
 平成２５年９月２６日（木曜日）農林水産省第２特別会議室

 沖本 美幸(公認会計士) 戸塚 輝夫(公認会計士)

 岡田 修一(弁護士) 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２５年４月１日～平成２５年６月３０日

５６３件　 うち、１者応札案件 ５４件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 １３件

９件　 うち、１者応札案件 ９件

（抽出率1.5％） （抽出率100％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

（抽出率22％）

一般競争 　７件　 うち、１者応札案件 ７件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２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） 　２件　 うち、１者応札案件 ２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） 　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

（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：大臣官房経理課会計指導第１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。
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［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
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第23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

競83 テレビ会議ネットワークサービス提供

業務

○これは、同じような、このサービスを可 ○今回は８業者が入札の説明書を取りに来

能な業者というのはかなり多数いらっしゃ たので、類似の業者は何社かあると思いま

ると思うんですが、結局は、この改善策４ す。

点に書かれている部分がネックとなってい 業者は、例えば東京、大阪間に専用回線

たということなんですが、この光回線敷設 を持っていて、農林水産本省であれば、そ

というのは、ちょっとイメージが湧きにく こからこの建物まで、新たに専用回線を敷

いんですけれども、どういう形で、どうい きます。農政局でも、拠点まではそれぞれ

うプロセスを経てなされるものなのでしょ の業者が既に回線を持っているので、そこ

うか。 から、それぞれの建物まで光回線を新たに

敷きます。業者はそれに２か月から３か月

かかると言っています。

○ＮＴＴコミュニケーションズさんは、も ○ＮＴＴコミュニケーションズであれば、

う既に３年前からやられていて、もう敷設 新たに敷設をする必要がないので、その部

済みなので、かなりコストは、この業者だ 分は若干有利と思います。

と抑えられるということになるんですか。

○このような案件について、毎回見ていま

すと、もうちょっと早くすればよかったと

いう話しが毎度出てきています。この案件

だけではなくて、省全体として、予算が決

定したときには、なるべく早く前広に知ら

せるということが必要なのではないかっ

て、毎回言っているような気がするので、

ぜひ、その点を徹底して、担当の方々は、

肝に銘じてやっていただくということが必

要だと思います。

○今回、いろいろ情報漏えいとかいろいろ ○全国でどのぐらいあるかまでは把握して

問題が起こり得る情報システムだと思うん いませんが、仕様書には、インターネット

ですけれども、今回ＮＴＴコミュニケーシ ではなく、ＩＰプロトコルで通信可能な閉

ョンズというのはもともと公営の企業だっ 域網、つまり、外部からアクセスできない

たんで、信頼性も高いんですが、同様に信 という条件をつけていますので、その点で

頼性の高い企業というのは、日本でいうと セキュリティーがしっかり確保されてお

どのくらいあるんですか。 り、そういうものが提供できる企業しか入

札に参加できない条件にしています。

○そうすると、入札の段階で資格要件はか ○資格要件ではなく、仕様書でそういうも

- -
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なり厳密に。ただ、ここではＣまで入って のを提供できるということで縛っていま

いますよね。 す。

競28 農林水産省非常用メール・ホームペー

ジサービス提供業務

○このシステムというのは、役所の中だけ ○そのとおりでございます。

で使うだけでなくて、震災時の一般の民間

人もホームページを見たりするという、そ

ういうシステムになっているんですか。

○これも、一見しますとこの役務を提供可 ○想像でしかないんですが、本業務仕様に

能な業者というのは数多くありそうなんで おきましては、一応都心から100キロ以上

すが、結局１者応札になっていると。いろ 離れていることを１つの要件としておりま

いろ時期が悪かった、その他のアンケート す。これにつきましては、現在、本省に機

はあるんですが、内容として、何かなかな 器を置いて、メール・ホームページのサー

か困難な部分というか、多くの業者が入札 バーを運用しているわけでございますが、

できないようなハードルの高い部分ってあ 都心がもし震災に遭った場合においても10

るんでしょうか。 0キロ以上離れていれば、恐らく安全だろ

うというところで100キロ以上の要件を設

けていますので、このあたりで、若干ハー

ドルがあるのかなとは思いますが。

○今回の契約というのは、ホームページそ ○ただいまのご質問に関しましては、メン

のものの立ち上げも入っているということ テナンスは一切入っておりません。農林水

ですか。じゃなくて、ホームページは既に 産省が現在運用していますホームページ

あるんだけれども、それのメンテナンス的 を、本業務のサーバーの方に毎日同期を取

なというか、そういう内容ですか。 っていまして、本省が被災した場合にはす

ぐに非常用のホームページに切り替わるよ

うにしてございますので、通常時は運用等

は一切ありません。

○そうしますと、ここで言っているサービ ○あくまでも、現状運用しているメール、

スというのは、仕様には書いてあるんです ホームページが使用できなくなった場合

けれども、もうちょっとかみ砕いて言うと に、代替え用としての使用。ですので、本

どういうことになるんですか。 来通常運用していますメールなりホームペ

ージが運用できるまでの間の非常代替用と

いうことになります。

○そうしますと、事象が発生したときに、 ○そういうことです。

サービスを提供できるように準備している

という状況なんですか。

○今のご説明で、都心から 100 キロ以上離 ○おっしゃるとおりだと思います。

れてたということなんですけれども、例え

ば、直下型地震とか起こった場合に、100

キロでは危ないんじゃないかなと思うんで

- -
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すけれども、もっと 600 キロとか、800 キ

