
 平成２６年３月１０日（月曜日）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１０月１日～平成２５年１２月３１日

１３４件　 うち、１者応札案件 １２件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ５件

９件　 うち、１者応札案件 ９件

（抽出率2.9％） （抽出率100％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

（抽出率0％）

一般競争 　８件　 うち、１者応札案件 ８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） 　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

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

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２５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

(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



第 25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 32 農林水産省情報セキュリティ監査等

に関する業務 

 
 

○事業者に対するアンケート結果の中で、改

善すべき点ということで、技術者に求める業

務実績・資格要件の緩和ということで３者で

すか、43％というのは、最初に説明していた

だいた再委託先における資格要件の緩和に

ついての回答ということですか。 
○そうすると、もう一つの技術者に求める業

務実績ということではないわけですね。 

○再委託先における要件と理解しておりま

す。 
 
 
 
 
○はい、それとは違います。 

○今後の対策ということですが、再委託先に

おける資格要件の緩和とあります。そもそも

この資格要件がどういった趣旨で設けられ

ていて、それをどう緩和する余地があるのか

というのを教えていただきたいのですが。 
 
 
 
 
 
 
 
○再委託先に関してはそこまで厳格な資格

要件は本来は要らなかったということでし

ょうか、それともあったほうが好ましいとい

うことでしょうか。その辺どうなんですか

ね。 

○セキュリティの監査を行うということ

で、資格要件としてはＩＳＯ９００１とい

う品質管理などの要件を定めているんです

が、今回、仕様書の中で再委託先のことま

で明記していなくて曖昧だったという中

で、入札説明会の際に、再委託先の資格要

件はどうなっているのかというご質問に対

して、「同じです」と答えたということが

ございまして、かなりそれが負担になって

いたと思いますので、今後は仕様書にその

辺も明記して緩和していきたいと考えてお

ります。 
○あったほうが好ましいとは考えておりま

すが、今回は１者応札となっておりますの

で、緩和できるところは緩和していきたい

と思っております。 
 

○緩和されるのはいいことだと思うんです

けれども、ＩＳＯ９００１というのは非常に

基本的な資格でもあるわけで、ここがなくて

もいいとなると、何か別の再委託先の資格要

件を設けられるのか、あるいは、何もなくて

も再委託できるのか。どのあたりの基準を考

えていらっしゃるんでしょうか。 

○最後にお願いですけれども、こういったサ

○基本的にＩＳＯ９００１は持っていてほ

しいところなんですけれども、それを緩和

することで別のもので担保できないか検討

してまいりたいと考えております。 
 
 
 
○はい。 
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プライチェーンを考える場合に、食品廃棄ロ

スの問題がありますよね。今、３分の１ルー

ルというのがあったかと思うのですけれど

も、それを２分の１に変えるとなっているの

ですね。そこら辺を変えるということとこう

いったことと密接に関連しているので、いろ

いろな事業が並列になるのではなくて、トー

タルで農水省としてやっていただければな

と思います。 
 本末転倒にならないように考えてほしい

のですね。１者応札にならないように質の悪

い業者でも応札しても良いのだいうことを

表明しているように見えるのですよ。本当に

大事なことはちゃんと業務を遂行すること

です。むやみやたらに緩和して質の悪い業者

がどんどん入って来ても困ると。今のお話だ

と、今から検討しますということですけれど

も、そこは十分検討していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

競 57 平成 25年度輸入栽培用種子中の未承

認遺伝子組換え体検査対策事業（栽培用種子

の未承認遺伝子組換え体検査法確立事業（試

験とりまとめ）） 

 
 
 
 

○予定価格の内訳で、試薬購入費が（１）と

（２）で●●万ぐらいで、全体の●●％ぐら

いを占めていますが。これがメーカーさんだ

とすごく安く調達できるということなんで

すかね。 
○この予定価格は市販の金額で出している

わけですよね。 
○そうするとなかなか改善というか、確かに

他業者に勝ち目がないというのもわからな

いではないんですけれども、そこはやむを得

ないというご判断になるということですか

ね。 

○ご指摘のとおりです。 
 
 
 
 
○はい、そうです。 
 
○はい、そのように判断しております。 
 
 
 

○この関係の案件はほかにも、そこのメーカ

ーさんのものを使わないとできないか、ある

いは、ほかが入りにくいとか、同じようなも

のがあるかと思うんですね。その場合、入札

者を増やすことができたのであれば、何か参 

○省内でも探してみまして、参考にしたい

と思います。 
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考にできるものがあるかと思うのですけれ

ども、ここの改善策２つだけだったらほかは

入らないだろうと私も思ってしまうんです

ね。別の案件から複数の会社がここに参加す

るような改善策がもしあるようでありまし

たら、ぜひ探していただければなと思いま

す。 

 
 
 
 
 
 
 

○市販元というのは卸から買って売るとい

うことをやっている会社ですか。 
 
 
 
○そうすると、この場合には１者応札になら

ざるを得ないということでしょうね。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○●●委員がおっしゃったように、改善策を

