


第18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３８ 酸性紙図書脱酸処理業務

○１者応札となった考えられる要因というとこ ○それは役所側のほうでして、いわゆる震災で書

ろの２行目のところ以下がちょっと理解しにく 庫が倒れたりして、本が壊れたというか、これを

いのですけれども、主語がよくわからないので、ばらばらになっているものですから、まず脱酸処

震災の影響で選別に時間を割いてしまったとい 理をすべき本かどうか。実はこれ３年計画で23年

うのは、これは業者のほうの話なんですか。そ 度が３年目の計画でした。そこで、もう修理した

れとも役所の話なのですか。 もの、修理してないものとか、一応きちんと整理

はしていたんですけれども、ごちゃごちゃになっ

たものですから、またそれを仕分ける。まず、壊

れたものを直してから、それから脱酸処理をする

と、そういう手続的なもので時間がかかってしま

ったということでございます。

○見積価格についてなのですけれども、２者の ○まず、脱酸処理については大きな処理方法が２

見積もりを取っていて、平均で見積もりが、予 種類あるというふうに聞いています。たまたま参

定価格が決定されていると思うのですが、その 考見積もりをいただいた業者が、それぞれ別な手

価格がずいぶん隔たりがありまして、どうして 法をとっているということです。

こんなに、60万円もの違いがあるのかを教えて どのようにして予定価格を設定するか。当然低

いただきたいのと、結局高いほうの会社が落と いほうを前提にするのか、それとも今回のような

したんですけれども、その辺の事情を教えてい やり方をするのか、色々やり方はあるとは思いま

ただければと思います。 すけれども、いろいろな業者さんに来てもらうと

いうこともございまして、こういう設定の仕方を

しました。ただ、本当にこれでいいのかどうかと

いうのも、当然さらに検討していかなければいけ

ない。一応そういうことで、処理方法が違うとい

うことで差が出たということでございます。

○日本ファイリングにはアンケートを出したの ○出しております。そちらのほうからいただいた

ですか。 のは、実は日本ファイリングのほうがというか、

これは安い手法でやっている業者さんでした。ア

ンケートを出した結果、結局自分の手元で処理す

る容量が、期限内に履行できる容量以上のものを

持っていたものですから、発注時期がおくれたと

相まって期間内には処理ができないと、そういう

回答をいただきました。

○待っているだけではなく、抽出案件概要の改 ○事前審査委員会を開くというところで、過去２

善策にもあるように、できる業者を探していく 年間で１者応札の業者もしくは過去の課の実績で



ということは非常に重要だと思うので、ぜひ実 は随契のものを対象とするというふうに記載され

施をお願いしたいと思います。 ていたので、今回に関しては昨年度とおととしも

それから、抽出案件概要の裏の添付資料の上 ２者応札だったので、今回は審査の対象としませ

から４つ目に、一般競争契約審査調書というの んでした。なので開催をいたしませんでした。

が、印がついていないのですが、これは一般競 以上です。

争なので本来これをつけるべきなのではありま

せんか。

随１０ 農産物等輸出回復事業

○今回、提案者が２者なのですが、こういった ○今回の事業は、非常に短期間の中で６都市です

プロモーション業務をしている会社自体は数は ね、そういったところを一体的に実施をするとい

多いように思うんですが、今回２者の提案にと うことを要件とさせていただいてまして、海外に

どまった理由というか、何か特殊性等今回の案 おける運営能力、実施能力、そういった場所を確

件であるんでしょうか。 保する地縁、そういったところが、ある意味業者

の強みであったり経験であったりするところに負

うものでありまして、それがだれにでもできる事

業ではないということで、そういう結果になった

と理解しております。

○３点ほどあるんですけれども、まず下の11ペ ○欠席されました。

ージのところの随意契約審査調書ですね、それ

と53ページのところの随意契約審査調書の中で、

審査された方たちのところで、一番下に○○さ

んが欠席されたのかどうか。２つとも抜けてい

たんで、その理由を。

○欠席されていたんですね。 ○２点目の50ページの採点につきまして、これに

それから２つ目は、50ページのところで、先 ついては、ご指摘のとおり専門性ですとか創造性

ほどからの話だと、今回の選定の一番の眼目と というところも必要なんですが、そういった意味

