
 平成２５年６月５日（水曜日）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)

 平成２５年１月１日～平成２５年３月３１日

４７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 ６件

９件　 うち、１者応札案件 １件

（抽出率5.5％） （抽出率11％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ５件

（抽出率55％）

一般競争 　６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 ４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 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １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 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

別紙のとおり

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２２回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

意見・質問 回答等

別紙のとおり

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件
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第 22 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 

 

随10 平成24年度新たな農林水産政策を推

進する実用技術開発事業（緊急対応研究課

題） 

 

○通し番号62ページにも、研究対象１の一

覧といいましょうか、これを見ますと、要

は研究対象１については応募者自体が１件

だったということですね。 

そういう場合、科学的ポイント、行政的

ポイント、いろいろなポイントがあります

けれども、何か足切り基準みたいなものは

あるんでしょうか。 

 

○特に足切り基準というのは設けておりま

せん。 

科学的ポイントにつきましては、外部の審

査員３名、それから行政的ポイントにつきま

しては２名の行政官の審査をさせてもらっ

ておりまして、満点がそれぞれ50点、50点の

合計100点で採点されるようになっておりま

す。その中で総合的に判断して、これは進め

るべきと判断したときに採択するという形

にしております。 

○そうすると、委員のほうでは、ポイント

はあくまでも補助的なものということです

かね。 

○ちょっと何件かあるんですけれども、ま

ず１ページの、提案者の数のところがバー

になっているということで、今回の場合は

、これに該当しないということなのかとい

うことと、それから１ページの下のほうに

随意契約の理由書というのが添付資料にな

っていないんですが、この場合は理由書が

要らないのかどうかということ。 

 それから、16ページの積算内容がかなり

シンプルな感じがするんですけれども、今

回のような契約の場合は、結局どこで公立

性というか、正当性を確認するかというと

、積算内容内訳のところで確認する以外に

ないので、それにしてはかなりシンプルな

積算内容かなというふうに印象を受けたん

です。その辺について、ちょっとご意見を

いただきたい。 

 それから、次に、35ページのところで、

下のほうに研究機関別の所要経費の合計額

○１者の場合はそういうことになります。

 

 

○提案者の数は、バーとしているところは、

先ほど申し上げましたとおり、本事業は競争

的資金ということで、他の委託プロジェクト

研究の契約と違って、国から課題を設定して

、その研究課題に対して応募を求める訳では

なくて、本事業は研究対象というか、領域を

決めて、その中で重要なことで、実用化に結

びつくような技術開発の提案をしてくださ

いということで、競争的資金と委託プロジェ

クト研究ということで住み分けをしており、

今回応募者数はバーとして整理していると

ころでございます。 

あと随意契約理由書でございますけれど

も、先ほど申し上げましたとおり競争的資金

ということで、ほかの委託プロジェクト研究

と違うということで整理しておりまして、随

意契約理由書というのは作成しておりませ

ん。 

○おっしゃるとおり、予定価格の積算の内訳
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というのがございまして、この中で一番上

にある農研機構の動物衛生研究所というの

が200万ということで記載があります。それ

に対して、41ページ以降に明細らしきもの

があるんですけれども、その中に今申し上

げた部分の何か明細らしいものがちょっと

抜けているように思うんですが、これは何

か理由があるのかなということで、何点か

ご質問をしましたけれども、よろしくお願

いいたします。 

額は大ざっぱでありますけれども、応募機関

からの経費見積を参考にして作成しており

まして、この提案があった課題の遂行に当た

っては、物品費、旅費、間接経費、あと委託

費、４件をもって実施したいということで積

算内訳としております。 

○これについては、テーマは異なるとは思

うんですが、過去の同様な事業と比較する

とか、何か金額はこれでいいんだという正

当性についての心証を得るような何か根拠

というか、そういうものはあるものなんで

すか。それとももう事業者に対する信頼と

か実績とかから、こういう金額でいいとい

うふうに持ってくるものなんでしょうか。

 というのは、この事業者は、過去に実績

が全然ないですし、その辺はいかがですか

。 

○当該事業者は農研機構でございますけれ

ども、これまでも適切に研究の成果を出して

いただいておりまして、コンソーシアムでは

ありませんけれども、採択をするということ

によって成果は上がるよということで提案

してもらっています。 

○この件ではなくて、例えば過去に実績が

あるような場合に、こういうふうな結果的

にこの金額の正当性を確認する上で、例え

ば業者のほうから、これだけの時間が、こ

ういう形でかかりましたというふうな実績

表的なものをもらえれば、ある意味では牽

制にもなるし、もう一つはそれによって正

当性をある程度証明できると思うんですけ

れども、そういう仕組みというのはないん

ですか。 

○実績という意味では、研究成果が終わった

段階で、経費支出の裏付けとなる帳簿等を取

り寄せて、確認等を行っております。そうい

う意味では、事業終了時においては、賃金や

取得物品等について確認できる体制にはな

っておりまして、実施しております。 

○35ページの下の合計額というのは、41ペ

ージのところに明細が出ているんですけれ

ども、この農研の衛生研究所に関して、何

か42ページ以降を見てもないんですよね。

これは、何かたまたま漏れているのか、こ

れは……。 

 

