
 平成２７年１２月１５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７月１日～平成２７年９月３０日

２８９件 うち、１者応札案件 ４４件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件１３件

１０件　 うち、１者応札案件 ９件

（抽出率3％） （抽出率20％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

（抽出率15％）

　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

　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

　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

抽 出 案 件

標準型プロポーザル

その他の随意契約

随意契約

業務

一般競争

指
名
競
争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

第３２回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

指
名
競
争

公募型指名競争

工事希望型競争

その他の指名競争



一般競争 　５件　 うち、１者応札案件 ４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） 　４件　 うち、１者応札案件 ４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：大臣官房予算課会計指導班

(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 32 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７３ 平成 27 年度多収阻害要因の

診断法及び対策技術の開発委託事業 

 

 １者応札となった原因分析として、「公募

から締め切りまでの期間が短く」とあるので

すが、説明会が２月16日、企画書提出締切日

が３月26日、企画提案会が４月17日だと、そ

んなに短くないのかなという気もするんで

すけれど、この案件の特殊性というか、時間

のかかる性質のものなのでしょうか。 

 公募研究課題、研究内容によっては、コ

ンソーシアムを組んだり、体制をつくるた

めに時間が必要と思われますので、そうい

ったことを考慮して、こういった期間で設

定しています。 

 

 それにしてもそんなに短くないような気

がしますが、実際はもっと、そういうコンソ

ーシアムを組んだりするのに時間が必要だ

ったということになるんでしょうか。 

 そうですね。 

 ありがとうございます。  

 同じく１者応募になった原因として、公募

案件の情報提供が不十分だったと回答して

いる業者がいますが、具体的にどんな情報が

欲しかったと当該業者は回答したのでしょ

うか。 

 申し訳ありませんが、そこまではアンケ

ート先にも聞いていませんので、わかりま

せん。 

 アンケートの結果が、公募に係る情報提供

が不十分だったとなっているにも関わらず、

具体的に何の情報が不足していたのかまで

は確認していないのでしょうか。 

 はい。 

 でも、そうなると、１者応札の改善策を考

えるに当たり、ニーズに対応できないのでは

ないかと思いますが。よろしければもう少

し、どういった情報が欲しかったのかという

追加調査をしていただいて、それに対応した

情報発信をしていただいたほうが、提案件数

が増えるのではないかと思います。要望とい

うか、お伺いなんですが、可能なことでしょ

うか。 

 もう一度、アンケート先にどういった情

報が必要だったかをお聞きしてということ

ですよね。 

 そうです。というのは、このコンソーシア

ムは、相当大変なコンソーシアムだと思いま

すし、よほど情報をしっかり提供しなけれ

 わかりました。 
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ば、他の提案者がこれだけのコンソーシアム

を組むというのは非常にハードルが高いと

思いますので、できるだけそういうチャンス

を与えるには、先方が何を欲しがっているの

かという情報を聞き出していただくことが

いいのではないかと思った次第です。 

 この提案書が176ページということで、私

は玉木委員とは逆に、これだけのものを２カ

月でよく作ったなという感じもしますが。こ

れは要するに、先ほど青山委員がおっしゃっ

たように、それぞれの専門分野の相当な数の

研究機関が集まってコンソーシアムを組ん

で作成されているわけですか。 

 はい、そうです。 

 なかなかもう、これを上回るようなコンソ

ーシアムというのは、そうそうつくれるもの

ではないということですか。 

 そうですね。本事業における研究の対象

として、全国いろいろな土壌があり、圃場

ごとでもそれぞれ要因が違ってきますの

で、そのためにたくさんの県が構成員に入

っていますけど、コンソーシアムをつくる

ために必要な体制だと思います。 

 全国レベルの調査なので、結局各県のそれ

ぞれがセンターに協力してもらうような形

が、一番現実的だということですね。 

 はい。そうです。 

物役・随６７ 平成27年度栄養収量の高い国

産飼料の低コスト生産・利用技術の開発委託

事業 

 