いうのは、知見と専門性というところだという で事業全体としては総合的に判断させていただき

ふうに強調されていたように思うんですけれど たいということを考えております。

も、それは逆に言うと、どちらかというと日本

食レストランのほうが点数が高いというところ

で、この辺はずいぶん微妙な判断されたのかな

という気がするのです。

○それから、３つ目の疑問点は、52ページのと ○はい。その２番の確認を踏まえた審査結果の取

ころで企画審査検討経過記録のところで、３番 り扱いという事項でございますが、２番のところ

目の項目のところの記載がないんですけれども、で他の委員と大きく異なる採点を行った委員、今

この場合は記載なくていいのかどうかというと 回は非常に戸塚委員がご指摘のとおり、かなり委

ころで、今の３点についてご説明お願いしたい。員でも視点によって点の、ＪＲと乃村工藝社が非



１番目はもう回答いただきましたので結構です 常に拮抗していたというのが結果でございまし

けれども。 て、そういう大きな乖離が、逆に各委員の判断と

して該当するものがなかったと。その確認を踏ま

えた取り扱いということでございましたので、最

終的には一番上のところに記しました判断理由で

すね、最終的なルールに基づいた総合評価点の結

果を採用したということでございましたので、３

番ではあえてそれを繰り返しをしなかったという

ことでございます。

○２番を受けて３番を書くという形ですので、２

番で大きく採点が異なった者がいなかったという

ことで記載されていない、該当なしというふうに

書かれると思います。

○先ほどのご説明で、企画競争の最初の説明会 ○すみません、繰り返しになってしまいますが、

も企画提案会も行わずになされたというご説明 ２つ理由があります。大きな理由の一つは、補足

だったのですけれども、今回の契約は補正予算 的な理由なのですけれども、まず繰り返しになる

で決まったので極めて特異というか突発的なこ 部分は私ども最低限のルールを設定して、民間の

とに対する対応で、企業の知見をとりたいとい 優れた企画をいただきたいということでありまし

う目的ならば、一般的にはこちらの目的をはっ たから、そういった面で私どもが提示させていた

きり示すために説明会はいつもに増して必要に だいた仕様書が最低限のルールとなっております

なるんじゃないかと考えるのですが。 ので、結果的に開かなかったという判断をしてい

ます。

もう一つ、先生ちょっと触れていただきました

が時間がなかったというところも率直な理由でご

ざいます。ただ、そういったところはぜひ先生の

ご指摘踏まえて、検討していかなければならない

というふうに考えております。

○２つ目の質問ですが、提案会なんですけれど ○２つの理由を今申し上げましたけれども、特に

も、そういう知見を評価しなくてはいけないと 今回は実施の期間を非常に重視しておりまして、

きに、紙の上で出てきたものだけで判断するの というのは日本産の食品を食していただくという

は大変難しいのではないかと。結果的に４点差 ことは、ある部分日本から物を運ぶというのが、

ですね、両者が。その理由は、やっぱり相手方 当時の輸入規制が非常に厳しくて、通関等もなか

がどんなことをやってくれるかということを、 なか時間が読みづらいような時期にありましたと

プレゼンを聞いて違いが初めてわかるのではな ころを、最大限３カ月はとりたいというような時

いかというふうに思うのですが、開かなかった 期でございまして、提案会を開いていただいたほ

理由は何かございますでしょうか。 うが望ましいとは思いましたが、どちらを優先す

るかという判断がございまして、最終的には提案

会を開かなかったという背景もございます。

○今のお話聞いていまして、やることが重要じ ○先生方のご指摘をいただきましたので、そうい



ゃなくて効果が上がるかどうかというのが重要 った面で同様の事業を実施する際には、企画説明

と思います。役所の場合には支出するというこ 会及び提案会については実施するような形で検討

とが重要なのかもしれませんが、一般的にはＰ させていただくような、そういった趣旨を入れた

ＤＣＡサイクルでの検証がやっぱり必要だろう ほうがよろしいでしょうか。

と思うのですけれども、この委員会の趣旨はそ

こまで及んでいるとは思いませんけれども、や

はりＰＤＣＡの効果はどうだったんだろうかと

いうことは見極める必要があるでしょうね。

これを選んだ結果どうだったのだということ

と、それから企画競争説明会をしなかったとい

うことですけれども、なるべく多くの人に知っ

てもらうためには、こういった会を開くべきだ

ろうと思います。何でこの２者しか提案者がい