 

○動物衛生研究所の200万の記載がないとい

うことですね。 

○動物衛生研究所は代表機関になっていま

すので、代表機関のほうに全額行って、そこ

から各共同研究者のほうに回る形になりま

すので、要するに共同研究機関経費800万が

共同研究者のほうに行きます。残りの200万

が直接経費として、153万9,000円が動物衛生
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 研究所の直接経費、間接経費が46万1,000、

その合計は200万という内訳になります。 

○ここに出てこなくてもいいということな

んですか。 

○動物衛生研究所の内訳は、ここですべて出

ているということです。 

○42ページの最初が200万ですよね。 

 

○これは、草地研究所のほうの200万です。

これは、41ページの800万の中の200万という

ことになります。41ページの③の共同研究機

関の800万が、42ページ以降にそれぞれ草地

研究所に200万、宮崎大学に150万、南国興産

に350万というような形で……41ページの表

の下のほうにあります③の共同研究機関経

費です。 

○41ページの③。 

 

○はい。それが800万が、42ページ以降に詳

細に載っているという形になります。 

 ○補足ということでご説明をさせていただ

きます。 

 本案件につきましては、委託事業という契

約案件でございます。79ページにございます

ように、限度額ということで示しており、こ

れで行けば1,000万円という部分でございま

す。当該事業が終わりましたら、必要な経費

をすべてご報告いただいて、それによって精

算払いをするというものでございます。額の

確定を行う行為ですが、必要な経費として報

告が参りますので、報告によって支払った正

当金額を最終的に支払うという、そういうシ

ステムになっておりますので、補足をさせて

いただきます。 
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○今回の抽出案件全般にいえることですけ

れども、我々が入札等監視委員会でやって

いることは、入札がいかに効率的になるか

ということを考えているわけです。重要視

しているのは、この随意契約についてもっ

と改善点があるのかないのかといったこと

を披露していただくということが我々にと

っては重要です。それを抽出案件概要に記

載して頂ければ非常に満足です。 

それから、抽出案件概要の添付資料は、

今までの21回、今回も入れて22回の経験の

中で、こういった資料がどうしても必要だ

ということで添付しております。この趣旨

は、この案件の問題点、改善点がうまく我

々に伝わることを意図しています。十分そ

の意図を汲んで頂きたい。案件ごとに言い

ますけれども、アンケートをとったほうが

いいんじゃないかとか、そういういろいろ

なことがあるのですね。今までの積み上げ

の中でようやくこの添付資料ができてきた

ので、そこの趣旨をもう一度考えて抽出案

件概要を記載してほしい。 

この案件は、なぜ随意契約にしなきゃい

けないのですか。ただ随意契約というのは

例外的な契約の一つで、競争によることな

く、特定の者を選定して契約を締結する方

式といって、極めて限られていると思うの

ですが、これを随意契約にしなければいけ

ないのかということが一つ。 

２番目は、先ほど競争的資金だから随意

契約理由書は要らないのだと言われたこと

の根拠、これ今までこういったものがなか

ったと思うんです。初めて私としても見た

ので、その理由を教えてください。この２

点だけです。 

○まず、随意契約の中には、先生のご質問の

ように、競争性を許さないような特定のもの

について随意契約と整理するものがござい

ます。それと一方で、競争性はあるんですけ

れども、結果的に相手方を決めたことによっ

て随意契約とする整理がございます。この中

には、企画で中身を競争するもの、広く世間

に公募をいたしまして、公募の中から相手方

を選定する、それも随意契約とする整理の仕

方になります。 

その関係がございまして、今回の公募につ

いては、広く応募者を募ってはいるんですけ

れども、結果的に相手方が特定されるという

ことで、会計法上の整理としては随意契約と

いう整理になります。 

 以上でございます。 

  

○もともと随意契約というのは例外的なも

のであって、会計法第29条の３、４、５項

のことだというふうに私は理解しているの

ですけれども、今の説明からすると、広く

○これは、先ほど申し上げましたように、競

争性のあるような公募であっても、１者しか

ない場合については随意契約、公募をして、

ほかにもいるような場合で複数者がいます
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公募したけれどもたまたま１者だったから

随意契約にしたというのは、それはつじつ

まがあうんですか。 

 