 国産飼料の安定生産と魅力向上のための

技術開発ということで、それぞれ違うとは思

うのですが、類似の課題が３件あります。 

 素人考えですけれども、１番目の課題と３

番目の課題なんかは、何か一緒にできなかっ

たんだろうかという気がするんです。という

のは、今回こういったコンソーシアムを組む

ことで金額が非常に膨らみ、ほかの提案者が

なかなか入り込めなかったという案件がす

ごく多かったように、今回感じるんですね。

そうなると、やはりいろんな機会を平等にす

るには、せめてこちらを１件でまとめたりす

ると、１者応札に該当する件数が少なくなる

のかなと思ったんですけれど、それは不可能

なことなのでしょうか。 

 研究課題の設定は外部有識者で構成され

る検討会や、あと、各地で開催する研究課

題の提案会を通じて、農業者からの意見を

聴取した上で、研究の推進方策を策定し、

この方針に基づいて課題を設定していると

ころですので、一緒にするということは、

ちょっと難しいと考えます。 
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 この契約相手方のコンソーシアムの業務

執行組合員という国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構と、それから独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構とい

う名称が出てきていますが、両者の関係をご

説明してください。 

 先ほどの随 73 も似たような関係のように

出ていまして、国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構という名称がちょっ

と見当たらないので、どういう関係になって

いるのかなと思った次第です。 

 今年度、独立行政法人から国立研究開発

法人になり、農研機構の法人名が変わった

ためです。 

 従来は農業・食品産業技術総合研究機構と

いう名前の独立行政法人だったものが、国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機

構というふうに、組織替えというか、名称変

更をしたということなんですね。 

 はい。 

 この場合のコンソーシアムということは、

それぞれの研究センターの協力体という意

味でいいですか。 

 いろんな大学だったり県の試験場だった

りが書いてあると思いますが、これらの研

究機関と協力して研究をやるということ

で、グループとしてコンソーシアム体制を

つくっています。 

 なるほど。この一番上に、農林水産技術会

議事務局というのがあって、これは一種の監

督機関になるんですか。これは契約相手とい

う意味で書いてあるわけですね。 

 技会事務局が委託元となります。 

物役・随６６ 平成27年度飼料用米の給与に

よる畜産物の差別化技術及び家畜の健全性

向上技術の開発委託事業 

 

 一番表の紙の契約相手方で、これもやっぱ

り１番目、２番目と同じように、業務執行組

合員の名前が国立研究開発法人農業・食品産

業技術総合研究機構のようですが、再就職役

員数がゼロ、うち農水省出身者ゼロと記載が

あるのは、このコンソーシアムについてとい

うことではなくて、同機構に役員がいないと

いう理解でよろしいでしょうか。 

 いいえ、これはコンソーシアムという意

味です。 

 そうすると、コンソーシアムに１人もいな

いということは、その組成しているそれぞれ

のいろいろな研究機関の全てにおいて、どな

 いいえ、コンソーシアムを組成している

機関ではなく、コンソーシアム自体の役員

数を対象にしており、本コンソーシアムの
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たもいないということなんでしょうか。 規約の中に役員というのが存在しませんの

で、無しと記載したところです。 

 そうすると、本日これまで審議した３案件

とも業務執行組は全て同じ国立研究開発法

人農業・食品産業技術総合研究機構なんです

よね。この中に、再就職役員、農水省出身の

役員がいるかどうかというほうが、実態を見

る上では重要なのかなと思うんです。という

のは、コンソーシアム自体に役員がいなけれ

ば、ここの再就職役員数ゼロになるのは当た

り前だと思うんですよね。そのあたりの情報

提供を、もし可能であればしていただければ

と思います。 

 この場ででしょうか。 

 次回以降でも。  わかりました。 

 玉木委員が言っているのは、このコンソー

シアムの中に共同研究機関というのが幾つ

もありますよね。この中の人たちの中に農林

水産省出身者がいるかどうかということを

問題にされているんですか。 

 