具体的に考えていっていただきたいと思い

ます。 

○いえ、この市販元は、組換え体の検査法

そのものの開発の関係で、他の省庁さんと

も連携しながら開発を進めているような会

社ですので、一部を自らがつくっていると

いうところと認識しております。 
○非常に難しいと感じています。しかし、

私どもが本検査法に関連して予備試験を実

施したときには、同じようにこの会社がつ

くっている別の試薬を使ったのですが、そ

のときは●●のほうと契約しているんで

す。競争の結果、受注しているという状況

でしたので、私どもも試薬の調達に関して

どういうようやりくりがあるかはちょっと

わからない部分もありまして、今回一般競

争入札ということで対応させていただいた

次第です。 
 
 
 

競 65 平成 25年度食品産業リサイクル状況

等調査委託事業(リサイクル進捗状況に関す

る調査) 

 

○この案件に関して気がついたんですけれ

ども、リサイクルというのは今に始まったこ

とではないので、こういう事業に長けた専門

的な会社とか団体が存在していて、そういう

ところが入札するのかなという印象を持っ

ていたんですね。三菱総合研究所は総合的な

シンクタンクですから、この事業に専門的な

分野の事業体が存在してもおかしくないの

かなと思っていたんですね。 
 もう一つは、過去の入札状況をみますと、 

○今回のリサイクルに関する事業に対し

て、三菱総研以外にないのかというお話で

ございますけれども、決してそんなことは

ございませんで、過去も５者、昨年度は６

者応募があったと私も聞いておりますし、

三菱総研だけがやれるような体制ではない

と思っています。事業内容も、我々も三菱

総研だけに任すとは全然思っていませんの

で、事業内容をしっかり見させていただい

て、今後公募する際もみていきたいなと思 
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この会社が連続して取っているんですけれ

ども、こういうふうな状態で、もしもほかに

はそういうものがあまりないということだ

と、一般競争になじまないのかということも

感じられるんですけれども、その辺について

いかがでしょうか。 
○前回までは入札者が５者、６者だったの

が、今回１者になって、アンケート結果を見

ますと、参加しても受注見込みがないと判断

したということで、状況が激変しているよう

な印象を持つんですけれども、この点はいか

がですか。 
 
 
 
 
 
 
 

っております。 
 
 
 
 
 
○１者になった原因というのが、公示時期

がすごく遅れてしまったことと、業務量も

例年にないほど多くなってしまったという

ことで、とてもこれではできないと。ほか

にも入札説明会に来られた業者さんもいら

っしゃったんですけれども、これはとても

難しいということで今回手を引いたという

お話がございました。ということで、１者

になった原因というのは、そういった環境

というか、入札時期が非常に遅れてしまっ

たことと業務量が多いことが原因と考えら

れまして、決して入札要件を限ったという

ことではないと考えております。 

○アンケート結果を見たんですが、今回、入

札説明書等取得者自体が１者で、かつ、（４）

を見ると、認知状況で、恐らく昨年入札した

方だと思うんですけれども、公示すら知らな

かったというところも出ていて、広報に何か

問題というか、あまり周知徹底がされなかっ

たのかなという気もするんですが、そのあた

り、分析はいかがでしょうか。 
 
○では、業者さんの反応が薄かったという

か、そもそも説明会にも来なかったのはその

中身を見て最初から来なかったと。それは主

に公示時期の遅れとか、そのあたりが問題だ

ったという分析ということでよろしいです

かね。 

○広報もこれまでどおりしっかりやらせて

いただきましたし、アンケートも聞かせて

いただいたんですけれども、公示のことは

知っていたけれども、とても今回は無理だ

という判断をしたということで、見送った

という声を多数いただいています。公告に

ついてはこれまでどおり十分にやったと思

っております。なお、入札説明会には２者

参加いただきました。 
○左様でございます。 
 
 
 
 
 

○公示時期が遅れた原因というのは何だっ

たんですか。 
 
 
 
 

○今、食品リサイクル法も容器リサイクル

法も制度の見直しの時期に入っておりま

す。それで、こちらのほうでも食料・農業

政策審議会を開いておりまして、そこで今

議論しているんです。その中で出た課題と

か議論の内容は委託事業を活用して情報収
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○今ご説明いただいた事情はよくわかるん