ロとか離れたところにサーバーを置いたほ

うが、本当に大きな地震があったときには

役に立つのではないかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

○これはサーバーを設置するという業務で ○機器につきましては、その業者の方で用

すか。サーバーは農水省が用意していて、 意していただいたものをサービスとして使

それに対して何かをするサービスですか。 わせていただくという業務になります。

○そうですよね。 ○現実に、例えば政府の方とか、何キロ以

今、委員が言われたように、そんなに近 上あったら大丈夫という方針等はございま

いところにあったら、余り意味がないと思 せんけれども、今のところ100キロであれ

うのですけれども、どうして100キロとい ば恐らく大丈夫だろうという位置づけしか

うふうに決めたのですか。 ないです。

○せっかくやるのですから、100キロ以上 ○わかりました。ご指摘を踏まえて、検討

のところに……大体100キロは近いですよ させていただきたいと思っています。

ね。普通の企業では、東京に置いていれば、

大阪に置いたり、北海道に置いたり、距離

が離れているところに置いているはずだと

思うのです。入札自体はちゃんと概要に書

いてあるように、手続は踏んでやっていた

だいているようなんですが、やはりその業

務も、本当に効率をねらうということであ

れば、こういった仕様書にならないのでは

ないかと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。

○よろしいですか。 ○この案件につきましては、前年度途中か

どうもありがとうございました。 らサービスを受けており、金額的に少ない

ごめんなさい、 後にもう一つ、これ新 ものですから、少額随契という形で、見積

規案件になっていますけれども、ここの契 もり合わせにより契約しております。その

約相手方で、過去３年間に有で、契約年度 際の契約金額が短い期間での契約金額だっ

が24年度にあると記載され、かつどこかに たので、それを業者の方が１年分の金額で

これは前年度の業務の契約金額と比較し、 はないかというように勘違いをされたので

自社のサービスと金額があわず断念したこ はないかと思われます。

とという記載があり、つながってこないの

です。これは新規案件ですか。

○補足をさせていただきます。

この案件の概要の部分の記載部分でござ

いますが、先ほど担当から説明がありまし

たように、少額随契で契約を行いましたが、

今回一般競争入札ということで、新規で行
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った部分でございます。そのため、新規案

件という整理をさせていただいておりま

す。入札契約審査委員会においても、一般

競争で初めて審査をしたということでござ

いますので、新規案件という取り扱いをさ

せていただいていることで記載をさせてい

ただきました。

○もしそうであれば、この書き方をちょっ

と工夫していただかないといけません。今

回随分抽出案件概要表の手直しをしてこれ

を見るだけで大体わかるような形に改定し

たのですよね。ですから、私たちが監視す

るときは、このとおりになっているのか、

まずは手続がきちんと行われているのか、

この中で整合性がちゃんととれているのか

を添付資料の中で検証するというやり方を

しているのです。ですから、この抽出案件

概要のをきっちり整合性がつくように書い

ていただかないと非常にわかりにくくな

る、というところに注意していただければ

と思います。

競 76 農林水産省行政情報システム

○この業務というのは、委託業務にはなら ○この業務は請負業務になります。

ないんですか。

○請負業務。ということは、何を完成させ ○システムの、例えば、運用管理をやって

るということになるんですか。 もらっておることになりますので、例えば、

故障した場合に直すといったような業務を

やってもらっています。

○メンテナンスがないって、故障したとき ○いわゆるメンテナンスも含まれておりま

の。 す。

○メンテナンスも。 ○はい。

○もう一つは、先ほどおっしゃっていた、 ○そうですね、競争の導入による公共サー

入札監理小委員会というのが設置される性 ビスの改革に関する法律に基づきまして、

格というのは、ほかの部署にもまたぐため こういった業務は、市場化テスト、民間競

ということなんですか。ほかの省というん 争入札をやってくださいという考え方で行

ですか。 われていますので、同様の業務、他の省庁

でも市場化テストの業務として内閣府の方

で審議されているものが多数あります。

○１番後ろのページ、302ページに、過去 ○過去３カ年の入札契約状況のことかと思

３年間の入札契約状況というのがあって、 いますけれども、平成22年から24年までの
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いろいろな役務がある中を、まとめて市場 業務は、業務内容としては同じ業務になっ

