
 平成２７年６月２３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２７年１月１日～平成２７年３月３１日

５０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

１０件　 うち、１者応札案件 ６件

（抽出率20％） （抽出率12％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件

（抽出率2％）

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

第３０回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要
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その他の随意契約
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一般競争 　５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 ０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） 　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

（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。

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

別紙のとおり
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第 30 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 
 

物役・随１３ 平成 26 年度農林水産業・食

品産業科学技術研究推進事業委託事業（緊急

対応研究課題） 

 

 資料を拝見しますと、公募する研究対象が

「御嶽山噴火に伴う山地斜面の土砂流出特

性の解明」と「農産物の有する機能性やその

関与成分に関する知見の収集・評価」とあり

ますよね。御嶽山の噴火というのは緊急に対

応を要する研究課題ということでよく理解

できるんですけれども、農産物の有する機能

性云々については、特に緊急の対応を要する

という理由がちょっとよくわからないので、

ご説明いただけますでしょうか。 

 本件につきましては、ちょうど27年度か

ら機能性食品の表示制度が開始されるとい

うことがございますので、産地からかなり

要望が強く出されたところでございます。

その要望に沿って、なかなか産地だけでは

できないものですから、27年度から即対応

できるように、26年度のこの短期間でござ

いますけれども、研究をさせていただいた

ところでございます。 

 

わかりました。ありがとうございます。  

 資料を拝見しますと、２者の今回応募した

団体と課題名が書いてありますよね。それぞ

れ課題名が異なっているんですけれども、こ

れは農水省さんから、こういう研究をしてく

ださいということを大まかに出して、それぞ

れ違う観点で、うちはこれをやりますよと言

っているのか、たまたま全く同じテーマなん

ですけれども、つけた課題のタイトルだけが

違っているのか、教えていただけますでしょ

うか。 

農水省から示した課題につきましては、

課題名の上に「農産物の有する機能性やそ

の関与成分に関する知見の収集・評価」と

書いてありますけれども、これが当方で示

した研究の対象となる領域でございます。

その研究対象に対して、提案されたものが

２課題あったということです。 

ということはタイトルは違うんですけれ

ども、やろうとしている、うちはこれをやり

ますよというものはほぼ同じだというふう

に見てよろしいのでしょうか。 

そのとおりです。 

 

わかりました。ありがとうございます。  
 ここに評価委員の欄があるのですが、ここ

に氏名の記載がないのは何か理由があるん

ですか。他には評価委員の氏名が出ておりま

すけれども。 

この評価につきましては、外部評価委員

の方が３名と、あと行政側の行政部局の担

当官が２名で行っております。今、氏名が

ないという箇所については、農林水産省の

行政側の担当官の評価でございます。 

ただ、今までいろいろ見せていただいた資 特にここは例外的な扱いじゃなくて、記
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料では、本省の方が評価する場合も氏名を記

載していたように思うんですけれども、これ

は特に例外的な扱いか何かがあるのですか。 

 

載漏れかと思います。資料をごらんいただ

きますと、評価委員行政部局ということで、

当課題では技術会議事務局の研究統括官、

あとは研究推進課長、そういうふうに示し

てございますので、単純にこの表をつくる

ときの記入漏れかと思います。特に意味が

あるわけではございません。 

そうしましたら、追加して記載をしておい

ていただけますか。 

わかりました。 

 

それからもう一つ、公募要領を見ますと、

御嶽山の噴火についても研究対象として書

いてあるのですが、評価委員による評価はあ

くまでも農産物の機能性の方の案件という

ふうに考えてよろしいですか。 

はい。そういうことです。このときは２

課題分あわせて公募していますけれども、

評価は農産物の機能性の方だけになりま

す。 

物役・随１４ 平成26年度農林水産業・食品

産業科学技術研究推進事業委託事業（緊急対

応研究課題） 

 

