
予算執行上の重要な決定等についての事前審査

（平成２２年度実績）

Ⅰ 補助金等の交付決定についての事前審査

●取組概要

進捗管理の監視対象である補助金等（１５事業（詳細は別紙１のとおり））に

ついて以下の方法により事前審査

①有識者が参画する審査委員会等が審査を行う補助金等（５事業）

当該審査委員会に、予算監視・効率化チームから審査を委任

②有識者が参画する審査委員会等が審査を行わない補助金等（１０事業）

予算監視・効率化チームにおいて直接審査を実施

●事前審査の実施

①有識者が参画する審査委員会等が審査を行う補助金等

有識者が参画する審査委員会等が審査を実施する５事業について、予算監視・

効率化チームから当該審査委員会等に対し、予算執行の必要性、効率性、公平性

及び透明性等の観点を踏まえ審査を実施するよう委任手続きを実施。

②予算監視・効率化チームが直接審査を行う補助金等

予算監視・効率化チームにおいては、審査対象補助金等の「交付決定の考え方」

に、予算執行の必要性、効率性、公平性及び透明性等が確保されているかどうか

について審査を実施。

●審査の結果

①有識者が参画する審査委員会等が審査を行う補助金等

審査対象となる５事業について、予算監視・効率化チームから審査を委任した

既存の委員会からの報告により、特段問題ないものと判断された。

②有識者が参画する審査委員会等が審査を行わない補助金等

審査対象である１０事業について、予算監視・効率化チームが直接審査を行い、

交付決定等に当たり予算執行の必要性、効率性、公平性及び透明性等が確保され

ており、特段問題ないものと判断された。

資料１－３



審査委員会に
委任したもの

チームで審査
したもの

学校・家庭・地域の連携協力推進事
業

学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助
金

○

大学における教員の現職教育への支
援等

教員講習開設事業費等補助金 ○

安全・安心な学校づくり交付金 ○

公立学校施設整備費負担金 ○

高等学校等就学支援金事務費交付金 ○

高等学校等就学支援金交付金 ○

幼稚園就園奨励費補助 幼稚園就園奨励費補助金 ○

特別支援教育就学奨励費負担金 特別支援教育就学奨励費負担金 ○

日中韓等の大学間交流を通じた高度
専門職業人育成事業

国際化拠点整備事業補助金 ○

世界トップレベル研究拠点形成促進 国際研究拠点形成促進事業費補助金 ○

革新的ハイパフォーマンス・コン
ピューティング・インフラの構築

高性能汎用計算機高度利用事業補助金 ○

電源立地地域対策交付金 電源立地地域対策交付金 ○

放射線監視等交付金 放射線監視等交付金 ○

国宝重要文化財等保存整備費補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金 ○

民間ユネスコ活動への助成 政府開発援助ユネスコ活動費補助金 ○

別紙１（資料１－３）

交付決定の事前審査対象補助金等

高等学校等就学支援金

事前審査の方法

計画作成対象事業経費名 補助金等名称

公立学校施設整備事業



Ⅱ 重要な調達についての事前審査

●取組の概要

重要な調達（契約）に関し、予算執行の必要性、効率性、公平性、透

明性、競争性等を確保する観点から、有識者が参画する審査委員会等に

おいて事前審査を実施。

※ 重要な調達についての事前審査にあたっては、「予算監視・効率化チーム」は、調

達担当局課に設置する審査委員会又は大臣官房会計課に設置する物品・役務等契約

監視委員会（公共工事については大臣官房文教施設企画部に設置する「入札監視委

員会」）に審査事務を委任し、審査結果の報告を受けた。

●事前審査の年度実績

① 政策評価体系における各政策目標を構成する経費に含まれる委託費に

よる契約

