
2021 年 6 月 
日本放送協会 経理局 

２０２０年度 入札契約委員会 活動報告 

１．開催実績 
2020 年度は、以下のとおり、委員会を４回開催した。 
 ・第 80 回入札契約委員会 2020 年 6 月 12 日 出席委員３名 
 ・第 81 回入札契約委員会 2020 年 9 月 23 日 出席委員 3 名 
 ・第 82 回入札契約委員会 2020 年 12 月 3 日 出席委員３名 
 ・第 83 回入札契約委員会 2021 年 3 月 2 日 出席委員３名 

２．報告・審議対象 
2020 年度の委員会開催当日に報告や点検を行った主な事項は、以下のとおり。 

・ＮＨＫと外部との契約の状況
・ＮＨＫと関連団体との取引
・外部（関連団体を含む）との随意契約案件
・関連団体との業務委託契約案件
・建築一式工事契約案件

３．審議内容・点検結果 
各回における主な審議内容および点検結果は、別紙の議事概要のとおり。 

・別紙１ 第 80 回議事概要
・別紙２ 第 81 回議事概要
・別紙３ 第 82 回議事概要
・別紙４ 第 83 回議事概要

以上 



（別紙１） 

日本放送協会 

2020 年度 第 80 回入札契約委員会 議事概要 

 

1. 日時   

2020 年 6 月 12 日（金）15 時 20 分～17 時 20 分 

 

2. 場所 

千代田放送会館 会議室 

 

3. 出席委員 

（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）原澤 三夏 弁護士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 

 

4. 議事 

(1) 2020 年度 入札契約委員会の年間スケジュール 

(2) 2019 年度 ＮＨＫと外部との契約状況およびＮＨＫと関連団体との取引について 

(3) 個別案件審議 

(4) 2020 年度 建築一式工事の発注見込み 

 

５．議事概要 

(1) 2020 年度 入札契約委員会の年間スケジュール 

  2020 年度の年間スケジュールを説明し、了承された。 

 

(2) 2019 年度 ＮＨＫと外部との契約状況およびＮＨＫと関連団体との取引について 

  2019 年度のＮＨＫと外部との契約状況、およびＮＨＫと関連団体との取引について、年

間の取り纏め結果を報告した。 

 

(3) 個別案件審議 

  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随

意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 

 



 

 ＜点検対象＞ 

 ①2019 年度第４四半期随意契約に係る委員会の抽出案件 

  ・「営業関連の資材・役務等（投函専用）」 

 

 ②2019 年度下半期建築一式工事契約に係る抽出案件 

  ・「テレビ・ＦＭ放送所 局舎整備工事」 

  ・「山口放送会館 地域番組設備更新に伴う建築工事」 

 

 ＜主な審議内容および点検結果＞ 

  ○緊急を要するために随意契約した案件について、緊急性の内容について説明を求めら

れ、緊急施策の内容と契約に至る経緯を説明し、妥当性が確認された。 

  ○放送所の建築一式工事案件について、一般競争入札に付すことができた理由を求めら

れ、従来の契約方式を見直し設計監理と工事施工を分離したことにより競争入札に付

すことを可能にした経緯を説明し、競争化の取り組みについて評価された。 

  ○入札不調ののち随意契約とした建築一式工事案件について、入札不調となった経緯の

説明を求められ、業者選定から契約に至る経緯を説明し問題ないものと確認された。 

 

(4) 2020 年度 建築一式工事の発注見込み 

  2020 年度の建築一式工事の発注見込み概要について説明した。 

 

以上 

 



（別紙２） 

 

日本放送協会 

2020 年度 第 81 回入札契約委員会 議事概要 

 

1. 日時   

2020 年 9 月 23 日（水）16 時 00 分～17 時 50 分 

 

2. 場所 

ＮＨＫ放送センター 会議室 

 

3. 出席委員 

（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）原澤 三夏 弁護士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 