２つお聞きします。 

 先ほどの機能性の件ですとか、御嶽山とい

うのは緊急性があるとはわかるんですけれ

ども、こちらの技術マップの作成というの

は、特に私は個人的には緊急性が感じられな

くて、もう少しその時期を余裕を持った公募

というのができたのではないかなと思うん

ですが、それについて１点お聞きしたいで

す。 

 あと、改善策は棒が引っ張ってあるのです

が、今後同じように競争的資金でやったとき

に、また１者応札というのが発生する可能性

もあると思うんですけれども、全体に対して

何かこういうふうに幅広く公募を募るとい

うようなアイデアというか、お考えがないの

か、あるのか、お聞きしたいと思います。 

 

１点目のご質問にお答えいたします。 

 まず、この技術マップがどういうものか

若干補足させていただきますと、技術マッ

プというのは特定の研究分野、例えばバイ

オマスならバイオマスという研究分野につ

きまして、世界の学術論文ですとか、ある

いは知財の情報を網羅的に収集しまして、

それを分析していただいて、現在どういう

分野での研究がホットなのか、あるいはど

ういう分野に穴があいているのかというの

を図示して、国として、それではこの分野

を重点的にやっていきましょうという際の

検討に使わせていただくという目的でつく

ったものでございます。 

 昨年度、食料・農業・農村基本計画の議

論がありましたけれども、それと並行しま

して、研究開発におきましても農林水産研

究基本計画の議論も進んでおりました。そ

の中で、研究マネジメンを強化すべきとい

うような議論がなされまして、特にこれま

で重点分野をなかなか明示してこなかった

という反省点があったということで、この

農林水産研究基本計画の議論は進んでおり
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ましたけれども、その中で特に重点分野と

された５分野につきまして、この技術マッ

プというものを策定しまして、新たに 27 年

度からの検討に至急使用したいということ

で、このような事業をさせていただいたと

いうところでございます。 
はい、わかりました。もう一つ、後半の。 

 
もう一点、後段の分についてご回答させ

ていただきたいと思います。 

 改善策の点でございますけれども、どう

しても緊急対応ということでございますの

で、短期間で公募あるいはその事業、研究

着手までいかなければいけないという命題

がございます一方で、ただ、そうは言いま

しても、できるだけ参加される、提案され

る方が増えるに越したことはございません

ので、当方としましても、その告知を出し

ただけではなくて、参加できそうなところ

については、できるだけ周知できるように

そこは努力していきたいと思います。 
お願いいたします。  

先ほどと似たようなことなんですけれど

も、やはりその評価員が書いてあって、肩書

のみで個人名が書いていないんですけれど

も、差しさわりがなければ個人名まで入れ

て、その客観性というか、公平性というか、

その辺を明確に明示しておいていただいた

ほうがよろしいかなと思うんですね。 

ご指摘の件、わかりました。その辺ちょ

っと検討して、個人名を入れるように考え

たいと思います。 

 

よろしくお願いします。  

物役・随６ POSデータ提供業務  

入札時の代理人の出席というのは、●●と

いう会社の代表権のない社員の方がお見え

になったと、そういったことでしょうか。 

はい、おっしゃるとおりです。 

その程度であれば、例えば委任状を後で追

加してもらって入札はさせるとか、そういっ

たような取り扱いというのはできないので

しょうか。 

 

入札説明書を配布するときに一緒に入札

心得というものを配っていますが、その中

に「入札参加者が代理人によって入札する

場合には、入札前に代理人の資格を示す委

任状を提出するものとし、入札書には代理

人の表示をしなければならない」というふ

うに決めておりまして、そのような決めら
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れたことと違うことをやるというのは他の