ですけれども、時期が短く、業務量が多いと

いうことがわかっていたのであれば、なぜ発

注のロット、事業の分割というのをやらなか

ったのでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
○こういったリサイクルの問題点というの

は、実際に事業をやっている人たちのほうが

問題点のありかというのはわかっているの

では、ないかと思うのですね。三菱総研は優

秀な組織かもしれませんけれども、実際に手

を下している方々の問題意識というのが必

要なのではないかと思います。三菱総研だけ

ではなくて、もっといろいろな人が参加でき

るような体制をぜひつくってもらいたい。 
 それから、抽出案件概要は、今まで随分直

してきましたけれども、今言ったような時期

の問題が遅れましたというのは、毎回言って

いるのですけれども、通常は、あらかじめわ

かっていることではないか思います。ただ、

今回の案件のように審議会の結果を待って

いたので遅くなったとか、それを理由として

書いてもらえばいいのではないですか。 
○そうですね。これは備考欄に書くというよ

りも、遅れた一番大きな原因ですよね。そう

であれば、一者応札となったのは、この原因

であり、備考に書くことではないだろうと思

います。 

集とか基礎的な資料を作ろうということで

ございまして、その中間とりまとめが昨年

の中頃にとりまとめられたということで、

それに引っ張られて委託事業も公示が遅れ

てしまったという状況でございます。 
○発注ロットを分けるということですが、

当初は業務量が多いということで、内容が

リサイクルに特化しているということ。容

器包装・食品リサイクルに特化していると

いうことがあったんですけれども、それで

分ける必要もないかなと。同じような内容

ということで、わざわざ分けてやることも

どうなのかという判断もあったんですが、

結果を見て、今回は分けたほうがよかった

かなと我々も深く認識しておりますので、

そこは今後十分認識して必要に応じてロッ

トを分けていきたいと考えております。 
○この件は備考欄に書かせていただいたん

ですけれども、冒頭でもっと細かく説明す

る必要がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○承知しました。ありがとうございます。 
 
 
 
 

競 66 平成 25年度食品産業グローバル革新  
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支援事業のうち食品の品質管理体制強化対

策委託事業 
 
 

○競争参加資格の等級が参加資格と一致し

ていないことが原因と書いていらっしゃる

んですけれども、ＡからＣ等級に拡大されて

いると。しかし、入札公告の中の参加資格を

見ると、「ＡからＣに格付けされているもの

であること」と書いてあるので、読んだとき

に意味がよくわからなかったんですけれど

も。 
 
 
 
○そうすると、正確にいえば「競争参加者の

資格の等級が参加資格と一致していなかっ

た」と表現するものですか。ここの文章がよ

くわからなかったんです。 
○実際の競争参加者の資格の等級が、ここで

言う入札公告の参加資格と一致していなか

ったということなんですか。 
 
 
○だから、一致していなかったから問題なの

でなくて、資格者の範囲が狭すぎたと。そう

いう表現ですね。 
○わかりました。 
 チェックリストの一番上と下から４番目

に○がついていますけれども、ほかの方はみ

んなバーになっているんですよね。これは説

明していただくというよりも、こういうこと

がありますということをちょっとご注意下

さい。 

○同じように細かいことなんですけれども、

技術審査検討経過記録の中で、２の③のとこ

ろで、これは採用されているんですよね。こ

れは普通○をつけるんじゃないですか、採用

のところに。 
○ちゃんと内容を確認してから判こを押し

ているとは思うのですが、そこのところ明確

にしてほしいと思います。 

○これは入札説明書を取りに来て、入札説

明会に参加いただいた事業者の中に、Ａか

らＣに入っていない事業者がいらしたんで

す。具体的に言うと、Ｄに該当する事業者

と聞いています。したがって、実際に実施

できるような事業者かどうかというのはあ

りますけれども、関心を持っていただいた

事業者にも幅広くそういう機会を提供して

はどうかということで、さらにＤランクを

プラスすることを検討したいということで

ございます。 
○今ご説明申し上げたとおりです。 
 
 
 
○入札説明会にお見えになった事業者１者

がＤランクでしたので、その方も含めて応

札を見送られたということですので、その

方にも応札していただけるには、Ｄまで入

れればよかったということです。 
○そうですね。 
 
 
○そうですね。これはバーが正しいと思い

ます。大変失礼しました。 
 
 
 
 
 
○そうですね。大変失礼しました。申し訳

ございません。 
 
 
 
○申し訳ありませんでした。 
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○一者応札となった原因というところです

が、先ほどご説明いただいたとおり、ＨＡＣ

ＣＰ支援法の法改正のプロセス及び改正後

の内容を踏まえた上で入札等の調整を行う

必要があったと。特に改正前に公示できない

というのはわかるんですけれども、「改正後

の内容を踏まえた上で」というのは、例えば

どういう要素が絡んだんでしょうか。教えて

ください。 
 
 
 
 
 
○成立してから入札開始時期までどれぐら

いかかっているんですか。 
○そのぐらいかかってしまうものというこ

とですかね。わかりました。 
○ちょっと追加で。先ほどの競争参加のとこ

ろで、Ｄを入れればよかったのではないかと

いう議論ですけれども、この場合は、Ｄを入

れれば入札はしやすくなるけれども、それで

いいのかという話があって、その辺の判断は

いかがなものですか。 

○先ほど申し上げたように、高度化基盤と

法律では位置付けられた一般的衛生管理な

ど、今回基準をつくって具体的に示すもの

が支援対象になったということで。その改

正をしていますので、極端な話をいうと、

法律が通らなかったらその内容がなくなっ

てしまう訳です。ただ、法律が成立したこ

とを想定して準備をするというのは、法律

改正の業務を同じ担当者が担当しているの

でなかなか難しい面もあるんですけれど

も、その準備をできなかったかと問われる

と、少しでも早くできるような改善ができ

たのではないかということで、今回ご説明

を差し上げた次第です。 
○公示が９月で、成立したのが６月末です

ので、２か月半ぐらいかかっています。 
 
 
○それは単なる金額だけではなくて、総合

評価を今回しておりますので、その中で最

終的には適切な事業者を選んでいくという

ことかと思います。 
 
 