 

4. 議事 

(1) 前回議事概要報告 

(2) 個別案件審議 

 

５．議事概要 

(1) 前回議事概要報告 

  「2020 年度第 80 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が

行われた。 

 

(2) 個別案件審議 

  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随

意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 

 ＜点検対象＞ 

 ①2020 年度第１四半期随意契約に係る委員会の抽出案件 

  ・「中型ヘリ取材伝送設備搭載工事」 

  ・「オーケストラ台の更新」 

  ・「日本郵便株式会社の住所変更案内サービス利用」 

・「電子商取引関係処理」 



 

 

・「クレジットカード決済処理」 

・「電子決済端末及び情報処理センターサービス利用」 

・「神南ビル スタジオ整備 事前撤去工事」 

・「字幕制作業務」 

 

 ＜主な審議内容および点検結果＞ 

  ○航空取材体制を構築するための契約について、これまでの経緯や、ＮＨＫおよび関連

団体との関係性、契約額決定にあたっての取り組みなどについて説明を求められ、経

緯や体制の必要性、現状の取引関係、契約締結にあたっての取り組みなどを説明し、

問題ないものと確認された。 

  ○各種情報処理の契約について、契約内容の違いや複数社と随意契約をしている理由に

ついて説明を求められ、契約ごとの処理内容の違いや、当初プロポーザル方式によっ

て業者を選定してきた経緯を説明し、問題ないものと確認された。 

  ○スタジオ整備にあたっての事前撤去工事について、随意契約とした理由や、金額の妥

当性について説明を求められ、ビル指定工事会社による設計・施工が必要となった経

緯や、工事内容の内訳を説明し、問題ないものと確認された。 

  ○公募方式で参加業者を募ったものの随意契約となった案件について、手続きの概要や

当該サービスの市場の状況について説明を求められ、契約に至るまでの経緯や、サー

ビス提供事業者が限られている状況を説明し、問題ないものと確認された。 

 

以上 



（別紙３） 

日本放送協会 

2020 年度 第 82 回入札契約委員会 議事概要 

 

1. 日時   

2020 年 12 月 3 日（木）16 時 00 分～17 時 40 分 

 

2. 場所 

ＮＨＫ放送センター 会議室 

 

3. 出席委員 

（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）原澤 三夏 弁護士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 

 

4. 議事 

(1) 前回議事概要報告 

(2) 個別案件審議 

 

５．議事概要 

(1) 前回議事概要報告 

  「2020 年度第 81 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が

行われた。 

 

(2) 個別案件審議 

  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随

意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 

 ＜点検対象＞ 

 ①2020 年度第 2 四半期随意契約に係る委員会の抽出案件 

  ・「ラジオ第一放送所 支線碍子購入」 

  ・「放送原稿制作・送出システムの整備」 

  ・「プロジェクト推進支援業務」 

・「災害時における石油燃料の専属配送・専属貯蔵」 



・「業務用システム SaaS サービス」 

・「業務用システム クラウドサービス」 

 

②2020 年度上半期建築一式工事に係る委員会の抽出案件 

・「天井耐震改修ほか工事」 

 

 ＜主な審議内容および点検結果＞ 

  ○放送用システムを改修するための契約について、システムの内容、改修の目的、他社

による改修の可能性について説明を求められ、改修の対象となるシステムの概要や、

改修は既存システムに精通した構築業者以外は難しい点などを説明し、問題ないもの

と確認された。 

  ○プロジェクト推進支援業務について、契約金額の妥当性や随意契約の理由について説

明を求められ、支援内容や体制に鑑みて妥当な金額であることや、国内外での類似案

件での実績、当該プロジェクトが継続案件で、目的やスケジュールなどから当初依頼

先に継続して依頼する必要があった点を説明し、問題ないものと確認された。 

  ○燃料の貯蔵・配送契約について、契約の経緯や、他事業者の有無、対応実績などにつ

いて説明を求められ、各社へヒアリングを実施して契約した経緯や、今後の契約方針、

過去の配送実績などを説明し、問題ないものと確認されたが、契約内容の点検は引き

続き行うこととした。 

  ○予定価格を大きく下回る金額で落札された建築工事案件について、入札への参加状況

や差額の要因等について説明を求められ、入札から契約に至るまでの経緯や、低入札

価格調査制度、落札業者の状況を説明し、問題ないものと確認された。 

 