と、一般的には一般競争をするという、そう

いう仕組みになっております。今回のような

１者しかないような公募だったりとか、あと

内容によっては、応募した者の複数と契約を

結ぶようなものについては、すべて契約相手

方が固定化されるため随意契約という整理

になっております。 

○私にとっては、初めてと認識しているの

ですけれども、今までは、公募しても１者

だったときには１者応札という形で出てき

ていましたよね。それは、例えば、これは

公募したけれども１者しか出てきてないか

らこれは随契だというのだと、ちょっと私

の頭の中が整理できないのですけれども。

だから、これの重要なところは、これが競

争に適さないものかどうかというところで

まず２つに分かれるのだろうと思うのです

。それで競争には適さないものには３つの

要件があって、緊急の場合とかありますよ

ね。一般競争に適するか否かの判断があり

、競争に適しているのだけれども、１者し

かいなかった場合には、一般競争入札の中

の１者応札というふうに頭の中は整理して

いるんですけれども、今のお話だと、ちょ

っと理解ができてないんですけれども。 

○そういう意味では、ご説明がちょっと不適

切だったかもしれません。 

 あくまでも、一般競争入札ということで競

争を行ったのですが、それによって１者しか

来なかったというのが、１者応札で一般競争

入札の整理になります。 

 今回のような、公募の中で、こういう提案

の中でやっていただける者がいないかとい

うことで公募をした結果、１者しかないよう

なものについては、あくまでも競争性が働か

なかったということで、それは随意契約とい

う整理とし、公共調達の適正化に基づいて随

意契約としての整理をさせていただきます。

 

○時間の関係があるので、これ後で別の機

会に説明をしていただいて、今までの21回

の中でこういったのは余りなかったもので

すから。 

 それからもう一つ、２番目の質問として

、競争的資金だから、随意契約理由書がな

いというのは、もともと随意契約のつもり

でなくやっていて、やった結果、随意契約

だからないよというふうに今の説明で聞こ

えたのですけれども、この点ももしわかれ

ば教えてほしいと思います。 

○土地の賃貸借など、競争性のない随意契約

があります。 

公共調達の適正化についてなど、関係資料

をお渡しさせていただき、後程、ご説明等を

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○随意契約理由書の未添付理由については、

委員会資料「No.10」P78において「随意契約

審査調書」により随意契約を行う理由が提示

されているため、別途作成しておりませんで

したが、今後は、随意契約審査調書とは別に

随意契約理由書を作成することといたしま

す。 

競25 平成24年度緑と水の環境技術革命総  
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合戦略策定事業 

○53ページに決算書があって、これをちょ

っと読ませていただくと、研修・出版事業

についてが、事業活動の収支差額、真ん中

あたりが9,000万円ほどの赤字の事業にな

っておりまして、21ページのところに、入

札・契約手続審査委員会チェックリストと

いうのがございますけれども、この決算書

とチェックリストの関係というのはあるの

かないのか。この決算書が、入札において

書類の位置づけなのかというのをちょっと

お聞きしたいんですけれども。 

 一般事業会社の場合ですと、入札に応募

してくる会社が赤字ですと、事業を継続で

きない可能性があるから敬遠したり、とい

うことで、普通チェックリストの中に財務

内容についての継続性をチェックポイント

の一つに挙げているというようなこともあ

ると思うんですけれども、この例の場合は

、その辺はどういうふうに考えられるのか

なと思っておりますけれども。 

○補助金なんかの場合ですと、委員がおっし

ゃられましたように、財政基盤に関して、単

年度でどうか、あるいは複数年度にわたって

どうか、あるいは歳入超過していないかどう

か、というような項目を設けてございます。

補助金の場合、基本的に補助率がかかってお

りまして、例えば２分の１とか、半分自己負

担してやっていただくことが通例なもので

すから、自己負担に耐えれるか耐えれないか

という関係において、財政基盤が充実してい

るかどうかという項目がございます。 

 一方、この決算書そのものは研究所の決算

書、全体の決算書ということでございますの

で、個々の事業についての決算でございませ

んので、委託事業の場合は、必要な経費につ

いて必要な分、基本的に国がお支払いすると

。若干の自己負担となることはあり得ますが

、基本的に国が支払いをするので、財政基盤

が直接大きな影響を及ぼすことはないと考

えております。 

○今まで財政的に破綻したために、依頼し

た事業が途中でとまるということは余りな

かったんですか。 

○経験がありませんが、もしそういうことに

なれば、委託金の契約上は、損害賠償を請求

することになろうかと思います。 

○今回、落札率が45.4％、結構なこととい

うか、競争が働いているとも言えるのです

が、そのあたりの差ですね、予定価格と契

約金額の差が、どのあたりの案で生まれた

のか、ほとんど人件費だと思うので、そこ

を勉強したということになるかもしれませ

んけれども、どのように構築されたもので

おりますでしょうか。 

 

