
 平成２６年７月２日（水曜日）農林水産省第２特別会議室

 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２６年１月１日～平成２６年３月３１日

４８件　 うち、１者応札案件 １１件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

９件　 うち、１者応札案件 ８件

（抽出率18.8％） （抽出率89％）

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 　７件　 うち、１者応札案件 ６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） 　２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

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２６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 26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 12 平成 25 年農林水産業・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） 

 
 

○いただいた資料に審査結果が載っている

のですが、科学的ポイントについて、評価者

１、２は同点なのですが、評価者３は半分と

は言いませんけれども、かなり低い点数にな

っており、評価者が違うから当然といって

も、ちょっと差が激しいと思うのですが、そ

のあたりはどう評価しておりますでしょう

か。 

○評価結果につきましては、資料にその評

価内容が載っているかと思います。やはり

短い間で集中的にやるものですから、コス

トの面での評価が低いのと、必要性のとこ

ろで新規性・先導性というところ、また事

業化の発展可能性というところでの評価が

低かったという評価委員からの評価結果

で、この１名については評価が低かったと

いう内容でございます。 
○これは基本的なところなのですけれども、

これＥがついても別にいいのかな。要は平均

でやるので、ある方が極端に低くても問題は

ないという採用の仕方なのか、教えてくださ

い。 

 
 

○平均で見ておりますので、今委員のご質

問のように、Ｅがついてもいいということ

になるのですが、その際そういう評価を得

た場合には慎重な対応をとらなければいけ

ないと思いますので、そのときは評価委員

からなぜＥをつけたのかというコメント等

を聞く場合もあります。 

○ありがとうございます。  

○私も実は同じところが気になっておりま

した。非常にＤとかＣ、Ｄという低い評価で

すよね。これが例えば●●委員がおっしゃっ

たようにＥであれば、もう一度やり直すと

か、あるいはＤが幾つあれば考え直すとかと

いうような基準はあるのですか。ここを見た

限りではそれが見当たらなかったのですけ

れども、あれば教えていただけますでしょう

か。 

○Ｅが何個あったら採択しませんとかとい

う基準は特に設けてはおりませんけれど

も、そこは技術会議事務局としては熟慮さ

せていただきたいと思っております。 
 
 
 
 

○客観的にもし可能でしたら、そういったこ

とも評価基準というのはこうなっています

よというのが、可能でしたら今後入れていた

だけるといいのかなと思いましたのですけ

れども。 

 

○この場合は書面審査でやっており、応募

者からのヒアリングはしていないのですけ

れども、そういう場合、先ほど申し上げま

したように、低い評価のときはヒアリング

等により対応することにしていますが、今

の指摘を踏まえまして検討させていただき
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 たいと思います。 

○お願いいたします。  
○私からの質問なのですけれども、まず競争

的資金というのはどういう位置づけの資金

なんですか。 

 
 

○冒頭申し上げましたように、特にテーマ

を絞らずに自由な発想でまず、ご提案して

いただいて、その後、提案内容の中で成績

のいい者から予算の範囲内で採択していく

という仕組みのものでございます。 

○その場合は、予定価格というのはどういう

ふうな決め方になるのですか。 

 

○予定価格というよりは、１課題当たりの

上限経費を設定いたしまして、その中で提

案をしていただくという形になります。 

○なるほどね。それから、「外部の専門家等

で組織する」というところで、分科会で審議

をしていただいたということなのですけれ

ども、それの結果はここにはついていないの

ですか。 

○この緊急に関しましては、書面審査だけ

でやっておりますので、先ほど話があった

ものからここにあります評価委員の３人が

評価委員として評価いただいたという形に

なります。 

○審査結果がありますが、これについて科学

的ポイントと行政的ポイントがございます

けれども、行政的ポイントの評価者としては

１番と２番の方で、３番の方は学者の方とい

うことですか。 

○いや、そうではなくて、科学的ポイント

につきましては外部評価委員、外部専門家

の３名で評価構成しておりまして、行政的

ポイントのところは行政から２名で審査し

ているということで、５名体制で審査させ

ていただいております。 

○なるほど。そうすると、評価者１と言って

も同じ人じゃなかったということですね。 

 
 

