
 平成２９年１２月１３日（水曜日）農林水産省第２特別会議室

 戸塚 輝夫(公認会計士) 江坂 春彦(弁護士)

 榊田 みどり(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２９年７月１日～平成２９年９月３０日

１６７件 うち、１者応札案件 ３３件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ６件

１０件　 うち、１者応札案件 ４件

（抽出率６％） （抽出率１２％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ６件

（抽出率１００％）

　１件　 うち、１者応札案件 １件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

抽 出 案 件

標準型プロポーザル

その他の随意契約

随意契約

業務

一般競争

指
名
競
争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

第４０回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成３０年２月５日）

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

指
名
競
争

公募型指名競争

工事希望型競争

その他の指名競争



一般競争 　５件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ５件

指名競争 　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

随意契約（企画競争・公募） 　３件　 うち、１者応札案件 ３件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

随意契約（その他） 　１件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

特になし

事務局：大臣官房予算課会計指導班

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

物品・
役務等

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

［これらに対し部局長が講じた措置］

委員会による意見の具申又は勧告の内容

別紙のとおり委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回答等

別紙のとおり
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第４０回入札等監視委員会 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

意見・質問 
 

回答等 
 

工事・競５ 合同庁舎（本館 17）機械設備改

修その他工事 

 

 今回仕様書はいつ交付したことになり、そ

れを今後どのぐらい早めようとしておられ

るのか教えていただければと思います。 

 今回、本案件につきましては、入札公告

を６月19日に公示しまして、翌日の６月20

日から入札説明書と仕様書を交付しており

ます。 

 これにつきまして、より早い段階での入

札公告を実施できるようにしたいというふ

うに考えております。 

 改善策として発注時期を早めるというの

は、現実的にどれぐらい可能なのかというの

がちょっと見えづらいのですが、かなり難し

いことなのか、改善しようと思ったらできる

ことなのか、その辺の実情を伺えればと思い

ます。 

 一般論で、工事に関して述べさせていた

だきますと、年間の工事の案件に関しまし

て、日本は北から南まで長いため、雪の降

る地域を早めにやらないと工事が終わらな

いような案件もございます。そういうこと

を勘案して、時期的に早くやらなくてはい

けないものを先に手をつけるという実情が

あるのですが、今回のように東京（登録業

者数が多い地域）で行われた案件に対して

一者応札が生じたので、次回の発注がある

場合には、さらにそれを早めるようにして

いくという形で対応したいと思っておりま

す。 

 やろうと思えばできるということでしょ

うか。 

 難しいところもありますが、工事の場合、

工期があるため、気象的な関係で後ろに持

っていけない工事があり、優先順位がどう

してもついてしまいます。なるべくその辺

は努力してやっていくという形になりま

す。 

  物品・役務について補足させていただき

ます。予算が決まり、予算要求していると

きに大体の仕様を考えて、それを最終的に

精査して発注にかけるというのが大きな流

れです。仕様を詳細に詰める段階でいろい

ろと問題が出てきて遅くなってしまう場合

もあるため、なるべく早期に発注するよう

にということで指導しているのですが、個
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別の事情で遅くなってしまうときもあるの

で、そういうことをなるべく少なくしよう

ということで普段からやっております。 

 今回辞退された●●についてですが、辞退

された事情はわからないですか。 

 ●●にも入札書等の取得者という形でア

ンケートをさせていただいたところ、ほか

の工事の入札にも参加し、当省の工事入札

の前に別工事を落札したということで、当

省の工事に配置を予定していた技術者をそ

ちらに配置したため、技術者がいなくなっ

たということで辞退されたということでご

ざいます。 

 この工事は、そんなに難しそうな工事でも

なさそうな割に入札者が少ないように思う

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

 まず工事の内容ですけれども、個別空調

で、一般家庭についているようなエアコン

のビル用エアコンです。工事内容としては

それほど難しくないと思っております。 

 今回、参加者が少なかったということで

すが、最近、オリンピックの関係で、そち

らの工事に業者がとられているということ

で、なかなか下請の職人が集まらないとい

うことを聞いております。今回、２者（入

札時に１者辞退）ということで少なかった

原因は、そういったところにあると考えて

おります。 

物役・競８４ 平成29年度有害化学物質リス

ク管理基礎調査委託事業（油菓製品中のアク

リルアミド低減対策検討のための調査） 

 