業者との公平性を欠くことにもなりますの

で、参加させないようにしております。 

 資料の一番最後を見ますと、過去３年間、

結局同じ業者が受注をしているわけですよ

ね。このＣＳＫサービスウェア以外がなかな

か受注できないのは何か理由があるのでし

ょうか。当社が安い値段を出したということ

に尽きるのか、それとも結局当社でしかでき

ないような何か仕様というか、業務になって

いるのではないかなと、ちょっとうがって見

てしまうんですけれども、そのあたりは大丈

夫なんでしょうか。 

仕様書で示している日経のＰＯＳデータ

につきましては、日経デジタルメディアと

いうところがデータの発信元なんですけれ

ども、そちらの販売代理店となっていると

ころが今３社ありまして、ＣＳＫサービス

ウェア、●●と●●の３社です。今回参加

できなかったのは、●●が委任状を持参し

ておらず参加できなかったということで、

一応３者は参加できるということになって

います。 

参加資格があるということですね。わかり

ました。 

 

これは要するに、１回目が予定価格に達し

なかったと。２回目では今度、入札参加業者

が辞退して不落となったと。その後に随意契

約の協議を行う際に入札参加業者が辞退し

たというのが●●ということですか。 

●●は委任状を持ってこなかったことか

ら参加できなくなりましたので、入札に際

し札を入れたのはＣＳＫサービスウェア１

社です。１回目が予定価格に達しませんで

したので、再度入札を行うこととしたので

すが、ＣＳＫサービスウェアが予備の入札

書を持参していなかったため、入札はそこ

で打ち切りました。 

 

そうすると、１回目のときには入札に参加

したのは２社だったのですか。 

正確には１社です。入札前の委任状の確

認の際に委任状を持っていないということ

で、そこで退出していただきましたので、

参加したのは１社になります。 

そうすると、辞退したのはどこ。 ＣＳＫサービスウェアが２回目を辞退し

ました。 

辞退じゃなくて、不落になったのではない

んですか。 

１回目で予定価格に達していなくて、２

回目を行おうとしたのですが、予備の入札

書がなかったため、ＣＳＫサービスウェア

は２回目に札を応札できませんでしたの

で、１回目の入札をもってこの入札は終了

しまして、不落随契を受けていただけるか

協議しました。 

１回目の入札では、金額が折り合わなかっ

たということで不落になって。 

そうです。 
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このときには●●もいたんだけれども、要

するにおっしゃったように、代理のための資

料が欠けていたために、結果的には不参加の

状態になってしまったということですね。 

はい。札入れの前に委任状を確認します

ので、そのときに委任状を持っていなかっ

たということで、それで退出していただき

ました。 

そうすると、私は初めて見たんですけれど

も、見積執行調書という言い方で、これはＣ

ＳＫサービスウェアが結局もう一度290万円

でもって入札をし直して。 

今度は不落随契協議なので、随意契約の

見積書です。 

 

ということですか。これは入札じゃない状

態ですね。 

そうですね。 

 

で、決定されたと。 はい、それで契約の相手方に決定しまし

た。 

わかりました。どうもありがとうございま

す。 

 

物役・競２７ 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食品規

格基準等調査（ロシア） 

 

これを私が抽出させていただいた理由は、

落札率が 4.6％と非常に低かったので、お話

を聞いてみたいなと思いましてお願いしま

した。平成 21 年から国を増やしていかれる

ということなんですけれども、今後もまた新

しい国に対してその法規を調べるというこ

とになると、やはり見積をとる会社によって

はこれだけ金額が違うということが今回わ

かったわけですよね。見積をとる会社の選定

方法というのをこれから工夫をされるのか、

あくまでも人件費ですとか通常の金額が正

統なので、今回は本当にイレギュラーとして

これからの見積のとり方も今までどおりな

のか、これだけ違うとちょっと今後の見積の

とり方もちょっと変わってくるのだろうか

なと思うんですけれども、そのあたりをお聞

かせいただけますでしょうか。 

まさに青山委員ご指摘のとおりでござい

まして、我々も今後、予定価格を設定する

ときにどうしたものかと考えまして、実は

先日、他の国を対象とした調査事業の委託

契約の入札を実施しました。そのときには

この低額な金額で受託した業者にも参考見

積を出していただきまして、それも参考に

して予定価格をつくりました。そうしたと

ころ、今回はロシアではなかったので、他

社と同程度の金額の参考見積を出してこら

れました。 

 