○資料を見ていただければわかるかと思い

ますけれども、それぞれ外部評価につきま

してはこの３名、それから行政部局につき

ましては技術会議事務局の２名ということ

で評価をしております。 

○これは別の方ということですね。 ○別々の方です。 

○名前は出ていませんけれども、別の方なの

ですね。 

○そうです。 
 

○はい、わかりました。 

 それから、研究対象には３件あったのです

けれども、結局一番上のホモプシス根腐病に

係る土壌調査だけが実施されたということ

ですか。 

 

○研究対象３つについてそれぞれ１機関ず

つ採択する形で公募をしたのですけれど

も、応募があったのはホモプシス、ホモプ

シス根腐病に係る土壌調査のところだけに

応募がありまして、ほかの２件については

応募がなかったというのが実態です。 
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○なるほどね。それから決裁・供覧という資

料がありますが、私は今まで見たことがない

のですけれども、これはどういう位置づけの

資料なのですか。 

○これは、この課題を決定したという、技

術事務局内の決裁の原議になります。 

 

○随意契約の審査調書がございますけれど

も、ここの契約概要というのは、これは３件

分を書いてあるのですか。結果的には１件に

なっていますけれども。 

○当該案件の１件だけです。 

 
 

○それから、４名の方が競争的資金というこ

との随意契約のチェックされているのです

けれども、最初の高野さんが一番下に三角マ

ークをつけているのですけれども、何かこれ

は意味があるのでしょうかね。 

 

 

 

 

 

○当該委員会終了後に、本事業以外の他事

業において過去に1者応札が散見されたこ

とから、本事業においても、より多くの応

募者が参加できるような周知方法につい

て、当該委員が確認を求めたことから、三

角を記載したとのことでした。なお、チェ

ックリスト回収時に、メールマガジン、当

局のホームページ、農学系 

学部長会議等及び省内の掲示板による周知

を行い、多くの者が応募できるよう周知す

ることの説明を行い、了解を得た上で、事

務を進めたところです。 

○わかりました。他に質問はございますか。  

○質問が大分細部に渡っちゃったので、根本

的なところなのですけれども、改善策がバー

になっているのですけれども、結局このあた

りはもうやむを得ないという感じでバーに

なっているのですかね。 

 
 
 
 
 
 
 

○やはり専門的なところとかありましたの

と、研究グループでの応募という要件もあ

りますので、一つの課題、問題に対して応

募してくるときには、単独で応募してくる

場合と、他の事業者と一緒のグループにな

って応募してくる場合もありますので、必

ずしも複数で競争することがいいかどうか

というのは判断し切れないところもありま

すが、なるべく１者応札にはならないよう

に工夫はしていきたいと思っており、今後

も検討していきたいということでバーにし

ております。 

随 8 平成 25 年度輸出促進緊急対策事業の

うち輸出戦略実行事業 
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○では、１者応募となった原因ということで

３つ書いており、①で業務内容が多岐にわた

るため、必要な技術者・要員を集めるには時

間が不足している、発注ロットが大き過ぎる

というのがあって、アンケートを見ると２者

ほどそういうふうに答えているのですけれ

ども、この辺の評価はどうでしょうか。この

業者の捉え方が正しいのか、それともそうで

もないよという評価なのか、その辺どうでし

ょうか。 

○事業の実施期間が非常に短くなってしま

ったことを考えますと、アンケートの結果

については妥当なのかなと考えます。 

 
 
 
 
 
 
 

○これは分割してとか、そういうのはちょっ

と難しい、オールジャパンだからというか、

広くやることに意味があるという気もする

のですが、その辺どうでしょうか。 
 
 

○オールジャパンということで考えると、

やはり品目ごとの検討と、それから品目横

断的な検討ということで、一体的にやると

いう意味で、極力まとめて発注することが

事業の趣旨からすると望ましいと考えてお

ります。 

○要は、例えば牛肉及び茶ということですけ

れども、牛肉と茶を別々にやると、今度はそ

ちらの関連性がよくわからないので、やっぱ

りそこは一緒の期間にやってもらうしかな

いということになる、やってもらえれば好ま

しいということなのでしょうかね。わかりま

した。 

 

