不整合にならないよ
う検討し直して当否を判断していくべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。
また、積算に採用しているＳＥ単価（システム
開発者１）について、事業の実態に合わせて検討
する必要があると考える。

道税総合情報処理システム電算処理業務委託
契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
①前述契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

平成20年度の契約において、随意契約とする理由
の明確化を図りました。
特例政令による随意契約の要件に抵触しないよ
う、平成19年度から本業務の再委託は行わないこと
としました。

人工単価の計算について、平成19年度から、疑義
が生じないよう、委託先からの人工見積りの方法を
取らず、前年度の作業実績を元に積算を行うことと
しました。

人工単価の計算について、平成19年度から、疑義
が生じないよう、委託先からの人工見積りの方法を
取らず、前年度の作業実績を元に積算を行うことと
しました。
ＳＥ単価（システム開発技術者１）を採用せず、
技術者単価を業務種別ごとに細分化し、それぞれの
業務種別に合った単価での積算を行うこととしまし
た。

５

（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう務め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
特に、その判断要件として、事業所要件を削除
し、特例政令による随意契約の要件との不整合が
生じないよう検討し直すべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

特命随契の方法を選択したプロセスの妥当性・公
平性・透明性を確保するため、関係資料を記録とし
て保管することとしました。

特命随契の方法を選択したプロセスの妥当性・公
平性・透明性を確保するため、関係資料を記録とし
て保管することとしました。
また、事業所要件については、判断要件から削除す
ることとしました。

委託料の積算については、積算根拠を明確にする
とともに、積算ノウハウを蓄積するため、関係資料
を充実させ記録として残すこととしました。

（改善事項）
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今後、運用保守契約を継続していく場合、提案
事項に掲げた内容を充足する積算を行うよう努め
るべである。
特に、予定価格の範囲内であっても、一旦提出
された見積書の金額が増額となっている場合につ
いては、そこに合理的な理由があるか確認の上、
記録を残し、単に予定価格の範囲内にあることの
みをもって契約することがないようにすべきであ
る。
住民基本台帳ネットワークシステム用サーバ
機器等及び接続用ネットワーク機器等管理運
用業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

委託料の積算については、積算根拠を明確にする
とともに、積算ノウハウを蓄積するため、関係資料
を充実させ記録として残すこととしました。
また、予定価格の範囲内であっても、一旦提出され
た見積書の金額が増額となっている場合について
は、増額となった理由に合理性があるかを確認し、
記録として残すこととしました。

７

（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
なお、平成19年度中に機器の更新が予定されて
いるが、その際に契約方法について、入札も含め
検討するとのことであり、適正な運用が期待され
る。

平成20年度契約に当たっては、他社と契約する場
合、機器の移設作業等が必要となり、その間、住基
ネットシステムの運用を行うことができず、道民へ
の行政サービスや関係行政機関の事務処理に重大な
支障が生じることから、特例政令第10条第１項第２
号（既契約特定役務の調達の相手方以外のものから
調達したならば、既契約特定役務の便宜を享受する
ことに著しい支障が生じる）
に該当するものとして、
随意契約としました。
なお、平成19年度の機器更改に当たり、入札につ
いても検討しましたが、既契約業者は、住基ネット
システム稼働開始時から当該システム及び業務アプ
リケーションを熟知し、管理運用のノウハウを有し
ている。また、入札により他社と契約する場合には、
上記同様、サーバ機器等の移設が必要となり、新た
な重要機能室の構築や移設工事等に多大な経費を要
するほか、移設作業の間、住基ネットシステムの運
用を停止しなくてはならないことから、道民への行
政サービスや関係行政機関の事務処理に重大な影響
を及ぼすことなどから、随意契約によることとしま
した。

平成20年度契約に当たっては、他社と契約する場
合、機器の移設作業等が必要となり、その間、住基
ネットシステムの運用を行うことができず、道民へ
の行政サービスや関係行政機関の事務処理に重大な
支障が生じることから、特例政令第10条第１項第２
号（既契約特定役務の調達の相手方以外のものから
調達したならば、既契約特定役務の便宜を享受する
ことに著しい支障が生じる）
に該当するものとして、
随意契約としました。
なお、平成19年度の機器更改に当たり、入札につ
いても検討しましたが、既契約業者は、住基ネット
システム稼働開始時から当該システム及び業務アプ
リケーションを熟知し、管理運用のノウハウを有し
ている。また、入札により他社と契約する場合には、
上記同様、サーバ機器等の移設が必要となり、新た
な重要機能室の構築や移設工事等に多大な経費を要
するほか、移設作業の間、住基ネットシステムの運
用を停止しなくてはならないことから、道民への行
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政サービスや関係行政機関の事務処理に重大な影響
を及ぼすことなどから、随意契約によることとしま
した。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

（改善事項）
今後、管理運用業務契約を継続していく場合、
提案事項に掲げた内容を充足する積算を行うよう
努めるべきである。

８ 電子調達システム基本設計業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

住民情報関連業務システム基本設計業務委託
契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

平成19年度（当初）契約において委託先が積算し
た金額について、その内訳（各単価や作業時間等の
詳細）を提出させた上で、妥当なものであるかを判
断し、それを基に、サーバー機器更改に伴う変更契
約（平成19年度末）及び平成20年度契約の積算を行
いました。
また、平成22年度契約に向けた平成21年度情報シ
ステム診断（試行）において、情報化推進アドバイ
ザーの助言を受け、積算額の精査を行いました。

平成19年度（当初）契約において委託先が積算し
た金額について、その内訳（各単価や作業時間等の
詳細）を提出させた上で、妥当なものであるかを判
断し、それを基に、サーバー機器更改に伴う変更契
約（平成19年度末）及び平成20年度契約の積算を行
いました。
また、平成22年度契約に向けた平成21年度情報シ
ステム診断（試行）において、情報化推進アドバイ
ザーの助言を受け、積算額の精査を行いました。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成17年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

９

10 電子申請システム運用保守業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に

本事業については、平成17年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
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同じである。

今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
特に、再委託する場合は、特例政令による随意
契約の要件と再委託理由とが不整合とならないよ
う検討し直して当否を判断していくべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。

行政コミュニケーションシステム等運用・保
守管理業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

11

（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。
（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。
総合行政情報ネットワーク設備等保全委託契
約
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（改善事項）
保守委託業務を継続していく場合、業務の内容
と技術者の資格についての対応関係を客観的に明
らかにしていくべきである。

特定調達契約について厳格な要件判断が必要であ
ることを確認し、随意契約理由を明確にし、公表す
ることにより契約の透明性の確保を図りました。

提案事項に掲げた内容を充足し、随意契約によっ
た根拠に疑問が生じないよう改善を行いました。

特命随契における積算根拠の妥当性を裏付ける資
料を準備し、検証できるよう改善を行いました。

提案事項に掲げた内容を充足する積算を行いまし
た。

12

平成19年度契約から技術者区分の一覧を添付し、
技術者資格の対応関係について、明確にしました。
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13

北海道総合行政情報ネットワークシステム再
構築基本設計・実施設計業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
もともと再委託が予定されているものについて
は、その部分を分離して別途契約することができ
ないか検討するようにすべきである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

14

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

電子計算機で処理する業務委託契約

(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
道においても、処理を依頼している情報の中に、
大型汎用機による情報処理よりもパソコン等によ
る情報処理の方が優れているものがあるとの認識
だが、庁内の各部課ごとに業務処理を委託してい
るために、委託を続けるかは個別各部課の判断に
委ねられているとのことであり、委託業務の内容
を見ると全庁的な見直しを早急に進め、委託経費
を減らす必要がある。行政事務の迅速性・即時処
理能力を高めるとの要請からも急がれるべきであ
る。

(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。
（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
15

本事業については、平成18年度をもって終了して
おり、継続しておりません。
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の
事項を踏まえて対処します。

情報システムに係る全庁的な最適化を検討する中
で、大型汎用機の業務のあり方に関する庁内ワーキ
ンググループを設置（平成21年9月18日）し、大型
汎用機利用に係るダウンサイジング等について検討
を行う中で、現行システムのオープン化（※）を検
討課題としており、今後、平成２４年度に決定され
る「情報システムの最適化の取組方針（仮称）」に
おいて、具体的な手法やスケジュールを示すことと
しています。
※「オープン化」
独自の仕様による互換性のないＯＳを使用した大型
汎用機システムからWindowsやLinux等のＯＳを使用
したシステム（「オープン系システム」と呼ばれる）
に転換することを一般的に「システムのオープン化」
と称しています。

特定調達契約について厳格な要件判断が必要であ
ることを確認し、随意契約理由を明確にし、公表す
ることにより契約の透明性の確保を図りました。

特定調達契約について厳格な要件判断が必要であ
ることを確認し、随意契約理由を明確にし、公表す
ることにより契約の透明性の確保を図りました。

情報処理システム変更等業務委託契約

(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
前件の電子計算機で処理する業務委託契約で述
べたところと同様、システム変更業務についても
検討すべきである。

情報システムに係る全庁的な最適化を検討する中
で、大型汎用機の業務のあり方に関する庁内ワーキ
ンググループを設置（平成21年9月18日）し、大型
汎用機利用に係るダウンサイジング等について検討
を行う中で、現行システムのオープン化（※）を検
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討課題としており、今後、平成２４年度に決定され
る「情報システムの最適化の取組方針（仮称）」に
おいて、具体的な手法やスケジュールを示すことと
しています。
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。
（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。
（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。