化テストと書いてあるんですけれども、今 ていまして、さらに今回、25年から契約し

回の契約名である農林水産行政システムの た農林水産省行政情報システム運用管理業

運用管理業務というのは、このうちのどれ 務に今年度から調達しているものは、さら

に当たるのでしょうか。それともそれをま にそれにほかの業務を加えた業務になりま

とめたものがそれなんでしょうか。 す。22年、23年、24年目にやった業務が中

心にはなりますけれども、これにさらにほ

かの業務が加わった業務になります。

○そうすると一番後ろのページに、何個か ○そうですね。年々増えてきていますけれ

役務が８個ぐらいあるんですけれども、そ ども、そうですね。

のいろいろな要素をミックスされたものが

今回の役務ということなんですか。

○何か統合したり、整理して、試行錯誤し ○これもばらばらに調達してきて、各業務

ながらということなんでしょうけれども、 自体の規模が小さくなっていて、逆に各民

何かこの辺を分割したり統合したりすると 間事業者様にとって魅力が薄い調達になっ

いうのは何か意味がある、意味があるとい ていたんではないかと、それを統合するこ

うか、どういった意図に基づいているのか、とで、金額的にも大きくなりまして、より

ちょっと私にもわかるような説明があれば 魅力的な調達にするために今回くっつけて

教えていただきたいんですけれども。 １本の調達にしたというところでございま

す。

○今の質問の中で、一番上が太くくくって ○はい、そういうことです。

ありますけれども、25年度に関しては、こ

ういう細かい仕事を合算して１本の契約に

したということでよろしいのですか。

○ただ、こうやって見ると、今回の契約と ○まず今期の契約は、３カ年契約になって

いうのは金額が４億7,900万円で、過去の2 いますので、単純に、例えば、この24年度

4年度までの数字と比べてもかなり飛び抜 個々の契約を３倍したような計算になりま

けているのですけれども、何が加わったの す。

ですか。

○考えられる原因の２ページのところに、 ○今回、特に難しく書いたということはな

２番に説明書による業務の内容の明確化が くて、逆に今回の業務から私直接入札説明

十分でなかったとあります。皆さんもう業 書を書いているんですけれども、そこは広

務自体は、22 年からそんなに変わらない く入札していただけるように、去年よりは

形であると思うんですけれども、こんなに かなりわかりやすく書いているというふう

長年やっているのに、どういう業務かわか に考えています、私個人としては。さらに、

らなかったというのがちょっと信じられな 内閣府の入札監理小委員会でも、そういっ

いんですけれども、よほど難しく書かれて た面を含めて、ご審議していただきまして、

いらっしゃるのか、少なくとも、入札しよ こういった場でご指導もいただいています

うというところがその辺はわかって当然だ ので、むしろそこはかなりわかりやすく書

と思うんですが、今回、特別に難しいよう いていて、正直言って、どこがわかりにく
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に書かれた理由はどこにあったんでしょう かったのかなという面もございます。さら

か。 に、調達前には意見招請をして、仕様書の

この分はどういった内容でしょうかという

質問もいただいていまして、それに関する

改善も図っております。

○農水省の方向性がよく見えないのですけ ○分けていたものをくっつけるというとこ

れども、今まで、入札等監視委員会でやっ ろで、これは案件ごとで分けたほうがいい

てきたのは、金額が大きいからなかなか皆 ものと、逆にくっつけたほうがいいものと

が参加しにくいということで、細分化して いうような調達があるというふうに考えて

いきましょうという流れがかなりあったと おりまして、特に、今回の農林水産省行政

思うのです。であるにもかかわらず、今度 情報システムなんですけれども、同じシス

は、全部まとめて魅力のある入札にしまし テムでありながら、あえてばらばらに調達

ょうということは、従来からずっとやって しているということ自体が業務としてやり

いるところが非常に有利になるということ にくい業務になっていたのではないかとい

になると思います。どういう基本方針でや う面もありまして、先ほどは金額を大きく

っているのか見えないですね。すなわち以 してより魅力的である調達というふうにし

前は、とにかくみんなが均等にやれるよう ましたが、加えて説明させていただきます

に業務を細分化するという話しだったと思 と、そういうふうにくっつけることで各業

います。今回は、まとめてやりましょうと 務が連携しやすくなる。今まではばらばら

いうことになっていています。また、アン にしていて業者も違っているところがあり

ケートに説明が、わかりにくいという意見 まして、そこがやりにくかったというとこ

があるのですが、説明はちゃんと入札管理 ろもありまして、そこは今回くっつけてや

小委員会等、いろいろな人の目を経ている るほうがより魅力ある調達になるだろうと

はずです。従って、かなり改善されている いうことでやっております。

はずだと思うのですけれども、何故わかり

にくいのでしょうが。この２点について、

ちょっと説明してほしいのですが。

○そこの判断基準がどこにあるのか、やは

りたくさんの人に参加してもらいたいとい ○あとは、今度公共事業改革の関係の法律

うのが入札等監視委員会とか皆さんのお気 で、市場化テストということになりまして、

持ちですよね。だから中小にも入ってもら 民間競争入札をするようにというようなと

いましょうという流れが、まとめるという ころもありましたので、それに基づきまし

流れになると、大企業しかできないですよ て、今回それに該当する業務をまとめてや

ね。そこの考え方がかなり違ってきている ったというところもございます。

のか、どういう基準でまとめたほうがいい

のか、ばらけたほうがいいのかというのが

ちょっとわからないのですけれども。

○よくわからないですね。今後どうやって、○そこのところはまだ次回の調達のときま

どういうふうに進めていくのか、市場化テ でにはどうやっていくか、他省庁の調達、

ストの対象となったものはまとめていくの 他省庁の情報システムの運用管理業務も市
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かという、そういう方針ですか。 場化テストになっていますので、そういっ