○一つ、委員会形式をとっていらっしゃると

いうことについてお聞きしたいのですけれ

ども、改善策の中で部会の委員の選定に時間

が要してしまったと記載されていますね。一

方、事業者に対するアンケートの結果のとこ

ろの（５）の一つ上の記述のところですが、

その他というところで、１者が答えていらっ

しゃって、委員会開催業務は委員の都合があ

るので、契約期間内の履行にリスクが伴うと

判断されたとあります。これはすごくわかる

んですね。しかもこれは年度末だったので、

委員の日程を伺うのがとっても大変で、ここ

がやり切れないなと思って入札に参加され

なかったということは十分考えられるので

すよ。そもそも論なのでここで話し合うこと

ではないかもしれないのですけれども、なぜ

○まず、この委員の選定というところです

が、なぜ時間がかかったかというと、2020

年までに輸出額を現状5,000億のものを１

兆円にするという総理から大臣への指示を

受けて戦略を立てて、その戦略を実行する

ための事業としてこれをつくっていまし

て、真にオールジャパンで輸出を促進する

ための議論をする場と、それからメンバー

としてどういったところがふさわしいかと

いうのを実際にヒアリングを沢山して決め

ていくということをやっていまして、そう

いうところで時間がかかってしまった。 

 この25年度の補正について、別の方法と

いうのもあり得たのかもしれないのですけ

れども、26年度に実際に戦略実行事業全体

を回すための事前事業的に実施して、どう
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委員会形式をとらないといけなかったのか

ということ、それとこういった緊急的な、前

倒し的にやって、時間がないものであれば委

員会形式をとらなくても、ほかの方法がもし

あったのであれば、それを採用することで入

札する事業者の幅を広げられたんじゃない

かなと思うのですけれども、そのあたりを教

えていただけますでしょうか。 

いうふうにやっていくのが適切なのかとい

うことも検討しながら事業を回すという観

点で、やはり委員会という形式でやりたい

という考えがございました。 

 
 
 
 

○それはわからないではないのですが、これ

は提案書の説明から締め切りまでが10日間

しかないですよね。それからあと１週間後か

ら３月14日から10日間という、余りにも短い

日にちなので、委員を選定されるというのも

わかるのですけれども、この時期、委員を引

き受けますよという人がいたとしたらいい

のですけれども、いないのに一生懸命やっ

た、申しわけないのですけれども手あたり次

第とか、日にち的に可能な人を集めて、クオ

リティーが下がるのではないかなという気

もしたんですよね。 

 なので、委員会という、人を選ぶのは大事

だと思うのですけれども、会合をしないとい

けないというのが、果たして応募者にとって

負担が大きいのではないかなと懸念された

ので、別のやり方もあるのではないかなと思

った次第でして、何かいい案があればご検討

いただければと思います。 

○ありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競30 平成25年度輸出拡大推進委託事業の

うち輸入規制対策調査等委託事業（食品中の

放射性物質モニタリングデータ分析） 

 

 

 

○この案件を選びました理由は、落札率が割

と低いという理由なので、論点はほとんどそ

こに絞られちゃうのかと思いますけれども、

３者で随分差があって、●●さんがほぼ予定

価格に近くて、あとは１番、２番の応札者が

かなり低い価格になっているのですけれど

も、このあたり予定価格と差が生じた理由と

いうのはどのあたりにあるのでしょうか。 

○いろいろ見ますと、入札の単価につきま

してはそれほど差はないように思うのです

けれども、それぞれの工数ですね、これが

高く見積もった事業者もいるということ

で、ここら辺がなかなか工数の積算につい

て、それぞれ各事業者の考え方が違ってい

たということで差が生じているのではない

かというふうに思っております。 
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○余り質問しちゃうと次の質問がなくなっ

ちゃうのですけれども、工数が違うというこ

とは、要はやる手順が少なくなるということ

なのですけれども、それで実際、問題はなか

ったのでしょうか。 

○納品されました中身等を見ましても、業

務としては問題ないように、きちんと、シ

ステムのほうも正常に動作しております。 

 

○ということは、予定していた工数はちょっ

と多かったということですかね。 

 

○参考見積もりなどをいろいろ検討したの

ですけれども、結果としては少ない工数で

も可能だったようです。 

○じゃ、そのあたりは今後参考というか、検

討していただければと思います。 

 

 

○あの結果をごらんになって、特に不十分と

いうところはなかったということですか。 

 

○納品された中身についても、データの中

身についても問題なく、そのデータを活用

して交渉などに活用している状況です。 

○直接、入札の方法についてではないのです

けれども、この事業そのものが非常に大事な

価値のあるというか、重要性の高いものだと

思うのですが、震災から３年がたってこの事

業が始まったということは、もっと早くやっ

ておけば諸外国に対して科学的データを示

せたのではないかなと思うのですけれども、

この時期になってしまった何か理由はあっ

たのでしょうか。 

 