ないのだろうか。ほかにもたくさん業者がある

じゃないか。こちらからちゃんとこういう企画

競争がありますということをなぜやらないのだ

ということです。

今、○○さんから言われたように、やはり企

画提案会はあるべきでしょうね。抽出案件概要

には、改善点というのが何もないのです。説明

は書いてあるのですけれども、この結果を踏ま

えて何か改善するという点はないのですか。

○そうですね。改善点として、まず一つとして ○極めて短い期間の中で、私ども現地に足を運ん

は２者しか来なかった。もっと広げるためには で確認したときもありますし、報告書を求めて写

どうしたらいいのだということ。３次補正が11 真等で確認しておりますので、そこは実際にそれ

月22日にできたという話なので、時間的にはな によって輸出がどのぐらいふえたかというのは、

いということですけれども、もっと効果を上げ 多分これからの話になると思うんですけれども、

るためにはどうしたらいいのだとかいうことで 非常に消費者の反応はよかったということを確認

す。乃村工藝社の結果は、ご担当から見てどう しております。

だったのでしょう。

○改善点が無いはずがないのですから、改善点 ○わかりました。ありがとうございます。

を是非お書きいただきたい。改善点をを書いて

いただいて、我々は、事前に資料をもらって考

えてきますので、書いていないと意見の述べよ

うがないと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

競47 有害化学物質リスク管理基礎調査事業

（コメ中の無機ヒ素定量分析法に係る試験室間

妥当性確認）委託事業のうち「①ヒ素を均一に

含有する共通コメ粉末試料の調製」）



○28ページ以下のアンケートなのですが、28か ○７番なのですけれども、一つは先ほどの事後審

ら29にかけての（５）参加しなかった理由とい 査票に書いてありますとおり、やはり事業の実施

うのと、（６）改善すべき点というところ、その 期間が短いというお話と、あとは原発事故の対応

他の回答が７それぞれありまして、結構こうい でなかなかこちらの業務を検討する余裕がないと

うアンケートを見ている中では多いなと思うん いう回答をいただいております。

ですが、先ほどご説明いただいた以外で何か指

摘とかがあったら教えてください。

○この予定価格なのですけれども、予定価格の8 ○ご質問につきましては、15ページに予定価格の

00万に対して契約金額が150万となっているので 見積表がございますが、その中で特にこの中で一

すが、どうしてこんなに乖離があるのか不思議 番費用としてかかる部分は、やはり分析の業務で

なので、その辺を教えていただけますでしょう ございまして、４番の分析業務の均一性確認、こ

か。 ちらが１点３万6,000円と設定したのですが、コ

メ中のヒ素についてはなかなか分析しているとこ

ろが少なくて、幾つかの機関に聞いてその平均価

格をもとに３万6,000円というのを出したんです

が、安いところと高いところとは10倍ぐらい価格

差があって、その平均を出すとどうしても高くな

ってしまったところがあります。

ただ、一方で、国際会議の場でもコメ中のヒ素

がかなり議論されてきていますので、分析機関側

もやはりヒ素の分析が大事になっていくと思わ

れ、逆に言えば分析機関にとっても重要な分析項

目につながっていきますので、そういう面を考え

ますと今後単価が下がってくるのではないかと考

えております。

○この事業は過去にはなくて今回初めてだった ○初めてです。

のですか。

○この契約相手方のところに書いてある「当該 ○はい、そういうことではなく、この事業に関し

事業の過去３年間の契約実績はない」というの てはないと。

は、これはこの事業はないということを言って あと、ご指摘にありました予定価格の差なので

いたわけですね。財団法人との取引がないとい すけれども、こちらにつきましては、その事業を

うことではないですね。 行っていく際には、関係機関に単価等を聞きまし

て、なるべく実態に合わせていきたいと考えてお

ります。

○何故、今回は実態に合わなかったのですか。 ○このときももちろん事前にヒ素のこういった分

析はどれぐらい費用がかかるかと聞いてはいるん

です。ただ、なかなかやはり業者さんも分析にな

れていないところもあります。でも逆に農水省が



こういう分析を行っていくのであれば、もっとあ

るいは本腰を入れていこうということになると、

また分析の価格のほうも下がってきますので、全

体的に抑えられると。

○けれども、結果として安くなったわけでしょ ○そうですね、はい。

う。