＜契約方式別内訳＞

契 約 方 式 件 数

一般競争契約 ９件

企 画 競 争 ９件

公 募 １件

計 １９件

②予定価格が１億円（随意契約については1500万円）以上の契約

＜契約方式別内訳＞

契 約 方 式 件 数
一般競争契約 ２件
企 画 競 争 １４件

競争性のない随意契約 ４件

計 ２０件

●審査の結果

予算執行の必要性、効率性、公平性、透明性、競争性等を確保するため、
競争を事実上制限するような内容となっていないか、相手方の選定基準や

公告・公募の方法は適切であるか等の観点から審査を行った。
さらに、企画競争の場合は、企画提案書の明確な審査基準があるかどう

か、一般競争契約に移行できないか、随意契約の場合は、競争性のある契
約に移行できないか等の観点からも審査を行った。

事前審査の結果、多くは指摘事項・改善点等はなかったものの、数件に
ついては有識者が参画する審査委員会等から別紙２のとおりの指摘があ

り、それぞれ改善を行った。また、本チーム等から、別紙３のとおりの意
見を出したところであり、今年度の取組みについて注視したい。



No 審査委員会名 開催日
契約相手方
（予定含む）

契約方式 応札者数 施策目標名
計画作成対象
事業経費名

経費所管局課名

1

平成２２年度スポーツ・青少年局委
託事業
（「青少年を取り巻く有害環境対策
の推進」）
事業企画評価審査委員会

H22.6.16

青少年を有害環境か
ら守る奈良コンソーシ
アム
他１５者

企画競争 21
青少年の健全

育成
青少年を取り巻く有
害環境対策の推進

スポーツ・青少年
局
青少年課

2
平成２２年度学校体育振興事業選
定委員会

H22.7.7
静岡県教育委員会
他６者

企画競争 7
子どもの体力
の向上

中学校武道必修化に
向けた地域連携指導
実践校

スポーツ・青少年
局
企画・体育課

3
平成２３年度全国学力・学習状況調
査を実施するための準備委託事業
に係る審査委員会

H22.9.17 民間事業者等 一般競争契約 1
確かな学力の
育成

全国学力・学習状況
調査の実施

初等中等教育局
参事官

4
平成２３年度全国学力・学習状況調
査を実施するための準備委託事業
に係る審査委員会

H22.9.17 民間事業者等 一般競争契約 3
確かな学力の
育成

全国学力・学習状況
調査の実施

初等中等教育局
参事官

No 審査委員会名 開催日
契約相手方
（予定含む）

契約方式 応札者数 施策目標名
計画作成対象事業

経費名
経費所管局課名

5
平成22年度芸術拠点形成事業協力
者会議

H22.1.25
財団法人埼玉県芸術
文化振興財団　他３者

企画競争 59
芸術文化の振
興

-
文化庁文化部
芸術文化課

【指摘事項・改善点等】
・委託先における事業の評価方法が明確ではないので明確に
すべき。
・外部指導者を活用する際に学習指導要領の内容を十分踏ま
える必要がある。
【対応状況】
・委託先が事業を行うに当たって、定量的なデータを取得し、事
業中・事業後に評価できるように、例えば、指導者・生徒・保護
者等に対する意識調査・アンケートや指導者の派遣先学校数・
派遣者数等の把握に努めるよう指導するとともに、事例報告集
を平成22年9月に作成・配布の上、ホームページにアップし、そ
の中においてデータ等を活用した評価の例をあげ、担当者会議
等で評価方法の明確化を促したところである。
・委託先の担当者が集まる会議の場で、外部指導者を活用す
る際に、学習指導要領の内容を十分踏まえるよう指導した。

【指摘事項・改善点等】
１つの事業に対して、準備と実施に分けて総合評価落札方式に
よる一般競争入札により業者を選定し契約をしているが、仕組
みとして無理があるのではないか。
【対応状況】
平成24年度調査委託事業から、国庫債務負担行為を活用し、
準備事業と実施事業とを一括して契約することとした。