特定調達契約について厳格な要件判断が必要であ
ることを確認し、随意契約理由を明確にし、公表す
ることにより契約の透明性の確保を図りました。

特定調達契約について厳格な要件判断が必要であ
ることを確認し、随意契約理由を明確にし、公表す
ることにより契約の透明性の確保を図りました。

特命随契における積算根拠の妥当性を裏付ける資
料を準備し、検証できるよう改善を行いました。

平成20年度契約から(財)経済調査会の積算基準に
より積算し、改善を行いました。

16

医療関連業務電算化オンラインシステム開発
等業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

本事業については、平成17年度で終了しており、
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の事
項を踏まえて対処します。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

本事業については、平成17年度で終了しており、
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の事
項を踏まえて対処します。

(4) その他
（提案事項）
特例政令に関する案件の処理マニュアルを作成
し、チェックを行う。

マリンネット北海道保守運用サポート業務委
託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

本事業については、平成17年度で終了しており、
今後同じような事業を実施する場合は、ご指摘の事
項を踏まえて対処します。

17

本事業については、平成22年度から地方独立行政
法人北海道立総合研究機構の業務となりますが、今
後事業再開や同じような事業を実施する場合は、ご
指摘の事項を踏まえて対処します。
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（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
特に、運用方針を根拠とすることは法令の適用
を誤っていることになるので速やかに見直す必要
がある。記載だけの問題とすれば、それも改善し
て特例政令による随意契約であることを明示して
審査に付すべきである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。
さらに、契約時に利用している単価表について
適用基準を明確化し、その根拠も説明できるよう
にすべきである。

北海道土木工事設計積算電算システム及び入
札契約総合管理システム運用業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（２）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

特例政令による契約を行う場合は、特例政令によ
ることを明示して審査を行うようにして参ります。
なお、平成19年度契約については、使用機器のリ
ース契約の終了に伴い委託期間が短縮されたことや
機器システムの見直しを行ったことにより、特例政
令の対象外となったことから、運用方針を根拠とし
た随意契約であることを明示して審査をしておりま
す。
また、平成20年度以降についても特例政令の対象
外となっており、平成22年度以降は当課として委託
する予定はありませんが、今後事業再開や同じよう
な事業を実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて
対処します。

積算にあたり、過去の作業実績を元に必要人工数
を算定しており、平成21年度契約については当該資
料を電子ファイルで保存しています。
なお、平成22年度以降は委託する予定はありませ
んが、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

保守運用契約の積算に当たっては、今後、積算根
拠の妥当性を裏付ける資料を添付し、検証できるよ
うにして参ります。
また、平成19年度以降については、市販されてい
る積算のための雑誌を活用し、積算しております。
なお、平成22年度以降は当課として委託する予定
はありませんが、今後事業再開や同じような事業を
実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
す。

18

（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努め、随意契約によった根拠
に疑問が生じないようにすべきである。
さらに、不相当と指摘した業者選定理由を再度
検討し、改めて、特例政令第10条第１項第２号の
要件を充足するかを判断すべきである。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改

提案事項の内容を踏まえ、改善事項に取り組みま
す。

平成20年度の委託契約に当たっては、随意契約の
妥当性について、出納局で作成したフロー図をもと
に判断しました。
また、業者の選定に当たっても、特例政令第10条
第１項第２号の要件に該当する根拠（システム構築
に要する日数及び経費）を明確にするとともに、所
在地を特定の場所に限定する要素は盛り込まないこ
ととしました。

提案事項の内容を踏まえ、改善事項に取り組みま
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修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。
（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。

す。

平成20年度の委託料の算定に当たっては、次の点
について改善するとともに、それぞれの単価の根拠
となる資料等を保存し、積算のプロセスを明確にし
ました。
・運用保守作業を定期と随時作業に区分し、定期作
業については「運用管理作業手順書」を作成して
作業内容・時間の根拠を整理しました。
・月ごとの作業回数・時間の実績を把握・管理する
ため、作業月報を求めることとしました。
・管理業務のうち、定期作業は総価契約とし、随時
作業は時間当たりの単価契約としました。

19 北海道公共事業電子情報化支援業務委託契約
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針による随意契約を認める場合のマニュ
当該契約については、平成18年度で終了しました。
アルを作成し、その中で判断基準と検討項目、そ
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
の判断プロセスの妥当性を疎明する資料を明示 が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
し、統一的な運用を図るべきである。
え、適切な対応に努めて参ります。
なお、本件契約の相手方は北海道の関与団体で
あるが、関与団体との契約に関しては、本報告書
第４章小括においてまとめて指摘する。
（改善事項）
今後、契約が継続する場合、提案事項に掲げた
内容を充足するよう努めるべきである。

20 財務会計トータルシステム業務処理委託契約
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
システムの中核となる大型汎用機が5年を経過
し、老朽化しているために平成20年度を目途にシ
ステムの見直しが必要という状況にあり、既に、
汎用機方式からオープンシステムへの移行による
導入コストの削減を検討しているとのことであ
る。
システムの見直し時期に合わせ、システムのラ
イフサイクル全体を判断して最も経済的かつ効果
的なシステムがどのようなものか検証することが
期待される。
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
当面、著作権の関係で委託先を現状のままとす
ることはやむを得ないところである。しかしなが
ら、将来的なシステム変更時期には、委託先に著
作権があるようなシステムの構築をできる限り回
避し、オープンなシステムを基盤とする財務会計
システムを構築し、業務処理委託契約が情報処理
業者間の自由な価格競争を経て発注されるように

当該契約については、平成18年度で終了しました。
なお、今後、同種の業務について、委託する必要
が生じた場合にあっては、規則等の整備状況を踏ま
え、適切な対応に努めて参ります。

提案事項にもあったように、システムの見直し時
期に合わせ、オープンシステムへの移行を検討し、
検討に際しては、システムのライフサイクル全体を
見通し、現行法規等の枠組みのなかで、最も経済的
かつ効率的なシステムとなるよう構築しました。

財務事務処理のプログラムの中核部分の著作権は
委託先にあり、また北海道仕様のカスタマイズも膨
大な量となっている。ご提案にあるようにオープン
なシステムへの全面移行にはスクラッチからの開発
となり、そのための投資が多大となるものと思われ
ることから、移行は時期尚早と判断しています。
しかしながら、将来的なコスト削減のため、［ホ
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すべきである。

スト汎用機］−［端末機］ というモデルからTCP/
IPを介した［センターサーバー］―［端末機］とい
うモデル変更の検討に取り組んだところ。また、財
務会計トータルシステムへ接続するプログラムなど
については、インターフェースの標準化を図り、オ
ープン化への足がかりとする検討にも取り組んでい
るところです。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
前記契約１の震度情報ネットワークシステム改
修業務委託契約（二）、
（３）、（ｃ）の提案事項に
同じである。

① について（積算根拠の依存）
ご提案にあるとおり、積算にあたって相手方に依
存すると、道の積算根拠の妥当性・透明性が失われ
てしまうという認識は、監査人と同じ認識を持って
おり、従前より、積算にあたっては、積算根拠を相
手方に依存しないこととしているところです。
② について（積算根拠の妥当性、検証、記録）
契約を締結する前段階において作成する予定価格
の積算にあたっては、積算根拠の妥当性を示す資料
を可能な限り収集し、積算調書及び参考資料として
保管しているところです。
③ について（積算ノウハウ）
当システムに関して云えば、積算ノウハウは、平
成６年度分から15年分の蓄積があるものと考えてお
り、足りない部分（例えば新技術に係る評価・積算
等）については、それを補う仕組みの構築には至っ
ていないものの、常に担当職員の研鑽を図っている
ところです。
④ について（制度改正以外について回答）
小括３-（三）（１）〜（３）について
（１）「積算過程を明示し、基礎となる人工数や単
価、機器価格を裏付ける資料を添付し、記
録化する。資料を添付できない場合、備考
欄に理由を記載する。これらの作業を毎年
の契約ごとに行う」について
［措置］積算にあたっては、毎回、積算過程を明示
し、基礎となる人工数や単価、機器価格を裏
付ける資料を添付しているところです。
（２）「見積書に詳細な内訳書を添付させる」につ
いて
現行制度上、随意契約における「見積書」
とは入札した場合における「入札書」とほぼ
同等の意味合いを持つ書面と認識していると
ころ。発注側にあっては、「見積書」を求める
場合には既に予定価格を積算しており、徴収
した「見積書」によって予定価格を変更する
ことは現行会計制度の予定していないところ
です。
ただし、予定価格の作成にあたり、その積
算の妥当性や市場価格を調査するための資料
については、その収集を行っているところで
す。
（３）「契約年度終了後に事後報告書の提出を求め
る」について
当財務システムにおいては、日々の報告及
び月次の報告を逐一求めているところです。
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（改善事項）
運用保守契約を継続していく場合、提案事項に
掲げた内容を充足する積算を行うよう努めるべき
である。

平成20年度契約の積算において、積算根拠となる
資料を整備し、検証できるように努めたところです。

三 小括
１ 委託の必要性・有効性について
（三）改善事項
情報処理関連業務委託契約をいかに効率的、か
つ、経済的なものとしていくか、道民への行政サ
ービスとして有効性のあるものとしていくか、こ
れらについて検討する必要性があると考える。
現在行われている委託契約を直ちに変更する事
などは行政サービスの継続性確保の点で到底不可
能であるから、今後情報関連機器のリース期間の
終了など大きな変更を要する時期にあわせシステ
ムの再構築を検討する中で考えていくべき課題で
ある。
具体的な検討課題として考慮すべき点は以下の
とおりである。
(1) 道の業務内容を分析し、情報処理システムに
求める範囲や内容を明確にする