 入札執行調書を見たところ、応札の金額が

ばらついており、予定価格よりもかなり低い

価格で落札になっているわけですけれども、

これだけばらつくというのはどういうとこ

ろに原因があるのでしょうか。 

 ここまでばらつくのも珍しいと言えば珍

しいのですが、ないことはないと思ってお

ります。 

 国の事業なので、ある程度予算額が決ま

っておりまして、その中で予定価格を立て

ることになります。そのときに市場価格や

過去の事例、業者からこの業務だと幾らぐ

らいかという参考見積もりをとり、その辺

を相対的に勘案して予定価格を定めており

ます。 

例えば業者さんにとって、受注意欲はあ

っても、得意な分野と不得意な分野がある

かもしれませんし、手持ちの業務が多いと

き少ないときで入札金額は違ってくるのか
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なと思っております。 

 あくまでも一般論で想定なのですが、今

回安く入札した業者というのは、今までに

受注しているところもありますし、得意分

野であったのかなと思っております。 

 逆に予定価格をオーバーしているところ

もあるので、そこは随分開きがあるのかな

というのは、こちらも感じたところです。 

 平成 27年度にも（公社）長崎県食品衛生

協会と契約があったと書いてありますが、今

までの取り組みを見ていて、信頼性が高いと

ころということもあるのですか。 

 この油菓、かりんとうのアクリルアミド

を低減するための事業者と連携した調査と

いうのは、平成26年度から行っておりまし

て、その都度我々のほうから適切な分析が

できることの証明を応札要件に課しまして

一般競争入札をさせていただいておりま

す。 

 （公社）長崎県食品衛生協会においては、

平成 27 年度にも落札されていますけれど

も、その他の年に関しては株式会社なりが

落札しております。先ほどの説明にもあり

ましたが、その時々の人員や得意分野等々

もあり、競争がなされているものかなと考

えています。 

 入札価格が●●円を超える業者もいて、仕

様書を読んだときの業者の受けとめ方が違

うのでしょうか。●●円でできると読める人

と、●●かかると読める人がいて、この点に

ついて何かあれば教えていただきたいです。 

 見る限り、それほど難しい調査でもないよ

うに感じました。 

 直接的な回答になっていないかもしれな

いのですが、我々はアクリルアミドの関係

でほかにも調査事業をいくつかやっており

まして、国内で食品中のアクリルアミドを

分析できる機関というのが、そこまで多く

あるわけではないので、その時々の余剰能

力に応じて、いろいろな業者に参加してい

ただいていると思っています。 

 入札説明会等で、実際にどういう管理を

求めていて、どういう調査内容なのかとい

うのは、これまでも説明してきていますし、

農林水産省はこういう調査を行っていくと

いうのは、我々が調査に当たって毎年春に

年次計画を出しており、今年はこういう調

査をやるというのをあらかじめ説明してお

ります。また、分析機関向けの説明会とい

うのも毎年行っており、その中で今年はこ

ういう調査を行う予定だというのをお伝え
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していますので、そういった点で中身につ