 

 

 

 

○交渉の中では、こちらからも分析データ

以外にも様々な説明資料ということで働き

かけを行ってきたわけですが、さらにこの

タイミングということではないのですが、

これまでもこういったデータを活用して説

明資料は作成していたのですけれども、や

はり相手国からは定期的にこういったデー

タが欲しいというふうなリクエストもござ

いましたので、それに対応するためにこの

タイミングできちんと今後も定期的にデー

タのリクエストがあれば応えていこうとい

うふうに考えまして、今回この事業を発効

したという形になっております。 

○わかりました。ありがとうございます。  

○私のほうからは、またちょっと細かいので

すけれども、このチェックリストでこの方の

事業の①が評価のところが「－」になってい

て、それから下のほうの下から３番目の行の

ところが「○」がついていて、ほかの方とち

ょっと違うのですけれども、これは何かござ

いましたか。 

○本事業は、特定調達に当たる発注ではな

いため「○」と記載するところを、そもそ

も特定調達には該当しないため「－」とし

たこと。また、過去の成果報告書等の提供

等の必要がなかったため「－」と記載する

ところを、そもそも新規事業であるため

「○」と記載したものでし 

た。 

 当該委員は、他の委員とも同様の考えで

すが、訂正等を依頼しなかったものです。

なお、今後はあらかじめ各委員に評価欄の
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記載方法を説明するとともに、異なる記載

があった場合には、説明して表記を統一す

ることといたします。 

○わかりました。あと、この●●という会社

は、そもそも過去にも農林水産省では、入札

等で取り引きのあった会社なのですか。 

○詳細については、今手元に資料がござい

ませんのでわかりません。 

 

○それでは結構です。 ○よろしいでしょうか。 

競 23 平成 25 年度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

の比較予備試験）委託事業 

 

○これ大きく論点としては、応札者数が１者

であることと契約金額が結構、落札率が低い

ということなのですけれども、落札率のとこ

ろは他の委員が質問していただけていると

思うので、応札者数のところだけに絞って質

問いたしますけれども、今のご説明を聞くと

ある程度やむを得なかったのかなと思うの

ですが、次年度以降、これと同じようなこと

がやられる予定はあるのでしょうか。 

○今のところ、これと同じようなものをや

る予定はないです。ただ、将来的に何らか

のものの分析法を比較するというような性

質調査をやるケースというのは考えられる

ところです。 

 
 
 
 

○たとえ同じようなものではなくて、例え

ば、欧州の分析法なるものを今後こういう形

で競争入札の関連で求めることというのは

どうでしょうか。 

 
 

○今のところは予定しておりません。とい

うのは、コメ中の無機ヒ素の分析に関し日

本の分析機関は、日本で開発された分析法

での対応がかなり進んでいて、そちらはで

きるというところがもう現状かなりでてき

ているということです。 

○わかりました。そういう意味じゃ今回かな

り特殊な事例における、期間的にもそうです

けれども、やむを得ない部分も多かったとい

うことですかね。 

○担当者としてはそのように考えておりま

す。 

 

○では、予定価格のことも言ってくださいと

いうことなので、落札率30％、安いことは基

本的にはいいことなのですけれども、どのあ

たりが理由で差が出たのでしょうか。 

○お手元の資料に予定価格の積算内訳とい

うことで、どういう積み上げをしているの

かを書いてありますけれども、こちら日本

の分析法についてはできるところがある程

度あるということでお話をしましたが、そ

の６者の平均単価をもって予定価格として

計算を行いました。 

 ただ、できるところもあるのですけれど

も、実際幾らでできるかというところにつ

いては、高いところと安いところと色々あ
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りまして、そこに、かなり幅があったとい

うこと、平均単価で計算したことで予定価

格としてはある程度高目になったというこ

とですが、結果的にかなり低い価格でもで

きるというところが落札したということで

す。 

○なるほど。過去の事例に基づき算出したの

ですか。 

 

 

○事例というか、全く同じケースではない

ですけれども、恐らくこの類似の形ででき

るだろうと推測されるものを単価として使

ったということです。 

○なるほど、それでも相当差が出ちゃうので

すけれども、そこはもう、もともとかなり安

く、平均ですけれども、実際に参考にされた

６者の間でもかなり差があったということ

ですよね。 

○そうです。２倍以上の差があったという

ような状況です。 

 

