
 平成２８年３月８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１０月１日～平成２７年１２月３１日

９３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 １件

９件　 うち、１者応札案件 ７件

（抽出率10％） （抽出率64％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件

（抽出率100％）

　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

　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

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件

抽
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案
件
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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

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３３回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要



一般競争 　７件　 うち、１者応札案件 ５件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １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） 　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（その他） 　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

（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 33 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・競２９ 農林水産省ホームページ農

林水産施策情報の分類検索機能構築業務 

 

１者応札となった原因分析について、提

案書が作成できなかったためということ

で、非常に抽象的ですが、なぜ提案書が作

成できなかったのかという具体的な理由

は、アンケートなり質問なりで確認された

んでしょうか。 

 担当のほうから業者に聞きとりをしたと

ころ、提案書をつくるのに結構労力がかか

るということで、業者側が人員的措置まで

手が回らなかったという話を聞いておりま

す。 

わかりました。  

入札に参加しなかった理由として、新Ｃ

ＭＳとの連動が難しいと判断したためと業

者が回答していますが、農水省の事前説明

が足らなかったのでしょうか、それとも、

説明したけれども業者側が理解できなかっ

たのでしょうか。 

今回新しく入れるのは富士通ＳＳＬ社製

のウエブコアというソフトになります。パ

ソコンで例えると、一太郎を入れて、そこ

に対してマイクロソフトに直してほしいと

いうことを言っているようなもので、メー

カーが違うとやはり手を出せないのかなと

いう印象がありまして、どうしてもソフト

が決まってしまうと、そのソフトに対して

いろいろこういう機能をつけてくれという

ようなオーダーを出すわけですけれども、

他社製品についていろいろ直したりするの

は大変かなというのはどうしてもあるとこ

ろであります。 

 そうすると、そもそもここに参加するの

は結構制限があるということですか。 

制限まではかけていないのですけれど

も、やはり会社側でそこまでやり切るのは

大変なんじゃないかなということはありま

す。 

わかりました。あと、１者応札になった

原因をもう少しわかりやすく書いていただ

けるとありがたいと思います。 

 

今お話の中で、新ＣＭＳというのはソフ

トバンクですか。 

 いえ、パソコン上で動かすソフトのこと

で、ホームページにプレスリリース情報な

どをアップするのに、各職員がパソコンを

操作して掲載するソフトのことになりま

す。 

これはどこのメーカーですか。 富士通のメーカーです。 
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そうなんですね。そうすると、やはり富

士通が一番そのシステムの内容を知ってい

るからということですね。 

そうです。他の例えば、ＮＥＣやＩＢＭ

とかが他社製品のものをいじくってやると

いうようなところは手を出しにくいのかな

というのがあります。 

はい、わかりました。  

物役・競３０ 平成27年度地すべり防止施

設の長寿命化計画策定に関する検討調査業

務 

 