○私が申し上げたかったのは、見積もりが高か ○おっしゃるとおり改善したいと思っておりま

ったということです。ですから見積もりを正確 す。

に期するようにすべきではないかと思うのです

がいかがでしょう。

競２３ 什器類の購入 一式

○まず、什器の購入ということで、割と一般的 ○説明書を受領した18者のうち、応札者２者を除

というか、業者数も多い業界だと思うのですが、いた16者について、見合わせた理由の聞き取り調

応札者２者というのは、ちょっと少ないかと思 査を行いました。回答として、納期が短く対応で

うのですが、２者しか入札しなかった理由とい きなかったというのが２者。繁忙期であったため

うのは何か分析されておりますでしょうか。 対応できなかったのが２者。品数が多く対応でき

なかったのが３者。仕様に見合う製品の取り扱い

がなかったが９者になっております。

○このあたりアンケートを行ったのであれば付

けていただくと、我々も事前に見てまた意見を

述べられますので、よろしくお願いいたします。

○先ほどのお話で、かなりたくさんのものを一 ○分割して調達してしまうと、導入時の一時経費

遍に発注するという方式をとっていて、それに のほうの削減ができなくなってしまうので。

よって価格が下がるならいいとは思いますが、

この時期に、しかも第４・四半期に業者に一遍

にたくさんのものを納品しろというのは、少し

酷な気がするのですけれども、分けて発注する

というようなことは、この場合は難しい案件だ

ったのでしょうか。

○55ページのところで入札の執行調書の中で、 ○今のご質問でございますが、私、入札の執行官

第２回のところで１位と２位の差が22万ぐらい でございまして、第１回目の入札金額が予定価格

の僅差なのですけれども、これはこういう業種 の範囲内に達しておりませんでした。そのために

というのは、秋山商会等がさらに実際のメーカ 第２回目の入札を入札参加者に対しまして依頼い

ーと交渉する中で、値段を交渉していく中で、 たします。その際、第１回目の最低価格が第一文

大体似たような数字になってしまう、そういう 眞堂の3,983万7,900円でございますので、２回目

ふうな一つの傾向というのがあるものなのです はこれ以下の価格をもって入札書の提出を依頼し



か。 ますので、その際には入札参加者はもう一度価格

を見直す。価格的に折り合いがつかなければ、辞

退という可能性がございます。再度入札の結果、

入札金額が近づいたということであり、業者とメ

ーカーと相談するという時間等は、その場にはご

ざいません。

○１回目の入札結果というのは、業者には通知 ○入札会場におきまして、開札後に入札参加者の

されるんですか。 金額をすべて読み上げをいたします。予定価格と

照合した上で、最低価格が予定価格が達しません

でした。ただいまの最低入札価格は3,983万7,900

円でございますので、これ以下の価格をもって入

札願いますと宣言をさせていただいております。

○今までですと、不落の場合にはその旨とか何 ○そんなにたくさんということではございません

か書いてあったような気がするのですけれども、が、１回目で予定価格に達していなければ、再度

これ１回目落札されなかったのですね。 入札ということで、原則３回目までは再度入札を

行わさせていただいております。

この中でまだ３回目をしても落札者がない場合

については、もう一度公告するのか、それとも最

低価格の者と不落随意契約の協議をするのかを相

談して、その結果どの様に取り扱うかを判断して

おります。

○抽出案件概要に改善策とかそういったものが ○担当から説明させていただきました導入時のコ

書いていないので、我々としては、改善策をど ストというのは、いわゆる納入物品の運送費であ

ういうふうに今後していくのかが分かりません。るとか、設置の経費ということでございます。要

先ほどの導入時のコストがかかるから、まとめ するに、運送を分けて運ぶよりも、１回で大きな

てやったのだということだったのですけれども、トラックで搬入したほうが経費が下がるという趣

導入時のコストとは何ですか。 旨でご説明させていただきました部分でございま

我々、導入時のコストと比較考慮するのであ す。

れば、導入時のコストがどのぐらいなのかご説

明していただきたいのと、なるべく小分けにし

た方が入札し易いというのが、従来からのこの

委員会の流れだと思うのですけれども、導入時

のコストというのが何なのか。もし、高いので

あれば、今で言っていたような分割というのは

意味がなくなるのかなと思うのですけれども、

どうでしょう。

○そうすると、この契約金額の中には運送費も ○業者としては、運送費なり場所の据えつけとか、