(1) 情報システムの新規、再構築、更新等の企画
段階において、業務の簡素・効率化の観点から、シ
ステム化の範囲や業務内容の明確化を求めていま
す。

(2) システムのライフサイクルを評価し、費用対
効果の分析を行う

(2) ５年間のライフサイクル全体（企画から開発、
運用・保守、廃止に至るまで）のコストを診断し、
費用対効果を分析しています。

(3) 情報処理システムのライフサイクルすべてを
検証するために、早急に専門的視点でシステム
チェックできる体制作りを検討する必要がある

(3) ライフサイクルの各段階におけるチェック体
制として、外部専門家（情報化推進アドバイザー）
を活用し専門的視点により全庁的なチェック体制を
整備しています。

(4) 情報処理システムに汎用性のあるオープンな
システムを採用し、基本システムの開発とその
後の保守運用が不可分なものにならないように
する

(4) 汎用パッケージソフトやＡＳＰサービス（イ
ンターネットを利用して顧客に業務用のアプリケー
ションソフトを貸し出すサービス）の活用を推進し
ています。

(5) 自治体相互協力によるシステム開発によって
コストダウンを図る

(5) 道ではＨＡＲＰ構想に基づき道内市町村とと
もに、共同アウトソーシングの推進に取り組んでお
り、システムの開発費や運用費の節約等を図りまし
た。

２ 随意契約によることの妥当性について
（三）改善事項
特例政令の適用される随意契約は、道の随意契
約の中で金額的に上位を占めるものばかりであ
り、非常に重要な契約である。そうであるにもか
かわらず上記に述べたような問題を抱えたまま、
特例政令による随意契約を継続することは極めて
問題であると言わざるを得ず、改善は急務である。
具体的な検討課題として留意すべき点は以下
のとおりである。
(1) 特例政令の制定経過を理解し、重要性を再確

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年2月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、特例政令の適用となる場合の留意点を示し
たところです。
また、「平成19年度財務会計事務の執行方針」（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
おいても、特例政令の適用契約について、随意契約
によることの判断に当たっては、特例政令等の規定
に合致するものであるかを十分に検討することにつ

- 26 -

認することを全庁的に行う。

いて周知したところです。

(2) 特例政令を理解するためのマニュアルの完備
とその周知徹底

特例政令に係る知識向上のため、財務に関する各
種研修会の中で取り上げて実施したところです。
また、具体的な手続に関するハンドブックを作成
し、周知したところです。

(3) 特例政令における随意契約の例外要件の判断
基準・検証方法等の明確化
(a) 特例政令第10条第１項第１号について
(ｱ) 要件の意義
(ｲ) 要件該当性の判断
(ｳ) 要件該当性判断の根拠資料
(b) 特例政令第10条第１項第２号について
(ｱ) 要件の意義
(ｲ) 要件該当性の判断
(ｳ) 要件該当性判断の根拠資料

特例政令が適用となる契約について、随意契約す
ることができる場合の要件に該当するか否かの基準
については、個々具体の契約がそれぞれ特例政令の
随意契約することができる規定に合致するか否か
を、その都度、判断せざるを得ないものであるため、
その適用の適否については、十分検証した上で判断
するよう、日々の指導等を通じて周知したところで
す。

(4) 要件該当性の根拠資料を決定書とともに記録
化し、要件の検討は毎年行う。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約の厳格な運用について示したとこ
ろです。
また、特例政令が適用となる契約にかかわらず、
従前から、契約に当たっては、安易に前例を踏襲す
ることなく、その都度、契約方法等についても検討
するよう指導しているところであり、日々の指導等
を通じてその旨を、周知したところです。

(5) 随意契約に至った個別の理由を詳細に公表す
る。随意契約に関する統計数字を詳細に公表す
る。
(a) 随意契約に至った個別の理由の公表

平成19年３月30日付けで「入札結果等の公表の取
扱いについて」（平成10年３月16日付け局総第788号
出納局長通達）の一部を改正し、随意契約に係る情
報の公表に当たっては、随意契約によった理由を具
体的に記載することとしたとともに、契約事務に係
る情報の公表は、平成19年度予算に係る契約から、
ホームページによることとしたところです。
また、「平成19年度財務会計事務の執行方針」（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
おいても、契約事務の透明性を確保するため、ホー
ムページにおいて契約事務に係る情報を公表するこ
とにより、積極的な情報提供に努めるよう周知した
ところです。

３ 委託料の算定根拠の妥当性について
（三）改善事項
情報処理関連契約について、委託料算定根拠の
妥当性・透明性を確保していくことが急務であ
り、そのためには前記（二）の原因を解消してい
くことが必要であり、一言で言うと、道の側で委
託相手方に頼らずに自ら積算できるノウハウを蓄
積する仕組みが不可欠である。情報関連の契約が
随意契約の方法で行われることが非常に多く、し
かもその契約額が高額であることを考えると、積
算についてのノウハウが不十分な現状をこのまま
にしておくことはできない（改善できない場合、
随意契約によることわ避け、総合評価入札などの
方法によるべきである。）
。

委託契約については、個々契約ごとに内容等が大
きく異なり、一律に積算基準を策定することは適当
ではないことから、個々の契約ごとに、業務内容を
勘案しより実態に即した積算を行うことが適当と考
えます。
また、見積書内訳や事業完了後の精算内訳書の徴
取の必要性についても個々の契約ごとに判断すべき
と考えることから、日々の指導等を通じてその趣旨
を周知したところです。
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そこで、仕組みとして考えられるものを以下に
提案する。
なお、この提案は道のシステムの中で実際にで
きるのか、どの程度の手間がかかるのか、十分検
証した上で提案するものではないことを予め述べ
ておく。ほとんどノウハウが蓄積されていない状
況を打破するために何か方策はないかという観点
で検討したものであって、より良い改善案があれ
ば以下の提案に拘る必要は全くないことを付言し
ておく。
(1) 積算過程を明示し、基礎となる人工数や単価、
機器価格を裏付ける資料を添付し、記録化する。
これらの作業を毎年の契約ごとに行う。
(2) 見積書に詳細な内訳書を添付させる。
(3) 契約年度終了後に事後報告書の提出を求め
る。
(4) 一定額以上の契約（例えば、特例政令が適用
になる特定調達契約）の積算時、外部の第三者
に積算に関する意見を聴取することの制度化に
ついて検討すべきである。
(5) 特定政令第10条第１項第２号による随意契約
について、単年度計算ではなく、ライフサイク
ルコストを吟味し、適正な減額ができないか検
討すべきである。

積算において外部の者の意見を徴することについ
ては、一律に金額等で判断されるものではなく、個
々具体の契約の内容等を勘案して判断すべきもので
あるが、当該積算は予定価格の基礎となるものであ
り、その漏洩の防止についても十分留意すべきもの
であることから、その判断は慎重に行うべきもので
あることについて、各部等からの照会時や書類審査
時に指導したところです。
全庁の情報システムの調達・運用を効率的、効果
的なものとするため、平成２１年度から情報システ
ムの更新時期等に合わせ、「情報システム診断」を
試行し、平成２２年度から本格的に取り組むことと
しました。
この取組みの中で、５年間のライフサイクルコス
トも把握し、複数年契約による減額の可能性を含め
て、検討を行っていきます。

第４章 その他の随意契約についての監査結果
二 個別契約
国（特別法の定めるところにより設立される独
立行政法人を含む。）若しくは慈善のため設立さ
れた救済施設と契約（政令第167条の２第１項第
３号の規定に該当するものを除く。）をするとき。
（運用方針第３節（随意契約）関係１(9)）
１ 幌別硫黄鉱山坑廃水処理業務委託契約
(1) 委託の必要性・有効性
（改善事項）
今後、委託理由について第三者に対する客観的
平成19年度委託契約の支出負担行為に係る決定書
な説明がつくように、記録上、委託理由を明示す に委託理由を明示しました。
ることが望まれる。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（改善事項）
(a) 標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算
の根拠となる数値に関しては、毎年度、その見
直しをすることが望まれる。また、それらの数
値を継続して適用する場合は、その積算根拠を
記録として残しておくことが望まれる。
(b) 営利会社等から見積書を徴収するなどして、
営利会社等が当該管理業務を実施した場合 と
比較することにより、当該見積金額の妥当性
を検証することが望まれる。

平成19年度委託料算出の積算に当たっては、一日
当たりの作業内容、作業量及び作業に要する時間か
ら一日当たりの標準人工数を算出し、これを基礎と
して、一年間の標準単価を算出しました。

本事業については、これまでも国の指導に基づい
てかかる費用を適切に算定してきたところでありま
す。今後は、ご指摘の趣旨を踏まえ他県などの調査
も含めて更に適正な執行に努力して参ります。

(4) 契約内容変更の妥当性
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（改善事項）
予定数量の増減などに伴い、契約金額のみを変
更する場合にあっては、業務項目の追加や業務処
理方法の変更などの「委託業務の内容変更」とは
別な条項を設けて処理すべきと考える。
(5) 再委託の妥当性
（改善事項）
再委託をする場合、発注者として受託者を選定
した際の理由と矛盾することのないよう再委託す
ることの効率性、合理性等を十分考慮した上で再
委託を承認することが望まれる。