○積算につきましては、11ページの予定価格

ということで積算をさせていただきました。

 それから、17ページのほうに入札執行調書

ということで、実際の入札があった価格をお

示しさせていただきました。入札の応札状況

としては２者ありまして、１者が入札価格と

して170万円、後者が269万円ということでご

ざいました。これにつきましては、予定価格

とは、かなり開きがございます。 

今後の予定価格の積算に当たりましては、

幅広く情報収集するなど、検討させていただ

きたいと考えております。 

○この案件については、もう改善点という

のは全くないと。これは非常にパーフェク

トにできたということなのでしょうか。 
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 というのは、我々が、案件を見て、次に

この案件を行ったときに、もう少し改善し

たほうがいいとか、類似のものが出てきた

ときにはこういうふうにもう少し工夫した

らうまくできるのではないかということが

ないと、ただ単に、四半期に一遍ずつ入札

等監視委員会を開いて、それで遡上に乗っ

たものだけを議論するという形になるかと

思うんです。我々、今までお願いしていた

のは、御存じのように、備考のところでこ

ういうふうな改善点、あるいはここはこう

いう反省点があったねと。例えば、この案

件では、予定価格と実際に落札、契約金額

がこれだけ開いているから、これは予定価

格の見積もりがうまくいかなかったねとか

、そういういろいろな反省点があるかと思

うんです。そういった反省点をこの中に書

いておいていただかないと、余り意味がな

いのではないかと思うので、次回からぜひ

よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

随17 平成24年度輸出拡大リード事業のう

ち日本食文化祭典の実施 

 

○ページ番号57ページで、企画競争の点数

がつけられていて、僅差でフードサービス

さんがお取りになって、隣の寸評というの

がありまして、これは、こういう意見が出

ましたよという意味で書かれているんです

ね。 

○そうですね。そういう要素が強いものです

ね。 

○これ自体が結論に影響しているという感

じではないですね。 

○そうですね。今回は僅差でしたので、決定

的にここがとてもひどくてこちらが落ちた

という経緯になっていないものですから、決

定的な理由一つという整理にはなってはお

りません。 
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○フードサービスさんのほうにはいいこと

が書いてあって、他社さんのほうには悪い

ことが書いてあるので、何となく、これが

影響しているとあれかなと思ったんですけ

れども。例えば、８番の活用されてないス

ペースが多数ありというところで、他社さ

んのところに苦言が呈されているんですが

、例えば、ここの部分点数は、他社さんの

ほうがフードサービスさんより高かったり

するんで、８番です。そのあたり公平に考

えているのかなというところもちょっと感

じたんですけれども、これはあくまでも企

画書の結果を見ての寸評ということなんで

すね。 

○そうですね。 

 

競6 平成24年度微生物リスク管理基礎調査

事業（第３回食肉処理施設）委託事業 

 

○最初のページの契約相手方のところに、2

3年度実績：有と書いてありまして、この契

約自体は毎年やられているんですか。 

 

○そうです。微生物リスク管理基礎調査事業

というのは、平成19年度から行っておりまし

て、家畜の農場段階と、このように牛肉であ

れば食肉処理段階での調査を行っています。

○過去の実績を、できればつけていただく

とありがたいのですが、同じ業者がそんな

に幾つもやっているとなると、それはそれ

でちょっとご指摘差し上げる必要があるの

で、それはそれとして、過去は、やはり東

京顕微鏡院さんが落札が多いんですか。そ

れとも割と毎年変わっているんですか。 

○割と東京顕微鏡院さんが多くなっていま

す。 

ただ、他社も落札者となっています。 

 

○過去の落札者が有利になるようなことっ

てありますでしょうか。それとも毎年テー

マが変わるから余り関係ないといいますか

、その辺を教えてください。 

 

○有利になるということはないですけれど

も、応札者の条件として、調査分析の信頼性

を確保するために内部精度管理及び外部精

度管理を実施していることで、その資料をご

提出いただくことを求めております。 

外部精度管理をちゃんとされている検査

機関さんというのが数社に限られているの

で、そのような状況で一般競争入札を行って

いるということが現状になっています。 

○毎年ここしか来ないということは何かや

っぱり問題があるのか。 

○ここしか来ないというわけではなくて、他

にも数社来ていただいて、他の検査機関にも

委託しています。 
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○応札者数１者ですよね、今年も。 ○そうですね。 

○以前は、過去の実績、過去３年間どうい

うふうになっていたか、それでどこが来た

かというような資料もつけてもらうような

提案をしていたんです。ですから、今、●

●委員からもあったように、過去はどうな

ったのか、過去はどこが来ていて、どこが

来なかったのかなということが必要。また

、１者応札であった理由というのが、事業

実施期間を１から３月に限定していたこと

によりできなかったということについては

、過去はどうだったんだということです。

○これまではなるべく第１・四半期に入札、

公告をするように、ほとんどの事業が第１・

四半期に行っておりますので、年度中をかけ

て調査を委託するという形にしています。

 

○今回はどうしてそういう１者応札になっ

たのですか。 

 