資料の後ろに実際のアンケートの結果が

記載されていますよね。その記述を拝見す

ると、様式がダウンロードできるようにし

てほしいとあります。地方の業者はやはり

行って配布資料をいただくというだけで費

用や時間がかかるのでというダウンロード

に対する要望と、あとは、既に前に受注し

ているところでないと今回は対応できない

のではないかという意見が個人的に目につ

きましたが、こちらの２点についての対応

策はどのようにお考えでしょうか。 

１点目につきましては、現在、業務が公

告されますとホームページのほうに掲載さ

れまして公告資料、あるいは仕様書等はア

ップされますが、その他の必要な資料につ

きましては実際足を運んで、こちらに取り

に来ていただくというシステムになってお

りまして、それは当省の共通の取扱になっ

ておりますので、この業務で個別に対応す

るというのは考えませんでした。 

 もう１点につきましては、これまで行っ

ております地すべり防止施設の長寿命化計

画にかかわる業務の成果品は貸与する資料

としてそれら全部ございますので、基本的

にはそれらをご覧になれば、十分対応でき

る業者はいると考えております。 
取りにこなければならないとなると地方

の業者には参加がしにくいと思います。全

体として何か工夫がなされないものでしょ

うか。地方の業者が参加しやすいようにと

いう配慮はやはり必要だと思うんですけれ

ども。 

仕様書だけは今も載せるようになってい

るのですけれども、システム上の容量の関

係などもありますので、今後検討していき

たいと思っております。 

今のご質問にかかわるのですけれども、

99ページの今の前年度実績事業者以外、３

カ月弱等では対応できないのではないかと

いうコメントがありますが、この３カ月と

いうのはどこから起算の３カ月と考えてい

いのですかね。 

これは、業務の契約日が11月30日になっ

てございまして、履行期間として11月30日

から３月23日、年度内の業務ということで、

ここのことを言っておられると思っており

ます。 

 実際には３カ月ちょっとあるかなとは思

うのですが、アンケートとしてはそういう

ふうに書かれているということです。 

私は入札公告、あるいは入札説明会で内

容を確認して、そこから入札するかどうか

そうですね、３カ月弱というのは、その

前段の入札までではそんなに期間はありま
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の決断をする実施日の11月30日までの期間

のことなのかと思っていたのですが、そう

いう意味ではないのですね。 

せんので、これは実際のいわゆる工期のこ

とをこのように表現しておられるのだと思

います。 

なるほどね。要するに、入札のための判

断に３カ月必要じゃないかということでは

なくて。 

そうです。これでは工期が短いというこ

とを暗に言っておられると思います。 

なるほどね。でも、これについては入札

した業者は３カ月で対応ができると回答し

てきているということですね。 

そうですね。実際入札した業者は、それ

でできると考えて入札しているということ

になります。 

わかりました。  

業務としては手順書の作成と、それから

手引きの改定版の作成と大きく２つありま

すが、この２つというのはやはりワンセッ

トでやらないと無理なものなのでしょう

か。と申しますのも、恐らく改訂版の作成

というと、どうしてもその元の版をつくっ

た業者の方が一番やりやすいと思うので、

当然１者応札になりやすいと思うのです

ね。なので、もし技術的にその２つを分け

ることが可能であれば、例えば前者の手順

書のほうは別の業者さんがもっと応札でき

たのかなと思うのですけれども、そのあた

りはいかがでしょうか。 

後段の改定版の作成というものにつきま

しては、実際にはこの業務の中で占める割

合というのはそれほど大きくなく、これま

で公表しております手引きが幾つかござい

ますが、それらの体裁を整えて統一感を持

たせるというような内容が主なもので、こ

れについてそれほど大きな手間がかかると

いうふうには考えておりません。 

そうしますと、この手引きの改訂版をつ

くるのが既存の前年度の業者じゃないと難

しいからという理由で辞退された業者はそ

んなに多くないんだろうという、そういう

ご認識でいらっしゃいますか。 

そのように考えております。 

わかりました。  

物役・随２ 農林水産省ホームページリニ

ューアルに伴う新CMS統合運用業務 

 

見積執行調書、それから入札執行調書の

ほうを拝見していると、限度額を少し超え

るような金額で入札されて、それではだめ

で、ちょっとずつ下げていって、ぎりぎり

で落ちましたというような感じでしょう

か。 

入札を３回やって、見積もりのほうも３

回やって落札という結果になっています。

金額の刻みは業者側の判断なので、何とも

言えないところですが、我々としても落札

できるのか、肝を冷やしたというところは

あります。 

要するに、かなり業者のほうからすると、

ぎりぎりの線というのか、余り儲けが少な

予算的に厳しいというのはあるかもしれ

ないのですけれども、一応できるというこ
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いというのか、少し予算的に厳しかったせ