２ 都市計画基礎調査業務委託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。

平成19年度委託契約において、委託契約書の契約
条項の変更、またそれに伴う業務処理要綱の追記を
行うことにより、予定数量の増減に伴う契約金額の
変更に対応できるように整備しました。

平成19年度締結の委託契約の事業の一部を再委託
するに当たっては、再委託の必要性、受託者が再委
託先を総合的な指揮監督の下に置くことができるこ
と、再委託先が技術的・経済的能力から判断して役
の履行を確保するのに支障を来さない等の観点か
ら、
再委託することの効率性・合理性を十分考慮し、
再委託を承認しました。

都市計画基礎調査業務につきましては、これまで
随意契約により関係市等で構成する広域都市計画協
議会に委託して参りましたが、平成21年度から北海
道の直営（指名競争入札により民間コンサルタント
に委託）といたしました。

法律の規定に基づき設立された営利を目的とし
ない法人又は組合若しくはその連合会の存立を援
助するため、これらの設立目的に基づく事業につ
いて契約（政令第167条の２第１項第３号の規定
に該当するものを除く。）をするとき。（運用方針
第３節（随意契約）関係１(11)）
１ 北海道庁本庁舎（地下２階から７階まで）清
掃業務委託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
委託理由については、平成19年度から起工決定書
がつくように、記録上、委託理由を明示すること に明記することとしました。
が望まれる。
(2) 随意契約によることの妥当性
（改善事項）
施行令第167条の２第１項第３号または第４号
契約根拠については、平成18年度から地方自治法
と運用方針第３節（随意契約）関係１(11)との関 施行令（以下「施行令」という。
）第167条の２第１
係を理解した上で、当該契約については、今後は、 項第３号を適用しています。
契約根拠としては施行令第167条の２第１項第３
号を適用するべきである。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（改善事項）
(a) 経費率には一定の幅があるので、当該経費率
を適用した契約担当者の判断根拠を明確にして
おくことが望まれる。
(b) 積算額の妥当性を事後的に検証するため、単
価及び数量の明細がわかるように記載した見積
書の内訳書の提出を求めることが望まれる。

経費率の適用に係る判断根拠については、平成19
年度から起工決定書に明記することとしました。

北海道が執行する一般競争入札及び指名競争入札
又は見積合せにおいて、入札参加者又は見積書徴取
者から提出を求める入札書又は入札書を準用した見
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積書については、「一般競争入札及び指名競争入札
の執行に係る様式の制定について」（平成16年４月
１日付け局総第11509号出納局長通知）に基づき、
入札金額又は見積金額の総価額のみを記載すること
とされております。
(4) 契約情報公表の実施状況の妥当性
（改善事項）
特定随意契約に該当する契約については、特定
随意契約の公表手続を実施するべきである。

２ マイクロフィルム作成業務委託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。
(2) 随意契約によることの妥当性
（改善事項）
当該団体の存立を援助する必要があるか否かの
判断については、政策目的以外に、定量的な判断
基準（例えば、当該団体における契約全体に占め
る北海道の契約の割合や当該団体の財政状況等）
を設けることで、他の団体との間に公平性を欠か
ないように配慮することが望まれる。
(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（改善事項）
(a) 値引き率の算定根拠を明示すべきである。

公表手続については、平成18年度から「入札結果
等の公表の取扱いについて」の規定に基づき適切に
行っています。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号）の第３の２の(2)
のイにより、所管課へ照会を行った上で、存立援助
の必要性や受託能力など総合的に判断して契約しま
した。

本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(b) 積算額の妥当性を事後的に検証するため、単
価及び数量の明細がわかるように記載した見積
書の内訳書の提出を求めることが望まれる。

マイクロスキャナープリンターは平成19年度より
廃止し契約実績はありません。今後、同じような事
業を実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処
します。

庁舎の清掃、寮の賄等を個人（事業者を除く。
）
に委託するとき。（運用方針第3節（随意契約）関
係1(17)）
１ 北海道職員子弟寮（尚学寮）管理業務委託契
約について
(1) 委託の必要性・有効性
（改善事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
委託理由を、決定書に明示することとしました。
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
なお、平成20年３月をもって当施設が廃止となっ
が望まれる。
たことから、現在契約等を行っていません。
(2) 随意契約によることの妥当性
（改善事項）
第三者に対して客観的な説明がつくように、契
約担当者の判断の結果のみでなく、当該判断に至
ったプロセスを明示することが望まれる。

相手方の選定に至ったプロセスを、決定書に明示
することとしました。
なお、平成20年３月をもって当施設が廃止となっ
たことから、現在契約等を行っていません。
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(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（改善事項）
標準処理時間等積算の根拠となる数値に関して
は、毎年度、その見直しをすることが望まれる。
また、それらの数値を継続して適用する場合は、
その算定根拠を記録として残しておくことが望ま
れる。
(4) 委託業務の事後管理の妥当性
（改善事項）
業務日報を作成させ定期的に検査することが望
まれる。

北海道職員子弟寮（真澄寮）管理業務委託契
約について
北海道職員子弟寮（尚学寮）管理業務委託契約
についてと同一である。

業務処理時間について聞き取りを行い、毎年度見
直しを行うとととしました。
なお、平成20年３月をもって当施設が廃止となっ
たことから、現在契約等を行っていません。

業務日報を作成し、定期的に検査することとしま
した。
なお、平成20年３月をもって当施設が廃止となっ
たことから、現在契約等を行っていません。

２

北海道職員子弟寮（尚学寮）管理業務委託契約に
ついてと同様の措置を講じました。
なお、平成20年３月をもって当施設が廃止となっ
たことから、現在契約等を行っていません。

委任又は準委任に属する契約のうち、
試験研究、
訴訟事務等競争により難いものを委託するとき。
（運用方針第３節（随意契約）関係１(18)）
１ 北海道保健福祉情報センター管理運営業務委
託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
本事業については、平成17年度で事業が終了して
がつくように、記録上、委託理由を明示すること おり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
が望まれる。
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、特
定業務に限定して運用することが望まれる。
なお、本件契約の相手方は北海道の関与団体で
あるが、関与団体との契約に関しては、本報告書
第４章小括においてまとめて指摘する。

本事業については、平成17年度で事業が終了して
おり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（提案事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。

本事業については、平成17年度で事業が終了して
おり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

(4) 契約内容変更の妥当性
（提案事項）
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額
を積算し、当該支出見込額に見合った委託料の支
出を行うのであれば、委託契約書上、その旨を明
記することが望まれる。

本事業については、平成17年度で事業が終了して
おり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

- 31 -

２

北海道福祉人材センター運営事業委託契約に
ついて
（１）委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。

道では、平成４年から、北海道社会福祉協議会を
社会福祉法第９３条に基づく福祉人材センターに指
定（道内で一個に限る）しており、このため、当該
団体にセンター事業の運営を委託しているところで
す。
これらの委託理由については、
監査意見を踏まえ、
平成２２年度から決定書において記録しているとこ
ろですが、平成２４年度からは、次のとおりより具
体的に明記することとします。
・委託理由
本事業については、高い専門性をもって対応する
必要があり、道直営とした場合にはその業務の専門
性に対応することが困難なため、外部委託を行う。
委託先については、社会福祉法第９３条に基づき、
適切な事業運営が確保できる社会福祉法人として北
海道社会福祉協議会を福祉人材センターとして指定
しており、当該団体に委託して実施する。

(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、特
定業務に限定して運用することが望まれる。
なお、本件契約の相手方は北海道の関与団体で
あるが、関与団体との契約に関しては、本報告書
第４章小括においてまとめて指摘する。

(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（提案事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。

本事業の実施にあたっては、選考基準に掲げる要
件（道内全ての福祉職従事希望者を対象とし、各地
で事業を実施することから、広域性を備えた者であ
ることなど）を満たすことが必要であることから、
競争により難いものと判断し、随意契約によること
となったものです。

毎年度、具体的な標準作業量、標準処理時間、標
準給与等を把握した上で、予算要求時の資料を作成
することとしており、この資料を積算根拠としまし
た。

(4) 契約内容変更の妥当性
（提案事項）
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額
を積算し、当該支出見込額に見合った委託料の支
出を行うのであれば、委託契約書上、その旨を明
記することが望まれる。

本事業については、実数ではなく積算により委託
料を算定することと運用を変更しており、今後にお
いても、事業実施する場合は、ご指摘の事項を踏ま
え対処します。

(5) 再委託の妥当性
（改善事項）
(a) 再委託をする場合、発注者として受託者を選
定した際の理由と矛盾することのないよう再委
託することの効率性、合理性等を十分考慮した
うえで再委託を承認することが望まれる。

平成19年度の当該委託契約に係る再委託の承諾に
当たって、再委託することの効率性、合理性等を十
分考慮するとともに、再委託決定書にその内容を明
記しました。

(b) 福祉人材バンクの利用状況も勘案した上で、
再委託料を積算することが望まれる。

福祉人材バンクの利用状況を勘案し、苫小牧市福
祉人材バンクの担当区域（市町村）を広げ、各福祉
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人材バンクとの整合性を図り、再委託料を積算しま
した。（平成20年４月１日から実施）
３