わかりました。結構です。  

 資料の備考欄を拝見しますと、予定価格に

ついては当初の調査事業の実施実績のある

●●からの見積価格と、それから●●からの

見積価格1,432万円というのを参考にされた

はい、同じ会社でございます。 
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とあるのですが、この入札執行調書に出てく

る●●が700万で入札されたと。これは同じ

会社ですよね。 

予定価格の見積のときには1,432万を出し

て、実際の入札額はその半分以下というの

は、何となく私はこういうこともあるのかな

と、ちょっと理解できないような感じがする

んですけれども、そのあたりのことというの

はどうお考えなんでしょうか。 

我々としても金額は違うなというのは思

ったわけなんですけれども、ただ、そこは

●●としてお考えがあって、そういう価格

を入れてこられたというところかなという

ふうに理解はしてございます。 

そうすると、それ以上のところなのでとい

うのは、もう●●の企業内の判断だから、そ

れはこちらとしては問題視というか、それは

しないと。 

そうです。参考見積をいただいている立

場ですので、なかなか難しいのかなと思っ

ているところでございます。 

ありがとうございます。  

この落札したアイ・シー・ネット株式会社

というのはそもそもどういう企業実態の企

業なんですか。 

アイ・シー・ネットは、これまでも農林

水産省の調査事業等を受託しており、調査

を主にされている会社でございまして、そ

の中で特にロシアについては造詣の深い方

がいらっしゃるということで、今回この価

格になったというところでございます。 

本業は何をやっている会社なんですか。こ

ういう調査事業をやっている会社なんです

か。 

調査をしている会社でございます。 

本拠地は日本にあって。 はい、日本にあります。 

ロシアとか、そういうところにも何か拠点

があって、何かされているというのですか

ね。 

拠点があるのではなく、ロシア等とそれ

ぞれパイプを持った、いろいろなコネクシ

ョンを持った方が登録されている調査会社

というようなところでございます。 

そうすると、入札額59万でできるだけの情

報量が集められるということなんですね。 

私たちもそこは疑問に思って、契約する

前に確認したところなんですけれども、ロ

シアについては特に長年携わっている方が

いらっしゃって、知識の蓄積ですとか、あ

と翻訳もその方ができるということで、こ

の価格で大丈夫ですということでございま

した。 

これって、内容的にいうと、どちらかとい

うと何か定量的な情報集めですよね。 

そうです。食品関連の法規ですとか、例

えば乾物だったら水分量は何％以下ですよ

と、ロシア政府が決めたものについて調べ

て、それを日本語で報告するといった業務
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なんですけれども、なかなか海外の諸国は

全ての情報がぱっとホームページを見てす

ぐにわかるといった状況ではないものです

から、中小企業が、個々の企業でいちいち

調べるのがなかなか大変で輸出のハードル

になっているということから、国がいろい

ろな国について調べて、日本語でオープン

にしましょうということで実施している事

業の一環でございます。 

そうすると、この会社はこういうロシア系

の情報収集について、いろんな日本の中小企

業も含めて、そういうところから情報を依頼

されたときに、その情報集めを事業としてさ

れていると、そういう会社なんですかね。 

そうです。他にどういったところがクラ

イアントかという具体的なところまでは、

承知はしていないんですけれども、調査業

務を請け負っている会社ですので、そうい

ったことも業務のうちにあるかとは思いま

す。 

この会社は、先ほどおっしゃったように、

農林水産本省としても時々入札に応じてい

る、ロシアに詳しい事業体ということですけ

れども、見積をとるときに、この会社からは

見積はとらなかったのでしょうか。 

そうです。見積をとるときには、我が課

の事業の受注実績がございませんでしたの

で、我が課の調査事業で受注実績がある２

社から参考見積をいただきまして、予定価

格を立てさせていただいたというところで

ございます。 

わかりました。どうもありがとうございま

す。 

ありがとうございました。 

物役・競２８ 平成26年度輸出拡大推進委託

事業のうち輸入規制緩和のための働きかけ

のための科学的データの整備（放射性物質等

データ及び残留農薬基準値データの整備） 

 