平成２３年度全国学力・学習状
況調査を実施するための準備
委託事業（中学校事業）

「重要な調達についての事前審査（平成２２年度実績）」審査結果（指摘事項・改善点のあったもの）一覧

契約件名（予定） 指摘事項・改善点等

（１）政策評価体系における各政策目標を構成する経費に含まれる委託費による契約

芸術拠点形成事業（４契約）

【指摘事項・改善点等】
経費の妥当性については申請書だけでは充分に確認ができな
い部分があるため、事務局において精査するよう指摘があっ
た。
【対応状況】
指摘を踏まえ、契約時に事業予算の積算根拠や関係資料の提
出を求め、適正な予算額を算出するよう、採択施設への指導を
行っている。

【指摘事項・改善点等】
１つの事業に対して、準備と実施に分けて総合評価落札方式に
よる一般競争入札により業者を選定し契約をしているが、仕組
みとして無理があるのではないか。
【対応状況】
平成24年度調査委託事業から、国庫債務負担行為を活用し、
準備事業と実施事業とを一括して契約することとした。

地域の実情に応じた有害情報
対策

中学校武道必修化に向けた地
域連携指導実践校の委託

契約件名（予定） 指摘事項・改善点等

平成２３年度全国学力・学習状
況調査を実施するための準備
委託事業（小学校事業）

（２）予定価格が１億円（随意契約については1500万円）以上の契約

【指摘事項・改善点等】
・啓発チラシは国でも作成しているので、各団体が独自で作成
する必要があるかどうか、その必要性の理由を確認すること。
・企画提案書の内容に、事業の実施の結果、子どもたちにどの
ような効果があるのか、といった観点を盛り込むことを検討する
こと。
【対応状況】
・計画上、啓発チラシの作成を予定している団体に対し、独自で
作成する必要が有る場合は理由を説明することを、採択の条件
として付した。
・検討の結果、企画提案書について、子どもたちに関わる事業
の場合には、子どもたちへの効果等を記載するよう企画提案者
に指導を行うこととした。

別紙２（資料１－３）



別紙３（資料１－３）

No 審査委員会名 開催日
契約相手方
（予定含む）

契約方式 応札者数 施策目標名
計画作成対象
事業経費名

経費所管局課名

1
新進芸術家育成公演等事業企画審
査会（バレエ）

H22.3.12
財団法人新国立劇場
運営財団

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

2
新進芸術家育成公演等事業企画審
査会（美術）

H22.5.21
株式会社アート・ベン
チャー・オフィスショウ

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

3
新進芸術家育成公演等事業企画審
査会（演劇）

H22.4.20
社団法人日本劇団協
議会

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

4
平成２２年度（第６５回）文化庁芸術
祭主催公演に関する企画案選定委
員会（オペラ）

H22.4.26
財団法人新国立劇場
運営財団

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

5
平成２２年度（第６５回）文化庁芸術
祭主催公演に関する企画案選定委
員会（バレエ）

H22.4.26
財団法人新国立劇場
運営財団

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

6
平成２２年度（第６５回）文化庁芸術
祭主催公演に関する企画案選定委
員会（演劇）

H22.4.26
財団法人新国立劇場
運営財団

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

7
平成２２年度（第６５回）文化庁芸術
祭主催公演に関する企画案選定委
員会（歌舞伎）

H22.4.26
独立行政法人日本芸
術文化振興会

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

8
平成２２年度（第６５回）文化庁芸術
祭主催公演に関する企画案選定委
員会（音楽）

H22.4.26
社団法人日本オーケ
ストラ連盟

企画競争 1 芸術文化の振興 -
文化庁文化部
芸術文化課

9
HPCIコンソーシアム運営事務局選
考委員会

H22.9.2
独立行政法人理化学
研究所

企画競争 1
科学技術振興の
ための基盤強化

高機能演算研究基盤
構築のための研究開
発

研究振興局
情報課

文化庁芸術祭主催公演
アジア・オーケストラ・ウィー
ク

【意見】
　企画競争参加要件が緩和されているにも関わらず、結果として１
者の応札となっているため、参加要件のほか、公募時期や事業実
施方法等を含め、今後更に見直し、競争性を高めること