 いえいえ、そうではないんです。要するに、

この再就職役員数の役員数というのは、対象

をどこに定めて有無を判断されているんで

すかと聞く中で、一つの例として、全体なん

ですか、それともこの業務執行組合員につい

てなんですか、ということをお聞きしただけ

で、別にこの中に農林水産省出身者が含まれ

ていてはいけないとかいいとかという議論

は、全然するつもりはなくて。 

 私が一番言いたかったのは、要するに本日

ここまで審議した案件は、全部同じ国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

が、代表者というか業務執行組合員になって

随意契約を結ばれていますが、その研究開発

法人の中に再就職役員の方がどれぐらいい

らっしゃるかというのは、結構重要な情報な

のかなと思って、それで申し上げたんです。 

 

 なるほど。この業務執行組合員の位置づけ

というのは、このコンソーシアムの中でいう

と、代表機関のことですか。 

 はい。 
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 農研機構そのものが。  はい、業務執行組合員です。 

 そうすると、この機構が業務執行をして、

判断をしたりして、事業を運営していくと。 

 機構は、それぞれの共同研究機関の窓口

となり、本契約の相手方になります。 

 このプロジェクトを完成に持っていくた

めのいろいろな判断をしていかなければい

けない、その経営的な判断をする組織という

のが、この農研機構、ユニットリーダーとい

う組織ですか。代表機関と書いてありますけ

れども。単なる共同研究機関との契約窓口と

いうだけではなくて、要するにこのプロジェ

クトについての、最終的に農林水産省に対し

て責任を持つ立場にいるのは、この農研機構

ということなんですよね。 

 そのとおりです。 

 そうですよね。玉木委員が疑問に持たれた

のは、その運営主体の中の構成員の中で、そ

の方向性を決められる権限のある人たちが

何人かいて、その人たちの中に、農林水産省

出身の方がいるかどうかを確認できればい

いということで、よろしいですか。 

 

 はい。  

 それは確認されたんですね。  いえ、農研機構ではなく、先ほど申しま

したとおり、コンソーシアム自体の役員に

ついてを対象としていました。 

 共同研究機関の方たちの中に、農林水産省

出身の方がいるかどうかを確認したという

ことなんですか。 

 いいえ、していません。 

 そうすると、どういう方に対して確認され

たと。 

 コンソーシアム自体です。 

 これ、コンソーシアムというのは、自然人

じゃなく一つの組織体ですよね。 

 はい。 

 であれば、組織が農林水産省出身者であり

得るわけがないから。そうすると、この組織

体を運営して、農林水産省に対して、入札に

伴う結果について責任をとる立場にある一

つの組織の構成員の中に、農林水産省の出身

者がいるかどうかということが、問題にされ

るわけですよね。そういう意味ですよね。 

 今すぐにはわからないと思いますので、後

日、そういう趣旨で、要するに普通の会社で

 わかりました。 
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いえば、取締役の中にＯＢがいるかどうかと

いうのと同じ意味で、経営判断をする組織体

の中の構成員の中に、その農林水産省の出身

の方がいたかどうかということを、もう一度

確認していただくということで、お願いいた

します。 

  事務局のほうから、今のお話について。

今まで、その辺の役員の取り扱いについて

は、基本的には法人の中に農水省の出身の

人が役員としているかどうかということ

で、ここに書き込んでいきましたけれども、

今のお話だとコンソーシアム全体の中に役

員がいないということなんですか。 

  はい、そうです。 

  ということで、経営判断をする組織体の

中の構成員の中に農水省のいわゆるＯＢの

方がいるかどうかという観点で見ていなか

ったということなので、次回の資料から書

き込んでいきたいと思います。 

 そうですね。単に研究員としている方は対

象外として問題ないと思うんですよね。経営

判断とか方向性を決める方ではないから。た

だ、その方向性を決める権限のある方が、農

林水産省出身の方がいらっしゃるかどうか

というところについて、確認をしていただき

たいということで、お願いいたします。 

 では、次回から対応させていただきたい

と思います。 

物役・随７ 平成27年度高級菌根性きのこ栽

培技術の開発委託事業 

 