 一般競争参加資格の設定の理由及び経緯

のところで、ＩＳＯ／ＩＥＣ17025 の認定を

受けている検査機関であることを参加資格

としているのですが、この認定を受けている

検査機関というのは国内で大体、ざっくりで

どれぐらいの業者さんがあるのでしょうか。 

申しわけございません、今この場で具体

的な数字は用意してございません。 

少なくとも１社、２社ではなく、あるとい

う理解でよろしいですか。 

はい。 

ありがとうございます。  

１社になった理由ということで、多くの国

に対していろんな情報をもらったり、速やか

に分析をする必要があったということだっ

おっしゃるとおり、日本穀物検定協会は、

もともとこういった放射性物質のデータの

分析などは専門ではないということでござ
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たのですが、日本穀物検定協会はなぜそれが

できたのか、他がこの事業に応じられないの

はどんなハードルがあったのか。私のイメー

ジなんですけれども、当協会がこういった放

射能関係のデータにすごく詳しいというイ

メージがないものですから、同協会が応募で

きて、他が応募できなかったのか。入札に参

加できなかった理由として記載されていま

すが、ボリュームが大き過ぎたとか実施期間

が少なかったという理由がありますが、この

日程の設定の仕方に少し無理があったので

はないかというふうに思うんですけれども、

その辺の情報をお願いいたします。 

いまして、いわゆるＪＡＳ法等に基づく検

査機関であり、国内産米麦の品位検査等が

主な業務になっているんですけれども、一

方で、非常に今、国の施策として輸出を拡

大するという動きの中で、当協会もこうい

った輸出に関する、特に規制緩和に関する

部分の分析というところも今後業務として

取り入れていきたいというような意向もあ

ったと聞いております。見積は、もう一社

からもとって２社から見積をとっておりま

す。我々としてもできるだけ多くの方々に

入札を参加いただきたいということで周知

はしたところでございますけれども、ご指

摘のとおり、日程に少し無理があったとい

うところではございましたけれども、これ

は相手国との交渉の中で、どうしてもこの

時期に科学的データを求められたもので、

ここを逃すとまた交渉が非常に難しい局面

に入るということもございまして、結果と

しては少ない参加者になりましたけれど

も、入札を実施させていただいたというこ

とでございます。 

はい、わかりました。  

この見積書があって、640万という数字な

んですけれども、この見積書はどういう位置

づけのものですか。 

この見積は、先ほどご説明しました、２

社のうちの１社の見積ということでござい

ます。ただ、見積対象の業務内容は我々が

考えていたものよりかなり簡素な内容だっ

たことから、低い金額になっていたという

ことでございましたが、一応見積としては

この２社からとらせてもらったということ

です。 

今のお話だと、まだもうちょっと追加して

説明していただかないと、何となく。要する

に見積の中身として、この見積金額は採用す

るに足らないということだったんですか。こ

れは、予定価格に反映していないですよね。 

申しわけございません。この見積書につ

きましては、こちらが考えていましたその

仕様書の中身と比較した場合に、日本穀物

検定協会の出した見積と比較すると非常に

かけ離れたものということもございまし

て、時間の関係もございまして、再度見積

書をいただくということもできなかったた

め、基本的には日本穀物検定協会の見積の

ほうを参考に予定価格を積算させていただ



 
-  - 

9 

いたということでございます。 

落札率が低かった場合、そこの会社のとこ

ろにこれでもちゃんとやってくれますか、う

ちが満たす要求を応えてくれますかとかと

いうことを調査していますよね。本来だった

ら、これだけ差があれば、そこに行って、う

ちの仕様書をちゃんと理解していますかと

かということを確認しておくべきではなか

ったか。●●の見積書を見ると、一応下のほ

うに全て経費を含むというふうに書いてあ

るので、これを見る限り、同じ業務をこの640

万でやるのだという意向が見てとれるんで

すが、そういったフォローはされずに日本穀

物検定協会のほうを頼りにしてしまったと

したら、それは余りよろしくないのではない

かなと思うんですけれども、どうでしょう

か。 

一応、見積内容についても確認はしたん