【対応状況】
　平成23年度の芸術祭主催公演の公募を実施するに当たっては、
応募しようとする者が公演日程を確保しやすくなるよう、公募時期
を一か月早めた。

文化庁芸術祭主催公演
芸術祭主催公演演劇公演

文化庁芸術祭主催公演
芸術祭主催公演歌舞伎公
演

文化庁芸術祭主催公演
芸術祭主催公演オペラ公
演

文化庁芸術祭主催公演
芸術祭主催公演バレエ公
演

HPCIコンソーシアム運営事
務

【意見】
・ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成機関等の間での情報共有にあたっては、Web上で
情報共有や議論ができるよう対応すること。
・業務全般にわたっての実質的な担当者を明らかにするとともに、
責任体制を明確にすること

【対応状況】
・上記の意見を踏まえた業務計画書に基づき契約を行った。

新進芸術家育成公演等事
業
新進芸術家育成公演（バレ
エ）

新進芸術家育成公演等事
業
新進芸術家育成公演（美
術）

新進芸術家育成公演等事
業
新進芸術家育成公演（演
劇）

「重要な調達についての事前審査（平成２２年度実績）」審査結果（チーム等から意見したもの）一覧

契約件名（予定） 指摘事項・改善点等

○予定価格が１億円（随意契約については1500万円）以上の契約



No 審査委員会名 開催日
契約相手方
（予定含む）

契約方式 応札者数 施策目標名
計画作成対象
事業経費名

経費所管局課名契約件名（予定） 指摘事項・改善点等

10
文部科学省
「物品・役務等契約監視委員会」

H22.10.18 共同印刷(株) 一般競争契約 2 - - 国立教育政策研究所

11
文部科学省
「物品・役務等契約監視委員会」

H22.10.18 凸版印刷(株) 一般競争契約 2 - - 国立教育政策研究所

12
文部科学省
「物品・役務等契約監視委員会」

H22.10.18
独立行政法人
国立印刷局

競争性のない
随意契約

- - -
大臣官房会計課用度
班

平成２２年度第２回高等学
校卒業程度認定試験問題
用紙及び解答用紙の印刷

【意見】
・本件は、平成２３年度から一般競争に移行することとされている
が、移行にあたっては、効率性に配慮しつつ、先行して一般競争に
移行した「中学校卒業認定試験」での実施状況を検証するなど、
「試験問題」印刷の機密性を十分確保した契約内容となるよう留意
すること

【対応状況】
・平成２３年度より一般競争に移行。「試験問題」印刷の機密性が
十分に確保できるよう仕様書の見直し及び競争参加者へ機密性を
確保した印刷体制であるかを確認できる資料提出をもとめ機密性
を確保した。

【意見】
・一般競争入札としていることは相当であると思うが競争性が実質
的に確保されているか検証と工夫を怠らないこと

【対応状況】
・入札説明資料は、前年と同等の者数が配布を受けている。しか
し、セキュリティに関する仕様の部分において、競争参加が難しく、
印刷業界の大手の２者のみの競争となっている。そのため、業界
の実状を把握することにより、さらに仕様書の見直しを図り、競争
性を確保するように努めたい。

平成23年度全国学力・学
習状況調査問題用紙（小
学校）の印刷

【意見】
・一般競争入札としていることは相当であると思うが競争性が実質
的に確保されているか検証と工夫を怠らないこと

【対応状況】
・入札説明資料は、前年と同等の者数が配布を受けている。しか
し、セキュリティに関する仕様の部分において、競争参加が難しく、
印刷業界の大手の２者のみの競争となっている。そのため、業界
の実状を把握することにより、さらに仕様書の見直しを図り、競争
性を確保するように努めたい。

平成23年度全国学力・学
習状況調査問題用紙（中
学校）の印刷
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