入っていると。 そういう経費もこの入札価格の中には含まれてい

ます。



○入るでしょうね。改善案がないということで ○記載内容等については、事務局と相談させてい

はないと思うので、これが一番のやり方であれ ただきます。

ばこのままでいいのですけれども、やっぱり何

かもっとよくする方法というのはあると思うの

です。いつもお願いしているのですけれども、

抽出案件概要には改善案をぜひ入れてください。

もし無いということであれば、これがベストだ

というふうに、我々も思って読みますので、よ

ろしくお願いします。

競52 生産資材安全確保調査・試験事業委託費

（放射性セシウム含有飼料を給与した魚の当

該物質の取込・排出に係るデータ解析）

○１ページの改善策の中の公示手続の早期着手 ○これはアンケートには出ておりませんが、私ど

ということなのですけれども、アンケートの21 もの独自の分析として、そういったことも関係し

ページには特に公示時期の早期化ということは ているのではないかということで書かせていただ

出ていないのですけれども、これは別の判断か きました。

ら入ったものですか。

○まず、１ページ目の備考のところなのですけ ○不明確という部分は、今回、データ解析に用い

れども、仕様書の内容が不明確であったという た計算モデルなんですけれども、我々が調べた限

点につきまして、不明確という意味が、今回の りでは、一つの方法しか見つけることができませ

特別な事情があったから、本当は明確に書きた んでした。ただ、いろいろな機関で、恐らくいろ

かったけれども、いろいろなことが動いていて いろな試験をされていると思いますので、もしか

明確にできなかったのか、あるいは別のことで すると別のモデルもあるかもしれないということ

不明確、どの辺が不明確なのか私には全くわか で、具体的に我々が思っているモデルを明記する

らないのですけれども、もう少し説明をしてい ことはしませんでした。

ただけますでしょうか。 入札説明会に来られた方々には、例えばこういう

モデルを使ってやってくださいとご説明はしたん

ですけれども、恐らく入札説明会に参加する時点

で、もうちょっと具体的に書いてもらわないと、

参加の可否の判断ができなかったというふうに考

えていますので、その辺はもう少し具体的に書い

たほうがよかったとは思っております。

○これは、今年度だけの事業ですか。 ○はい、こちら緊急的なものですので、こういっ

た形での事業は今年度限りです。

競２１ 農林水産省本省ＩＳＯ１４００１更新

審査業務



○19ページのところのアンケートの結果で、改 ○このものにつきましては、認証機関においてそ

善すべき点というのがございまして、一番下に の更新に至る業務工程とかありますので、農林水

その他の説明がございますけれども、ここでサ 産省としてどれだけ取り組んでいるかというよう

イト別の人数、環境負荷、業務内容と審査工数 な規模を示してやって、あとは認証機関でどのく

及び費用の積算根拠となるデータが明示されて らいの審査工程が必要なのかというところを、審

おりませんというのは、かなり重大な入札上の 査機関ごと違いますので、それに縛られない形で

条件不足のように読み取れたのですけれども、 仕様書に書いておりますので、そういったところ

これについていかがですか。 で一事業者においては審査工程なりそういったと

ころがあったと、希望という形でこちらとしては

受けとめさせていただいております。

３ページの仕様書なんですけれども、そういっ

たところもございますので、かなり審査対象範囲、

そういったところの対象規模なりをつけ加えさせ

ていただいているとともに、組織概要の案内もつ

け加えさせております。

それと応札者の条件として、公共機関の実績の

あるというようなところを縛っておりましたけれ

ども、今回はもう自治体なり民間企業におけるそ

ういう実態があるというような形で改善させてい

ただいております。結果的に１者となったんです

が、申しわけございません。

○20ページのところの改善すべき点のその他の ○この環境システム上、更新というのが３年に１

説明の中の１番のところなのですけれども、審 回、毎年行う定期検査というのもございます。こ

査が継続したほうが望ましいということで、実 れは規模が小さくありまして、そこにつきまして

務的に言うとそのほうが望ましいと思いますが、は見積もり聴取等を行いながら、そこの中で低価

逆に言うと官庁との関係で言えば、そういうこ 格のところ、ただ、私どももこういった意見もご

とはできないということなのですけれども、こ ざいますので、更新を行ったところがよりよい前