○そうですか。わかりました。  

競 21 平成２５年度日本食・食産業の海外市

場の新規開拓支援検討調査事業 

 

○当該契約についての改善すべき点という

ことでアンケート結果が出ていて、時期的な

ものがやむを得なかったというのは理解し

ました。それ以外のところで、例えば、説明

書における業務内容の明確化がちょっと足

りないんじゃないかというご意見が２者、あ

と契約の複数年化というのは何か、意味がわ

からないのです 

けれども、それも２者あって、あと成果物、

審査基準を明確にしていただきたいという

のが１者あって、結局余り明確じゃなかった

みたいなところが言われているのですが、そ

のあたりは何か直すべき点とかは今考えて

ありますでしょうか。 

○事業の複数年化につきましては、この事

業の制度上の問題もありますので、ちょっ

と対応が今回の場合は難しかったというよ

うに考えます。 

 それから、内容につきましては仕様書に

書いてあるとおりで、その中身について説

明会の中で十分説明したつもりでありまし

たが、ただその中では若干わかりにくかっ 

たという回答が出てきたものと思われま

す。その点につきましては、今後改善して

いきたいと考えております。 

 
 
 

○そのあたりもどの辺がわかりにくかった

というところまでのリサーチはしていない

ということですね。 
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 ○今ご指摘の点ですけれども、まず業務内

容が明確に指示されていないという指摘を

受けまして、これは補正予算なので急いで

やったところもありまして、文章的に、ま

た内容的にも私どもも一生懸命、この新し

い案件に説明を尽くしたつもりですけれど

も、その辺が言葉が足らなかったのだと思

います。 

 具体的には、例えばこの仕様書の４の内

容のところで、支援策を作成するものとす

るとか、日本企業進出のための方策の検討

を行うこととするとか、具体性がちょっと

欠けているところがあると思いますので、

この辺を次回からはきちんと具体的なもの

を入れていきたいと考えております。 

○確かに、この案件について、仕様書がほぼ

２ページとちょっとしかないのに、それに対

する提案書が膨大な提案書であって、これだ

けに膨らませる能力がある会社というのは

どうしても限られてくるのかな。そうする

と、こういう案件だとどうしても取れる、入

札ができる会社というのは、やっぱり相当な

大きなところが短期間にできるということ

になってしまうので、やはりこの辺について

は、今回はやむを得なかったとは思います

が、その仕様書の内容が求める結果に比べる

と、ちょっと少な過ぎたかなというような印

象を受けるのです。この辺をもう少し改善し

ていただきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○関連するお話なのですけれども、業務内容

が不明確だったという事業者のアンケート

があります。私自身も１ページ目のこの実施

の仕様書を見ると、これだけを見ると日本の

食なり食産業を売り込むための架け橋をす

るというようにしか見えないですが、ちょっ

と、ええっと思ったのが、技術審査の検討経

過記録というのが書いてあります。●●が今

回どういった具体的な農産品を考えている

のですかというところに対しての答えとし

て、ヤムイモ、キャッサバという日本ではお

○この調査は、総理のアフリカ訪問を機会

としまして、日本の企業のアフリカに対す

る関心も高まっている、あとアフリカにお

ける対日の関心も高まっているという機運

を捉えまして、日本からの輸出、これは先

ほどの輸出戦略グループのほうからも国別

・品目別の戦略計画が立てられておりまし

て、そこに則った形でやっているのですが、

それだけではなくて、日本の企業がアフリ

カに対して関心を持っているときに、日本

からものを持って行くだけではなくて、現
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よそ作っていないものを考えているという