ですけれども、なかなかこれだと足らない

なという判断になりまして、640万だと余り

にも簡素なものになるんじゃないかという

ことで、予定価格への反映はしなかったと

いうことです。 

簡素なものになると本人がおっしゃって

おられるんですか。 

いえ、それは我々の指標と比べたときに、

ちょっとこれだと足りないなということで

判断したということでございます。 

そういうものなんですかね。すみません。  

多分この見積書自体が一式という記載に

なっているので、そのブレークダウンが全然

ないですね。だから、せめてそのあたりを聴

取、どういう理由でなっているのかとか、そ

のあたりのことぐらいは聴取されないと、こ

れは見積をとった意味が多分全くないんじ

ゃないかと思うんですが、いかがですか。 

そうですね、これは本来、見積書の内訳

を出していただくことが必要だったかなと

反省はしておりますので、また今後、同様

の事業があった場合には、ご指摘を踏まえ

まして、そこはきちっと対応したいと考え

てございます。 

この次からは、値段が安いから、あるいは

その内容が多少明確でないということだけ

で初めから予定価格とか入札対象から外す

ことなく、きちっとその背景を確認した上で

判断していただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

承知しました。 

結構です。どうもありがとうございます。  

物役・随１０ 平成26年度 日本食・食文化

の世界的普及プロジェクトのうち日本食フ

ェスティバル開催による理解促進（マレーシ

ア） 
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 １者応札にならないような改善提案とし

て、現地の日系の企業に関する参考情報を入

札参加希望者に提供するということですが、

具体的に教えていただきたいんですけれど

も、今回受注したところはタイの現地運営会

社とかマレーシアの運営会社とか仲間を持

っていらっしゃるんですけれども、農水省さ

んが今後この同様の事業をやろうとすると

きに、その日系企業のリストがあるんです

か。それがあれば多分、応札に参加しようか

なと業者は思うと考えるですけれども、そん

なに潤沢にあるものなのかどうかというの

をちょっと教えていただきたいところです。 

最低限対応できるのは、該当国に現在進

出している企業のリストなどは持っており

ますので、そこは示せるんですが、それが

具体的にどこまでの内容で現地で展開して

いるとか、あるいはその方々がいたとして

もどこまでそこの事業をこういうイベント

とかに協力できるかといったのは、また別

途お互いに連絡をとらないとわからないと

いう状況なので、リストぐらいはお示しで

きると思います。 

それは今まではやってこられなかったこ

となんですかね。 

そこまでなかなか対応できていませんで

した。 
ぜひやっていただきたいと思います。こう

いったパーティやどこかでイベントをする

というという案件は、時間がなかったで、１

者応札になりましたというのが必ず出るの

で、今回はマレーシアからの返事が遅かった

ということなんですけれども、過去では首相

の渡航日程が直前にしか決まらなかったと

か、いろんな理由から必ず時間がなかったと

いうことになるので、できる限りの参考情報

はたくさん流していただいて、応募しやすい

環境をつくっていただければと思います。 

 

 これは本筋から離れる話かもしれないの

ですが、日本コンピューター株式会社って、

名前からいくとイベント屋さんではないで

すよね。 

はい、メインはコンピューター会社なの

で、このイベントはその中の１部門として、

こういったイベントも手がける部署がある

という会社でございます。 

ありがとうございます。  

資料のここがそれですかね。 はい、そうです。 

この事業実施体制図に記載されているタ

イ現地運営とか、マレーシア現地運営の業者

というのは、これは子会社みたいなものです

かね。 

ええ、現地のこの日本コンピューター会

社が再委託先として契約を結んで対応いた

だいた会社ということになります。 

子会社ではないんですか。 ええ、子会社ではないです。 

どうもありがとうございました。  

物役・競３１ 平成26年度微生物リスク管理  
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基礎調査事業（市販食肉中の有害微生物２）