いもあるのかなという感じも受けないでも

ないですが、そのあたりはいかがでしょう

か。 

とを見込んで我々も発注しているので、そ

こは何とも言えないです。 

この案件に関しては、予定価格を設定す

る上で業者から見積もりをとっているんで

すか。 

業者から参考見積もりということで、と

っています。 

何者ぐらいですか。 これは１者です。入札のときは入札説明

会を事前に開催して、参加した３者に依頼

しましたが、提出していただいたのは１者

でした。 

１者は、どこですか。 契約相手先のＮＴＴデータ・アイです。

やはり参考見積もりということで結構高い

金額で出ておりました。ただ、予算の範囲

内で予定価格をつくらないといけないとい

うこともあって、この予定価格になったの

ですが、結果的に業者にとっては厳しかっ

たのかなというのは否めないです。 

なるほどね。 この頃は、ＩＴバブルでなかなかＳＥさ

んとかが集まらなくて結構、人件費が高騰

していたというのが全国的にありますマイ

ナンバー制度などの関係でですね。そうい

うこともあって、随分高どまりになってい

たというのが、後で分析して感じました。 

はい、わかりました。  

物役・随８ 農林水産省情報セキュリティ

監査に関する業務 

 

資料を拝見すると、26年度も随意契約で

同じ業者がとっていらっしゃいますよね。

この26年度のときには対策というのは講じ

られなかったのでしょうか。例えば今回の

分析の結果、改善策として挙げている公告

を早くするというような措置というのは、

そのときは余りなさらなかったのでしょう

か。 

すみません、26年度の際は２者入ってい

ます。応札が入って、入札して結果的に落

ちなくて不落随契になりましたが。 

なるほど、わかりました。 補足ですが、25年度は１者応札になって

しまいまして、このとき２年前の本委員会

において、要件を緩めるべきではないかと

いうご指摘をいただきまして、再委託先に
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ついては監査人資格等を取得していること

等に限って要件を設定するという緩和を実

施したところです。 

その後、26 年度は一旦、複数の応札があ

ったのですね、 

そうです。 

はい、わかりました。  

この情報セキュリティ監査って、何月に

集中するとか、いわゆる需要のシーズンみ

たいなものがあるのでしょうか。 

シーズンは特にあるというようには聞い

ておりません。ただ、昨今、サイバー攻撃

とかの関係でサイバーセキュリティが非常

重要になっていまして、民間企業も含めま

して年々需要が高まっている中、特に行政

機関につきましては、昨年の日本年金機構

のサイバー攻撃による個人情報の流出事案

を踏まえまして、非常に高い需要になって

いるというふうに聞いております。 

もしそういうシーズン的なものがあるの

であれば、発注をずらすとか、そういった

工夫もあるのかなと思ったのですけれど

も、それはちょっと難しいということです

かね。 

我々が監査をする時期ですが、まず、４

月から始まり職員に研修を行って、ｅラー

ニングなどを実施した後に、おのおのが自

己点検をしまして、その結果を踏まえて監

査をするという仕組みになっております。

ですので、どうしても監査の実施の時期は

年度の後半になってしまうという形になり

ます。 

 ただ、公告につきましては、年度のでき

るだけ早い時期に公告をしてまいりたいと

いうように考えているところでございま

す。 

これは結局、業者から金額の提示を８回

受けたということですか。 

そうです。初日に３回入札をしましたが

落札せず、後日、不落随意契約ということ

で５回見積りを行い、少しずつ下げてもら

って、何とか契約にこぎつけたいうのが実

態です。 

苦労されたのですね。わかりました。  

物役・競３２ 平成27年度有害化学物質リ

スク管理基礎調査事業(油菓製品中のアク

リルアミド低減対策検討のための調査）委

託事業 

 

結構４者で入札金額に差がありますが、

事前の参考見積は何者から徴取されたので

入札前に開催しました入札説明会に参加

していただいた方に、任意という形で見積
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しょうか。 もりの提出をお願いしましたが、３者来た