記載がありますが、一体これは日本の食を輸

出しようとしているのか、あるいは単にアフ

リカを支援しようとしているのか、いまだに

私の中でも理解ができないのですけれども、

これを機会に今回の本当の目的を教えてい

ただけますでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

地のものを現地で作って加工するとか、現

地からまた日本に入れるとか、民間の現地

への進出を支援できる方策を練っていきた

いというふうに考えておりまして、グロー

バルフードチェーン戦略にもこの後続いて

いくのですけれども、そういった流れのこ

れが端緒でもあったものになります。 

 日本のものを持って行くのか、もしくは

向こうが作ったものを持ってくるのかとい

う単純なものではなくて、日本企業が向こ

うに出ていって、向こうのものを使ってい

ろいろなものを作って、それを第三国に輸

出するとか、そういったことも視野に入れ

ておりますので、そこがちょっと複雑な形

になっております。 

○そうですね、それであればその目的の書き

方であったり、このタイトル、日本食・食産

業の海外市場の新規開拓だけを見ると、おお

よそそこまで含まれているということが、こ

の入札を検討しようかなと思っている人か

らしたら正確に受けとめられなくても当然

だと思いますので、このタイトルのつけ方を

もう少し、最大限、事業内容を反映させられ

るようなタイトルをつけていただければと

思います。 

○わかりました。 

○私から追加の質問ですけれども、評価者の

評価結果ですが、真ん中あたりに●●さんと

いう方がいらっしゃって、ゼロ評価がかなり

並んでいるのですが、これは何か、低くても

構わないと思うのですけれども、ゼロという

のは必須項目ではないにしても、何かかなり

あるのかな。必須項目についてはいい点数が

ついているのですけれども、この辺何か事情

があったのでしょうか。 

○次のページにその経過記録というのがご

ざいまして、そこで●●委員からの話も出

ているのですけれども、●●さんからの提

案内容に若干不満があって、例えば、その

対象物とか、それでエチオピアでコーヒー

や花とかは既にビジネスとして成熟してい

るのではないかというような考えがあっ

て、その辺をかなり厳し目に評価されてお

ります。 

 私自身は、高目の評価をつけた者なので

すけれども、私としましては、例えば、提

案書の中のロードマップとか、こういった

形でビジュアルに報告書に出てくるという

ことを非常に高く評価しまして、短期間で

こういった道筋をつけて形にして出して、
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民間の方にもお示しできるというような点

を私としては高く評価しております。 

 各自の捉え方、ポイントで若干、ポイン

トの高い低いというのがここで端的に出て

きているものだと考えております。 

○ありがとうございました。  
競 20 図書「農林水産六法 平成 26 年版」

購入 

 

○改善策のところなのですが、その真ん中ぐ

らい、②及び③については、過去３年の本件

の定価に対する落札単価の割合が漸減して

いる。●●％が●●％に減っている。ちなみ

に、今年は、定価に対する落札単価はどれぐ

らいになるのですか。 

○今正確な数字は持ち合わせていないので

すが。 

 
 
 
 

○別にそこまで調べていただくというより

は、似たようなものですか。 

○ちょっとはじいた結果は、24年度よりも

ちょっとだけ上がっていたところです。 

○そうですか、なるほど。要は定価よりもか

なり割り引いて販売しているので、業者の利

益が少なくなっていくというのが実際のと

ころなのですかね。 

○そのように認識しております。 

 
 

○そうなると、勉強していただく結果なので

いいと言えば、改善するべきかどうかもよく

わからんのですけれども、それで１者入札が

ずっと続く。この辺が業者が値引く率として

は、底値なのですかね。 

○一般的に図書の書店側の利益というの

は、大体定価の22％ぐらいが一般的だと聞

いていますので、さらに卸、あと発行元に

値引き交渉をしてこの値段を出しているの

ではないかと考えています。 

○儲け分を既に割っちゃっている訳ですよ

ね、なるほど。改善するべきかどうかも難し

いところなのですけれども、どこも入札しな

くなっちゃったら困るので、そこら辺は難し

いところなのかなというのが感想です。 

 

○私からの質問ですが、先ほど入札があるの

を知らなかったという業者さんがいるらし

いのですけれども、こういう六法集というの

は毎年発行されるものですよね。そうする

と、おおよその業者というのはこういうのを

知っているんじゃないかなと思ったのです

けれども、そういうものでもないのですか。 

○毎年同じような時期に調達を行ってはお

りますが、図書、今ここにもあったように、

入札を行っている案件がこれだけというこ

ともありまして、図書の入札案件をチェッ

クしている書店さんが必ずしも多くないと

いうのが実情かと認識しております。 
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○このアンケートを取られた中で、この知ら

なかったと回答されているのは大手さんで

すか。 

○そうです、某大手書店です。 

○なるほどね。どうもありがとうございまし

た。 

 

競 15 フォレンジック専用ストレージの購

入 

 