委託事業 

 こういった調査事業というのは、毎年度大

体行われているという理解でよろしいので

しょうか。そうすると、特に毎年度になるか

どうかわからないけれども、第４・四半期の

忙しいところで実施しなければいけないと

いう何か必然性というのはあるのでしょう

か。 

まず、Ｅ型肝炎ウイルスの調査事業とい

うのは毎年必ずしも実施しているというわ

けではないんですけれども、食品中の有害

微生物を調査する、あとは食品の生産段階、

加工段階等で汚染実態を調査するというこ

とは毎年行っておりまして、年次計画とい

うのを立てて実施しております。 

 今回のＥ型肝炎ウイルスの調査に関して

は、先ほど説明の中でも申し上げましたけ

れども、昨年の９月に食品安全委員会が豚

肉の有害微生物に関する食品健康影響評価

を始めておりまして、その国内外の知見が

整理されて示されたのがこの時期だったと

いうこともあり、調査の開始が遅くなって

しまいました。 

ありがとうございます。  

今のお答えについてなんですが、９月に食

品安全委員会が豚肉のＥ型肝炎についてや

りましょうということを言ったんですかね。

であれば、もう少し早くこの事業をしていた

ら第４・四半期に当たらなかったのではない

かと思うんですけれども、９月からもう少し

経って 12 月から始まったわけですよね。恐

らく大事な案件でしょうから、局でもこれは

来るぞみたいな、準備しておけというような

連携があったら、もう少し時期的に早く実施

できたのではないかと勝手に思うところな

んですけれども、いかがでしょうか。 

先ほど９月から評価が始まったと説明し

ましたが、評価の過程で知見が整理され、

実際に評価書が出たのは２月だったという

ことがあります。Ｅ型肝炎ウイルスについ

ては、農水省も、今どういう知見があるの

かというのは独自に整理をして、公表もし

ているんですけれども、ちょうど食品安全

委員会でも、Ｅ型肝炎に限らず、豚肉の有

害微生物、生食の影響に関して議論が始ま

っていましたので、その状況をみておりま

した。食品安全委員会でも農水省でも、国

産豚肉のＥ型肝炎ウイルスについてデータ

がないということが示されていましたの

で、予備的なデータを 26 年度のうちに取得

して、27 年度以降の調査設計に生かしたい

というふうに判断しまして、この時期に実

施いたしました。 
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落札率が 99.2％で、かなり予定価格に近か

ったんですけれども、この会社からも見積を

とったんですか。 

参考見積に関しては、この事業の入札説

明会に４者出席しており、入札説明会の場

で参考見積を出してほしいということをお

願いしました。落札者も入札説明会に参加

しておりますので、参考見積はとっており

ます。 

どうもありがとうございました。  

物役・競３５ 地域特産物等の防除体系への

影響調査委託事業 

 

 昨年11月末に厚生労働省から考え方が示

されたことを受けて本事業を実施したとい

うことですよね。 

はい。 

11月末よりもっと事前に考え方が示され

るんじゃないかというような予測というか、

事前情報をお持ちだったのでしょうか。 

この評価自体が厚労省のほうで検討され

ているという情報はあったんですけれど

も、実際どの作物でこの評価が入るのかと

いう部分につきましては不確実な部分があ

り、全ての作物についてこの評価が行われ

るわけでもないということはこちらも把握

していたので、やはり最終的な評価対象作

物というものが決まらないと、この防除手

段の解析というか、今回の事業の内容も最

終的に組めなかったという部分がありま

す。 

はい、ありがとうございます。  

工事・競１ 合同庁舎１号館（旧政府刊行物

センター）解体撤去工事 

 