いて齟齬があるというところは、これまで

の経験上、実際に落札した業者とやりとり

させていただいてもあまりないのかなと思

っております。 

  仕様の中身については、まず原課でつく

りまして、それを公告するときに入札・契

約手続審査委員会というところで仕様書の

確認はしているのですが、そこのところが

うまくいっていないのかもしれないです。

枠組みとしては、仕様書を適正なものにし

ていくということでやっております。 

 落札したところは公益社団法人なので、利

益を出す必要がないから予定価格より安く

入札したのかなとちょっと思ったのですが、

こちらは農林水産省の事業のほかにも何か

やっているところなのでしょうか。 

 （公社）長崎県食品衛生協会は、長崎県

長与町に事務所を置いている公益社団法人

で、目的としましては長崎県内の各食品衛

生協会との連携、取りまとめの中核的な機

関というところで、事業内容としましては、

県内の食品衛生指導関係の業務のほかに、

科学的知見に基づく食品・農産物・飲料水

等の安全・有益性に関する試験・検査等の

事業等を行うということになっておりま

す。 

 公表されている事業の公告等を見て、ど

こまでこういった受託事業をやっているの

か、もしくは、国なり地方公共団体からの

受注があるかという分析をする資料を確認

はできていないのですが、ある程度そうい

った事業収入も受けながら、国からの受託

になりますと公益事業収入となります。あ

る程度公益事業を行っていかなければ公益

認定が崩れてしまうというところもありま

すので、そういった部分を含めて、自己の

本来事業とあわせて、可能なところは応札

してきているところかと考えております。 

物役・随１６ 平成29年度委託プロジェクト

研究「薬剤耐性問題に対応した家畜疾病防除

技術の開発」（動物用抗菌剤の使用によるリ

スクを低減するための研究） 

 

 研究期間は３年や５年と結構長い期間が

とられていて、単年度でそれぞれのテーマで

 おっしゃるとおり、５年間継続するプロ

ジェクトになるわけですけれども、来年以
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入札するという形になっているわけですが、

ストーリー性の高い事業になると、落札者が

毎年違うということが、研究の統一性を考え

ると、プラスなのかマイナスなのかよくわか

らないです。研究のクオリティーの部分と入

札の公平性の部分の兼ね合いというのはど

う考えたらいいのか伺いたいと思います。 

降は公募するということではなく、基本的

には継続して契約をしていくという流れで

やらせていただいています。 

 ただ、契約自体は毎年更新します。当然

のことながら、研究内容と進捗をしっかり

行政側でグリップするため、運営委員会を

通して、課題によっては期間途中で中止す

るものもあるかもしれませんし、プロジェ

クト全体の中で予算の重点的な配分といっ

たことはやっていこうと思っております。 

 このプロジェクトは３つに分解してあり

ますけれども、これは一体として発注しない

とならないということでよろしいですか。 

 そう考えております。「薬剤耐性問題に

対応した家畜疾病防除技術の開発」という

中に柱を２つ立てさせていただいて、その

うちの１つのご説明を今差し上げていたん

ですけれども、この１つ目の柱については、

やはり１本で、取りまとめを担当する機関

がないと、プロジェクト全体のストーリー

を仕立て上げることはなかなか難しい性格

のものだと思います。 

 そうしますと、こういうテーマの場合、ど

うしてもコンソーシアムという形が前に出

てくることになるのでしょうか。 

 ご指摘のとおりです。今回受託した代表

組合員というのがありますけれども、それ

に加えて計４つの大学と民間の研究機関で

コンソーシアムを形成しているという状況

です。 

物役・競２９ 生鮮食料品流通における新た

な情報通信技術等の活用可能性等調査業務 

 

 入札執行調書を見ると、入札者には●●が

多く、こういう分野は得意かと思うのですけ

れども、こういう入札を行うと、大体この業

者が応募してくるような顔ぶれですか。 

 今回の調査は初めてではあったのです

が、こういった流通関係となりますと、流

通系のシンクタンクの方がご関心を示され

るというような傾向にあります。 

 入札執行調書の中で、●●が開札せずとい

うことと、●●が算出せずということですけ

れども、この２件をご説明いただけますか。 

 開札せずとなっている●●は技術点が不

合格となっております。当方の調査としま

しては、新技術があって、どういう分野で

使われていて、市場にどう使われるのかと

いうのを調べていただきたいというような

内容なのですけれども、ご提案いただいた

内容が新技術と特許の関係に着目した内容

でしたので、本来当方が意図している調査

内容に合致しないということで技術点のと

ころで不合格とさせていただきました。 
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 算出せずの方はどうでしょうか。  今回の入札は総合評価落札方式を採用し