介護知識・技術等普及促進事業委託契約につ
いて

(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。

道では、国の介護実習・普及センター運営要綱に
基づき、当該事業を委託事業として実施していると
ころです。
これらの委託理由については、
監査意見を踏まえ、
平成２２年度から決定書において記録しているとこ
ろですが、平成２４年度からは、次のとおりより具
体的に明記することとします。
・委託理由
本事業については、高い専門性をもって対応する
必要があり、道直営とした場合にはその業務の専門
性に対応することが困難なため、外部委託を行う。
委託先については、適切な事業運営が確保できると
認められる当該団体に委託して実施する。

(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、特
定業務に限定して運用することが望まれる。
なお、本件契約の相手方は北海道の関与団体で
あるが、関与団体との契約に関しては、本報告書
第４章小括においてまとめて指摘する。

(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（提案事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。
(4) 契約内容変更の妥当性
（提案事項）
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額
を積算し、当該支出見込額に見合った委託料の支
出を行うのであれば、委託契約書上、その旨を明
記することが望まれる。
(5) 再委託の妥当性
（改善事項）
再委託をする場合、発注者として受託者を選定
した際の理由と矛盾することのないよう再委託す
ることの効率性、合理性等を十分考慮したうえで
再委託を承認することが望まれる。
４

本事業の実施にあたっては、選考基準に掲げる要
件（介護知識を十分把握し、研修や介護情報の提供
に関する業務を適正に行えること、また道内の介護
・福祉関係職種の協議会と容易に連携が図られるこ
となど）を満たすことが必要であることから、競争
により難いものと判断し、随意契約によることとな
ったものです。

毎年度、具体的な標準作業量、標準処理時間、標
準給与等を把握した上で、予算要求時の資料を作成
することとしており、この資料を積算根拠としまし
た。

本事業については、実数ではなく積算により委託
料を算定することと運用を変更しており、今後にお
いても、事業実施する場合は、ご指摘の事項を踏ま
え対処します。

本事業については、ご指摘の趣旨を踏まえ、再委
託することの効率性等を検討した結果、平成19年度
から再委託は行っておりません。

発達障害者支援センター事業委託契約につい
て
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(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
(a) 運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、
特定業務に限定して運用することが望まれる。
(b) 選定基準の全てを満たす者か否かの判断は慎
重に行うことが望まれる。

(3) 委託料の算定根拠の妥当性
（提案事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。
(4) 契約内容変更の妥当性
（提案事項）
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額
を積算し、当該支出見込額に見合った委託料の支
出を行うのであれば、委託契約書上、その旨を明
記することが望まれる。
北海道観光物産センター管理運営業務委託契
約について
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、特
定業務に限定して運用することが望まれる。
なお、本件契約の相手方は北海道の関与団体で
あるが、関与団体との契約に関しては、本報告書
第４章小括においてまとめて指摘する。

平成19年度事業の実施に当たり、委託理由につい
て、明示しました。

平成19年度事業の実施に当たり、現に必要な業務
について、準委任することとしました。
平成17年度に行ったプロポーザル審査会により選
定された法人であり、平成17年度以降、発達障害者
の支援に関する知見を高め、豊富な支援実績に基づ
く様々なノウハウを蓄積し、関係機関との良好な連
携体制を築き、医療の緊急時の受入等の支援体制も
構築されていることを確認しました。

毎年度、具体的な標準作業量、標準処理時間、標
準給与等を把握した上で、予算要求時の資料を作成
することとしており、この資料を積算根拠としまし
た。

本事業については、平成18年度以降事例が無く、
今後の事業展開や同じような事業を実施する場合
は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

５

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（改善事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。

本事業については、平成18年度限りで終了してお
り、今後事業再開や同じような事業を実施する場合
は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

平成19年度委託料の積算に当たっては、過去の実
績や積算単価にかかる市場価格を勘案の上、積算の
根拠となる数値を見直すとともに、記録として残し
ています。
本事業については、平成18年度から事業休止中で
あり、今後事業再開や同じような事業を実施する場
合は、ご指摘の事項を踏まえて対処します。

６

北海道若年者就職支援センター（通称ジョブ
カフェ北海道）運営業務委託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
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（改善事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。
(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
運用方針第3節（随意契約）関係1（18）は、特
定業務に限定して運用することが望まれる。

(3) 委託料算定根拠の妥当性
（改善事項）
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の
根拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を継
続して適用する場合は、その算定根拠を記録とし
て残しておくことが望まれる。
(4) 契約内容変更の妥当性
（改善事項）
予定数量の増減などに伴い、契約金額のみを変
更する場合にあっては、業務項目の追加や業務処
理方法の変更などの「委託業務の内容変更」とは
別な条項を設けて処理すべきと考える。
(5) 再委託の妥当性
（改善事項）
再委託をする場合、発注者として受託者を選定
した際の理由と矛盾することのないよう再委託す
ることの効率性、合理性等を十分考慮したうえで
再委託を承認することが望まれる。

平成19年度委託契約の支出負担行為に係る決定書
に委託理由を明示しています。

平成19年度の契約から公募型プロポーザルにより
企画提案を募集し、最も優れた提案をした者と特命
随意契約を締結しています。

平成19年度委託料の積算に当たっては、過去の実
績を勘案の上、積算の根拠となる数値を見直すとと
もに、記録として残しています。

平成19年８月１日締結の委託契約において、予定
数量の増減などに伴う契約金額のみの変更に対応で
きるよう、「委託業務の内容変更等」の条項に契約
金額の変更に関する項目を追加しました。

平成19年度締結の委託契約において再委託するに
当たっては、再委託の必要性、受託者が再委託先を
総合的な指揮監督の下に置くことができること、再
委託先が技術的・経済的能力から判断して契約の履
行を確保するのに支障を来さない等の観点から、再
委託することの効率性・合理性を充分考慮し、再委
託を承認しています。

その他特に知事が必要と認める契約をすると
き。（運用方針第3節（随意契約）関係1（19）
）
１ 北海道立栽培水産試験場改築工事監理業務委
託契約について
(1) 委託の必要性・有効性
（提案事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
本事業については、平成18年度をもって事業を終
がつくように、記録上、委託理由を明示すること 了していますが、今後事業再開や同じような事業を
が望まれる。
実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
す。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
積算額の妥当性を事後的に検証するため、単価
及び数量の明細がわかるように記載した見積書の
内訳書の提出を求めることが望まれる。

本事業については、平成18年度をもって事業を終
了していますが、今後事業再開や同じような事業を
実施する場合は、ご指摘の事項を踏まえて対処しま
す。

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結す
ることができる見込みのあるとき。（運用方針第
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３節（随意契約）関係４）
１ 釧路管理区林相図作製業務委託契約について
(1) 委託の必要性・合理性
（改善事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。

(2) 随意契約によることの妥当性
（提案事項）
「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結
することができる見込みのあるとき。」（運用方針
第3節（随意契約）関係4）を契約根拠とする場合
は、時価に比して著しく有利な価格であるか否か
の判断については、客観性を付与するため、市場
調査、第三者の鑑定評価及び業者からの見積徴収
等に基づくことが望まれる。
(3) 委託料算定根拠の妥当性
（提案事項）
積算額の妥当性を事後的に検証するため、単価
及び数量の明細がわかるように記載した見積書の
内訳書の提出を求めることが望まれる。

２

空知管理区林相図作製業務委託契約について
釧路管理区林相図作製業務委託契約についてと
同一内容である。

外部委託する理由については、起案時の決定書に
記載しております。
なお、平成19年度に、作成方法をアナログ方式か
らデジタル方式に移行し、これ以降は競争入札で行
っております。

平成19年度に、作成方法をアナログ方式からデジ
タル方式に移行し、これ以降は競争入札で行ってお
ります。

平成19年度に、作成方法をアナログ方式からデジ
タル方式に移行した際に、業者5社から単価・数量
を明示した見積書を徴収し、これらを基に積算を行
っております。
外部委託する理由については、起案時の決定書に
記載しております。
なお、平成19年度に、作成方法をアナログ方式か
らデジタル方式に移行し、これ以降は競争入札で行
っております。

「契約の目的物が代替性のないものであると
委託理由については、平成19年度から起工決定書
き。」
（運用方針第３節（随意契約）関係１の(2)） に明記することとしました。
を適用していたが、平成17年度から指名競争入札
に移行したケース
１ 本庁舎西側昇降機保守点検業務委託契約につ
いて
(1) 委託の必要性・有効性
（改善事項）
委託理由について第三者に対する客観的な説明
がつくように、記録上、委託理由を明示すること
が望まれる。
２

本庁舎東側昇降機保守点検業務委託契約につ
いて
本庁舎西側昇降機保守点検業務委託契約につい
てと同一内容である。
別館庁舎昇降機保守点検業務委託契約につい
て
本庁舎西側昇降機保守点検業務委託契約につい
てと同一内容である。

委託理由については、平成19年度から起工決定書
に明記することとしました。

３

三

委託理由については、平成19年度から起工決定書
に明記することとしました。

小括
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１

委託理由の合理性について
記録上、当該業務を委託した理由が明示されて
いなかった。委託理由について第三者に対する客
観的な説明がつくように、記録上、委託理由を明
示することが望まれる。