かと思います。本件を落札した長崎県食品

衛生協会は長崎ということで、地理的なこ

ともありまして入札説明会には来られなか

ったので、こちらの者からの見積もりの提

出はありませんでした。 

なるほど、わかりました。参考見積額に

は結構ばらつきがあったのですか。 

そうですね。分析に関しては得意な有害

化学物質の種類やどのような食品が対象か

ということによりまして、得意、不得意も

ございますので、分析機関によって見積額

はかなり差があるというのが現状でござい

ます。 

わかりました。  

物役・競３４ 平成27年度肥料用肉骨粉の

管理方法開発委託事業(摂取防止材の牛へ

の給与試験等） 

 

本来、この入札等監視委員会でお聞きす

ることではないと思いますが、そもそもこ

の事業の概要について、肉骨粉というとＢ

ＳＥとすごく直結するのですが、あえても

う一度肥料として使うということがそんな

に全国的に求められていることなのでしょ

うか。牛への摂取防止をされるということ

なので、もちろんそれを防ぐためというの

は分かるのですが、何か悪用されたり、無

理やり牛に食べさせたりなどというリスク

もあると思い、そもそもあえて肥料として

もう一回利用再開をする必要があるのかな

とちょっと個人的に思いましたが、いかが

でしょうか。 

肉骨粉は、ＢＳＥが起きる前、果樹とか

に有効な肥料として使われていましたが、

その後は肉骨粉自体を燃やしたりしてい

た。未利用の資源としてもったいないとい

うことで肥料利用の再開をしましたが、そ

のためには、やはりリスクというのもあり

ますので、管理措置の一つとして摂取防止

材を混入して流通させるということでござ

います。 

摂取防止材ということは食べさせないた

めのものですよね。 

そうです。牛が嫌がるものということで

すね。牛が好きなものというのは探しやす

いのですけれども、嫌がるものというのは、

なかなか探しにくい状況にあります。 
嫌なものを何か添着させるということで

すか。 

そうです。混入させるための材料を選定

するための事業でございます。 

でも、牛も好き嫌いがあるのではないで

すか。 

そうですね。結構好みがあるところです

が、ある程度牛が食べないものを選ぶとい

うことです。 
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慎重にやっていただけるとありがたいと

思います。 

はい、わかりました。 

この一般社団法人日本科学飼料協会とい

うのは、契約先としては３年連続なんです

かね。 

そうです。 

具体的に、こういう社団法人じゃない、

いわゆる民間企業で同じような業務が技術

的に、人員的に実施可能なところが事実上

本当にあるのかなという気もしないでもな

いのですが、そのあたりはいかがですか。 

今回は日本科学飼料協会が落札していま

すが、前回の26年度は、一般財団法人の●

●なり株式会社●●なりが入札に参加して

おりまして、今回入札に参加しなかった理

由等のアンケートにご協力いただいた２者

になっています。 

わかりました。  
物役・競３７ 平成27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（ヨーロ

ッパ） 

 