 これは意見とか質問というより、何か雑談

になってしまうかもしれませんが、トリュフ

とかマツタケの効率のいい生産って、物すご

いお金になる話じゃないですか。だから、ど

ちらかというと、こういう研究機関というよ

りは民間企業が、企業の秘密として研究して

いるのかなという気もしないでもないんで

すけれど、そのあたりって実際どうなんでし

ょうか。 

 民間企業とか県の試験場でも、マツタケ

とかですと明治の頃からもう100年以上取

り組んでいて、いまだになし得ていないも

のですけれども、一発は出るけれど民間で

も継続してうまくいっている事例というの

は、なかなかないところです。 

 そういう意味では、やっぱりこういった研

究機関に研究してもらうというのも、非常に

 そうですね。それぞれがバラバラでやっ

ている研究を、我が国の研究勢力を結集し
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意味のあることだということですか。 て総合的に推進すべき課題ということで、

いろんな技術シーズを持ち寄って、今まで

できなかったことを何とか国として、全国

に通用するものとしてつくっていきましょ

うという趣旨です。 

 ありがとうございます。  

 随意契約の審査調書ということで、平成27

年度の収益力向上のための事業ほか５件と

いうことで、その別紙に件名が出ているんで

すけれど、この案件はどれに該当しますか。 

 ４番の森林資源を最適利用するための研

究開発になります。 

 この中に、幾つもまたテーマがあるんです

か。 

 今回はこの１件だけです。 

 わかりました。  
工事・随１ 平成27年度土木工事及び業務委

託等における諸経費動向調査業務 

 

 改善策は、単純に言ってしまうと、国土交

通省で入札契約手続きを行っていることな

ので、農林水産省としては意見を言う状況で

はないということか。 

 農林水産省に関する仕様書の記載を、で

きるかぎりわかりやすい記載にするなど努

めてまいりたいと考えている。 

 国土交通省は、今回この１者応札になった

ことに対しては、やむを得ないということな

のか、それとも複数提案ができるように努力

をしていくということなのか。改善策の記載

を読んでいる限りは、そのあたりが少し見え

にくい。 

 国土交通省の対応については確認してい

ない。 

 ぜひ確認していただきたい。  了解した。 

 これは幾つもの省庁がまたがっている案

件なので、ほかの省庁でもやはり今回のよう

に入札監視委員会で１者応札として議論さ

れている可能性はあるのか。 

 確認していないので分からない。 

 可能性はあるのではないか。  可能性はあると思われる。 

物役・競１２６ 2020年オリンピック・パラ

リンピック東京大会及び輸出環境の整備に

向けた農業生産工程管理(GAP)の普及状況等

に関する調査事業 

 

 本事業は低入札価格制度の対象ではない

とのことですけれど、どういったものが低入

札価格制度の調査の対象になるんでしょう

か。 

 事務局から発言させていただきますと、

請負契約であって予定価格が1,000万円以

上の案件が対象になります。 
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 わかりました。あと、どう考えても、この

業務を遂行するにしては安過ぎる金額です

けれども、恐らくトーマツにすれば「この金

額でできる」という判断で入札したと思いま

す。ただ、後になって他の提案者がこの金額

を知ることになるわけで、こうやって価格を

下げてでも応札しなければというような負

の連鎖が続いてしまって、実際の価格に見合

った形での入札にならないような悪い習慣

が続いてしまうんじゃないかなと思ったん

ですけれど、その辺のご懸念はないでしょう

か。成果物のクオリティーがよければ、農水

省としては何も申すことはないということ

なのか。一般的、一国民から見た場合ですね、

ちょっと異常な価格ではないかなと思うん

ですけれども。 

 