○１者応札となった原因というところで、先

ほども説明いただきましたとおり、特殊な製

品で取り扱いができる業者が限られていた

ということなのですが、これはもう少し扱え

る業者が限られるというところをもう少し

具体的に説明していただきたいのですけれ

ども、なぜそうなるのか。 

○すべて正確に把握できていない部分がご

ざいますが、製品自体が非常に特殊な製品

で、ここのメーカーに確認したところ、警

察ですとか、そういう関係にしか売ってい

ないような製品ということもあって、恐ら

く取り扱われている代理店などが限られて

いたというふうに考えております。 

○じゃ、代理店にも何か資格を求めるとか、

そういう感じなのですかね。 

○そこまでは把握できておりませんが、当

方では資格は求めておりません。 

○なるほど。今後も同じようなものを購入す

ると、メンテナンスとかも必要になってくる

のですよね。 

 
 

○物品として使うだけですので、当然壊れ

れば、保証期間内であれば交換なり修理は

してもらえると思いますが、それ以降で壊

れれば補修なり、有償で修理をしていただ

くということになると思います。 

○なるほど。そうすると似たような案件が毎

年出てくるというわけではないということ。 

○そうです。 

○なるほど、わかりました。  

○私はこういった分野は非常に疎いのです

が、これはメーカーが一つしかなくて、それ

を取り扱える業者さんは沢山あるというこ

となのですかね。どういう意味 
で満たす製品が特定だったということなの

でしょうか。メーカーが一つなのか、取り扱

える業者がわずかなのか、どちらなのです

か。 

○まず、メーカーが一つ、こういう製品は、

このメーカーが作っているものしかなかっ

たのですが、取り扱える代理店、販売され

ている代理店は２つあり 

ましたので、複数あったということです。 

 
 
 

○であれば、競争入札にしてもそんなに来な

いんじゃないかと初めからお判りになった

のですかね。 

 

○多数は来られないだろうということは想

定していましたが、複数あれば競争性は働

くのではないかということで、入札を行っ

たものです。 
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○今後、類似する商品が出てくる可能性は高

いのですか。 

 
 

 

○そこのところはよく判らないのですけれ

ども、セキュリティの関係もいろいろ業務

が広がっていますので、こういった製品が

出てくるということもあるのではないかと

考えております。 

○わかりました。ありがとうございます。  

○今のお話だと、適格なメーカーは１者で、

取扱業者が複数いるということですけれど

も、メーカーそのものはＣ等級の会社なので

すか。 

○こちらの案件のメーカーを確認したとこ

ろ、Ｄ等級です。代理店はＡ等級とＣ等級

でございました。 

○なるほどね。これはこの製品そのものは品

質を求められる製品な訳ですね。 

○そうです、品質や機能が求められる製品

になります。 

○そうすると、この場合のＣ等級のみでは、

という意味がちょっとよくわからなかった

のですけれども。 
 

○入札公告前の時点で確認できていたの

が、製造者と代理店２者の３者ですが、競

争性を確保するためにもこれら３者は参加

出来るよう、参加資格を拡大しております。 

○メーカーは入れないのか。 

 

○メーカーもＤ等級ですので、参加は可能

です。 

○Ｄ等級まで拡大したというのはそういう

意味なのですね。 

○そうです。 

 

○わかりました。ありがとうございました。  

競 14 農林水産省行政情報システムのバッ

クアップソフトウェアバージョンアップラ

イセンス購入等 

 

○このバックアップソフトウェア、バージョ

ンアップですね、必要性というのはもうかな

り前からわかっていたことということでよ

ろしいのでしょうか。 

○昨年度に調達した案件ですので、事前に

は把握しておりました。 
 
 

○正直、私なんかはエクセルとか 

ワードみたいな感覚で思っちゃうからいけ

ないかもしれないのですけれども、ある程度

バージョンアップ版が出ている、もしくは出

る、その上でバージョンアップの必要性があ

るからするというふうになれば、割と時間の

余裕がありそうには思えたので、そういう質

問をしたのですけれども、そのあたりはどう

なのでしょうか。 

○事前に把握はしていた 

のですが、切れる時期等を踏まえて調達を

進めたところでございます。 
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○あと、これ私、抽出しました理由が、この

契約名だけ見ると、ソフトウェアのバージョ

ンアップのライセンス購入等で、こんな簡単

そうなものが何で１者入札なんだと思って

選んだのですけれども、でも理由を聞きます

と相当高度な技術力がなければ、全体のサー

バーに影響が及ぶ可能性があるのでできな

いということなのですけれども、そのあた

り、どう高度で、どうなんだというところを

もう少し具体的にご説明いただけ 

るとありがたいのですが。 

 