競 71 平成 25年度緑と水の環境技術革命総

合戦略策定事業 

 
 

○前の案件と同じなんですけれども、チェッ

クリストで、１の①と３の②が○がついてい

て、ほかの方はバーになっているので、ここ

もご注意下さい。 
○一者応札の原因として業務が膨大だった

というご意見があるようですが、ご判断とし

ては、それを分割するよりは、複数者による

共同提案を可能とすることで対応しようと

したということだと読めるんですが、分割は

難しい事案だったのでしょうか。 
 
 

 

○ここは正しくはバーですので、大変申し

訳ございません。 
 
 

○概要でご説明しなかったんですけれど

も、具体的な内容としましては、戦略策定

のための検討会と、これまで戦略に基づい

て実施してきた支援事業のフォローアップ

をしていただくということで、あくまで戦

略を策定するために複数の細かい事業をし

ていただくということで、ここは一気通貫

に１つの事業者といいますか、受託者に委

託したほうが効率的だと考えまして、１つ 
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 の事業者、１つの委託として実施しました。 

○これはフォローアップの事業ということ

ですよね。フォローアップではない事業、当

初の事業のときは同じところが応札したん

でしょうか。 
○地域開発研究所とあと２者が入っており

ますけれども、ここだからこういう連携がす

ぐに組みやすかったということなんでしょ

うかね。 
 
 
 
○そうすると、ほかのところは入りづらくな

ってしまうのかなと思うんですけれども、お

っしゃられた改善策だけで果たして本当に

増えるのかと、ちょっと不安がよぎるんです

が、いかがでしょうか。 
 
 
 

○そうですね、同じところでございます。 
 
 
 
○そうですね、そういうこともあると思い

ますし、この事業者は農林水産省の事業に

も結構入札参加されているようですので。

また、新事業創出という観点からいろいろ

とふだんから研究されているようです。そ

ういったこともございまして、今回入札し

たということだと思うんです。 
○今回アンケートをとらせていただいたん

ですが、電話でアンケートのフォローアッ

プもさせていただきました。意見としては、

特に前年度結果を受けてという話が全くな

かったんですね。あくまで公募期間に調整

がつかなかったんですというご回答だった

ので、今回の改善策としてはそういった面

を出させていただきました。 

○抜本的改善、これはいつ評価されたのです

か。 
○ひょっとしたら私も出ていたのかもしれ

ませんね。 
○この事業だけではなくてすべてにわたる

ことですけれども、消費者のニーズの視点が

欠けているのですね。今までの政策が変わっ

ていかなければいけないのかもしれない。で

すから、私もこれは抜本的改善としたのだろ

うと思います。ですから、これから農林水産

省としてこういった事業を行うときには、自

分たちだけで考えるのではなくて、消費者の

目線や周りの意見をちゃんと聞いてやれる

ようにしていただければなと思います。 

○平成 24年度ですね。 
 
○お願いいたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

随 16 日本の食を広げるプロジェクトのう

ち（海外での日本食・食文化普及人材の育成

（ASEAN人材の育成） 
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○一者応札の改善点ということで、類似事業

の発注に当たっては、本年度行った事業の成

果報告、データ等が参考になる場合は閲覧及

び提供と書かれているんですけれども、これ

は一般的にはよくやられているんですか。そ

れとも、珍しい話なんでしょうか。 
 
 
 
○参考までにお聞きしますけれども、例え

ば、過去の事業の類似例から見て、今回で仮

にやるとすればどんなものを提案するんで

しょうか。 
 
 
○ちょっとしつこいようで申し訳ありませ

ん。そうすると、どのあたりが各社知りたい

ところなんですかね、こういうプロジェクト

で。 
 
 
 
 