 これについては、この低額で入札したトー

マツが、何かメリットがあったと思うんです

よね。損を承知で受けてもという、この法人

にとってのある意味で個別的な事情があっ

たと思うんですけれど、推定でもいいので、

おおよそこういう事情があったんじゃない

かということがわかると、今の青山委員のご

質問に対する回答としてわかりやすいと思

います。 

 落札後にトーマツに任意でお話を伺った

ところ、この案件につきましては、実績を

積み上げるための投資案件として位置づけ

てあると、そういった考えがあってのこと

と聞いています。 

 その実績というのは、具体的にどういう実

績を積み上げたいという意図だったんでし

ょうか。 

 恐れ入りますが、それ以上のことは深く

は聞いてございません。 

 その入札そのものについてというよりも、

何かデータを集めるとか、あるいは、この業

務を実施する中でいろんな、イギリスとか諸

外国との交流の中でチャンネルをつくって

いくとか、国の業務をやることによって、そ

れを後ろ盾にしていろんなチャンネルづく

りに役立つとか、いろいろな意図が想像でき

るんですけれども、そこまでは確認されてい

ないのでしょうか。 

 具体的な実績がどこまでかは確認してい

ません。 

 ただ、本契約についての実際の仕事は、満

足する状態で推移しているということで、よ

ろしいですか。 

 はい。実際に落札して契約を締結した後

に、実際、何度か事業の進捗に合わせて打

ち合わせを持たせていただいているところ
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ですけれども、その中では適切な進捗を確

認しているところです。 

 ついでにお聞きしますけれども、そもそ

も、そのＧＡＰというのは、オリンピックに

限らず本来目指すべき方向であるものの、た

またま東京オリンピックが開催されるので、

それが一つの励みとして普及させていこう

と、そういった企画なんでしょうか。 

 そうです。オリンピック・パラリンピッ

クの関係ですと、食料の調達の問題などが

ございまして、その基準を組織委員会のほ

うで今検討しているところですが、その検

討結果によっては、例えばＧＡＰに沿った

形で生産している農産物が必須あるいは努

力目標として設定される可能性もあるの

で、その対応を考えるときに、現在どのぐ

らい供給能力があるのかということを政策

上調べる必要があるということも、本調査

の目的の一つでした。 

 わかりました。  

物役・競３２ 平成27年度水産防疫対策事業

のうち「養殖衛生管理技術者の養成」 

 

なし  

物役・競３１ 平成27年度水産防疫対策事業

のうち「水産動物疾病の診断・予防・まん延

防止に係る技術開発等」 

 

 本件は３者の共同入札ということだと思

いますが、資料の入札執行調書を拝見します

と、この水産総合研究センターの１者の入札

者名になっていますけれど、これはどうして

でしょうか。 

 共同提案の場合は、各共同提案の団体か

らその委任を受けた１者が応札するという

形になっておりますので、代表機関として、

この水産総合研究センターの名前を記載し

ています。 
 そうすると、この入札執行調書に書いてあ

るのは、言ってみれば代表選手としてここに

こう書いてあるだけで、実際には３者が共同

して入札したということを表しているとい

うことですね。 

 そうです。 

 わかりました。  

 過去３年間の入札契約状況ということで、

ずっと２者となっていますよね。これは共同

提案された業者とまた別に、単独で応札した

業者がいたのでしょうか。 

 はい。それとは別の業者が、応札してい

ました。 

 今回、その業者は。  参加していません。 

 ということは、幾ら説明会に来て、３者が

いても、この３者で一緒にやるんだというこ

とになると、もうずっとこの先１者応札にな

 確かに、非常に専門性が高いということ

もありますし、実は水産の疾病というのは、

かなり地域によって産業の特色があったり
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ってしまうのかなと思います。前回まで参加