２ 契約類型ごとの小括
（一）国（特別法の定めるところにより設立され
る独立行政法人を含む）又は地方公共団体
（地
方独立行政法人を含む）若しくは慈善のため
設立された救済施設と契約（政令第167条の
２第１項第３号の規定に該当するものを除
く）をするとき（運用方針第３節（随意契約）
関係１(9)）
(1) 委託料算定根拠の妥当性について
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算
の根拠となる数値に関しては、本来、毎年度、
その見直しが必要である。また、それらの数値
を継続して適用する場合は、その算定根拠を記
録として残しておかないと、算定根拠が曖昧な
まま継続して適用され続けるおそれがある。標
準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の根
拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を
継続して適用する場合は、その算定根拠を記録
として残しておくことが望まれる。

従前から、委託契約に当たっては、委託すること
の適否の検討を十分に行い、
当該契約の決定書には、
委託する事由とその効果等を記載するよう指導して
きているところであり、より具体的な記載に努める
よう、各部等からの照会時や書類審査時に指導した
ところです。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、算定根拠の記録の必要性についても個々の
契約ごとに判断すべきと考えることから、日々の指
導等を通じてその趣旨を周知したところです。

(2) 契約内容変更の妥当性について
委託業務の内容変更を伴わない委託料の変更
内容の変更を伴わない委託料の変更については、
が、委託業務の内容変更を根拠に行われていた。 適正な根拠に基づいて契約変更を行うよう各部等か
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額 らの照会時や書類審査時に指導したところです。
を積算し、契約金額を変更し、当該支出見込額
に見合った委託料の支出を行うのであれば、委
託契約書上、その旨を明記するべきものと考え
る。
(3) 再委託の妥当性について
再委託を承認できる要件を満たすか否かの検
討が十分になされていなかった。再委託をする
場合、発注者として受託者を選定した際の理由
と矛盾することのないよう再委託することの効
率性、合理性等を十分考慮したうえで再委託を
承認することが望まれる。

（二）法律の規定に基づき設立された営利を目的
としない法人又は組合若しくはその連合会の
存立を援助するため、これらの設立目的に基
づく事業について契約（政令第167条の２第
１項第３号の規定に該当するものを除く）を
するとき（運用方針第３節（随意契約）関係
１(11)）
(1) 随意契約によることの妥当性について
(a) 当該団体を契約の相手方とした方が営利会社

平成19年３月30日付けで業務委託事務処理要綱
（昭和50年３月25日付け局総第101号副出納長、総
務部長通達）の一部を改正し、再委託を認めない場
合の基準及び再委託を承諾する場合の要件等を明確
に規定したところであり、各部等からの照会時や書
類審査時に適切に執行するよう指導したところで
す。

随意契約による該当規定の適用判断に当たって
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を契約の相手方とするよりも金額的に有利であ は、個々具体の契約ごとに、各部等からの照会時や
ること及び当該団体の存立を援助する必要性が 書類審査時に適切に判断するよう指導したところで
あること、という選定基準が明示されていない す。
ことから、当該選定基準を満たすので当該団体
を委託先として選定したという契約担当者の判
断のプロセスが明らかでなかった。委託先の選
定基準を明示することによって、当該選定基準
を満たすので当該団体を委託先として選定した
という契約担当者の判断のプロセスを明らかに
することが望まれる。
(b) 契約にあたっては、当該団体を契約の相手方
とした方が営利会社を契約の相手方とするより
も金額的に有利であることの検証がなされてい
なかった。契約にあたっては、当該団体を契約
の相手方とした方が営利会社を契約の相手方と
するよりも金額的に有利であることを検証する
ことが望まれる。
(c) 当該団体の存立を援助する必要があるか否か
の判断が政策目的により行われているが、それ
だけでは、特定の団体に契約が集中してしまい、
他の団体との間で公平性を欠くおそれがある。
当該団体の存立を援助する必要があるか否かの
判断については、政策目的以外に、定量的な判
断基準（例えば、当該団体における契約全体に
占める北海道の契約の割合や当該団体の財政状
況等）を設けることで、他の団体との間に公平
性を欠かないように配慮することが望まれる。
(d) 特定随意契約（施行令第167条の２第１項第
３号又は第４号）に該当する契約が運用方針第
３節（随意契約）関係１(11)を根拠に行われて
いた。この結果、当該契約について特定随意契
約としての公表が行われていなかった。
(2) 委託料算定根拠の妥当性について
(a) 経費率については一定の幅があるが、当該経
費率を適用した契約担当者の判断根拠は不明で
ある。当該経費率を適用した契約担当者の判断
根拠を明確にしておくことが望まれる。
(b) 委託先から徴取した見積書は見積金額のみの
記載で具体的内容が不明のため、積算額の妥当
性を事後的に検証することができない。積算額
の妥当性を事後的に検証するため、単価及び数
量の明細がわかるように記載した見積書の内訳
書の提出を求めることが望まれる。

委託契約については、個々の契約ごとに内容が大
きく異なり、一律に積算基準を策定することは適当
ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を勘
案し、より実体に即した積算を行うことが適当と考
えます。
また、見積書内訳や事業完了後の精算内訳書の徴
取の必要性についても、個々の契約ごとに判断すべ
きと考えることから、日々の指導等を通じてその趣
旨を周知したところです。

(3) 契約情報公表の実施状況の妥当性について
契約根拠として施行令第167条の２第１項第
契約根拠については、平成18年度から地方自治法
３号（特定随意契約）を適用すべきところ、運 施行令（以下「施行令」という。
）第167条の２第１
用方針第３節（随意契約）関係１(11)を適用し 項第３号を適用しています。
ているため、契約の名称、契約の相手方、契約
金額、契約決定年月日のみが公表されているに
過ぎず、地方公共団体の契約方法の原則である
機会均等、透明性及び公正性を確保するために
契約情報を公表するという特定随意契約の公表
制度の趣旨に鑑みると、重大な瑕疵がある
特定随意契約に該当する契約については、特
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定随意契約の公表手続を実施しなければならな
い。
（三）庁舎の清掃、寮の賄等を個人（事業者を除
く）に委託するとき（運用方針第３節（随意
契約）関係１(17)）
(1) 随意契約によることの妥当性について
選定基準を満たす者が当該個人のみであると
いう結論に至った契約担当者の判断のプロセス
が明示されていないことから、契約担当者の主
観的判断に基づき随意契約の相手方が選定され
たのではないかという疑問が生じる。第三者に
対して客観的な説明がつくように、契約担当者
の判断の結果のみでなく、当該判断に至ったプ
ロセスを明示することが望まれる。

(2) 委託料算定根拠の妥当性について
職種別時間については算出根拠が不明であ
る。標準処理時間等積算の根拠となる数値に関
しては、毎年度、その見直しをすることが望ま
れる。また、それらの数値を継続して適用する
場合は、その算定根拠を記録として残しておく
ことが望まれる。

(3) 委託業務の事後管理の妥当性について
委託業務終了後は、受託者から実績報告書を
徴収し、検査をする必要があるが、委託業務終
了後の管理が行われていなかった。業務日報を
作成させ定期的に検査することが望まれる。
（四）委任又は準委任に属する契約のうち、試験
研究、訴訟事務等競争により難いものを委託
するとき（運用方針第３節（随意契約）関係
１(18)）
(1) 随意契約によることの妥当性について
(a) 運用方針第３節（随意契約）関係１(18)が予
定している契約類型は、「限られた高度の専門
的な技術、能力を持つ者の中から信頼性等を考
慮し、当該業務にふさわしい相手方を選定する
必要があり、競争入札では相手方を選定し難い
場合」を意味するものと考える。そして、具体
的には、試験研究、訴訟事務以外に調停、登記、
鑑定、評価、設計、医療、診断、仲介斡旋等の
特定の業務に限定されるものと考える。
当該業務の内容から、当該業務が「限られた
高度の専門的な技術、能力を持つ者の中から信
頼性等を考慮し、当該業務にふさわしい相手方
を選定する必要があり、競争入札では相手方を
選定し難い場合」に該当すると判断することは
できない。
当該契約を随意契約とすることを直ちに否定
するものではないが、運用方針第３節（随意契
約）関係１(18)が対象とする業務は特定の業務

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年2月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約の相手方を選定した理由を具体的、
かつ、詳細に決定書等に記載することなど、随意契
約の厳格な運用について周知したところです。
また、随意契約による該当規定の適用判断に当た
っては、個々具体の契約ごとに、各部等からの照会
時や書類審査時に適切に判断するよう指導したとこ
ろです。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、積算根拠の記録の必要性についても個々の
契約ごとに判断すべきと考えることから、日々の指
導等を通じてその趣旨を周知したところです。