の辺についてはどういうふうにお考えになりま 回との継続性を考えながらできるのではないか

すか。 と、今後検討していきたいところです。

○その場合は随意契約というか、指名とか。 ○そういうような形になります。

○先ほどの仕様書についてですけれども、審査 ○今回はそういう情報は載せなかったのですけれ

する相手側のノウハウがあるからその意向次第 ども、今回更新を行った工程とか実績がございま

ということだと思います。16、17ページの審査 すので、ある業者というか、もうオープンになっ

票の改善策のところを見ますと、17ページのと ていますけれども、その業者としてはこういった

ころの改善策として仕様書に新たな情報を載せ 形で工程として行ったということを明示していき

るというようなことが書いてあるんですが、こ たいと考えております。

の情報は先ほどのものには当たらずに書ける情

報であるというふうなことなんでしょうか。

○過去の例として見せるということですか。 ○はい。



○じゃあ、今回も過去の例は見せられたという ○そこまでは縛りますとどうかということで、仕

ことですか。 様書には明記はしておりませんでした。

○今回は。次は見せると。 ○はい、見せるような検討もしたいと考えており

ます。

○改善策のところに、履行開始の約３カ月前か ○今回は、東日本大震災に係る除染関係業務など、

ら契約手続を開始することとすると書いてある 環境省と一体となって最優先で行わなければなら

のですが、予算がとれた段階でいつからすると なかった業務もあり、そういったこともございま

いうのは分かっていますよね、当然。そうする して、この契約については、若干と申しますか、

と、遅れた理由は一体何ですか。 遅れてしまいました。

○除染というのは非常に重要な業務だったと思 ○もちろんそうです。

うのですけれども、それ以外にもこれも本来業

務ですよね。

○沖本：プロジェクトマネジメントとか、ちゃ ○佐野：おっしゃるとおりでございまして、大変

んと時期をしっかりと見ていれば解決できるこ 申し訳なく思っております。

とじゃないかと思うのですが、いかがでしょう。

○それから、アンケートを５者取っていますけ ○先ほど申し上げました国内での認証登録を行っ

れども、どこから取ったのですか。抽出案件概 ているところ47者ございます。そこで農林水産省

要には説明書受領者２者、入札説明会参加者１ の入札参加資格者を選びまして、そのＡＢＣがご

者となっていますけれども、そのほかに２者あ ざいまして、そこから各々とった次第でございま

ったということですね。これはどのように探し す。

たのですか。

随２ 平成２３年度米の放射性物質緊急調査業務

（単価）

○５ページの真ん中あたりに調査基準価格とい ○業務契約におきましては、予決令第85条の規定

うのがございますね。これと予定価格の関係と に基づき、1,000万を超えますと調査基準価格と

いうのはどういう関係になるんですか。 言いまして、これでできるのかできないのかとい

う、そういう価格設定をしなさいという規定にな

っております。これを下回る入札価格があれば、

この価格で本当に履行が可能だろうかという調査

をしなければいけないという、そういうベースの

基準価格ということでございます。

だからあくまでも競争の部分でいけば、上に書

いてございます括弧で、入札書又は見積書に記載

された金額と比較する価格以下であれば、契約は

可能というふうになります。



○これは何故、随意契約になったのでしょうか。○これは緊急の随意契約で、要するに履行が可能

な者と契約をさせていただきました。担当のほう

からもご説明がありましたように、まず、農水省

としては福島県からの依頼を何とか処理をすると

いうことを前提で考えました。その中で誰でもで

きるという訳ではないため、できる者を選んで、

かつ、予定している数量までできるような協力体

制を確保したいということの観点で随意契約をい

たしました。

○なるほど。他にないということで選んだとい ○そうでございます。今回の部分が、資料にもご

うことですね。 ざいますように、その3,000点については従来か

ら契約している日本食品分析センターに一部を依

頼する。今回の抽出案件であります本件と、もう

一つ内外テクノスというところと３者で処理をさ

せていただいたということでございます。

○内外テクノスの名前がこの中にないと思った ○契約相手方が異なる場合はそれぞれの者と随意

のですけれども。 契約をしておりますので、そういう意味で中外テ

クノスも日本冷凍食品も同じ観点で、随意契約の

審査をしていただいております。

競４５ 平成23年度農業基盤情報データ作成・分