ており、最初に技術点の算出をしまして、

入札の前に点数を開示しております。その

時点において、技術点が不合格の点数の場

合については、入札書は開札しないという

整理になっております。 

●●は、技術点は配点されているのです

が、入札金額が予定価格の金額を上回って

おります。ですので、入札金額が予定価格

の範囲外ということで、価格点を算出する

ことが必要ありませんので、算出をしてい

ないという整理になっております。 

物役・競７７ 平成29年度国有農地測量・境

界確定委託事業（旭川法務局管内） 

 

 仕様書の応札者の条件のところで、確かに

そのとおりだと思うのですけれども、そうす

るとやれる人がかなり限定されるような気

がするのですが、この２つの団体以外にも対

応できる団体はあるのでしょうか。 

 確かに応札自体は２者なのですけれど

も、全省庁登録名簿を見ても、北海道内の

土地家屋調査士は個人・法人入れて数十者

ほど登録されておりますので、それ自体は

特に問題はないと思っております。 

 今回は旭川法務局管内ということですけ

れども、今後も同じようなことを計画されて

いるものなのですか。 

 はい、継続的に考えております。対象の

土地はまだまだありますので、北海道庁担

当者とも協議して今後計画的にやっていく

つもりでおります。 

 今民間でも相続人不明の農地は結構たく

さん出てきていて、これからどうなるのかな

と思っているのですけれども、国有地でも結

構あるのだなというのがこれを見てわかっ

たのですが、継続的にというのは、これが最

初ではなくて、既にずっとやってきているの

でしょうか。毎年何件ぐらいずつこういう事

業をやっていかなければならない状況にあ

るのか教えていただければと思います。 

 以前だと国が大々的にというのはほとん

どなかったと思うのですけれども、平成23

年以降はこのように国が直接発注して全国

の国有農地で境界未定の土地を測量してい

くということをやっております。今年度北

海道で言えば40筆程度やっており、ほかの

地方も数十筆程度ずつやっているところで

す。今後そのペースでどれだけというのは

まだ正確に試算できていないのですが、確

かにまだまだ残りの土地はあります。適正

な管理処分のために土地の所在や境界をは

っきりさせておかないと、売り払いや、他

省庁への引渡しという面で支障にもなるの

で、継続的にこれからもやっていきます。 

物役・競７８ 平成29年度国有農地測量・境

界確定委託事業（札幌法務局管内その2） 
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 この事業は人件費等が結構かかる事業な

のに、予定価格と契約金額に開きがありま

す。これは何か理由があるのでしょうか。 

 予定価格を立てるときなのですが、この

事業は国有農地測量・境界確定促進委託事

業実施要領というものがございまして、そ

こである程度積算基準を決めており、それ

を公表していますので、そのとおり立てる

と、大体予定価格と近くはなるのかなと思

います。 

 先ほどの旭川の事業は●●で、こちらの

事業は●●ということなのですが、入札執

行調書を見ていただくと、もう一つの●●

が●●で入札しており、要領に基づいて積

算すると、これぐらいの金額なのかなと思

います。多分競争が働くでしょうから、落

札したところは戦略的にこういう金額で入

札したのかなと思われます。 

物役・競１８ 平成29年度農業用ダム高度化

技術検討業務 

 

 入札執行調書を見ると、２者応札して、●

●は算出せずとなっていますが、これはどう

いうことでしょうか。 

 先ほどの物役・競29の案件と同様の事例

となりまして、総合評価点を算出する入札

方式ですので、まず技術点を確定させ、そ

の後、入札金額を開示して、予定価格を上

回っている場合は算出をしないという整理

になっております。 

 予定価格は958万2,840円ではないのでし

ょうか。 

 入札者は消費税を含まない金額で入札し

ていただいております。予定価格の958万

2,840円は消費税を含めた金額となりまし

て、比較する消費税抜きの予定価格に対し

ては、上回った入札金額となっております。 

 技術審査委員会の採点結果の表なのです

けれども、最初のページの採点表では２者が

出ていて、次のページの採点表だと●●１者

のみの表になっています。これは手続上の意

味があることなのでしょうか。 

 最初のページは２者を合計した表になっ

ておりますけれども、次のページとその次

のページをご覧いただきますと、１者ごと

の細目が載っている構成になっておりま

す。●●の表の次のページに、（公社）農

業農村工学会の表がついております。 

物役・随７ 平成29年度土地改良施設用地情

報等分析検討業務 

 