仕様書を拝見しますと、実施場所につい

てヨーロッパのうち１カ国で実施するこ

と、また、実施国及び展示会については企

画提案時に選定理由とともに明示すること

となっているので、これは要するに、どこ

でどういう展示会を実施するというのは入

札する業者が選定して提案してくださいと

いう趣旨ですか。 

そういうことでございます。 

そうすると、かなり対象エリアが広いと

いうか、むしろ、これは考え方があるのか

もしれないけれども、例えばそのスペイン

のマドリッドのこういうところで実施する

のでやりませんかという仕様内容にする、

あるいは幾つか対象エリアを挙げてその中

のどこかでやりませんかというような仕様

内容にするのと、どっちが応札しやすいの

かなという疑問がありますが、そのあたり

いかがでしょうか。 

展示会とか、そういう大きなイベントに

つきましては、各事業者がある程度自分た

ちがやろうと思うと早く申し込まなくては

いけないという事情がありまして、ヨーロ

ッパの大都市においてもあちこちでいろん

なイベントが多数行われていることから、

その中で逆にマドリッドだけと限定してし

まうと、そこのブースの申し込みが遅くて

実施できなくなってしまうということがご

ざいます。 

 ですので、ヨーロッパ全体を視野に入れ

て事業者に選定いただいて、あと、効果も、

どこの場所が一番効果的かというのも入れ

て、我々の企画提案の中で図っていきたい

と思っております。 
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わかりました。  

ただいまの質問につながるのですけれど

も、業者から提案が出てきたときに、ある

業者はイギリスをイメージして、ある業者

はポーランドをイメージして、物価が全然

違うという話になってきて、その提案の比

較が的確にできるのかなという疑問があり

ますが、いかがですか。 

たしかに開催地によって物価が違います

が、発信力ということでは、どこで実施す

るかというのは、そのイベントの集客です

とか、そういったものが契約相手方を選定

する要因の一つだと思っております。 

 物価につきましては、一応これは入札も

実施しておりまして、業者の努力でどこま

でコストダウンできるかということになっ

てしまって、そこは我々も一番難しいと思

っているところでございますが、たしかに

イギリスとポーランドでは物価が違うとは

いえども、限られた予算でやりますので、

そこは中身と事業努力ということで、こち

らで選定したいと思っております。 

それは開催国は農林水産省のほうで決定

するのですか、どこで開催するかというの

は。 

これは、例えばＡ社がロンドンとか、Ｂ

社がパリとか、Ｃ社がスペインといった企

画提案が出てきた場合に、その中でどのイ

ベントが集客率が高くて、また、効果的に

発信できるのかということを審査しまし

て、場所については、我々が集客率とか、

そういうもので点数の優劣を付けています 

そうすると、そのときの評価については

評価書があって、集客力とかそういうもの

の評価基準みたいなのがあって、その中で

評価点を決めていくということでよろしい

ですか。 

はい、そういうことです。 

わかりました。  

入札に参加しなかった業者へのアンケー

ト結果の中で、業務内容の一部に扱えない

業務があったからと回答している業者が１

者ありますが、具体的にどのような業務が

取り扱えなかったのか把握していれば教え

てください。今回の受注業者だけが履行可

能で他の業者ができないといった何かその

参加を狭めるような仕様になっているの

か、あるいは、どこでも参加ができるもの

なのかというのが知りたいところです。 

アンケートの結果ですが、全く扱えない

かというと、まずそもそもこちらの業務自

体が展示会での出展ということなので、そ

こまで特殊な業務という認識はあまりこち

らとしては持っていないのですけれども、

ただ、やはり業者によって得手不得手とい

うものがありますので、この回答をした業

者というのはマスコミ系の公告担当の部署

へアンケートをとった結果でございまし

て、どちらかというと、彼らは展示会の実

施よりもメディアを使った発信の方がおそ
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らく得意だったということもありまして、

それでこういった回答をされたと個人的に

認識しております。 

ということは、特に難しい業務をお願い

したわけではなくて、これを回答したとこ

ろがちょっと得意分野ではなかったという

ことですか。 

そう認識しております。 

わかりました。  

物役・競５５ 花きの生産・需要動向及び

予測調査事業 

 