た事例も踏まえて、参考にして、改善を図

っていきたいと考えております。

○言ってみれば、我々は手続がどういうふ ○確かにそういう考え方もあると思います

うにされているかというのをきちんと見て ので、そこはちょっと今の段階では申し上

いくのが趣旨なのです。だから今までの流 げられないので、次回の市場化に向けてし

れはなるべく多くの人に参加してもらいま っかり検討していきたいと思います。

しょうという話しだったわけです。今度は、

市場化テストの対象となった案件について

はまとめましょうと、それで魅力あるもの

にしましょうということで、方向性がまる

っきり違うので、そこの基準を明確にして

やっていかないと、何かよく区別がつかな

くなると思うのですけれどもいかがでしょ

う。

○決まったことに従ってやっているという ○先ほどご質問にありました競争性の確保

のはいいと思うのですけれども、やはりそ のために、集約したものの競争性を阻害す

れの細目については、どういうふうに考え るものであれば、競争性が確保されるよう

て、どこは細分するか、どこを統合するか に分離という検討の中で、できるものをや

というような基準がないと、すべてが曖昧 っていかなければということも一方でござ

になってくるではありませんか、どうでし います。もう一方で、共通するようなもの

ょう。 をそれぞれ分けていて、それぞれ１者応札

になった案件の中では、やはり集約をした

ほうが共通であれば魅力あるという、そう

いうご意見もございまして、案件によって

集約するもの、または分離をして競争性を

高めるようなものというのはあると思いま

す。今回の市場化テストにおきましては、

集約した部分ではございますが、業者の要

件としましては、１者ではなくて、共同事

業体を認めるというような形で、いろいろ

な業者がかたまって参入できるような形で

条件を緩和をしており、特に大手を意識し

たような形ではやってはいなかったんです

が、ただ結果としては１者応札になったと

いうことでございます。

○この案件、この会社は非常に有利になっ

ていますよね。過去の経緯を見ても。そこ

ら辺は、ちゃんと基準をつくってやってい

ただかないと、これはこう、これはこうと
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人の意見によってころころ変わるのでは困

ると思うので、十分検討していただければ

と思います。

競127 2015年農林業センサス用デジタル

住宅地図の購入

○このご説明の中で、ゼンリンというのは、○今回の調達は、デジタル住宅地図の購入

住宅地図をつくる会社ですよね。ご説明の で、ゼンリン社製のＺmap－ＴＯＷＮⅡを

中に代理店が少なくとも３者存在すること 購入するという調達になっておりまして、

が確認できたというようなお話しがあるん そのＺmap－ＴＯＷＮⅡを扱っている代理

だけれども、そのゼンリンというのは代理 店業者が少なくとも３者あったということ

店ではないんですよね。この辺の説明がよ でございます。

く理解できないんですけれども。

○ゼンリンというのは代理店ではないでし ○ゼンリンでつくっているんですけれど

ょうか。 も、その地図を実際扱っている業者がほか

にも３者あるということです。

○ここで、契約相手方というのがゼンリン ○ゼンリンは製造元でございます。

そのものですよね。だから、ちょっと疑問

に思ったのは、ゼンリンは代理店なのか、

メーカーなのか、その辺の説明が何かちょ

っと理解できなかったんですけれども。

○代理店じゃなくて。 ○製造元です。ゼンリンは作成もしている

し販売もしている。

○そういう意味ですね。だから、今回は、

ゼンリンとともに代理店も参加することが

予定されていて、結果的に、代理店でなく

てゼンリンそのものが入札したということ

なんですね。

○結局、この手のものだと、ご説明を聞く ○現時点ではそうです。

と、ゼンリンから直接購入するのが一番安

いし、ほかにちょっと改善のしようもない

というか、補償がないということ、ざっく

り言っちゃってそういうことですかね。

○ほかに類似業者は全然ないというか、ゼ ○このＺmap－ＴＯＷＮⅡに収録されてい

ンリン規模で地図を作成している会社とい るような個々の住宅の表札情報等を全国で

うのは実際にない。 網羅して整備しているものは、現時点でな

いということです。

○わかりました。

私は抽出する際、実はこれって公益法人

とあと１者以外のところはどうやって選ん

でいるかというと、いろいろ値段なんかも
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見ているんですけれども、どこでもできそ

うなのに１者になっているというところで

選んだんですけれども、これに関しては、

ちょっと勘違いがあったようで、どうもか

なりできる業者自体が限られていたという

か、もう元が１者しかなかったということ

のようですね。これ感想ですが。すみませ

ん。

○応札できなかった３者の意見書を21ペー ○技術的には参加資格のＡ等級というのを

ジ、22ページあたりにつけていらっしゃい 外せば排除することはできないことはない

ますよね。その中に、非常に厳しい表現方 んですが、ただ競争参加資格の原則等級は

法で「ゼンリンを入札から排除しろ」とあ 予定価格で決まるものですので、技術的に

ります。 終的にゼンリンしか応札できな も結果としては困難であるかと思っており

いという話になれば、そもそも入札参加の ます。

機会の拡大はできないということになりま 先ほど説明もありましたとおり、競争性

す。「排除」という表現を使っていること を高める目的は安く調達することにありま

から想像すると、他業者は「自分たちには すので、ゼンリンを排除して代理店を入れ

可能性が全然ない」と受けとめているよう たとしても、それによって安くなるとはち

に私には思えます。改善策はあるのでしょ ょっと考えられにくいと思われ、ゼンリン

うか。 の排除は望ましくないと考えております。

○この問題は、違ったレベルのことを書い ○おっしゃることはごもっともかとは思わ

ているのです。どういうことかというと、 れるんですが、代理店が参加することが、

まずはゼンリンがありきで話しをしている 技術的に可能である以上、それをはじめか

から、ゼンリンの商品を代理店がどうする ら排除してゼンリンと随意契約によるとい

かという話しをしているのですけれども、 うのは今の制度上ちょっと難しいのではな

本当はゼンリンが直接やったほうがいいに いかと考えております。

決まっているわけです。本来の競争性を確

保するということであれば、先ほど委員か

らあったように、ゼンリンのほかに2、3社

があって、この中からどこを選ぶかという

ことであれば、一般競争入札にはなじむの

だろうと思うんです。ところが、本当に他

社がないのであれば、ゼンリン以外に頼み

ようがないじゃないですか。本当にない場

合はですよ。そうすると、こういったない

ものに対して、一般競争入札をしようとい

うこと自体がおかしくないですか。

○よくインターネットなんかで物を買おう ○そうです。

としたときに、メーカーとは別に小売店が

出てきて、小売店のほうが値段が安いとき
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が時々ありますよね。ああいうイメージな