○一般的にはそこまで対応するかしないか

というのは個々によりけりだと思います。

今回の日本食・食文化の事業は今年度に入

って昨年対比で 10 倍の予算をいただきま

した。それに対して一体どういうアクショ

ンをやってきたかというのは、今年度が全

く初めてのことが多かったわけですが、今

年度の事業を各事業者さんにはレビューさ

せていただきました。 
○本件は外交にかかわる、外交をうまく活

用した事業になります。これを公示させて

いただいたのが 11 月で、それまでに３～４

回ほど外交を活用した食文化の発信をやっ

ております。その事業を共有させていただ

くことになります。 
○そこはコミュニケーションの世界で私が

お伺いしたところですけれども、11月の下

旬に締切りを行いました。実際に日ＡＳＥ

ＡＮ特別首脳会合は 12 月 13・14 日で、約

２週間から３週間、その間にどこまで完成

度の高い事業内容にするべきなのかという

ところ、各事業者さんがどこまでやればい

いのかというのが非常に悩むところでした

という意見をいただいております。 

○この案件の事業がほかにもありますね、Ａ

ＳＥＡＮ関係というのはこれだけですけれ

ども。初めにいただいたご説明資料の中で随

意契約がたくさんある中で、日本の食を広げ

るプロジェクトが７件ぐらいあるわけです

ね、時期はずらしていますけれども。そうな

ると、一者応札になった理由、「社の得意分

野・専門分野と異なり」というところだと、

もうここしかできないのかなと思うんです

けれども、随意契約の表を見るといろいろな

会社がありますよね。 
 なので、本当にあり得ないことだと思うん

ですけれども、お互いに、ここはうちがやっ

て、別のところがやってというように思われ

ては駄目だと思うんですよ。なので、もう少

し広がり方というか、複数の会社が参加する

○ありがとうございます。まさにご指摘の

ところ私も非常に悩んでおります。半年前

に同じような外交を活用した案件でやはり

１者応札になりまして、この場で「まず期

間を長くすること」というご指摘をいただ

きまして、そのとおりだと感じたところで

す。前回は５日間で公示をかけました。今

回は 12日間に延ばしたんですが、結果的に

は、前回と違うところは、興味を示したと

ころは７者まで増えました。 
 ただ、最後ご指摘のところで、この事業

は本当にうちはできるのか、あるいは、手

持ち的に苦しいからすべての案件には手を

挙げないとしたら、公示のタイミングを考

えなければいけないかなと考えているとこ

ろです。 
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ような機会がもっと増やせないのかなと。今

までご説明いただいた別の案件はそこしか

できないというのはわかるんですけれども、

この手の事業というのはもう少し頑張れば

いろいろなところができるものだと思うの

ですね。「得意分野・専門分野と異なり」と

いう理由をもう少し深く事後に調べていた

だければ、改善点があるのかなと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 
○これは極めて大事な事業ですよね。という

ことは、多くの人が参加してもらうべきだと

思います。電通さんはいい会社だとは思いま

すが、電通さんのカルチャーの中で考えるこ

とと、ほかの人が考えることは違うと思いま

す。だから、こういったことこそ多様性を持

って、みんなの意見を聞きながら。みんなの

意見というのは、みんなが応札してくれて、

よりよくなっていくものだと思うのですけ

れども、見ていると出てくる会社がこことも

う一つ二つというふうに思うのですね。もう

少し間口を広げる努力を是非していただき

たいと思います。 

 一斉にわあっと 10 本ぐらい公示をかけ

ると、応募するほうも 10本もさすがに手を

挙げられないかもしれません。10本上げる

タイミングをずらすというのは、今年度の

下半期は工夫したところではあったんです

が、まだそこまで行きつけていないところ

はご指摘のとおりだと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競 78 平成 25年度資材コスト低減に関する

調査検討委託事業 
 
 

○２点ございます。 
 この案件はかなり重要な案件ではないか

と思ったんですけれども、これは新規案件と

いうことで、過去にこのような事業が行われ

ていないということなので、なぜこれだけ重

要な案件が過去に事業として行われていな

かったのかというのが一つの疑問です。 
 もう一つは、落札率が●●％ということ

で、かなり乖離しているんですけれども、予

定価格の積算内容を見るとかなり詳細に積

算されていますが、これだけ緻密な積算をし

たにもかかわらず、●●％と乖離が余りにも

大きすぎるので。この辺は、予想なんでしょ

うけれども、どういったものでこれだけの乖

離が出たのかということを、わかれば教えて 

○まず１点目ですけれども、過去に同様な

ことを業務発注として調査を行った事例が

なくて、職員が自らヒアリングを行うとい

うことは過去には行われていたということ

です。 

 
 
○落札率の件ですけれども、例えば、海外

調査につきましては、三菱総研から海外に

出張してという経費を計算したんですが、

実際のところは海外に存在する調査会社に

業務を委託したということがありまして、

海外調査については予想よりも少なかった

と聞いています。そのほかの件につきまし

ては、落札者から話を聞きますと、そのほ 
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いただきたいということなんです。 かの業者も応札するということを想定し

て、見積りに比べたら相当少なくしたと聞 

いています。 
 私の承知している範囲では以上です。 

○改善策というところ、ここはかなり詳しく

書いていただいてわかりやすくてよかった

と思います。 
 改善策の②のところで、公示が遅れた原因

がいろいろあって、その対応策として契約締

結後に委託事業計画書の事業内容を変更す

ることも視野に入れるとあります。もちろん

柔軟な対応というのはよろしいかと思うん

ですけれども、一方であまり自由に変更され

ちゃうと入札の意味がなくなってしまう。そ

のあたり、例えば法規上とか規則上何かキャ

ップというか、ここまでは変えられるけれど

も、ここは変えられないとか、そういう基準

はあるのでしょうか。 
○実態として締結後に何か変更があるとい

うことはよくあるんですか。それとも、割と

珍しいんですか。 

○具体的にそこを明記されているものがあ

るかと言われると、なかなか難しい部分が

あると思います。今おっしゃられたように、

原契約と事業内容が大きく変わるような場

合については、別契約と考えるべきと判断

しております。例えば、数量等が若干変わ

るが、附帯的なもので増加するということ

であれば、変更契約の範囲というふうに考

えております。 

 
 