○サンプリングするためにはと畜場の協力

者が必要で、協力者を見つけるというのがな

かなかタイミングというのがあって、特に牛

肉のサンプリング協力を得ることはなかな

か難しいんですけれども、今回は、１１月に

、ご協力いただけるという了解を得られまし

たので、了解を得られたときに調査を行おう

ということで、この時期になってしまったと

いうことです。 

○毎年やっているような業務なので、そん

なに時期はころころ変わるというのもおか

しいと思うのですけれどもね、そこはどう

なのでしょう。 

 

○本事業では、これまで実施していない牛肉

が検査対象であり、食肉処理段階の牛肉をサ

ンプリングするというのは、大きな屠体から

採るということになります。枝肉ごとで値段

をせりで決めますので、通常であれば、枝肉

に傷をつけるようなサンプリングというの

は許されないので、ほぼ協力はいただけない

だろうというふうに若干あきらめたところ

があったんですけれども、最近、放射線のセ

シウムの検査で一部全頭自主検査で枝肉か

らサンプリングするというのがありました

ので、それを聞いて、じゃそのときに採った

サンプルをこちらの事業にも使わせていた

だけないかということで交渉しました結果、

11月にご協力を得られるということになり

ましたので。 

○そういったようなことが、今後変わって

いくのであれば、もっと前広にやっておけ

○この場合は、前年度１者応札ではありませ

んでした。食肉処理施設で、牛肉ではなくて
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ば、こういった１者応札ということになら

ないと思います。改善策をしっかりとって

いただければと思います。 

 それから、添付資料のほうに一般競争契

約審査調書というのが、これは必要ないの

でしたっけ。１枚目のところに添付資料で

上から４番目、一般競争契約審査調書とか

いうのは、これは……印がついてないので

すよね。 

、そのときは内臓のほうをサンプリングして

もらったんですけれども、その事業というの

は１者応札ではありませんでしたので、事前

審査対象ではなかったわけです。 

 

○この案件について、一般競争契約審査調

書が必要だったのか必要でなかったのかと

いう質問をしました。 

○必要ではなかった。 

 

○これはどうしてですか。自分たちでつく

ったチェックリストにもかかわらず。 

○そうすると、私どもは、この中にこの調

書を入れていたこと自体が間違いだったわ

けですね。よくわからないのですけれども

、ずっとこの添付資料でやってきているの

ですね。この資料は必要だということで、

もう20回ぐらいやってきたんですけれども

、それでは我々が、最初に一般競争契約審

査調書というのを入れたこと自体が間違っ

ていたのかというような。 

 どうぞ。 

○これは事前調書としてはなかったと思い

ます。 

 

 

 ○ちょっと誤解を招くといけませんので、通

常の新規案件であるとか、前年度１者応札案

件でありますと、それを改善できるかどうか

とか、競争性が確保されているかどうかとい

うことで、事前審査を行って、今申し上げた

内容がちゃんと仕様書等で縛ってないかと

いうことでチェックリストを作成いたしま

す。 

 今回の案件については、一部の添付資料が

抜けているんですけれども、先ほど担当の方

からの説明のように、類似案件が前年度１者

応札でなかったものでございましたので、そ

れについては、事前審査を行わないというこ

ととなっております。 

ただ、添付資料の中に、過去３年間の入札
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という資料が抜けておりまして、ちょっとそ

このご審査に影響を与えているんですけれ

ども、前年度に数者あったものが、今年度１

者になったものでございます。 

 補足でございますが、この入札執行調書、

９ページにございますように、とりあえず提

案書のほうで提出については落札業者であ

る財団法人ほかに●●というところが一応

資格の提出があったりとかということで、応

札の希望はあったということで調書の整理

をしております。 

たまたま不参加だったことが影響しまし

て、１者応札になったということでございま

す。 

○ありがとうございました。 

 いろいろご説明いただいていて、添付の

資料の趣旨が改善するためにいろいろつけ

ているわけですね。ですから、一般競争契

約審査調書（事前）、チェックリストとい

う１行だけでは我々も理解できないという

ことのもあるのですよ。だから、その趣旨

は、今教えていただいたように、過去にあ

って、反省があったから、過去の反省を持

って、また同じ轍を踏まないようにという

ことでそれを入れたということでよろしい

ですよね。 

○ちょっと説明が適切ではなく申しわけご

ざいませんでした。今のご説明のとおり、今

回一者応札であったということで、この調書

は一者応札事後審査調書となっております。

結果的に一者になったということで、一者に

なった問題点についてどこに問題があった

のか内部でその審査をして、今後、契約に伴

いまして、どういうことをやったら改善され

るのかということで審査をした調書を今回

添付をさせていただいているということで

ございます。 

○そうですね。そうすると、一般競争契約

審査調書（事前）と（事後）というのは同

じようなところにあったほうが、並べて置

いておいたほうがいいかもしれないですね

、表示上。それであれば、どっちかがある

という形になるし、それから前年度非常に

何か不都合があった場合には事前チェック

があるということですよね。 

○はい。 

 