 低入札価格調査をして、工事の施工は可能

であると判断したということですが、よろし

ければ、もう少し詳しく、なぜ価格が安くな

っても工事ができるということになったの

か、教えていただければと思います。 

この業者は入札時期にこの工事に施工す

る技術者等、しっかり確保ができていたと。

あと、工期的に考えても十分に工期内で施

工ができるということで、入札した価格で

十分に施行が可能であると判断しました。 

ということは、予定価格が少し高過ぎたと

いうことなんでしょうか。 

予定価格につきましては、国土交通省で

定めています営繕工事の積算基準というも

のに基づいて積算していますので、あくま

で予定価格というのはその平均値と捉えて

もらえれば結構です。 

この会社さんは人材もそろっていたし、期

間内で終えられるということから、日数がそ

んなにかからないでできるということにな

そのとおりでございます。 
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ったんですかね。 

はい、わかりました。ありがとうございま

す。 
 

 実は私、工事のほうの入札監視委員のほう

もさせていただいた経験でお伺いするんで

すけれども、以前、去年ぐらいまでだと実際

その人工の手当がつかなくてなかなか受け

てもらえないですとか、高い値段を入れられ

るという状況がすごくあったと思うんです

けれども、それはやっぱり今はかなり改善さ

れているということでよろしいんでしょう

か。 

はい、そうですね。平成 24 年、25 年度ま

では非常に不調不落が多発していました

が、26 年度に入ってからはこれがかなり落

ち着いております。 

そうすると、今までのご経験上、この数年

では何かもうちょっと高い値段じゃないと

札が入らないかなと思っていたら、思ったほ

ど高い値段じゃなく入れてくれるところが

いたというような感じなんでしょうかね。 

実態としてはそのようなことかと思いま

す。 

ありがとうございます。  この資料に書いてありますけれども、今

回解体の専門業者さんをこの入札に参加で

きるようにいたしました。この結果、今ま

でですとゼネコンさんが入り、そのゼネコ

ンさんの下に専門業者が入るという体制で

ありましたけれども、この工事から専門業

者も入れるようにしたと。この業者さんの

場合、たまたま前に仕事が終わったところ

だった。だから人も確保できますよと。な

おかつ現場まで近いというふうな状況の話

でした。単価についても、当然ゼネコンじ

ゃないので、その分ちょっと下がるという

ことでした。ですから、我々のほうは問題

なく仕事ができるのであろうという判断を

しました。 

私のほうからは、まずその評価点数のＡ

社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社とありますよね。これ

というのは応札者数が４者で、５者じゃない

んですけれども、これは何ですか。 

執行調書を見ていただきたいんですけれ

ども、点数をつけたのは５者あるんですけ

れども、１者辞退がありまして、応札者４

者になりました。 

なるほど。それから、資料の関係なんです

けれども、この資料というのはその前の資料

の下の部分のことなんですかね。 

そうですね。ウの下の簡易な施工計画に

関する項目です。 
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この資料だとＤ社というのが５という点

数を取っていますよね。 

はい。 

この前の資料のほうを見ると、この数字が

消えているんですけれども、これはどういう

ことですか。 

５というのが採点者の人数をあらわして

いまして、５人で採点していまして、５人

全員が２点の点数をつけたということにな

っています。 
人数という意味ですか。 はい、人数です。点数としては２点。 

なるほど。それで、このＡ社、Ｂ社、Ｃ社、

Ｄ社というのは、これはこちらに書いてある

順序どおりなんですか。 

そうです。上からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの順で

す。 

わかりました。どうもありがとうございま

した。 

 

物役・競２ 農林水産統計システムにおけ

る．NET Framework4.5.2へのバージョンアッ

プに伴う影響調査業務 

 

これは大体何年に一度ぐらい、そのシステ

ムが終わってアップされるものですか。 

農林水産統計システム自体については、

約５年に１回更新しています。それで今の

システム化は先ほども話したとおり、24 年

１月からシステムを運用します。 
 はい、ありがとうございます。  
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