
 平成２７年３月２４日（火曜日）農林水産省第２特別会議室

 戸塚 輝夫(公認会計士) 玉木 雅浩(弁護士)

 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２６年１０月１日～平成２６年１２月３１日

１０９件　 うち、１者応札案件 １０件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

９件　 うち、１者応札案件 ５件

（抽出率3.5％） （抽出率56％）

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 　６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 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） 　３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

別紙のとおり
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委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２９回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要
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第 29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３１ 農業基盤情報基礎調査データ等保

守運用業務 

 

○ では、１点お聞きしたいと思います。 

 改善策のご説明いただいた２番目のとこ

ろで、ある者から「ツールを構築した会社じ

ゃなければ保守を行うことが困難と判断し

た」という意見がございます。これに対して、

農水省は色々な資料の貸与や閲覧もできま

すと書いてあります。たまたまこの業者だけ

が見落としているのか、一般的に分かりにく

いものなのか、教えていただけますでしょう

か。 

  

○ 仕様書において、閲覧可能であるとい

うことは記載しております。 

他の会社では、特に、問題はなかったの

ではないかと考えます。 

 

○ では、この業者だけが例外的に見落とし

たのだと。 

○ はい。 

○ わかりました。結構です。  

○ 仕様書の10番の応札者の条件で、「ＥＳ

ＲＩジャパン（株）のビジネスパートナーで

あること」とあるんですが、このビジネスパ

ートナーであることという条件はちょっと

抽象的というのか、判りにくいのかなという

気がするんですけれども、これは、例えば、

ライセンス契約を結んでいる会社であると

か、そういったあたりは具体的にはどういう

ことを想定されているんでしょうか。 

○ 「ＡｒｃＧＩＳソフトウエア」という

ものを今回更新する業務内容であり、その

他にデータの保守、集計や整備も行う訳で

すが、この「ＡｒｃＧＩＳソフト」は、「Ｅ

ＳＲＩジャパン」が開発したということが

ありまして、この開発したソフトをこの調

査の中で扱うということで、応札者の条件

としてＥＳＲＩジャパンのビジネスパート

ナーとなっているということを必須条件と

したものであり、従来もこの条件を付して

きたところです。 
○ 私がお伺いしたかったのは、要するに、

これに応札しようかどうかと検討されてい

る業者の方々は、このＥＳＲＩジャパン社の

ビジネスパートナーであることという条件

を見たら、うちはそうだとか、うちはそうじ

ゃないというのは、これは明らかにご自身で

判断できるのでしょうか。 

 というのは、ビジネスパートナーというの

○ これは、代理店契約を結んでいる会社

のことをビジネスパートナーということで

記載したものですので、そこは会社の方は

理解されております。 

 



 
-  - 

2 

がちょっと解りにくくて、要は、うちは当た

らないなと思って応札を辞退したような方

がいるのかいないのか、そういう可能性があ

るのかないのか、そこをお聞きしたかったん

です。 

○ 要するに、そこはもう周知の事実という

か、誤解の余地がないと。 

○ はい、そうです。 

 