 

 

 

 

○単純なパソコンのソフトの入れかえでは

なくて、サーバーに導入しているソフトで

ございまして、当然そのサーバーが提供す

る様々なサービス、例えば電子メールであ

ったり、ファイルサーバーであったり、ホ

ームページ用のサーバーであったり、そう

いう重要なものを支えるサーバーですの

で、バージョンアップするときには当然バ

ージョンアップした後で、きちんと動作す

るかどうかというのをやっ 

ていただかないと、バージョンアップした

途端にシステムが止まってしまって、業務

がストップしてしまう、そういうことがな

いようにしっかりやっていただく必要があ

りますので、その点が高度な知識が要求さ

れるところでございます。 

○作業自体がすごく高度な作業というより

は、そのリスクとか、そういう不測の事態に

対応できるところが少ないという感じなの

ですか。それとも作業自体もかなり高度なの

でしょうか。 

 

○バージョンアップに伴って、ソフトにも

よるのですけれども、例えば機能が変わっ

たり設定内容が変わるというところもござ

いますので、当然、バージョンアップする

ソフトに関する知識もないとうまくいかな

い、そういうことが懸念されます。 

○今のご質問にちょっと追加するのですけ

れども、そうすると逆に言うと、Ａ等級とか

Ｂ等級の業者さんを拡大することについて

は、特に異議はなかったのですか。そのリス

ク回避という面で。 

○一番求められるのが、バージョンアップ

するソフトウェアなりシステムに対する技

術力ですので、そういった技術を持ってい

れば、等級に限らずできるものだと考えて

おります。 

○ということですか。ありがとうございま

す。 

 

競 9 パーソナルコンピュータ（ノート型）

等の購入 
 

○これも何で抽出したかというと、パソコン

の購入で何で１者入札になるのだという単

純なところで見たのですが、結局、ＸＰ問題

が大きいのですか。 

○原因としては一番大きかったと考えてお

ります。 

 
 

○なるほど。このあたり、例えば求めている

パソコンの仕様とかが厳しいとか、そういう

ことは別にない。 
 

○通常販売されている一般的なものを参考

製品として仕様書のほうに機能を記載して

おりますので、特段難しい高度な内容があ

るということではありません。 
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○１台１台の、何て言うかな、アンケートで

そう言われていないのでいいのかもしれな

いのですけれども、余り別にもうけが少ない

から入札を控えたとか、そういう感じでは特

にないというご認識でよろしいですかね。 

○そうですね、特段そういった意見もござ

いませんでしたし、そういったところでは

ないとは考えております。 

 

○これはＡ等級とかＢ等級を入れなかった

のは何故ですか。 

 
 
 

○資料に過去の入札、契約状況を記載して

おりますが、過去に類似の条件で入札を行

った際に、Ｃ等級のみでも複数の応札者は

確保できておりましたので、今回もＣ等級

のみで行ったところです。 

○わかりました。  

○ＸＰ問題は、もう非常にこの時期騒がれて

いたので、事前に情報を把握されていたと思

うのですけれども、もっとその問題がひっか

かる前に発注されていたら、複数から応募が

あったのではないかなと思う点が１点。 

 もう一つが、ご出張される職員さんは沢山

いらっしゃると思うので、37 台とは言わずに

もう少し増やして、発注量を増やしたら応募

する業者さんも沢山いるのではないかと思

うのですけれども、そういうボリュームをま

とめるということは考えられなかったのか

な、その２つが気になっております。教えて

ください。 

○２点目のボリュームという話ですけれど

も、本案件も取りまとめた購入ということ

で、本省の内局の各局の担当者に、ノート

パソコンを集約して購入しますということ

で必要台数を確認して、必要なところをま

とめた台数ということになっています。 

 
 
 
 
 
 

 

○全部に聞いて。 

 

○そうです、全部に確認した上でというこ

とになります。 

 
 
 
 

○１点目ですが、結果と 

してはそうなのですが、資料にもあります

とおり、昨年は２月末に入札しても複数が

応札しているので、昨年度より１カ月早け

れば大丈夫なのかなという認識でやってし

まったというのが実情でございます。 

○ちょっと甘かった。 ○結果として甘かったと 

いうことです。 

○わかりました。  
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