析業務

○表紙のところで、契約金額が220万5,000円で、○開札の結果、調査基準価格を下回っていたこと

21ページのところの調査基準価格が611万1,000 から、落札者決定の前に、適正に履行できるかど

円ということなんです。それで、最後の32ペー うかの調査をする必要があるため、落札者の決定

ジのところの一覧表の下のところに、調査基準 をいったん保留し、低入札価格調査を実施し履行

価格を満たしていないので落札者を保留という が可能であることを確認し、契約者として決定し

ふうに書いてあるので、どうもこの３つの記載 たという経緯です。

がどういうふうにつながるのか、わかりにくい

なと思っているのですけれども、どういうふう

に読めばいいですか。

○そうすると、この場合は調査基準価格以下で ○そういうことです。

あったとしても、入札することはあり得るとい

うことでよろしいですね。

○最終ページ、32ページの入札執行調書、見て ○調査の結果、委員のおっしゃられた内容で格差

一目瞭然なとおり、随分価格に差があるのです が生じていると判断しています。

けれども、このあたりは戦略的な価格設定、あ



と工数、人件費、間接経費ぐらいで、これぐら

い違ってくるものなのですか。それとも何か別

にまたさらに金額の差異が出てきている要素が

あるんでしょうか。

○実質、履行は終わっているんですが、特にそ ○当方の仕様書の内容を履行していただいていま

こで不足は感じられなかったということですか。す。

○今の点なのですけれども、そうすると同じよ ○予定価格は過去の類似業務の実績のある業者５

うな案件が出てきたときには、次にはこの210万 者から、参考歩掛かりを徴収し、その中で直接人

の、今度やった価格などを根拠にして予定価格、件費が最低となる業者の歩掛かりを用いて算定し

積算標準価格、調査標準価格、基準額が大幅に ております。

下がるということになるのでしょうか。 今後、同様の業務を発注する際も、同じプロセ

スを踏んで、予定価格の算出を行っていきたいと

思います。

その結果、予定価格が大幅に下がるかどうかに

ついてはわかりません。

○今の質問に関してですが、業務は、必要な工 ○そこの判断は非常に難しいです。業者の戦略的

程もやって、満足できるでき上がりだったわけ な入札価格をどのように判断していいか、判断し

ですね。ということは、他の4者の見積もりが高 かねるところもあります。

過ぎるということにはならないのでしょうか。

○戦略的な入札価格って、赤字を出してまでね ○いや、赤字かどうか分からないです。

……

○入札執行調書を見ると入札金額は、900万から ○直接人件費に係る工数でみると当方積算の全体

あって、210万ずいぶん差がありますよね。 工数119.5人日の67%にあたる80人日を見積もって

おり、この部分でみれば、調査基準価格を下回る

ような見積ではなく、間接経費を縮減していると

いうことです。

○それはほかの業者でもできますよね。 ○そこの判断は難しいところです。

○こんなに違うものかなと思うのです。本当に ○そこの判断は難しいところです。

安ければいいというものでもないとは思うので

すけれども、この入札金額がひょっとしたら適

正なのかもしれないですね。わからないですけ

れども。

○それをよく考えてやっていただければと思い ○だめだったというのは、低入札価格調査の結果

ます。それから、もし農村開発企画委員会が210 適正な履行ができないと判断された場合というこ

万円で出してきたが、低入札価格調査基準を下 とでしょうか。



回っており、調査の結果だめだったときはどう

なるのですか。

○調査の結果でこんな金額ではできないのに、 ○低入札価格調査の結果、適正な履行ができない

無理やり入札したのだといって、次のところに、と判断された場合は、落札者として決定すること

農政調査委員会というところに行くのですか。 はできないということです。

○沖本：それはそうでしょうね。そういうとき ○予定価格の範囲内に入っていますので、次順者

はどうなるのですか。 に対して。

○そうですよね。そうすると７番の農政調査委 ○大変失礼しました。

員会になるということですね。７番も低いから

低入札価格調査をやってみて、７番でよければ

７番になるということですね。

○いえ、結構ですよ。言いたいのは本当に予定

価格が正しいのかどうかが肝だと思うのです。

だから、もし210万でできるのであれば、他の業

者だってできてしかるべきだろうし、よく考え

てやっていただければと思うのです。どうもあ

りがとうございました。

○沖本：以上で、抽出した物品・役務等契約の

審議を終了します。