○ ありがとうございます。  

○ 私のほうから、過去３か年の入札・契約

状況を見せていただきますと、契約額、それ

から落札率ですが、毎年、落札率がかなり低

い状況なんですね。 

それで、今回も●●％という落札率になって

いるんですが、そもそも、毎回設定する予定

価格について、何か実態に沿わない状況があ

るのかというような疑問が生まれてくるん

ですが、この辺についてはいかがですか。 

○ 予定価格の積算につきましては、こう

いうデータ等保守運用というものになる

と、ソフト構築とか保守とかそういう経費

になるんですが、積算資料において、ソフ

ト開発とか運用・保守とかいう人件費単価

が明記されていまして、それを基に官房経

理課としまして人件費単価を定めて、予定

価格を積算しております。 

○ そうしますと本件の場合は、積算のため

の単価が一般的であるのにも関わらず、例外

的な単価で業者の方が申し込んできたとい

うことなんですね。 

○ 一般的に、参考見積もりを数社から取

り寄せまして、工数とか人件費を見るんで

すが、やはり各社とも人件費は割と高目に

見積もっています。 

そのため、いろいろ幅があることから、

積算資料の人件費単価を引っ張ってくる。 

あとは工数が問題になりますので、保守

とか運用に対して、どのぐらい労働力をつ

ぎ込むかという工数を勘案して積算してお

ります。 

○ そうすると、予測の話ですけれども、来

期も同じような落札率の可能性があるんで

すかね。 

○ 余りにも数年続いてきますと、工数な

りについては過去の実績を基に見直すとい

うことは考えております。 

これまでも実際、数件程はこのような見

直しはやっております。 

○ ちなみに、参考に教えていただきたいん

ですが、改善策のところに「貸与資料」とい

う言葉が出てくるんですが、これはどういっ

た資料で、どういう形で貸与がされるものな

んでしょうか。 

○ 貸与資料につきましては、電子データ

であったり紙ベースのものであったりとい

うものがございますが、電子データにつき

ましては、パソコン上で見れるような形に

なってございます。 

○ 開示資料とは違って、貸与資料というの

は後で返却してもらうとかそういうもので

○ はい、そうでございます。 
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すか。 

○ でも、パソコンで見れると貸与じゃなく

て開示かなと思うんですけど。 

○ 省内の電算室という場所で見れるよう

にしております。 

○ そうすると、こちらに業者の方に来てい

ただいてということですか。 

○ はい、そうです。 

 

○ わかりました。どうもありがとうござい

ました。それでは結構です。 

 

競６９ 平成２６年度日本の食魅力再発見

・利用促進事業委託事業（食料自給率等に関

する消費者への情報発信事業） 

 

○ １者応札となった原因で、参加しても受

注見込みがないと判断したとあります。 

これは、要するに予定価格よりはるかに高

い値段じゃないと入札できないというよう

な、そういう意味に理解してよろしいんでし

ょうか。 

○ いや、そういうことではないと思いま

す。 

もちろん、予定価格の公表とか、実際に

資料招請も行っていませんので、予算の規

模とかについても相手方には伝えておりま

せんので、そういうことではないと思って

おります。 

事業が三つ一緒になっていますので、得

意分野とかそういったもの、例えばソフト

ウエアの開発は得意だけれども広報はでき

ないとか、広報はできるけれどもソフト開

発は難しいというようなことがあって、見

込みがないというふうに判断されたのでは

ないかと思っております。 

○ わかりました。ありがとうございます。  

○ 二つお聞きしたいと思います。 

 まず、この資料を拝見したのがきっかけと

なって、自給率を私も計算してみようと思っ

たんですけれども、ソフトをダウンロードし

ないといけないんですよね。その時点で、あ

あ、面倒くさいなと思ってやめちゃったんで

すけれども、今度改善されるものは、その辺

が画面上でできるようになるんでしょうか。

だめですか。 

○ 農林水産省のデータベースの関係で、

今、通常ですとクラウド方式で、ウエブ上

にはそういうソフトを動かせるのがあるん

ですけれども、サーバーの関係でそういう

形ができないため、ダウンロードをしてい

ただくという形は、現在と一緒ということ

にはなります。 

○ そこを改善していただかないと、多分、

多くの人が、それだったらやめちゃうよとい

う人が多いのかなと懸念いたしました。 

 もう一つが、アンケートの回答のあった業

者からのご意見の一つだと思うんですが、

○ フード・アクション・ニッポンの事業

は、本業務とは違いますが、同じ「日本の

食魅力再発見」の題目でやっているもので、

一方のフード・アクション・ニッポンの事

業というのは、事務局があって、そこで消
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「改善点ではないが、以前別案件を受託した