以上 



（別紙４） 

日本放送協会 

2020 年度 第 83 回入札契約委員会 議事概要 

 

1. 日時   

2021 年 3 月 2 日（火）16 時 00 分～17 時 40 分 

 

2. 場所 

ＮＨＫ放送センター 会議室 

 

3. 出席委員 

（委員長）渡邉 秀俊 公認会計士 

  （委 員）原澤 三夏 弁護士 

  （委 員）青柳 由香 法政大学法学部教授 

 

4. 議事 

(1) 前回議事概要報告 

(2) 個別案件審議 

 

５．議事概要 

(1) 前回議事概要報告 

  「2020 年度第 82 回入札契約委員会議事概要」について報告を行い、記載内容の確認が

行われた。 

 

(2) 個別案件審議 

  今回の委員会で個別審議の対象となった契約について、公平性・透明性の観点から、随

意契約の理由や契約手続きの点検が行われた結果、いずれも問題ないものと確認された。 

 

 ＜点検対象＞ 

 ①2020 年度第 1～3 四半期業務委託契約に係る委員会の抽出案件（関連団体） 

  ・「番組の制作とこれに関連する業務」 

  ・「配信技術業務」 

  ・「文化事業・公開番組等の企画・実施業務」 

 



 ②2020 年度第 1～3 四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体） 

・「業務用システム実用化プロジェクト」 

 

 ③2020 年度第 3 四半期随意契約に係る委員会の抽出案件（関連団体以外） 

・「帳票電子化関連」 

・「業務用システム開発」 

 

 ＜主な審議内容および点検結果＞ 

  ○放送番組の制作に関連する業務委託契約について、契約金額の妥当性をどのように担

保しているか説明を求められ、番組の制作を委託するまでの流れや、個別番組の委託

金額が確定するまでの手続きなどを説明し、問題ないものと確認されたが、番組毎の

より具体的な金額の確認手続きについては、今後の委員会においてあらためて補足説

明を行うこととした。 

  ○インターネットでの動画配信に関する業務委託契約について、新たに委託を開始した

理由や業務内容等の説明を求められ、前年度まではサービスごとに締結していた契約

を一本化した経緯や、契約をまとめることで効率的に業務を実施できていることを説

明し、問題ないものと確認された。 

  ○公開番組等に関する業務委託契約について、新型コロナの影響による委託費の取り扱

いについて説明を求められ、業務内容の変更や関連経費が減少している状況などを説

明し、問題ないものと確認された。 

  ○業務用システムの実用化プロジェクトについて、研究開発における業者選定の経緯や、

改修を随意契約とした理由の説明を求められ、当該技術をＮＨＫ本体で開発後、委託

先とさらに研究開発を進めてきた経緯や、実用化には委託先が蓄積しているノウハウ

の活用が欠かせないことを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○プロトタイプの作成について、目指すサービスの全体像について説明を求められ、業

務全般における各種課題の改善を目指していることや、中長期的な業務モデルを見据

えた上で今後進めていくことを説明し、問題ないものと確認された。 

  ○システム開発用プラットフォームの選定にあたって、競争契約の余地はなかったのか

について説明を求められ、導入にあたって複数製品の比較検討を実施したことや、番

組へ活用するため早急な導入が必要だったこと、条件変更によるコスト増を避けて契

約更新手続きを行ったことを説明し、問題ないものと確認された。 

 

以上 