業務日報を作成し、定期的に検査することとしま
した。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年2月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約の相手方を選定した理由を具体的、
かつ、詳細に決定書等に記載することなど、随意契
約の厳格な運用について周知したところです。
また、随意契約による該当規定の適用判断に当た
っては、個々具体の契約ごとに、各部等からの照会
時や書類審査時に適切に判断するよう指導したとこ
ろです。
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に限定されるべきで、当該契約については、他
の規定による運用を検討すべきものと考える。
運用方針第３節（随意契約）関係１(18)は、特
定の業務に限定して運用することが望まれる。
(b) 委託業者として選定する基準の１つに、全道
域をカバーして事業を実施できる体制を有する
法人等であるという基準があるが、契約直後に、
全道圏域をカバーすることが難しい状況にある
ことを理由に、発達障害者地域センターを設置
して、当該発達障害者地域センターと委託契約
を締結している。理由は、当初は全道圏域をカ
バーして事業を実施できる体制を有するものと
判断したが、業務量が急速に拡大したため、結
果的に全道圏域をカバーして事業を実施するこ
とができなくなったからである。
契約にあたって、契約担当者は、委託先の選
定基準の全てを満たすという判断を慎重に行う
べきであったものと考える。
(2) 委託料算定根拠の妥当性について
標準単価、標準作業量、標準処理時間等積算
の根拠となる数値に関しては、本来、毎年度、
その見直しが必要である。また、それらの数値
を継続して適用する場合は、その算定根拠を記
録として残しておかないと、算定根拠が曖昧な
まま継続して適用され続けるおそれがある。標
準単価、標準作業量、標準処理時間等積算の根
拠となる数値に関しては、毎年度、その見直し
をすることが望まれる。また、それらの数値を
継続して適用する場合は、その算定根拠を記録
として残しておくことが望まれる。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、算定根拠の記録の必要性についても個々の
契約ごとに判断すべきと考えることから、日々の指
導等を通じてその趣旨を周知したところです。

(3) 契約内容変更の妥当性について
(a) 委託業務の内容変更を伴わない委託料の変更
委託料の変更については、適正な根拠に基づいて
が、委託業務の内容変更を根拠に行われていた。 契約変更を行うよう各部等からの照会時や書類審査
年度内に当該年度のより精度の高い支出見込額 時に指導したところです。
を積算し、当該支出見込額に見合った委託料の
支出を行うのであれば、委託契約書上、その旨
を明記するべきものと考える。
(b) 予定数量の増減などに伴い、契約金額のみを
変更する場合にあっては、業務項目の追加や業
務処理方法の変更などの
「委託業務の内容変更」
とは別な条項を設けて処理すべきと考える。
(4) 再委託の妥当性について
(a) 再委託を承認できる要件を満たすか否かの検
討が十分になされていなかった。再委託をする
場合、発注者として受託者を選定した際の理由
と矛盾することのないよう再委託することの効
率性、合理性等を十分考慮したうえで再委託を
承認することが望まれる。
(b) （再委託先である）他の福祉人材バンクに比
較して苫小牧市福祉人材バンクの利用状況が低
いにも関わらず、再委託料は各市社会福祉協議
会一律に6,273,750円である。福祉人材バンク
の利用状況も勘案したうえで、再委託料を積算

平成19年３月30日付けで業務委託事務処理要綱
（昭和50年３月25日付け局総第101号副出納長、総
務部長通達）の一部を改正し、再委託を認めない場
合の基準及び再委託を承諾する場合の要件等を明確
に規定したところであり、各部等からの照会時や書
類審査時に適切に執行するよう指導したところで
す。
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することが望まれる。
（五）その他特に知事が必要と認める契約をする
とき（運用方針第３節（随意契約）関係１
(19)）
(1) 委託料算定根拠の妥当性について
委託先から徴取した見積書は見積金額のみの
記載で具体的内容が不明であるため、積算額の
妥当性を事後的に検証することができない。積
算額の妥当性を事後的に検証するため、単価及
び数量の明細がわかるように記載した見積書の
内訳書の提出を求めることが望まれる。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、見積書内訳や事業完了後の精算内訳書の徴
取の必要性についても個々の契約ごとに判断すべき
と考えることから、日々の指導等を通じてその趣旨
を周知したところです。

（六）時価に比して著しく有利な価格で契約を締
結することができる見込みのあるとき（運用
方針第３節（随意契約）関係４）
(1) 随意契約によることの妥当性について
当該契約における、在版利用の場合の林相図
随意契約による該当規定の適用判断に当たって
の設計金額（＝時価と比較対象となる価格）と は、個々具体の契約ごとに、各部等からの照会時や
新規作成の場合の林相図の設計金額（＝時価） 書類審査時に適切に判断するよう指導したところで
は、市場調査によらないで契約担当者が自ら積 す。
算したものであり、客観性のある時価とはいえ
ない。
このため、在版利用の場合の林相図の設計金
額（＝時価と比較対象となる価格）と新規作成
の場合の林相図の設計金額（時価）とを比較し
て、時価と比して著しく有利であるという判断
は客観性が乏しく適切ではない。
したがって、在版利用の場合の林相図の設計
金額（＝時価と比較対象となる価格）と新規作
成の場合の林相図の設計金額（＝時価）とに客
観性がないにもかかわらず、「時価に比して著
しく有利な価格で契約を締結することができる
見込みのあるとき」（運用方針第３節（随意契
約）関係４）を契約根拠とする随意契約を締結
することは適切ではない。
「時価に比して著しく有利な価格で契約を締
結することができる見込みのあるとき。」（運用
方針第３節（随意契約）関係４）を契約根拠と
する場合、時価に比して著しく有利な価格であ
るか否かの判断については、客観性を付与する
ため、市場調査、第三者の鑑定評価及び業者か
らの見積徴収等に基づくことが望まれる。
(2) 委託料算定根拠の妥当性について
委託先から入手した見積書は見積金額のみの
記載で具体的内容は不明であるため、積算額の
妥当性を事後的に検証することができない。積
算額の妥当性を事後的に検証するため、単価及
び数量の明細がわかるように記載した見積書の
内訳書の提出を求めることが望まれる。

委託契約については、個々の契約ごとに内容等が
大きく異なり、一律に積算基準を策定することは適
当ではないことから、個々の契約ごとに業務内容を
勘案し、より実態に即した積算を行うことが適当と
考えます。
また、見積書内訳や事業完了後の精算内訳書の徴
取の必要性についても個々の契約ごとに判断すべき
と考えることから、日々の指導等を通じてその趣旨
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を周知したところです。
（七）「契約の目的物が代替性のないものである
とき」（運用方針第３節（随意契約）関係１
の(２)）を適用していたが、平成17年度から
指名競争入札に移行したケース
随意契約から競争入札への移行したケースに
おいては、随意契約であった場合と比較して契
約金額が下がっている。品質・安全を犠牲とす
ることなく競争性を確保する努力を継続するこ
とが望まれる。
最後に
「その他の随意契約」についても、随意契約は
例外であるにも関わらず安易に運用されていると
いう印象を得た。随意契約は例外であるという意
識を強く持つとともに、運用方針第３節（随意契
約）関係の各規定の制度趣旨を逸脱しないように、
その厳格な運用が望まれる。

契約に当たっては、品質と安全性を犠牲とするこ
となく競争性を確保するよう務めています。

４

北海道における随意契約の公表制度に
ついて
四 北海道における公表制度の問題点と改善提案
（一）まず、第一に、監査人としては、ホームペ
ージ掲載を利用した公表を行うべきと考え
る。
近年のインターネットの普及が著しいこと
を考えると、既に国の各省庁で行っているよ
うに、ホームページ等の利用による公表が、
最少の費用で最大の効果が上がるものであ
り、これに向けて取り組む時期にきている。
出納局が、二３（四）記載の通知により公
表制度設けた時期は平成10年であるが、近年
のインターネット、パソコンの普及率はめざ
ましいものがあり、今後さらに広がりを見せ
ることが予想されるのであるから、多数の住
民に情報を提供し透明性を高める方策として
は、ホームページ上の公表は正に時代に即し
たものである。
北海道においても、かかる情勢も踏まえ、
前述のようにホームページによる公表に早急
に取り組むべきである。
（二）第二に公表内容を充実させる必要があると
考える。特に、随意契約によった（入札によ
らなかった）理由も一般道民が理解できるよ
うに、相当程度、詳細かつ具体的に記載する
必要がある。この点の公表がなされてはじめ

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、契約に当たっては一般競争入札が原則であ
ること、随意契約による場合は関係規定に合致する
ものであるかどうかを十分に検討し、適正な判断を
することなど、随意契約の厳格な運用について周知
したところです。
また、「平成19年度財務会計事務の執行方針」（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
おいても、本来、入札となる金額の契約について、
一者と随意契約するときは、入札参加者指名選考委
員会において、法令等の規定に合致するものである
かを十分に審議することなどについて周知したとこ
ろです。

第５章

平成19年３月30日付けで「入札結果等の公表の取
扱いについて」（平成10年３月16日付け局総第788号
出納局長通達）の一部を改正し、随意契約に係る情
報の公表に当たっては、公表事項の範囲を拡大する
とともに、随意契約によった理由を具体的に記載す
ることとし、また、契約事務に係る情報の公表は、
平成19年度予算に係る契約から、ホームページによ
ることとしたところです。
さらに、
「平成19年度財務会計事務の執行方針」
（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
おいても、契約事務の透明性を確保するため、ホー
ムページにおいて契約事務に係る情報を公表するこ
とにより、積極的な情報提供に努めるように周知し
たところです。
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て、随意契約によったことの妥当性について、
道民に批判の機会を与えることとなり、これ
なくしては、随意契約を公表する実質的意味
が全うされない。
Ⅲ
１