際、一部の民間会社との協議が上手くいかな

かった経験から、ＦＡＮ関連の事業への参加

はハードルを感じる。」ということが書いて

あるんですが、これはどういう意味なんでし

ょうか。 

費者に対する消費拡大の普及啓発をしてい

るんですけれども、その際、ＦＡＮの事務

局と密接に連携をしながらやってください

というような形になっているものですか

ら、その中で、例えば、いざこざがあった

のかどうかは解りませんけれども、ちょっ

とやりにくかったということがあったよう

です。 

○ ということは、事務局を民間事業者がや

っていらっしゃった。 

○ そういうことです。 

○ そうなんですね。その辺、今後は農水省

さんが仲介に入って、うまくやってください

よということはやられるんですか。 

○ 事務局の中には、当省も関与すること

になっています。 

○ そうですね。やっぱりこういうことがあ

ると、結局応札者が少なくなったりするとい

うことが今後考えられるので、ぜひ円滑な仲

介をやっていただければと思います。 

○ こういう意見があったということも踏

まえまして、事務局があるフード・アクシ

ョン・ニッポンの事業については、関わり

を全くなくすということはないですが、も

う少し連携に関してやわらかい形にすると

いう方向で検討し、仕様書とかも書き込ん

でいくということにしておりますので。 

○ お願いします。  

○ 私のほうから質問で、一般競争参加資格

の設定の理由及び経緯のところの応札者の

条件として、「Ｂ」等級が対象であるが、

「Ａ」及び「Ｃ」等級を追加したということ

なんですが、大体、上から下とか、下から上

というのは聞いたことあるんですけれども、

真ん中から上、下という拡大の仕方というん

ですか、これはそんなに珍しいことではない

んですか。 

○ ご質問につきましては、あくまでも予

定価格の範囲の中で、当然ながら対応する

等級というのが一定決まっております。 

その中で、応札者が沢山おられれば、そ

の等級だけでも大丈夫なんですが、仮に、

その等級に設定した場合には応札者が少な

いというようなことが想定されます。 

このため、応札者が少ないと思われる場

合については、直近上位、直近下位という

等級まで拡大することができます。 

その直近上位、直近下位でも、まだ少な

いと思われる場合には、もう一つ飛び越し

てできるということで、今回、他の業務の

ご説明の中でも、ＡからＤまでという、飛

び越したものがありました。 

今回の業務は、原則Ｂ等級なんですけれ

ども、一応、Ａ等級とＣ等級があれば十分

に応札者が確保できるだろうという判断
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で、とりあえず上位と下位を追加したとい

うことでございます。 

○ わかりました。ありがとうございまし

た。それでは結構でございます。 

 

随２３ 農業政策に関する情報提供業務  

○ それでは、１点お聞かせください。 

 ご説明は大変よくわかりまして、大事なお

仕事の関係だと思います。ここの抽出案件概

要の随意契約になった理由及び経緯という

のは詳しく書かれているんですが、１者応募

となった原因と改善策は、横棒が引いてある

だけで、何ら記載がありません。 

これは改善の余地がないということなの

でしょうか。ちょっと解らないんですが、も

う少しご説明ください。 

○ わかりました。そもそもＦＢＤＣ社に

決まったということなんですが、その前に

はアメリカのコンサルタント事情に詳しい

人、具体的には、例えばアメリカの大使館

に勤務していた経験のあるような人たち

に、どういうコンサルタントがあるのか、

どういうコンサルタントが適当かというこ

とをいろいろと相談しながらやっていまし

て、今回この件についてはＦＢＤＣ社が一

番いいということなんですけれども、今後

もっと適切なところがあったり、あるいは

調査すべき内容のポイントが変わってくれ

ば、それに合ったようなコンサルタントを

選ぶ可能性はございます。 

○ もしそうであれば、その辺も書いていた

だけると、私どもにはわかりやすかったと思

います。 

 

○ それでは、１点お伺いします。 

 随意契約の内容で予算額が●●●万円と

あります。それで、実際に契約されたのが１

２６万１,０００円のようですが、このあた

りの価格の決定に至ったプロセスというの

を簡単にご説明いただけますでしょうか。 

○ 外国の会社へ、国際部を通じて、どの

ぐらい経費がかかるかという参考見積書を

徴取しております。 

その見積書を基に、当方でも類似の、例

えば、現地の農業のいろいろ実情を調べる

とか、そういう事業もございますので、そ

れらの人件費単価と一応比較いたしまし

て、類似例とほぼ同様の人件費、事務費と

いうことを判断いたしまして、この予定価

格を設定いたしました。 

○ 予算額の●●●万円というのは、これは

どういう意味の数字なんでしょうか。 

○ アメリカの業者が参考見積もりという

ことで、どれ位かかるかというのを聞き取

ったものがこれでございます。 

○ わかりました。ありがとうございます。  

競４８ 平成２６年度有害化学物質リスク

管理基礎調査事業（加工食品中の３－ＭＣＰ

Ｄ脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸
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エステル含有実態調査（追加調査））委託事