 
 
 
○必ずしもよくあるとは言えないと思いま

す。 
 

○この事業については、再興戦略なのか、そ

の前の攻めの農林漁業なのかわからないん

ですけれども、稲作だと思うんですが、生産

費を３割減らしましょうというのが出てい

ますよね。出ているのになぜ今この事業をす

るのかなと。本当だったらこの事業を先にし

ておいて、これだけかかっているから３割減

らしましょうという流れが出るのが普通だ

と思ってしまうんですけれども、３割減らし

ましょうという目標が出ていて、またこの事

業をやるということの目的がわからないん

ですね。稲作ではなくて、野菜についてやり

ますというのだったらわかるんですけれど

も、今回のこの事業の３割という削減目標が

出ているのが前提となって、またこれをやる

ということの目的を教えていただけますで

しょうか。 
○でも、普通に考えたら、データがあって、

○正確に言うと３割ではなく４割なんです

よね。その４割が明確になったのが日本再

興戦略でして。日本再興戦略には、生産者

が切り詰めてコストを削減するだけではな

くて、メーカーとか流通とか産業界の努力

も反映して４割コストを削減しようという

ことになって。その４割という数字が突然

降ってきたということがありまして、その

前後が。もともと資材コスト低減を図るの

は重要だということで、昨年度予算要求し、

今年度の事業として実施することにしたん

ですけれども、再興戦略と発注時期がちょ

っと前後してしまったと。 
 
 
 
 
○すみません、それは我々のあずかり知ら
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４割までいきますよねということがあって、

再興戦略に４割というのが出るのが当たり

前ですよね。生産者はすごく衝撃的で、４割

もどうやってできるんだろうと思っていら

っしゃるんですね。なので、これがあって、

ここまで手応えがあるねということで出さ

れるのが普通なのではないかなと思うんで

すけれども、普通なことが起こらないんでし

ょうか。 
○政治のほうから来ちゃったということな

んですか。 
○それはあまりよろしくないことですよね、

数字が出てしまうと。もしかしたら４割とい

うのが覆ることもあるんでしょうか。 
 
 
 
 
○ぜひ役立つものにしていただければと思

います。 
○こういった資材コスト低減ということで

あれば、本来そこの事業にかかわっている人

たちが切磋琢磨してコストを削減している

はずですね。この契約の相手方である三菱総

研もいい会社だとは思いますが、実際に彼ら

は物流に携わったりしているわけではあり

ませんよね。そうすると、こういった事業を

運送会社がやるのは難しいのかもしれませ

んけれども、彼らこそノウハウを持っている

のではないかという気がします。この選定の

仕方、もっと門戸を開いて、実際に現場でや

っている人、ニーズをわかっている人を選ん

でやるべきことではないかなと。是非そうい

った観点も持ってやっていただきたいと思

います。 
 もう一つ、前回の第 24 回入札等監視委員

会も指摘していますが、改善策の③にロット

を分けるとか書いてありますね。市場化テス

トと細分化といったことをどういう基準を

持ちやっていくのかということがなければ、

ぬところで。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○はい。 
 
○いや、その４割を目標に。この資材だけ

ではなくて、生産者の規模を拡大すること

によっても作業の効率化を図れますし、今

回は資材に着目した事業ということで、４

割の何割か何パーセントかに貢献するとい

うことで事業を調査しているということに

なります。 
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首尾一貫したやり方ができないと思うので

すね。市場化テストというのは、大きくまと

めてやりましょうねということと、ロットを

細分化しましょうということの分類をしっ

かりやっていただかないとよくないのでは

ないかと思います。そうでないと、恣意的に

なっていくので、是非基準をつくっていただ

きたいと思います。ここの事業だけに限らな

いですけれども。よろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

競 94 平成 25年度水域ネットワーク調査業

務 

 
 

○この契約の場合、落札率が●●％とかなり

低いんですけれども、これで事業が完了でき

るのかなという疑問があるんですけれども、

いかがですか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○この業務について落札率が●●％と確か

に落札率は低いんですけれども、今回の業

務を実施するに当たって、業務の着手前、

後、中間段階、それから、業務のとりまと

め段階の３回に分けて、当方が業者に求め

る業務成果が達成できるように、逐次、そ

の進行状況の管理と監督等を行っていると

ころでございます。 
 現在までに中間とりまとめの打合せをし

ておりますけれども、株式会社フィスコが

落札業者ですが、当方が求めている成果は

出てくると考えておりますし、今のところ

業務遂行上特に問題はないと考えておりま

す。 

○これは事前に事務局さんから補足説明を

いただいておりまして、適切な履行を確保す

るために監督職員を命じるとともに、中間段

階、とりまとめ段階で担当者と十分な打合せ

を行うと書いてあるんですが、これはふだん

はやらないことなんですか。それとも、多く

の契約でやっていることなんでしょうか。そ

のあたりをまず教えてください。 
 
 
 