競７ 平成24年度飼料作物等の放射性物質

実態調査事業（放射性物質の水産物への

移行調査）委託事業のうち「放射性物質

の水産物への移行試験（試験飼料原料の

製造）」 

 



- 12 -

○今回、２者応札なんですが、そもそもな

かなかお話を聞いていると、実施できる事

業者自体がすごく少ないと思うんです。大

体これぐらいの業者に限られてしまうんで

しょうか。 

 

○今回、やはり魚を捕るという作業がござい

ますので、海洋関係の調査を過去に受託され

た業者さんを、水産庁などに聞いてみまして

、今回応札していただいた２者さんのほかに

、あとは●●さんなどにもいろいろ情報収集

をさせていただきました。ただ、今回、２者

になってしまったというところで、次回以降

、応札者が増えるように引き続き、情報提供

等の努力をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○これは、ここでも事前チェックリスト、

事前審査の一般競争契約審査の調書（事前

）というのがあるのではないですか。これ

去年、初めての事業ですよね。 

○はい。 

 

○そうすると、先ほどのお答えとの関連性

はどうなのでしょう。 

 

○補足ですけれども、１者応札であった場合

のほかに新規の事業につきましても、事前審

査の対象となっておりまして、今回事業は今

年度初めての事業ということですので、事前

の審査対象というところで事前に審査を受

けたというところでございます。 

○資料の10ページにおつけしております。

○見てみて、それを言っているのですけれ

ども。だから、新規のものと、それから過

去に…… 

 

○新規のものと、前年度１者応札、あるいは

前年度において、随意契約を実施しているも

の、これについてはすべて審査対象とするこ

と。あと公益法人が落札者であった場合とい

うものについて、すべて審査をするという対

象にして審査を実際行っております。 

○これ、申しわけないのですけれども、我

々も何カ月かに一度とか間隔で見ているの

で時々忘れてしまうのです。自分たちで、

添付資料を提案し、選定したにもかかわら

ず、一つ一つの内容を忘れてしまう可能性

があるのに、途中から入られた委員にはわ

からないケースが多いかと思います。今、

ご説明いただいたところをまとめておいて

いただくといいかもしれません。 

○わかりました。資料について配付させてい

ただきますよう、検討します。 

 

競８ 平成24年度動物用医薬品の使用基準

・休薬期間設定のための残留試験委託事業

 事業メニュー「動物用医薬品の残留予備
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試験」 

○7ページのところで、入札執行調書で、３

番目の財団法人の●●、これは対象から外

れているようですが何でですか。 

 

 

 

 

 

 

○動物用医薬品の残留試験は、１ページ目に

あるようにＧＬＰという資格、参加要件を事

業に設けています。この資格を持っていると

ころに入札公告を公表した後に情報提供を

行っておりますが、●●からは参加しようと

思いますという意志表示がありましたので、

おそらく参加されるのではないかというこ

とで記載してしまった次第ですが、実際には

、入札には参加されなかったので、金額等が

記載されていないということになります。

○ということは、斜線を引いておかなきゃ

いけなかったですね。 

○次回以降、このようなものがあった場合は

斜線を引くようにいたします。 

○毎年やられているようなんで、今のお話

を聞いていると。過去はもう大体１者入札

等には余りならないような案件なんでしょ

うか。 

 

○動物用医薬品の残留試験に関しては毎年

やっているものですけれども、今回は残留予

備試験ということで、毎年やっているもので

はございません。なお、残留試験につきまし

ては、毎年１者応札になるようなことはなく

て、幅広く情報提供を行っております。 

○今後の改善策、もう少し入札にたくさん

来てもらうような改善案とかいうものを備

考のところに書いておいていただくと非常

にわかりやすくなると思うので、よろしく

お願いします。 

 ありがとうございました。 

 

競４ 東日本大震災における食料へのアク

セス実態調査業務 

 

○通し番号10ページで、入札（見積）執行

調書というところでございます。 

 これ、技術点で落札者が低くて、価格点

でかなり高くて逆転しているんですが、技

術点が足切りみたいなのはあるんですか。

それともそこはそことして、価格が低くて

価格点が高ければ、その辺は余り考えずに

評価するのかどうか、この辺を教えてくだ

さい。 

○この技術点につきましては、必須となる項

目と加点となる項目を設けさせていただい

ておりまして、事前の企画提案に基づく評価

においては必須点をそれぞれ満たしており

ましたことから、足切りとはしていないとこ

ろです。 
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○必須点があるので、そこをクリアしてい

ればあとは、逆に言うとそこの部分が１カ

所スクリーニングになっているところです

ね。 

○そのとおりでございます。 

 