業 
○ 要するに、そもそも、能力的に当該事業

をできる業者さんが少ないということです

か。 

○ はい。こちらの入札参加要件として挙

げている外部精度管理について、要件を満

たしている分析機関がまだ少ないというの

が現状です。 

○ 具体的には、数でざっくりとでよいの

で、どれ位を想定されていますか。 

○ この３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステル或い

はグリシドール脂肪酸エステルという物質

自体の分析ができるようになったのが２０

１１年位です。 

日本国内で分析できるところというの

が、広く見積もっても４者位というのが現

状です。 

 そういう中で、今回、結構難しいことを

やってもらい、調査をしてもらうという中

身なんですけれども、実際、応札参加者が

結果的に２者だったという状況です。 
○ 逆にそういう状況だったら、強いて一般

競争入札にしなくてもいいのかなという気

もしないでもないんですけれども、そのあた

りはいかがですか。 

○ 基本、複数者の応札が見込めそうな案

件については、一般競争入札でやっていま

すので、随意契約だとか企画競争を行わず、

一般競争入札として実施しました。 

有害化学物質基礎調査事業という大きな

事業の中で、当該事業は、個別の調査をや

るのですけれども、他の調査を含め、全体

として基本的には一般競争入札でやってい

ますので、その流れの中で対応させていた

だきました。 

○ わかりました。ありがとうございます。  

競７８ 平成２６年度微生物リスク管理基

礎調査事業（カンピロバクター属菌及びサル

モネラ属菌の性状解析）委託事業 

 

○ 直前におっしゃっていただいた改善策

のことなんですが、パルスフィールドゲル電

気泳動法は今のところ３者が扱えるという

ことですが、今後さらに扱える業者が増えて

いくのかどうか、競争性が具体的に発揮でき

るものかどうか、そのあたりを教えていただ

けますでしょうか。 

○ 先程、前の抽出案件でも説明があった

とおり、有害化学物質・微生物リスク管理

基礎調査事業については、年度末に、来年

度こういう調査をやりますということで、

分析機関の方を集めて説明会を実施して、

入札参加者を増やそうと努力しておりま

す。具体的にどれ位の分析機関が分析法の

導入を検討しているかということまでは把
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握していないんですけれども、来年度こう

いった分析法で調査しますということは説

明会などで説明することにしております。 

 なお、このパルスフィールドゲル電気泳

動法は、ご指摘のとおり遺伝子の解析方法

の一つなんですけれども、よく食中毒の疫

学的な解析などで、保健所などにおいては

一般的によく使われている方法でございま

す。 

○ 過去３年間の入札・契約状況を見せてい

ただくと、およそ落札率が●●％前後のとこ

ろだったんですが、今回落札率が●●％に上

がって、この方が正常なのかもしれません

が、この辺の、想像というと変ですが、何か

心当たりはございますか。 

○ 厳密に原因分析などは行ってはおりま

せんけれども、こちらの過去３年の入札状

況を見ますと、応札者数が３者、４者、５

者ということで、やはり競争原理が働いた

のかなというところ、後は今回の予定価格

を設定する中で、当然過去の事業の落札額

の状況とか、そういう過去の実績を踏まえ

て予定価格を設定しておりますので、今回

は結果として１者応札になったということ

もあり落札率が高かったのかなというふう

に考えております。 

○ わかりました。どうもありがとうござい

ました。 

 

競７２ 平成２６年度食品産業グローバル

展開インフラ整備委託事業のうちインター

ネットサーバーシステム構築及び運用事業 

 

○ 入札執行調書で一番高い値段をつけた

方でも３８０万ということで、これも予定価

格の半分以下というか、３分の１に近いと思

うんですけれども、これは本件に関して特殊

な要因が働いたとか、何かあるんでしょう

か。 

 