んですかね。

○だから、こういったものが本当に一般競 ○一般競争入札ができるかというのは、先

争入札になるのか、例えば電化製品なんか ほど経理課の担当から説明したとおりなん

だと、いろいろな事情で安くなったものを ですけれども、補足として、ゼンリン社製

手に入れて、それで代理店のほうが安いと でゼンリンも販売しているということなん

か、販売店が安いということはあるのでし ですけれども、そのゼンリンの系列でも、

ょうけれども、そういった電化製品と、こ 株式会社ゼンリンとあとゼンリンデータコ

のゼンリンという物しかない、これしか物 ムと、複数社あるということも確認されて

がないときに、代理店が安く出せるはずが おりますし、先ほどインターネットを介し

ないと思うんです。これが制度上できない て購入したときに、定価より安いものをイ

ということですけれども、そこの本質を考 メージしているのかというご質問があった

えたら、制度上の問題というか、本当に一 んですけれども、まさにそのとおりで、実

般競争入札にすること自体がおかしいので 際この調達も、定価より大分安い金額で落

はないですか。 札しているというような経緯もあって、や

はり競争性という観点から見た場合には、

一般競争入札が望ましいと言いますか、そ

ういった方式を選択したということでござ

います。

○だけれども、ここの改善策のときに、現

時点で、改善は困難と考えると書いてある

ではないですか。だから、うまく説明がで

きてないような気がするのですけれども。

よろしいですかね。

○とにかく、そういうことであれば、ゼン ○そうですね。

リンの代理店がゼンリンからより安く買え

る可能性があるわけですよね。だけれども

この場合は、ゼンリンの代理店から見積も

りを取ったら、ゼンリンのほうが安かった

ということですか。

○なるほど。もしそうであれば、そのよう ○そうです。見積もりは取ったんですけれ

に書いておいてもらったほうがいいかもし ども、実際の参加はなかったと。見積もり

れませんね。実際に競争をやって、だけれ 額は出していただいたんですが。

ども１者応札だから、ということは、初め

から代理店はあきらめていたということで

すね。

○出したのですか。 ○はい。しかし、実際の応札はなかったと

いうことでございます。

随９ 農林水産省情報化統括責任者（CIO）
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補佐官業務

○先ほど１者応札になった原因の中で、入 ○入札制限につきましては、２ページのほ

札制限があるという点が挙げられておりま うの備考欄の中に考えられる原因で、④の

した。それで、透明性、公平性を確保する 「他の情報システムに係る応札ができなく

ためというのが８ページあたりに書いてあ なるということ」で、これは政府で情報シ

るんですけれども、何となくイメージは理 ステムの調達のガイドラインというのが書

解できるんですが、ちょっとＣＩＯ補佐官 いてありまして、これはできないと。ＣＩ

の業務との関係で、どのあたりで入札制限 Ｏ補佐官業務を請け負った業者につきまし

が課せられているのか、その辺の緩和が可 ては、当然、調達の仕様書を事前にチェッ

能かという点も知りたいので、どのあたり クしますので、ＣＩＯ補佐官は、そうする

で入札制限が仕方ないことなのかというの と全部内容がわかってしまって、それを自

をちょっと簡単に教えていただければと思 分の会社に知らせて、有利な形で農林水産

います。 省の情報システムの入札に参加してしまう

という可能性がございますので、それは排

除しているということでございます。

○こちらだけで何とかなるような問題では ○そこは厳しく、これは政府のガイドライ

なくて、全体のルールの中でしょうがない ンで定められておりますので、そこは厳し

んですけれども、これ守秘義務を課すだけ くやるということになっております。

とかでもやっぱりだめという感じなんでし

ょうか。そこは厳しくやるよという方針と

いうことですか。

○企画審査というのをされていらっしゃい ○実は、省内でも、同じ１者しか提案して

ますよね。後半の折ってあるところを拝見 こないんで、企画審査の審査委員に外部の

させていただきました。ここ22年から24年 人を入れたほうがいいよということで、経

までずっと同じ会社が受けておられて、企 理課のほうから指摘されまして、今年度初

画の審査もされているんですけれども、ざ めて、○○大学の情報システムの専門家に

っと見た感じ、農水省の方はちょっと点数 １名追加で参加していただいたところなん

が甘い感じで、外部の方が厳しい感じで、 で、引き続きその辺は今後も１者提案とい

やっぱり公平に見るには、外部の方をもう う可能性もありますので、やはり審査の公

少しふやす必要があるように思います。バ 平性を保つためには、その辺は検討してい

ランスが省内の方に偏り過ぎているような きたいと思います。

感じがいたすんですけれども、そのあたり

の改善というのは可能なのでございますで

しょうか。

○表の形態のことですが、私は、この表を ○今ご指摘いただきましたように、前回の

考えたときに、こういう問題点があったの 資料につきましては、そのように改善をさ

でこういう改善策を採用するということを せていただければと思っておりますのでよ

書いてもらおうと思い、このようにしたの ろしくお願いします。

です。備考のところに考えられる原因が記

載されていますので、今後は表を直して、
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上のほうに問題点の原因を記載し、その改