 応札者が過去の類似業務で少数になって

おり、等級を拡大しても、（公社）土地改良

測量設計技術協会が平成26から28年度も受

 今回の件は随意契約ということで１者に

なっているのですが、不落随意契約と申し

まして、資料の中に入札執行調書と見積執
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けているということで、等級を広げてみた

が、やはりここになってしまったという感じ

なのでしょうか。 

行調書がついており、当初一般競争入札を

したところ２者が入札に参加しておりま

す。２者で入札をしたのですが、回数を重

ねても予定価格に達しなかったため、３回

で入札を打ち切りました。予算決算及び会

計令に、落札者がない場合は随意契約に移

行できるという規定がございます。こちら

の案件は競争で落札される見込みがないと

いうことで、不落随意契約に移行しまして、

競争時に最低価格であった（公社）土地改

良測量設計技術協会に不落随意契約に対応

できるかを確認の上、見積もり合わせを行

い、予定価格に達しましたので、その金額

で落札という整理になっております。です

ので、競争としては２者から応札があった

という状態になっております。 

 平たく言うと、入札不調だったため、不落

随意契約に変更して、応札したときの金額

を、何とかこの価格で対応できないかと言っ

てここにお願いしたという感じなのでしょ

うか。 

 この価格でやってほしいというのは、入

札時には予定価格は非公開ですので入札参

加業者には申し上げられないです。予定価

格がわからないので、やりませんと言われ

る場合もございます。できるところまでは

金額を提示していただき、何回か提示して

いただいて、それが予定価格の範囲に達し

たところで、契約しましょうという制度で

ございます。今回はたまたま打ち切った時

点での金額がそれほど予定価格と離れてお

らず、１回目で予定価格を下回っておりま

す。 

 入札不調で随意契約になって断られるケ

ースもあるとのことでしたが、どうしようも

なくなると、予定価格を超える金額での契約

というのも許容されるのですか。 

 予定価格を上回る金額で契約はできませ

んので、新たに発注をやり直しという形に

なります。 

 これは法令に基づく手続きとなってお

り、会計法では予定価格を立てまして、そ

れを下回る金額で入札した者と契約すると

規定されております。ですので、落札でき

る業者がいないから、予定価格を上回る金

額で契約をお願いしますということにはな

りません。 

 こちらの業務は12例を挙げて、調査をして

くださいというようなことですけれども、ほ

 今年度につきましては、本省から各地方

農政局に照会をさせていただいて、実際は
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かにもこういう事例がありそうだと思いま

した。今後の予定等があれば、教えていただ

けますか。 

12件以上上がってきてはおります。 

 今回は発注の金額も含めて、とりあえず

12 件分だけ発注させていただいておりま

す。事例集はより多くあったほうがいいの

で、翌年度以降も継続的に違う角度の問題

等があれば取り上げて発注をしていきたい

と思っております。 

物役・随３５ 平成 29 年度ＡＩを活用した

土壌病害診断技術の開発委託事業 

 