○ ほかの２者についても、入札価格が低

かったというところなんですけれども、一

般競争入札であるため、個々の企業の判断

というところが多分に働いていると思われ

るんですけれども、入札価格については、

事前に、入札された２者とも入札説明会等

には参加されていまして、そこで我々の要

求仕様等は確実に伝えているので、やっぱ

り一般的な競争原理が働いたとしか、ちょ

っと我々は推測ができないところでござい

ます。 

○ 聞くところによると、農林水産省にこう

いうものを納めているんだというネームバ

リューが欲しくて、あえて安く工事をやると

か、受注するとかいう話も聞いたことがある

○ 一般的には、そういう価格割れみたい

な形があるというのは聞いておりますけれ

ども、今回は、大手に比べて作業工賃が安

いということと、それから我が方で求めま
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んですけれども、そういうことでもないんで

すかね。 

したログインシステムとかメールフォーム

システム等についての作成実績が豊富であ

って、簡単に言うと、通常の仕事、彼らが

やっている業務の延長線上にあるような仕

事で、特段このために何かリソースを割く

というようなことがなくできたのではない

かということです。契約後は、随時話し合

いをしながら事業を進めておりましたけれ

ども、先週、完成をいたしまして、我々が

要求しているレベルのものというのは、し

っかりと稼働しております。 

○ ありがとうございます。  

○ 積算内訳が出ていますよね。 
実際に入札された方は、どこを削っている

のかなと思うんですけれども。 

○ 一番大きなところが、やはりＳＥさん

のところの単価と、あとこちらの業者さん

ですと、それを構築する期間のところ、か

なり短く、契約相手方は短くそこを見積も

られていたということ。 
それについては、先程、説明があったよ

うに、既に試算というか、過去に、類似と

なるメールフォームシステムというのは、

ホームページの中から質問事項があった場

合にそれができるようなシステムなんです

けれども、そういったことを契約相手方は

既にいろいろ作成されていたので、その試

算を利用したので、そういうことになった

のかなと考えております。 
○ わかりました。ありがとうございます。  
○ この積算を見ますと、落札価格が消費税

に近いというか、どういうふうに判断してい

いのかわからないような結果なんですね。 

○ これからは、この種のシステム開発と

いうのは、今までの価格というのはもうあ

まり当てにならないといいますか、一から

考えないといけない場合もあるのかなと。 

大手の２者から、それ以外のところから

も見積もりを取っております。そういうの

をベースに予定価格を我々で積算しておる

んですけれども、特にこういうシステム開

発みたいな事業は、幅広に、小さくてもし

っかりやっているような会社から見積もり

を取るというふうにしていくべきだなと、

今回の件でそう感じております。 
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○ どうもありがとうございました。結構で

す。 
 

随３ 平成２６年度地域循環型バイオガス

システム構築モデル事業 

 

○ 確認したいんですけれども、今回は、金

額だけじゃなくて、企画の内容をちゃんと見

て評価しますよということになったんです

よね。 

４者には、金額を初めから提示し、その上

で企画書を提出した訳なんですか。 

 

○ 我々としては、まず上限額を提示して

おりまして、この金額以下で提案をしてく

ださいという形で、まず応募してもらって

います。 

 

○ 金額も審査結果に加味されるのですか。 ○ 加味されます。 

○ じゃ、安くていいものをやってくれると

いうところに。 

○ そうですね。 

ただ、お金だけではなくて、この内容だ

ったらこれ位の金額が適切だよねとか、実

際そういった方もあって、内容は良かった

んだけれども、やけに金額が高い、内訳書

を見ていくと人件費が非常に高いというよ

うな評価をされたこともありましたので、

そこは総合的な評価という形にはなると思

います。 

○ わかりました。ありがとうございます。  

○ 採点表を拝見しますと、各委員の先生の

個別の点数、載っています。 

それで、例えば、事業実施体制というとこ

ろなんか、結構、１０点を付けておられる先

生と２点の先生と、かなり上下差が激しいと

思うんですが、これってかなり主観が入りや

すいようなものなんでしょうか、ちょっと一

般的な質問となりますが。 

 

○ やはり見方によって、どこに注目する

かというものがあると思いますので、こう

いった点は評価できるけど、ここはだめだ

というようなケースでは、どちらを採るか

によって、やはり委員の主観はどうしても

入ってしまうのではないかと思います。 

 ただ、これは点数を付けた後に、全ての

委員で討議を行っていまして、その過程で、

この結果が妥当であるか否かの議論がされ

ます。妥当でないケースというのは今まで

はないんですけれども、妥当でないと判断

された場合には、こういうふうに修正する

べきではないかというような議論をするよ

うにしてございます。 

○ はい、ありがとうございます。  

○ 私のほうから、委託費の対象経費とい

う、これはどういう位置づけの資料になるん

○ これは、先程応募する際に、上限額を

提示していると申しましたが、応募をして
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ですか。 いただくときに、我々の方から、要は補助