○この案件を選ばれた理由というのは何で

すか。 

○これは、抽出に当たって、一覧表の形でい

ただいているだけで、内容自体はそれほどわ

かっておりません。 

 落札率が比較的に低かったことと、あと逆

に応札数が割と多かったほうの事案ですの

で、そのあたりの分析が何かできるかと、少

ない事案と比べてですね。そこでできるかと

いうことで選びました。 

○今、私が申し上げたのは、大体応札者も

多いし、予定価格と契約金額がちょっと低

目になっているねと。ですから、入札の競

争はきいているかなというところだったの

ですけれども、●●委員が、これをどうい

うふうに皆さんが分析しているかというの

を知りたいということだったわけですね。

○そうですね。逆にレギュラーな案件をいつ

も見ていると思いますので、今回、非常に数

が少なくて、実は数合わせが大変だったこと

もございまして、その中で中には、そういう

適正なものを見て、それとの比較というのも

おもしろいんではないかと思いました。 

○なるほど。これも改善点、改善点と言え

ば、予定価格と契約金額が乖離していると

いうところをどのようにすればもう少し縮

められるのかなというところが背景にある

かなと思います。もし、改善点があれば、

ぜひ今後に生かしていただきたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

競５ 平成24年度農山漁村の活性化に向け

てのニーズ等把握調査事業 

 

○35ページのところで、野生鳥獣由来食肉

の安全性確保に関する研究という見出しが

載っかっているんですけれども、これと左

のページの調査の実施体制とのかかわりと

いうか、突然これだけが出てくるんですけ

れども、これ何か、どういう位置づけのも

のですか。 

○お渡ししている資料、多分49ページになっ

ているのではないかと。 
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○48ページですね。 

 

○そうですね。こちらは、45ページ以降、東

レリサーチセンターの提案書の中で、別冊と

いう形でこれまでの関係する事業の実績と

いう形でアンケート調査なり、何らかの調査

分析業務を行ったという形で、あくまで参考

としてつけられたものと理解しております。

○研究実施対象者に入っているわけではな

い。 

○そうです。 

○今回、先ほど選んだ理由というのがあり

ましたけれども、今回、これを選んだのは

落札率が非常に低いからということなんで

すが、低いことは基本的に結構なんですけ

れども、33％ぐらいになっちゃうとさすが

にちょっと不安を感じるというか、要は予

定価格が高過ぎるか、この業者さんが非常

に無理をされたかどちらかかなということ

なんですけれども、このあたりどう分析さ

れておりますか。 

 

○今回、委託事業ということでして、低入札

の調査ということは対象外ということにな

っておりまして、東レリサーチセンターが直

接的なヒアリングなどは行ってはいないん

ですが、あくまで参考になるんですけれども

、逆に、他の４者についてなんですけれども

、入札価格を見ていきますと、１者が予定価

格を超えております。また、ほかの３者につ

きましても、予定価格約●●万円に対しまし

て、355万円、次は約357万円、また384万円

という形になってございまして、４者の平均

で見ていきますと、大体84％ぐらいという形

で入札をしておりまして、予定価格自体が特

段に低かったということではないという状

況でございます。 

○そうすると、業者さんが勉強されて頑張

るというのはあれですけれども、その辺、

実施のほうも大丈夫なんですよね。 

 

○そうですね。実施に関しましては、東レリ

サーチセンターさんは実績もございますし、

実際の内容につきましても、これまでの調査

実績を生かしまして、きちんとやっていただ

いておりますので、そこは特に問題なかった

と考えております。 

○予定価格が適切ではなかったということ

になるかもしれませんね。そこはどうです

か。 

 

○確かに実際に落札された価格というのは

かなり低かったということではございます

が、一方で、今回、総合評価という形で定め

ておりますので、価格と技術点、それぞれ両

方を具体的には価格と技術点の比率を１対

２という形で設定しておりまして、そこも含

めまして点検させていただいておりますの

で、確かに低いということはございますが、

それだけで決めているということではない

というふうに理解しております。 
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○それが総合評価ですからね。 ○はい。 

○価格を超えたらそこで足切りですよね。

だけれども、我々としても、ちゃんと予定

価格というものをしっかり精緻なものにし

ていく必要性はあると思うのですけれども

、いかがでしょうか。 

 

○今回の調査につきましては、いわゆるイン

ターネット調査という形で、一般的によく用

いられている手法でございまして、積算とい

うのも、これまで民間の事業者さんが公表さ

れているような価格なんかも参考にしまし

て積算を行ってきているところでございま

す。 

○では、これからはインターネットの調査

ということを前提とした予定価格というこ

とも考えていかなければいけないというこ

とですね。 

○そうです。 

 

○それは、できれば今後の課題ということ

で、備考のところに挙げておいていただけ

ればいいのではないと思いますけれども。

お願いできますかね。 

○はい。 

 