 ほかの案件でも公募期間の確保というの

は課題として出てくるのですが、ほかの案件

で事前に年次計画を説明会で伝えているよ

うな話がありました。これは農林水産省全体

での話なのでしょうか。 

 恐らく農林水産技術会議事務局の研究事

業を担当しているところでは、公募期間の

確保は共通の課題になっていると思いま

す。なので、応募要領には年次計画や契約

期間といったものも提示していますが、予

算の概算決定後の12月末以降ではないと公

募ができないということもございますし、

大規模なプロジェクトなので、最終的な調

整がどうしても必要になるため、１月また

は２月から、２、３カ月公募するというの

が限度ではないかなと思っております。 

 構造上、これはしょうがないのでしょう

か。 

 概算要求のときにどういう研究をしてい

くかということは提示をしておりますし、

農業者に現場ニーズを聞いたり、ホームペ

ージで意見を聞いたりしながら、こういう

研究をしていきたいというテーマは随時提

示しております。あとe-Radという研究者が

応募できるシステムがございまして、恐ら

く１月から３月ぐらいまで公募を行う省庁

が多いので、主な研究者はe-Radのほうに登

録をして、公募情報の確認ができる環境は

整いつつあると思います。 

 入札説明書等取得者及び未取得者に対す

るアンケート結果の（６）当該契約について

の改善すべき点の契約の複数年化というと

ころで、契約を複数年度分まとめてして、研

究費は各年度支払いとしてほしいという希

望が出ているのですが、これについてはどの

ようにお考えですか。 

 国の予算だと単年度契約が基本になって

おりまして、もし複数年契約する場合であ

れば、基金といった別の手法の検討が必要

であり、他省庁も同じ状況なので、一事業

ではなかなか検討しづらい面はあります。

こういった課題があるのは承知しておりま

すので、どういった対応が可能なのか引き

続き検討していく課題だと思います。 

 このプロジェクトはかなり深い対応が必  よくそういった要望は受けており、どう
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要で、複数年の長い視野の中で見ていかない

といけないような内容だと思えるのですが、

今後は、こういうことも検討事項の１つなの

ですか。 

いった最善策があるかというのは、ほかの

省庁にも横断的に絡むことだと思うので、

そういった面も含めながら今後の検討課題

であると思います。 

物役・随５８ 平成29年度農業における花粉

媒介昆虫等の積極的利活用技術の開発委託

事業 

 

 感想ですけれども、先ほどの物役・随35の

案件もそうですが、大きなプロジェクトで専

門性が高いと、（国研）農業・食品産業技術

総合研究機構を中心にコンソーシアムをつ

くっていくということでないと、なかなか難

しいのだろうなという現状は何となく認識

をしています。ただ、応札はないかもしれな

いですが、公募の形は少しオープンになって

もいいのかなという気はしました。 

 

 長期の計画ということで、事業者に対する

アンケート結果を見ても、「今回受注できた

としても、次年度以降受注できないリスクが

あり、人材の計画的な育成・配置が困難と考

えた」と回答しており、普通の業者であれば、

確かにこういうことを考えるだろうなと思

います。これだけ大きな計画ですと、できる

ところも限られてくるでしょうし、こういう

仕事があるから皆さん応募してくださいと

いうよりは、出してきた計画で予算がこのぐ

らい必要ですというのを精査するような仕

組みのほうがいいのかなと感じました。こう

いう長期で大きなプロジェクトは価格だけ

追求するというより、クオリティーや結果を

出してほしいということのウエイトが高い

ので、そういうほうがなじむのかなと思いま

した。もちろん、税金を効率的に使っていた

だかなくてはいけないので、複数の目で、い

ろいろな形でチェックする必要はあると思

います。 

 今の件につきまして、補足でご説明しま

す。 

 物役・随16及び物役・随35の案件もそう

ですけれども、これらにつきましては、い

わゆる企画競争という形で提案公募型の提

案を受けて審査しているというところでご

ざいます。企画競争の場合、あらかじめ公

募の段階で、契約限度額を提示しています。

その限度額の範囲内で最もすぐれた者を採

択するという仕組みで、それの審査を企画

競争内で決定した上で相手方を決定してい

るということです。 

 ご指摘のとおり、金額ということに偏る

ことで、安かろう悪かろうという結果にな

らないように、確保された予算の中で最大

限の成果を見込める者を対象として採択す

るという形で仕組みを整えております。 
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