の対象経費になるもの、或いはお金を積み

上げるときに、こういった方法でお金を積

み上げてくださいねという、ある一定のル

ールを設けております。 

この資料に関しましては、応募されると

きにはこういった考え方でお金を積み上げ

てくださいということを示したもので、こ

れに基づいていないものは訂正をお願い

し、納得していただいた上で再提出してい

ただくような形になります。 

○ こういう扱いというのは、よくあるもの

なんですか。 

○ やはり同じルールでお金を積み上げて

いないと、適正な比較ができなくなってし

まいますので、基本的な積み上げ方に関し

て、一定のルールを設けるというのはよく

あることだと思っています。 

○ そうですか。 

 よろしいですか。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。 

競３９ 女性を積極的に活用している農業

法人・農業経営体調査事業委託契約の締結に

ついて 

 

○ 入札執行調書を拝見しますと、第１回、

第２回と、これは２回入札が行われたという

ことですか。 

入札参加者のうち、１者が２回目で辞退さ

れているというのは、これはやっぱりもう値

段的にこれ以下ではという、そういった趣旨

なんでしょうか。 

○ そうですね、直接聞いて確認はしてい

ないんですけれども、恐らく価格面でこれ

以上は下げられないというようなことで、

辞退という形で札を入れていただいたもの

と考えております。 

○ はい、ありがとうございます。  
○ 調査について、２,０００件以上のアン

ケート調査をしてくださいという仕様にな

っていますよね。 

そうなると、民間機関が２,０００件の農

業法人、特に女性が参画している法人をリス

ト化するのは大変だと思います。日本農業法

人協会は、性格上リストを集められやすいん

ですけれど。果たして今後、同様又は類似の

ことがあった場合にも、ここの公益法人にな

○ 市販されていないと思います。 

今回の調査では、２,０００件というの

は、農業法人を２,０００件調査するという

ことにしておりまして、その中で女性のお

られるところと男性のおられるところと比

較してということでアンケート調査の方は

進めておりますので、農業法人を対象にし

た調査ということにしております。 
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る可能性は高いのではないかと思うんです。 

民間に果たしてどれぐらいチャンスが、機

会が与えられるのだろうかとなった時に、か

なり限定されるんじゃないかと思うんです

けれども、例えば２,０００件のこういった

データは普通に市販されていたりするのか

教えていただけますか。 

○ お聞きしたいのは、もし今後、民間の方

がやられる場合に、そういったデータそのも

のを入手できるのだろうかと、非常に狭まっ

てしまうんじゃないかということをお聞き

したかったんですけれども。 

○ 今、農業法人は１万５,０００程ありま

して、インターネットで検索したりすると

結構出てきたりはします。 

法人協会のほうとか持っているデータも

必ずしも多くはないので、集めていただく

ということが必要なものになっておりま

す。 

○ なるほど。でも普通に考えたら、やはり

法人協会のほうが集めやすいのは確かです

よね。こういったところに行けば法人のデー

タがありますよとか、そういった情報は提供

されていらっしゃるんでしょうか。 

○ 当方では、農業女子プロジェクトとい

う部分については提供できる部分がありま

して、また各県の法人協会のインターネッ

トのホームページでも、リストとして挙げ

ておられますので、そうしたところから２,

０００件位であれば可能ということで行い

ました。 

 