善策を下の欄に記載して頂くように改善し

てください。備考は本当につけ足しという

意味であったので、この表の私が提案した

表記の仕方が悪かったのだと思うんで、ぜ

ひこれを直していただければと思います。

○それから、施策の要件緩和にして、余り ○その辺は、省内の中のさまざまな方の意

緩和すると、質の問題が生じるので、やは 見と、あとは他省庁の状況を見ながら検討

り先ほどの件でもありましたが、余り緩和 していきたいと思います。

して、何でもいいということになると、せ

っかくやった効果がなくなるので、そこの

兼ね合いは考えていただければと思いま

す。

競193 平成25年度アジア包括的植物品種

保護戦略委託事業

○先ほど公示期間か短かったというのもあ ○アンケートのほかにも、ちょっと口頭等

りましたけれども、アンケートを読むとそ で聞き取っている部分がありますので、そ

もそもなかなか当社では難しい部分がある こを織り交ぜて回答申し上げますと、まず、

というところが複数あるように思われるん 東南アジア諸国の植物品種保護制度の状況

ですが、ちょっと混乱性というか、なかな を調査した上で、必要とされるような支援

かここの落札者以外だと難しい理由等あり を重点的・効率的に行うという性格上、当

ましたらちょっと教えていただきたいんで 然英語でのやりとり、それから相手途上国

すが。 ですので、そこら辺にも精通した業者でな

いといけないということが一つあります。

それから、そういう専門知識が求められ

るということに加えて、旅行代行業的な要

素、途上国の方を、例えば、日本に招聘し

たり、第三国で研修を行う際に、招聘した

り、そういった旅行代理店的な業務も求め

ているものですから、その両方を兼ね備え

ているというのは、なかなか興味はあるん

ですけれども、自分の会社の中で今の現状

を考えると、頭数的に足りないというよう

なことを複数の会社から伺っております。

○いろいろな要素があるということなんで ○まさにそこが頭の痛いところではあるん

すけれども、とはいえ分離発注みたいなの ですけれども。おっしゃるとおりそうです。

は難しい感じになるんですかね。一つの意

思に基づいて戦略的にやっていかなきゃい

けないからと感じですかね。

○これも先ほどの話しと同じで、分離する ○昨年度は３者来たということと、もう少
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のか、統合するのかというところのきめの し時間があれば応募したのにという声を真

問題もあるので、今、説明されている方は、に受けておりまして、そうだとすれば、２

さっきの話を聞いていらっしゃらないので 週間しかとらなかった公示期間をあと１週

わからないところがあるかと思うのですけ 間、２週間とれば競争性は十分確保される

れども、これはやむを得ないということで というふうに考えております。

すか。１者しか来なかったというのは。

○ぜひ、 初からわかっている、予算をつ

くったときからわかっていることなので、

業者にしわ寄せをしないようにして、ちゃ

んとやっていただければなと思います。

ありがとうございました。

競194 平成25年度海外植物遺伝資源アク

セス円滑化委託事業

○先ほどと似た話しになっちゃったんです ○これ24年度からやっている事業なんです

けれども、１者になった理由が、公示期間 けれども、前回はちょっと長めの３週間ぐ

がなかなか十分にとれない。要するに準備 らいとっていたところに２者来てくれたん

期間が専門的でもあるにもかかわらずとれ です。今回は、前回もあるので前回の応募

なかったと、次回は３週間程度を設けると 者とか、説明会のところもありましたので

いうことなんですけれども、このあたり行 大丈夫かなと思いまして、ちょっと２週間

政参加で３週間あれば何とかなるよみたい にしてしまったんですが、ちょっとそれが

な話しは踏まえてのお話しなんですか。 ほかの新たな業者さんが参入するときにち

ょっと短かったということで、長めにとる

必要があるというふうに再認識をしており

ます。

○多くの業者が入札に来なかった理由をち ○とってくること自体というのはそれだけ

ょっと考えてみたんですけれども、国内の でもよろしいかと思うんですが、どうして

調査と海外の調査の両方できる企業がいな も国内で使ってくれそうなものをとってく

かったということが原因のひとつではない るという話しになりますと、どうしても、

かと思うのですが。それには関係なくただ 国内調査と海外調査というのは一体化せざ

時間的な問題だったのか。もし前者であれ るを得ないかなと。そうするとそこで、ど

ば、国内の調査と海外の調査というのを分 うしても国内にもそういうつてとか、そう

けて事業を入札をかけることが不可能なの いうのを持っているところ、あと、この事

か、そのあたりを教えていただければなと。業では東南アジアですけれども、そことの

人員バンクなり、そういう関係機関とのつ

てを持っているところを一緒にしません

と、どうしても別々にしてしまいますと、

どうしても途切れてしまうんじゃないかと

いうことでちょっと一緒にせざるを得なか

ったなというふうに考えております。

○よろしいですか。 ○コメントありがとうございます。
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この案件に関係することではないのです おっしゃるとおりなんですけれども、世