○質問ですけれども、ものすごく大事な調

査と思っているのですけれども、これは、

この結果、どういうふうになっているかと

いう、参考までに教えてもらえますか。 

○今回、調査を行いまして、これを直接的に

どこかという形ではなかなかならないのか

もかしれないんですが、都市の共生、対流と

いう農林水産省が進めている施策がござい

まして、その中でどういう形で都市のニーズ

を踏まえた施策にしていくのかということ

で、今、攻めの農林水産業の推進本部なんか

もありますので、そういう中での参考として

、こういうのを使わせていただこうというこ

とで考えております。 

○やっぱり視察に行かせてもらって、例え

ば伊豆のところに行ったときに非常にいい

イカがとれているのだけれども、呼子のイ

カは非常に有名だけれども、ここは有名じ

ゃないとか、いろいろあるじゃないですか

。だから、我々やっぱりそういった地方を

活性化していかないとなかなか難しいと思

うので、こういった事業は物すごく大事だ

と思うんで、これせっかくやっているので

、しっかり生かしていただければと思いま

す。 

○わかりました。 

 

随１ 農林水産省へのサイバー攻撃に関す

る調査の支援・助言業務 
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○業務の内容上、詳しくはご説明いただけ

ないかもしれないんですけれども、この契

約の背景のこととか、弁護士さんというこ

となんですけれども、ちょっとここがおや

っと思ったんですけれども、この方の後ろ

には、こういうサイバーに詳しい方がいら

っしゃるということなんですね。 

○おっしゃるとおりでございまして、情報セ

キュリティーに詳しい、いわゆる理系の方も

委員の中にいらっしゃって、彼らが解析した

結果をもって、それを法的に評価するという

役割の部分を担っていただいたということ

でございます。 

○８ページの随意契約理由書というのがご

ざいまして、その一番下に（ヘ）というの

がありまして、行政目的を達成するために

不可欠な特定の情報について当該情報を提

供することが可能な者から提供を受けるも

のに当たるということなんです。ちょっと

結構わかりにくい文章だなと思って読んで

いたんですけれども。これは、当該情報を

提供することが可能ということは、という

のは、情報を提供しても構わない方という

意味で書かれているんでしょうか。 

○おっしゃるとおりです。 

 

○そうすると、結局情報を提供して構わな

い方というのは調査委員会のメンバーであ

ればもう既に調査をされている方ですから

、当然情報を御存じだと。そうすると、も

うこの方しかいないというような論理展開

になるんですか。 

○おっしゃるとおりでございます。案件が情

報セキュリティーだったもんですから、調査

委員会を基本、クローズにして行ってまいり

ました。 

その中で出た宿題に対して、公的な評価をす

るということでございますので、調査委員会

のメンバーである有田弁護士にお願いした

ということでございます。 

○調査委員会からの要望に対して迅速に活

動できるというのがありますけれども、こ

の方、調査委員会のメンバーでもあって、

かつそういう顧問契約だから、こういう契

約を結ぶと、地位は何て言いましょうか、

これを読むと、調査委員会が上にあって、

その指示に基づいて弁護士さんが調査をす

るということのようなんですけれども、で

も、その弁護士さん調査委員会のメンバー

でもあるんですよね。そのあたりの関係、

二重の地位を持っているということになる

のかしら。 

○おっしゃるとおりです。調査委員会のメン

バーであると同時に、さっき申し上げた、理

系の委員からサイバー攻撃といったような

実態がわからないものですから、どういった

調査が行われたのかというのを理系の委員

からの説明を実際に聞いて、その後委員会と

は別に、それを公的に評価する。例えば、サ

イバー攻撃というのは不正アクセス禁止法

といって、場合によっては、告発的なことも

含めて考えないといけない中で、理系委員が

解析した結果を元に、それが告発に値するか

どうかというのを法的に検討したというこ

とでございます。 
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○あっちで考えると、弁護士委員が調査委

員にいるわけだから、調査委員会でやれば

一番いい気もするんだけれども、それだと

、この先生のご負担が非常に重くなるので

、特別委員会の中で負担が重いので別途契

約としたということなんでしょうかね。 

 

○おっしゃるとおりです。案件上、言える範

囲というものがあるんですけれども、サイバ

ー攻撃だけじゃなくて、サイバー攻撃があっ

たときに省内の職員が、迅速かつ的確に対応

したかどうかという省内の聞き取り調査み

たいなことも行ってございまして、これにつ

いては、調査委員会も大体１時間半ぐらいな

ものですから、なかなかその中では行えない

ということがありましたので、別に説明をし

て行ってもらったということでございます。

○これは、今から幾らでもある話ですから

、こういったことの継続性というのも考え

ていかれるわけですか。 

○５月24日に調査委員会の中間報告という

ものを取りまとめましたので、基本的には、

これをもって終わりと考えております。 

○そうすると調査委員会をしっかりやった

から、もう今後は起こらないということで

すか。 

 

○この先新しいことが起きたら、相談してい

くということなんですけれども、事務方とし

ては、基本的にはこれで一応終わりというふ

うにしております。 

○どうも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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