していた業者とか、あるいは新しい業者が入

る余地はあるのでしょうか。非常に専門性が

高いということもあると説明されましたが、

他の業者が対応するのはそんなに不可能な

ことではないのでしょうか。たまたま今年だ

けが１者になってしまったという認識なの

でしょうか。 

するもので、県によって、例えばこの動物

種のこの病気については特に力を入れてい

るというような、そういった地域性もござ

います。テーマによってはそういった専門

性が非常に高い面もありますが、うまく促

していけることができれば、対応できる業

者も広がるのかなと考えています。 

物役・競７１ 農林水産省行政情報システム

の運用管理業務 

 

 本業務は、いわゆるコンピューターシステ

ムのサポートみたいなイメージということ

でよろしいんですよね。 

 そうですね。 

 そうすると、１者応札となった原因分析

で、他社の製品を扱うこととなるので価格面

で勝てないと判断した業者がいたというの

は、要するに、ＮＴＴのシステムを別の会社

がサポートするというのは、非常に難しいと

いうような、そのようなイメージでしょう

か。 

 ＩＴ機器は、例えばいろいろなメーカー

がさまざまな機械を出していまして、どち

らかというと全部自社製品で構築するとい

うのは難しいと思っていまして、今回のよ

うなサポート業務であれば、広くそれぞれ

の製品メーカーと協力しながらやっていた

だくということですので。この意見を寄せ

られた業者につきましては、そういった面

で不利になると考えられて、ご意見を出さ

れたのだと考えています。 

 なるほど。わかりました。これはちょっと

特殊なアンケート結果なのかもしれないと

いう感じですか。 

 そうですね、そう認識しています。 

 わかりました。  

 今の玉木委員の質問に関連するんですけ

れども、農林水産省という大組織の行政情報

システムをバックアップしていくという話

になると、日本で対応できる民間組織体はそ

う何社もないですか。 

 そこまではいかないと考えていまして、

他府省でも当省より大きい組織もあります

が、そういったところでも運用管理業務と

いうのをやっていますので、実際この業務

ができる事業者様が、それほど少ないとは

考えていません。 

 なるほど。そうすると、今回の件でいうと、

応札が１者だけではないという予想もあっ

たわけですね。 

 そうですね。今回は、抽出案件概要にあ

りますとおり、入札説明書受領者が10者あ

って、説明会参加者も８者あったというこ

とで、かなり期待していたんですが、残念

ながら１者という結果になってしまいまし

た。 
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 なるほど。この契約の場合は、ＮＴＴの下

にどこか別の、例えば競争相手的な業者がサ

ブでつくとか、そういうことは考えられてい

ないんですね。 

 競争相手が再請負みたいな、そういうイ

メージでしょうか。 

共同事業的にということは、特に予想はさ

れていないんですね。 

 はい。結果としては一部、再請負してい

る業務がございますが。 
 あることはあるんですね。  はい。 

 わかりました。  

物役・競９ 農林水産省ホームページリニュ

ーアルに伴うデータ移行業務 

 