が、契約名の下に概要という欄が以前は入 界の種苗会社の中で 大手といえばモンサ

っていたような気がするのですが、今回の ント、シンジェントあたりで、いずれも穀

概要ではありません。次回以降は、契約名 物なんです。一方で日本の種苗会社の強み

の下の欄に概要の欄を入れてください。 は、このごろよく聞かれるんですけれども、

もう一つは、ちょっと質問ですけが、世 トマトの話しがありましたけれども、野菜

界の種苗というのは結構モンサントあたり の分野では世界的にもそこそこベストテン

がかなり握っていると思うのですね。また、に二、三社入っていますし、ということと、

国内のニーズも非常に重要なところで、例 もう一つは、モンサントのような巨大会社

えば、カゴメさんがやっているみたいに、 が市場を寡占している状態ではなくて、日

トマトを彼らが100年ぐらい前に選んだか 本の種苗会社って、もちろんサカタ、タキ

ら、物すごく今はうまくいっていて、あれ イが 大手ではあるんですけれども、小さ

をもしカゴメさんがトマトを選んでなくて いところがそれぞれの強みを生かしなが

キュウリを選んでいたり、ほかのものを選 ら、特徴を持った新品種を開発していると

んでいたら、ああいうふうになっていない いうのが特徴でもあり、強みでもあると認

かもしれない。私が言いたいところは、や 識しております。したがいまして、品目的

はり国内で何が望まれているかということ に園芸作物であるということと同時に、中

を調べるというのも物すごく大事だと思い 小も含めた多様な種苗会社を業として生か

ます。もう一つは、種をたくさん持ってい していきたいというのがありますので、そ

るところってもう決まっていますよね。そ ういう中小のところも含めた海外からの導

ことの交渉なくして、今から新たに探して 入支援というものをこの事業では目指して

いくというのはなかなか難しいのではない おります。

かと思うのですけれどもいかがでしょう

か。

○モンサントが握っているのが、穀物と今 ○寡占状態にはなっていない。オランダあ

おっしゃったのですけれども、野菜とか、 たりが 近では強いんですけれども、それ

そういったものについては、そういう寡占 でもモンサントのような１社とか、２社と

をしているところというのはないというふ か、３社とかっていう状況ではございませ

うに考えてよろしいのですか。 ん。

○これ、非常に重要な話しだと思うので、

ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思い

ます。

随287 平成25年度日本の食を広げるプロ

ジェクトのうち「日本食・食文化の世界的

普及プロジェクト事業」（海外における日

本食・食文化フェスティバルを通じた日本

食・食文化の理解促進（ポーランド共和

国））

○今回のご説明にあるように、公示の期間 ○ご指摘ありがとうございます。

が22から28日で、締め切り日が28日と、７ 電通さんの企画書については、ページ数
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日だと、それで、資料の中を見させていた で言いますと、確かにページ数は多いんで