 
 
○なるほど。あと、監督職員を命じるという 

○業務を遂行するに当たって打合せはやる

というのが定例です。ただ、それを何回や

るかというのは業務によって違うところだ

と思います。今回の業務については、当然、

仕様書に業務の手順を記載しているんです

けれども、その手順どおりきちんとやって

いるかというのを事前に確認して、その後、

１、２、３の業務段階がある程度まとまっ

た段階で課題等を確認した上で、再度指示

を出して、最終とりまとめに向けるという

ことで、３回は必要だということで、今回

の業務については３回、業務の遂行管理を

しているところです。 
○監督職員は、会計法や政令で定めてあり 
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のは、フィスコの中で監督専業を命じるとい 
うことなんでしょうか。 
○それは割と異例なんですか。 
 
○わかりました。 
 もう一点だけ教えてください。今後のため

に知りたいんですけれども、1,000万を超え

る場合、低入札価格調査の実施対象と。逆に、

今回は●●万だから実施対象外とあるんで

すけれども、低入札価格調査というのはどれ

ぐらいやられているものなんですか、感覚的

なお答えで結構なんですけれども。 
○全体もそうですかね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○わかりました。低入札価格調査は落札率が

何パーセント以下だったらこうなるという

のではなくて、総合的に見て必要とお感じに

なられたときにそれをやるということなん

ですかね。 
 
○４者のうちで非常に開きがございますが、

これはどこら辺が開きの理由になっている

のか。それから、●●万という当初の予定価

格が間違っていたのか、そのあたりを教えて

いただけますか。 
 

まして、すべての業務において当課の職員

を監督職員として定めてやっております。 
○監督職員を命ずることが基本となってお

りますので、監督職員を命じております。 
○当課の業務は、今年度 20本弱ほどござい

ます。1,000 万円を超えている業務は何本

かあるんですけれども、低入札価格調査委

員会を行うのは年に１本か２本ぐらいにな

っております。 
 
 
 
○低入札価格調査の対象につきましては、

ご説明させていただきましたように、請負

業務では 1,000 万円以上のものでございま

す。今回の審議につきましては、物品及び

役務が対象ということでございまして、物

品のほうは特にそういう基準はなくて、役

務関係だけになっております。各局の業務

の中でもそういう案件は出てまいります

が、官房経理課長の契約案件でいきますと、

年に３件から５件とか、そういう数字でご

ざいます。それについては、業者からこの

価格で履行できるかどうかという内訳を出

させて、履行の体制とか価格を入れた理由

を述べさせて、その調査をやるという仕組

みになっております。 
○低入札価格調査については、あくまでも

予定価格は 1,000 万以上、かつ、低入価格

調査の基準、60％を下回った場合は調査を

するとなっていますので、低入札価格にな

ったものについてはすべて調査をすること

になります。 
○先ほどちょっと申し上げましたとおり、

低入札価格調査委員会を行っていないもの

ですから、予想的なところになりますが、

まず、●●につきましては、かなり高めだ

ったなと、当方ではどういった積算をした

のかわからないんですけれども。●●と●

●につきましては、●●万円と●●万円で、 
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○ありがとうございます 

○予定価格の精度を上げていくことが大事

だと思いますので、引き続き予定価格の精度

を上げるような努力をしていただきたいと

感じます。 
 ありがとうございました。 

●●％、●●％という形になっています。

先ほども申し上げましたとおり、入札価格

が、予定価格の６割を切ると低入札価格に

なるんですけれども、8 割から 6 割強ぐら

いでしたので、この辺が適正なのかと思う

んですね。 
 ただ、今回、フィスコが●●％といった

形になっておりまして、フィスコさんにつ

きましては、その他の業務でも応札をして

いると思うんですけれども、他の業務では

落札できなかったのではないかと思いま

す。そのため、本件に対しては、人件費と

か諸経費を自助努力した結果、ここまで低

い落札率になったのではないかと、予想で

すけれども、思っております。 
 予定価格につきましては、資料招請とい

うことでホームページに仕様書を掲載しま

して、仕様書についての意見をいただくと

ともに、幅広に見積り等をいただいてつく

っておりますが、こちらにつきましては、

その中で一番安価なものを参考にしながら

予定価格を作成しておりますので、それに

ついては適正かと思っております。 
 
 
 

競 103 ＰＯＳデータ提供業務  
○ちょっと本筋と離れるかもしれないです

けれども、一番最後の８ページで、最初のご

報告で２者ぐらいしかやるところがないと

あります。ただ、22 年度は●●というとこ

ろが入札していて、これがまた落札率●●％

でやられているんですけれども、このあたり

はどうなんでしょうか。●●はあまり適切に

できなかったのでしょうか。それともここ 

はここで、この業務を行うべき業者としてリ 

○22 年度につきましては、明確な理由は不

明ではございますけれども、少なくとも今

年度仕様書に明記しております日経デジタ

ルメディアのデータを提供している業者で

はないということです。 
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ストアップされているんですかね、御省の中