○ わかりました。  

随１４ 平成２６年度農業用アシストスー

ツの現地実証委託事業 
 

○ アンケート結果についてご質問したい

と思います。 

ホームページの調達情報の改善の部分で、

お一人目の方が、「日常的にＨＰのチェック

はしていない。公文等により周知して欲し

い。」と書いてあるんですが、公文というの

がどういうことなのかちょっとわからない

です。先ほどのご説明で、学会や各種団体を

通じて提供していきたいという改善案をお

っしゃっていただいたんですが、もっと他の

周知方法はあるのでしょうか。ホームページ

以外、学会以外でやっていらっしゃるのか、

或いは、今後やっていかれるご意向があるの

か、お聞かせいただければと思います。 

○ 調達情報メールマガジンへの登録があ

りますので、それを促していきたいと思い

ます。 
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○ ただ、そこに行かない方ですよね。 

多分、ホームページをチェックしないよう

な方なので、余りメールマガジンも、日常的

にメールを余り見ない方に対しては、多分印

刷のプリントのものが欲しいということだ

と私は感じているんですけれども、そういっ

た何か工夫はされていらっしゃるんでしょ

うか。 

○ 先ほどお話しありました調達情報のメ

ールマガジンでございますが、これは基本

的にパソコンで一旦登録はしていただく必

要があるという部分はありますが、要する

に、新たな入札情報があれば、当然ながら

発信しますので、その内容を見ていただい

て判断していただくものであり、文書と同

じだと思っております。 

当方が行っている取組は、あくまでも入

札件名であるとか、それと公告期間という

部分と、後は、仕様書等の詳細な部分はホ

ームページの関係で限度があるんですけれ

ども、仕様書の本体だけは、ＰＤＦの画面

で見れるようになっておりますので、そこ

で十分ご判断できるのではないかというふ

うに考えています。 

 なお、公文書となりますと、全ての事業

者に配布することは難しく、個別にある一

定の業者に情報を流すような形になります

ので、公平性が確保されないという部分が

ございますので、調達マガジンへの登録を

促して、皆様に、登録をしていただければ

情報は流れますというご案内をしている次

第でございます。 
○ わかりました。日常的にホームページを

チェックしていないとおっしゃった方にも、

ぜひそのあたりをご連絡していただければ

と思います。 

 

○ 別紙１の事業者に対するアンケート結

果のところなんですが、「入札公告又は説明

会の日から入札書、提案書等の提出期限まで

の期間が短かった。」というのが４０％、２

件ございますよね。 

それで、説明会が７月３１日で、提出締切

日が８月１５日、それほど極端に短いとは言

えないのかなとも思うんですけれども、ただ

時期的に、いわゆるお盆休みの時期にかかっ

ているような感じで、これはご質問というよ

り意見に当たるかもしれないんですが、もう

ちょっとその辺りの配慮というか、期間を外

○ このアシストスーツの実証研究が１０

月からの実証となっておりまして、それか

ら逆算していきますと、大体８月、この位

の時期に締め切ったほうが、契約を締結す

るまでの時間もあり、また、実証研究の実

施にも支障がないという判断で、この期間

に設定いたしました。 
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すとかという工夫はできなかったのかなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○ 例えば、もうちょっと早めるとか、そう

いうのは検討できなかったのでしょうか。 

○ 再公募をかける上で、局内的には、１

回目で応募がなかった事業者をどう扱って

いくんだ、仕様の中身はどのようにするの

か、そういう検討をした上で再公募という

ことになりますので、どうしてもこの時期

まで再公募の期間がかかってしまうという

ことです。 

 一方で、先ほど説明したように、これは

いわゆる現地での実証がメインの事業にな

ってございますので、対象が果樹になって

おります。 

ですから、果樹が無くなっちゃうと実証

研究そのものができなくなるものですか

ら、ご意見のとおり、多少無理はあったか

も知れませんけれども、実施時期もあり、

こういう日程になってしまったということ

でございます。 

○ はい、ありがとうございます。  

○ 改善策のところ、読んでいてよくわから

なかったのが、２行目の「委託予定先の件数

が公募件数に至らなかったため、再公募」と

いうのをもうちょっと詳しく言っていただ

くと、どういう意味なんですか。 

○ 当初の予定では、委託件数を５件とし

ていたんですけれども、４件しか来なかっ

たものです。 

○ 公募がですか。 ○ はい、公募が。それで、今回再公募を

実施したものでございます。 

○ この４件というのは、果実によって分け

ている訳ですか。 

○ 品目を分けておりまして、果樹の品目

と果樹以外の品目で公募しております。 

○ それが全部で５件。 ○ はい、そうでございます。 

○ 公募が４件しか来なかったということ

ですね。 

○ はい。 

○ わかりました。どうもありがとうござい

ました。 
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