 富士通は昨年度も受注したのでしょうか。  いいえ、昨年度は別の業者です。 
 違うところだったんですか。  はい、ＮＴＴデータアイという業者が共

同企業体で受注し、その中に富士通も入っ

ていました。 

 なるほど。入札後のアンケートを見ると、

要は、何か継続的な案件だと推察していた

り、あるいは、もともとつくった業者が結局

優位になると思われるというように、感想を

述べておられますよね。これは、この業者が

誤解をしていたということなのか。それと

も、新規案件であり、間口は開かれていたと

いうことを農水省からも再三説明していた

のか。 

 資料を見る限り、そういうふうに誤解をさ

れている業者さんが少なからずいたのかな

と思いますが、そのあたりの反省というか、

状況はどうだったんでしょうか。 

 特に富士通だけに絞ったということはな

く、当然、ＣＭＳのソフトというのはいろ

いろありまして、中央省庁の中でも何種類

か使われていますが、当省が去年調達した

ソフトが、富士通製のソフトということで、

やはり他社が手を出しにくいのかなという

印象はあります。 

 それと、職員が使いやすくするために、

農林水産省向けに専用のソフトにカスタマ

イズを施し、オリジナルの機能をつけてい

ますので、業者によってはそういうところ

も気にしたのではないかと思っています。 

 仕様基準に関しては幅広くとっています

し、設計書とか当然公開していますので、

どこの業者が入っても履行できるようには

なっていますが。 

 業者側が難しそうだと判断したというこ

とですか。 

 業者がそう思ったのかなと思います。当

省としてはＣＩＯ補佐官からもこのデータ

移行についてはどの業者でも履行が可能

で、競争性があるので大丈夫と言われてい

たので、最初から１者応札になるというこ

とは想定していなかったです。 

 わかりました。  
 資料の一番後ろのほうを拝見すると、これ

はＮＴＴデータアイのアンケートで、①参入

 そうです。 
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要件等へのご意見のところで「特記事項の応

札者の条件（３）及び（６）に合致しないた

め」となっていますが、この（６）というの

がさっきご説明いただいた、もう一つの別の

案件に入札したら応札できないという趣旨

ですよね。 

 そうすると、この前年度契約されたＮＴＴ

データアイが今回こっちに入札しなかった

というのは、もう一つの案件に入札されたと

いうことなのでしょうか。 

 はい、そうです。 

 わかりました。ありがとうございます。  
 ＣＩＯ補佐官というのは民間事業をされ

ている方たちですよね。 

 そうです。 

 その方たちが任命されているわけですよ

ね。それで、こういう入札のときに、ＣＩＯ

補佐官の方たちが入札に際して、仕様書の作

成等についてアドバイスされるわけで、ある

意味での影響力は持っていると思いますが、

例えば入札当事者との関係というのはどう

なりますか。 

 資料の 10 の特記事項の（５）にも記載し

ていますが、ＣＩＯ補佐官及び支援スタッ

フに関係する業者は入札させないように明

記しています。 

 ただ、入札するときって誰が入札するかわ

かりませんよね。そうすると、その仕様書に

ついて、いろいろ検討に加わった方の出身母

体が、当該入札に参加してはいけないという

のであればいいですけれど、参加してくる可

能性もあるということですよね。 

 そうですね、そこは会社のほうから、当

該ＣＩＯ補佐官との関係性がないという一

文をいただいて、クリアにするようにして

います。 

 例えばＣＩＯ補佐官は任期を終えると、出

身母体に戻られますよね。そうすると、農水

省での入札に業務にかかわっている期間に

関しては、利害関係となる行動をとらないと

いったような誓約書をとるとか、そういう信

頼関係なんですか。 

 というのは、入札の段階では誰が入札する

かわからないから。 

 ＣＩＯ補佐官は、平成 26 年度までは当省

で公募をかけて、入札によって来ていただ

いて業務を行っていましたが、今は内閣府

のほうでＣＩＯ補佐官を一斉に雇い入れ、

その方たちを農水のほうに配置してもらっ

ているところです。 

 そうしますと、例えばあるＡという企業出

身の方が、農林水産省に派遣を命令されて、

そこで仕様書を検討して、たまたまそのＡと

いう企業が入札に応じて、入札するというこ

ともあり得るのですか。 

 それは、先ほどご説明したとおり、当該

ＣＩＯ補佐官が所属する業者は入札に参加

できないということになっています。 
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 ということは入札しても、落札はできない

ということ。 

 いいえ、入札する前に、事前に提案書で

すとか競争参加資格通知書などを提出して

もらいますので、その段階で、当該ＣＩＯ

補佐官と関係のある業者だと入札に参加で

きません。 
 ブロックできる仕組みになっていると。  はい。ブロックできることになっていま

す。 
 わかりました。  
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