包括外部監査の結果に添えて提出する意見
随意契約の厳格な運用について
地方公共団体の契約は、入札が原則であること
を再確認するとともに、随意契約、特に特命随契
の選択は、より厳格な判断の下になされるような
仕組み作りに取り組む必要がある。
今日ほど行政の契約手続の透明性が求められて
いる時代はなく、国の各府省においても平成18年
６月に随意契約の見直し計画を策定し、随意契約
が真に止むを得ないものを除き、一般競争入札等
へ移行することとしている。
北海道においても、これまで以上に道民の目線
に立って真にやむを得ないものに限り随意契約の
選択が許されるという視点をもつべきである。
第２章ないし第４章の各小括においてに報告し
たように、上記視点に立った場合、随意契約選択
するに至った検討が必ずしも十分であることの確
認できない例が多々ある。
以下の具体的方策を検討する等随意契約選択の
運用をより厳格にし、これを随意契約、特に特命
随契によった契約については可能な限り入札手続
を取るように取り組む努力をする必要がある。
随意契約の判断過程の記録化及びその程度に
ついて
入札不可能ないしは困難な事由があるのであれ
ば、記録は随意契約を選択するまでの判断が適切
であることを明確に検証できるように、当該事由
を具体的に明記するとともに、その判断の基礎と
なる事実及び事実調査の過程、判断の過程等を関
連資料と共に記録化することを確認する必要があ
る。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約の厳格な運用について示したとこ
ろです。
また、「平成19年度財務会計事務の執行方針」（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
おいても、本来入札となる額の契約について一者と
の随意契約となるときは、入札参加者指名選考委員
会において、法令等の規定に合致するものであるか
を十分に審議することなどについて周知したところ
です。

２

前年度と同じ相手方と随意契約する場合の留
意点
前年度と同じ相手方と随意契約を行う際には、
連続して入札手続を選択しないのであるから、道
民に対し、より詳細な説明責任を負うとの認識を
持つことが重要である。
前年度の判断を単に踏襲することなく、新たに
当該年度の視点に立って、相手方を選定するに至
るまでの調査・検討を十分に行い、当該年度の選
択過程を記録に留め、安易な判断で随意契約が継
続化しないような運用を確立する必要がある。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約の相手方を選定した理由を具体的、
かつ、詳細に決定書等に記載することなど、随意契
約の厳格な運用について示したところです。

３

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達したほか、従前から、契約に当たっては安易に
前例を踏襲することなく、その都度、契約方法につ
いて検討するよう指導しているところであり、今後
とも、日々の指導を通じて、適切に処理するよう周
知して参ります。

４

総合評価入札制度への移行について
これまでプロポーザル方式により随意契約を選
「プロポーザル方式による契約の取扱いについて」
択したようなケースについては、入札原則との視 （平成20年３月25日付け局総第2448号出納局長通達）
点に立ち返り、総合評価入札方式による入札手続 を通達し、契約に当たっては、一般競争入札を原則
によることはできないのかを丹念に検討し、可能 として、総合評価一般競争入札の実施についても検
な限り総合評価入札を選択するようにすべきであ 討を行い、契約の性質又は目的が競争入札に適しな
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る。
また、総合評価入札を行えない場合はその理由
を記録化し、今後の検討課題を明らかにしておく
必要がある。
プロポーザル方式について
総合評価入札手続が困難な事情があり、プロポ
ーザル方式によらざるを得ない場合であっても、
公募型を原則とするなど可能な限り手続の公正
さ、透明性等に配慮して行うべきである。
また、事業内容によっては、プロポーザル方式
であっても、現在の道のおかれた財政状況を念頭
に置き、価格競争要素を取り入れる余地のものが
あれば積極的に取り入れ、最大の成果を求めつつ
少しでもコスト削減の余地がないかを検討した上
で、手続を進める必要がある。
その他、第2章小括で報告したとおり、審査手
続、審査基準、外部委員の参加方法等を検討し、
より合理的かつ公正性、透明性の高い方法を追求
する努力をするべきである。

い場合に限りプロポーザル方式によることができる
としたところです。

５

情報システムの調達について
情報システムの調達については、第３章総論に
報告したように、システムの設計開発業者がその
まま保守・管理に移行する場合が多く、
その結果、
長年にわたって同一業者と特命随契を続けざるを
得なくなる傾向にある。
したがって、システム開発、設計時にあたって
は互換性を十分に検討して行う必要がある。
また、導入する情報処理システムと、導入によ
り合理化される事務との関連及び経済効率等を丹
念にチェックし、ライフサイクルコストを考慮の
上、きめ細かく将来コスト等を検討するなどして
十分なコスト計算をしておく必要がある。

「プロポーザル方式による契約の取扱いについて」
（平成20年３月25日付け局総第2448号出納局長通達）
を通達し、プロポーザル方式による場合の手続及び
提案の審議における留意点等について示したところ
です。

６

特例政令の研修等について
特例政令に関しては、第２章、第３章のとおり、
各部の理解が十分とは言えず、随意契約選択の判
断過程に疑問のあるケースが多数あった。
適切な運用を図るため、研修を行いあるいはマ
ニュアルを策定する等して北海道全体の特例政令
に関する理解を深める必要がある。

全庁の情報システムの調達・運用を効率的、効果
的なものとするため、平成２１年度から情報システ
ムの更新時期等に合わせ、「情報システム診断」を
試行し、平成２２年度から本格的に取り組むことと
しました。
この取組みの中で、５年間のライフサイクルコス
トも把握し、複数年契約による減額の可能性を含め
て、検討を行っていきます。

７

随意契約の公表方法の見直し
随意契約の公表は、今日ではインターネットを
利用した方法が簡易かつ透明性確保に適してお
り、北海道においてもホームページによる公表に
向け取り組むべきである。
公表に際しては、契約内容のみでなく、その随
意契約ないしは相手方選択の具体的理由も合わせ
て公表し、入札手続を選択しなかった事情を明ら
かにしておく必要がある。
対象契約の金額、除外する範囲等については、
国の例等も参考にし、例外の範囲は必要最小限の

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）に
おいて、特例政令の適用となる場合の留意点を示し
たところです。
また、特例政令に係る知識向上のため、財務に関
する各種研修会の中で取り上げて実施するととも
に、具体的手続に関するハンドブックを作成し、周
知したところです。

８

平成19年３月31日付けで「入札結果等の公表の取
扱いについて」（平成10年３月16日付け局総第788号
出納局長通達）の一部を改正し、随意契約に係る情
報の公表に当たっては、公表事項の範囲を拡大する
とともに、随意契約によった理由を具体的に記載す
ることとし、また、契約事務に係る情報の公表は、
平成19年度予算にかかる契約からホームページによ
ることとしたところです。
さらに、
「平成19年度財務会計事務の執行方針」
（平
成19年４月20日付け局総第209号出納局長通知）に
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範囲内にすべきである。
また、年度ごとに北海道の全体的な契約金額、
契約件数、入札との対比など統計的数値を公表す
るなどし、道民に対する説明責任を果たすべきで
ある。
運用方針の見直し検討について
本報告書第１章、第２章のとおり、北海道の特
命随契の多くは、「当該業務を行うのに求められ
る特別な技術を有する者が一者であること」
や
「当
該業務を行う能力を有する業者が地域内に他に存
在していないこと」などを理由として入札が行わ
れなかったものである。
しかし、これらの典型例に対応する類型は運用
方針の中にはなく、それらを運用方針2号に当て
はめており、施行令を具体化し、曖昧な運用がな
されないようにしたそもそもの趣旨を没却させる
おそれがある（第２章１参照）。
第４章１で報告したとおり、運用方針18号につ
いても、具体的にどのような契約類型が該当する
のか、文言上明確になっているとはいい難い。
上記の点及び、運用方針は制定より既に30年以
上経過していることもあり、整理、見直しを検討
する必要があると思われる。

おいても、契約事務の透明性を確保するため、ホー
ムページにおいて契約事務に係る情報を公表するこ
とにより、積極的な情報提供に努めるよう周知した
ところです。

９

10 積算の合理性確保について
随意契約の場合、競争原理が働かず、契約金額
について、ややもすると相手方の求める金額に流
されやすい傾向があり、これに一定の歯止めをか
けるためには、適正な積算が要求される。
他方、委託契約の場合、業務内容が画一的、定
型的でない場合が多く、市場価格の把握に困難を
伴う面もある。
上記を踏まえ、以下の方策等を検討の上、積算
の合理性、経済性を追求するよう方法を検討する
必要がある。
① 相手方からは常に詳細な内訳のある、見積書
や収支報告書を求め、同種、同等の事例の集積
を図るなどして、積算資料をより充実させる。
② また、情報関連契約のように、専門性を要す
るものについては、ある一定程度の金額を超え
るものについて第三者の専門家のアドバイスを
受けた上で積算を行う。
③ 毎年度、積算の合理性を高める努力をすると
ともに、必ず積算の算定根拠、資料は記録化す
る。

「契約手続に係る事務の適正執行について」（平
成19年２月23日付け局総第2125号出納局長通達）を
通達し、随意契約あり方を示すとともに、北海道財
務規則の運用方針第３節関係の規定に基づく随意契
約の場合、特に「契約の目的物が代替性のないもの
であるとき」（１−(2)）、
「委任又は準委任に属する
契約のうち、試験研究、訴訟等競争によりがたいも
のを委託するとき」（１−(18)）その他２項目のに
ついて規定の考え方を示すなど、改めてその趣旨を
周知したところです。

積算に当たっては、事業ごとに、より実態に即し
た積算資料に基づき行うことが必要であることか
ら、一義的には当該事業を所管する部門において検
討することとなるが、合理的、かつ、より経済的な
積算をするよう、日々の指導等を通じて、その趣旨
を周知しています。
また、算定根拠の記録の必要性についても個々の
契約ごとに判断すべきと考えることから、日々の指
導等を通じてその趣旨を周知しています。
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