だきますと、電通が作成した企画提案書を すけれども、電通さんのこの公募に対する

見ると、それなりの内容になっていて、ペ 企画内容というのは、実はそれほど多くは

ージ数も相当なものになっていますよね。 なくて、過去の知見であるとか、現状の分

農林水産省としては、これぐらいの中身の 析というのがほぼ大勢を占めております。

ある企画提案書をもともと求めているんだ これは、私も反省のするところでありまし

とすると、これを７日間で仕上げられる企 て、確かに企画の本筋の内容の提案につい

業なんというのはもう初めから限られてい てはページ数が少ない。それは準備期間が

て、適切な競争が初めから前提としてない 短かったというところの証拠かなというふ

んじゃないのかなという疑問が見ていて感 うには考えております。それを補うところ

じるんです。これは、適切な競争は本当に から過去の知見であるとか、過去こういう

されている環境なのかなと、大変疑問に思 ことを行いましたという、そういう提案が

いました。 主を占めてしまっているのかなというふう

には感じたところです。

というところが私の今考えているところ

です。

○今の話しに関連すると、やはり、しっか ○そのご指摘はごもっともなところだとは

り電通が把握しないまま、積算とか何かを 思います。短い期間でやっぱり準備をして

つくってきているという形になるというこ いただきますと、どうしても本当にどこま

とになると思うのですけれども、それはい で精度を高められるのかというのは、おっ

かがですか。 しゃるとおりだと思います。

○これはどうしてこんなに短い期間で頼ん ○はっきり申し上げれば、政府首脳の訪問

だのですか。急に決まったからですか。 日程というのはなかなか直前までわからな

いですし、行く行かないについても、外交

上決まらないものがございまして、そうい

う観点でなかなかゴーサインが出せなかっ

たと、もう１カ月前から決まっておれば、

１カ月前もできたんですけれども、決まら

ないまま募集するというのもちょっとはば

かったもんですから、結果的に遅くなって

しまったところです。

そこは契約担当のほうから見ると、そう

は言っても困るねという話しを内閣府のほ

うに一応次からはもうちょっと早目にお願

いしますと陳情したんですが、そういうこ

とがあったというのは事実でございます。

○もしそうであれば、この中に、例えば、

訪問の日程が確定しない、あるいは未定だ

ということでこうなりましたというふうに

書いていてもらえば、質問しなくて済みま
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すよね。

○この概要書、しっかり書いておいてもら

えば、読めばわかるということになると思

うので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

競106 平成25年度食料生産地域再生のた

めの先端技術展開事業における研究課題の

進行管理調査等に係る業務委託事業

○この契約の契約担当官名のところが、農 ○農林水産本省の中の契約担当官は、通常

林水産技術会議事務局長というふうになっ ですと大臣官房経理課長となっているんで

ているんですけれども、これはどういうふ すが、委託事業につきましては、局長に直

うな位置づけの局で、この契約とのかかわ 接お金がおりてきまして、局長が契約して

りというのがどのようなのかちょっと教え よろしいということになっておりますの

ていただけますか。 で、大臣官房経理課長ではなくて技術会議

事務局長ということになっております。

○その辺の運用上の切り分けというのは、 ○委託事業、補助金については、それぞれ

どういうものなんでしょうか。 事業内容が局に付随しているため、会計機

関として各局長が任命されております。業

務範囲としては、農林水産大臣から示達の

あった予算について支出負担行為を行うこ

と、そういうふうにフラットに記載されて

おり、実態としては委託費が該当します。

一方、庁舎内で使用します物品購入等は大

臣官房経理課長が契約手続を実施するとい

う切り分けとなっております。

○これ、入札等説明書を受理、説明書受領 ○こちらの業務は25年度から初めて実施し

業者自体が２者なので、極めて少ないんで たということで、ご指摘のとおり、公募ま

すが、この辺、広報について何か反省され での情報共有、情報提供が不十分であった

るところとか、こう改善しようとか、その かもしれません。現在では、実際にこの進

辺の案というのはございますでしょうか。 行管理業務を運用しておりますので、様々

な機会を捉えて研究の状況に加えて、研究

の実施体制の説明も、ＰＲをさせていただ

いています。そういった折に触れて、こち

らの進行管理業務を広報することで本業務

に関心のある業界や企業に周知することは

可能だと考えております。

○２つあるんですけれども、別の案件なん ○１点目のご指摘ですが、予算の拡充要求

ですけれども、先ほどの日本食レセプショ が伴っていたため、１月末の概算決定を踏

ンが公示期間が短かったというのはわかっ まえないと公示準備ができず、公示が大き

たんですけれども、今回の件に関しては、 く遅れざるを得なかった状況です。また、
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公示期間が十分もっととれたはずだと思う 公示前にも、どのような仕様内容で公示す

んですけれども、なぜとれなかったのかと れば意図が伝わるか、各業界に広く資料招

いうことと、アンケートで、過去に類似の 請という形で情報提供を求める手続も行っ

事業を受託したところに優位性があって競 ていますので、公募期間は短くなってしま

争性が発揮されていないように思うと指摘 いました。来年度以降につきましては、継

がしてありますが、こちらに関しての改善 続での要求をしておりますので、これより

策はあるんでしょうか、お聞かせいただけ も早い形での手続は可能と考えておりま

ますでしょうか。 す。

２点目のご指摘を確認させて下さい。

○類似の業者に優位になってしまっている ○ご指摘の点はアンケートでいただいたコ

んじゃないか。 メントですが、我々としては、提案者の中

46ページの下のところです。過去に同じ には当然経験を持たれている方、そうでな

ような類似の事業を比較したところ優位に い方はあるかと思いますけれども、実際に

なってしまうという。 提案書の技術的な部分を中心に審査させて

いただいております。当然、提案書には経

験を踏まえた形でしっかりと記載できると

ころ、過去に経験がなくて十分書き切れな

いところが出てきますので、その中で審査

の点が変わってまいりますので、しっかり

とそれを評価できるようにやっていきたい

と考えております。

○今の、なぜ公示期間が短かったかという ○ご指摘のとおりで、我々のほうもできる

ところも、そういった事情があるのであれ だけ簡潔に業務内容は伝えたいと考えてお

ば書いておいていただかないとわからない りますが、一方で、実際にどういったこと

ですね。 を本業務で行うかの補足説明はしっかりと

それから、もう一つ、私はよくわからな していかないといけないと思っています。

いのですが、この仕様書が結構簡潔過ぎる ただ、我々の方も十分経験がなかったとい

のかなと思うのですけれども、もう少し本 うところもありますので、そこは実際に今

当に入札してもらいたいというふうに思う 年度運営していく中で出てきた課題だと

のであれば、ちゃんともう少し丁寧に書い か、具体的に説明できるところが事例とし

たらどうでしょう。 て積み上がってきていますので、そういっ

た点を補足説明としてしっかりと情報提供

を強化していきたいと考えております。

○委託事業で、ご本人がよくわからないこ ○本業務は、提案者によっていろいろな運

とをほかのところに委託してうまくできる 用の方法があるということで、総合評価落

でしょうか。 札方式を採用しております。縛り過ぎてし

まうと技術提案の自由度を失うことにもな

りますし、我々もなかなか縛りきれないと

ころがある。過去の事例というのも多くあ

りませんので、そういった観点で我々も縛
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り過ぎない程度に公示をする必要があるた

め、非常に難しさのある業務と思っており

ます。

○例えば、委託かどうかということをちょ ○本進行管理業務は資料招請という段階に

っと置いておいて、例えば、企画で、自分 おいて、本業務に対するご意見なり、どう

たちがよくわからないのだったら、ほかの いった考え方をお持ちでしょうかというこ

人たちのいろいろなアイデアをもらって、 とを広く業界の方々に聞く手順を採ってお

企画競争という手はないのですか。 りますので、そういった中で出てきたコメ

ントを踏まえて、仕様書や補足説明事項を

つくらせていただいています。我々もでき

るだけ受託する側、委託する側双方がより

明確な業務イメージを持って対応できるよ

うに改善の努力は続けていきたいと思いま

す。

○しっかり、そういったところがないと、

応札のしようがないと思うんです。ぜひ改

善していただければと思います。

どうもありがとうございました。

ありがとうございました。

以上で、抽出した物品・役務等契約の審

議を終わります。
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