で。 
○これもちょっと本筋と離れるんですけれ

ども、例えば 22 年度に●●％で落札されて

いたり、次は●●％なんですけれども、予定

価格はあまり変わらないんですよね、毎年。

今年もそうなんですけれども。このあたり前

年度の落札率を見て下げたりはしないので

しょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○22年度については、基本的に私どもは日

経メディアが提供する日経ＰＯＳというデ

ータ、これは非常に汎用性が広くて、非常

に使い勝手がいいと聞いており、研究者か

ら求められています。そういうことを念頭

に予定価格を設定しておりました。ただ、

22 年度の仕様書では●●でも対応ができ

ると、いわゆる仕様の範囲に入っています。

ただ、残念ながら、入っていながらすべて

のデータをウェブ上で入手することができ

なかったり、商品名について若干ザクッと

した、詳細な商品名が書かれていなかった

りとか、非常に研究効率が悪かったという

ことがございまして、23年度以降について

は仕様書の内容を見直し、日経ＰＯＳとい

うことを明確にして、業務を発注するよう

にいたしました。 
 以上でございます。 

○サプライチェーンの将来像を明らかにす

るということはかなり重要な話だと思うの

ですけれども、当然、政策研究所ですから、

こういう事業をやっていくのだろうと思い

ます。民間の企業は、実際に売って、どのよ

うにサプライチェーンを変えるべきかを日

々相当研究していると思うのですけれども、

政策研究所は、民間の企業の研究成果を取り

入れるかということは必要ではないのです

か。 
○質問の趣旨は、いろいろな業者、例えば小

売業は死活問題にかかわっているわけだか

ら、消費者のニーズはどのように変化し、そ

れに伴うサプライチェーンはどういうふう

にすべきか、というのは死活問題としてやっ

ていると思うのですね。 例えば、イトーヨ

ーカ堂とかジャスコとかいうところは、消費

者のニーズがここにあるだろうと、そのニー 
ズをどういうふうにつかまえるのかという 

○研究成果についての行政へのフィードバ

ックということでございましょうか。それ

は、逐次、研究成果については農林水産本

省で行われている庶務課長会議に報告させ

ていただいたり、個別のセミナーを開いて

オープンで説明をさせていただいたり、そ

ういうことを行っております。 
 
 
 
○いわゆる流通業者さんのノウハウ等々に

ついては、研究者はヒアリングをしたり何

かしてある程度形にして、それを各種行政

にフィードバックするなり何なりしている

と理解しております。 
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のは必死になってやっていると思うのです

ね。では、コスト削減をするためにサプライ

チェーンをどういうふうに直していこうか

ということも、自分の問題として研究してい

ると思うのですね。そういったノウハウとか

知見を農林水産政策研究所では活かしてい

らっしゃるのでしょうかという質問ですが。 

 
 
 
 

○今回の業務内容として、麺とパンとかうど

ん、冷凍野菜という品目が出ていますが、今

までそういったザックリとした大項目でや

っていて、こういった小品目がわからなかっ

たから、これを細分化してデータを収集され

たいという理解でよろしいのでしょうか。 
○前からやっていらっしゃる。では、なぜ今

回この品目を業務の中に入れられたんでし

ょうか。既にそれを●●から入手できている

のでは。 
 
 
 
 
 
○今までも●●からゆで麺や冷凍野菜のデ

ータをとっておられるんですよね。それでま

たやるという理由がわからないんです。 
 
○ああ、新しいデータを更新するために実施

したということですか。 
 
 
 

○品目の種類については、基本的にこうい

うパターンでございます、継続しています。 
 
 
 
 
○流通動向については毎年毎年変わってお

ります。それから、当然のことながら、例

えば製麺とかゆで麺についても、いろいろ

な会社でいろいろな商品開発がされまし

て、それをどの程度売っているか。それか

ら、材料として国内産とか輸入物というも

のもございまして、そういうものがどうい

うふうな流通をしているのかを把握してい

るということでございます。 
○そこは、例えば 22年度については過去３

年として、23 年度は新年度分を追加、24

年度についても新年度分が追加されます。

25年度も新しい年度分となります。 
○そういうことです。どういう動き方をし

ているのか、どういう商品の広がり方をし

ているか、そういうことについて継続的に

追って調査をしているということでござい

ます。 
○最後にお願いですけれども、こういったサ

プライチェーンを考える場合に、食品廃棄ロ

スの問題がありますよね。今、３分の１ルー

ルというのがあったかと思うのですけれど

も、それを２分の１に変えるとなっているの

ですね。そこら辺を変えるということとこう

いったことと密接に関連しているので、いろ

いろな事業が並列になるのではなくて、トー
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タルで農水省としてやっていただければな

と思います。 
 どうもありがとうございました。 
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