１者応札になった原因について、花き関

係団体（業者）とのネットワークがないと

本事業の実施が困難であると判断した業者

がいたことを挙げていますが、花き関係団

体（業者）というのは、具体的にはこれは

どういった団体でしょうか。あるいは名称

でもいいんですけれども。 

花きの生産から消費まで各団体が存在し

ますが、例えば生産段階ですと種苗協会で

あったりとか、消費段階ですと小売の専門

業者の協会であったりとか、そういった団

体を想定しております。 

そうすると、今回の契約相手方である大

田花き花の生活研究所というのは、いわゆ

る花屋さんみたいな会社なのですか。 

いいえ、花のそういう専門的な調査を行

っている研究機関になります。 

そうすると、例えば花屋さんが自分の所

属している団体とつながりがあるからと

か、そういう話とは違うのですね。 

はい、そうです。 

この大田花き花の生活研究所と花き関係

団体とのネットワークというのが、何かい

まいちよく私理解できないのですけれど

も、もう少しどういったことなのか教えて

いただけますか。 

今回契約の相手方である大田花き花の生

活研究所につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、花きに関する幅広い調査研

究をもともと行っている機関でありまし

て、そういった種苗協会であったりとか、

卸売市場の関係団体等との取引等をこれま

でにもしている機関ですので、そういうネ

ットワークは構築されていたということで

す。 

わかりました。要するに、今までもアン

ケート調査とかいろいろ実施していて接点

があったというような、そういう意味合い

ですかね。 

そうです。 

１者応札の事後審査票の中で参考見積業

者名の中にこの大田花き花の生活研究所が

入っていますけれども、参考見積業者は他

入札説明会を開催していまして、入札説

明会に参加した業者が１者しかなくて、そ

こが今回の落札業者でありまして、参考見
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に何者ぐらいからとられたのですか。 積もりをいただきました。 

なるほどね。想像上になりますが、こう

いう事業に参加できる業者というのは実際

には幾つかあるものなのですか。 

このような花き関係の調査を行っている

団体は、今回入札はありませんでしたが、

例えば●●とか、他も複数あります。 

物役・競５７ 平成27年度収入保険制度検

討調査事業における保険料率の算定方法の

検討等に関する調査委託事業 

 

入札執行調書を拝見いたしますと、入札

者、落札者の名前が東京海上日動火災保険

株式会社となっていますが、落札者は、実

際の契約相手方である共同調査機関という

理解でよろしいでしょうか。 

そうです。入札者の表記が東京海上日動

火災保険株式会社となっていますが、実際

はその共同事業体ということで入札してい

まして、落札者も同一の形で落札しており

ます。表記は、省略した表記で書いており

ます。 
そうすると、提案書の入札参加企業名に

記載している東京海上日動火災と東京海上

日動リスクコンサルティング株式会社の２

者が結合してコンソーシアムを組んだとい

うことですね。 

はい、そうです。 

そうすると、再就職役員数１人というの

は、この２者の役員の中に１名の公務員再

就職役員がおられるという理解でしょう

か。 

中核機関である東京海上日動火災保険株

式会社の中に公務員再就職役員が１名いる

ということです。なお、その者は、農水省

の出身ではございません。 
そうすると、東京海上日動リスクコンサ

ルティングについては、お調べになったけ

れども、該当者はいらっしゃらなかったと

いうことでしょうか。 

代表機関の公務員再就職役員数を記載す

るという整理のもとに記載しています。 

それは理解できましたが、今回は明らか

に親会社と子会社の関係であり、グループ

会社同士の共同事業体なので余り問題ない

と思うのですが、例えばゼネコンなんかが

何社かでジョイントを組んでやっていると

きに、例えばその幹事とか代表になってい

ない会社であっても結構、影響力が強い場

合もあると思います。従いまして、幹事会

社とか代表者だけの再就職公務員役員を調

べるというのだと、ちょっと足りないのか

なという気がするので、そのあたり今後ご

検討いただければと思います。 

事務局からお答えします。前回の本員会

の中で、いわゆる研究機関がコンソーシア

ムを組んでやっているときの、それも何十

社が傘下にあるといったときの公務員の再

就職役員数の調査についてどうするかとい

うことでご議論いただきましたが、その際

はその代表者にいるかいないかということ

で今後整理しましょうとなったものですか

ら、今回につきましても共同事業体という

ことで、その代表のところに公務員の再就

職者、農水省出身者がいるかということで

調査したものです。それから、例えばゼネ

コンを対象としたＪＶ（ジョイントベンチ
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ャー）となると、これもかなり構成してい

る業者数が多く、そこまで農水省としてデ

ータを持っていないので、かなり手間を要

するものかなというように実は考えている

ところです。 
どこまで調査するかという一般的な基準

をどうこうしろというつもりはないのです

けれども、やっぱりある程度実態を見ると、

例えば２者とか３者ぐらいの大きなゼネコ

ンが連合してやっているようなものだった

ら、それは全て調べていただくほうがあり

がたいなと、これは素朴な感想でございま

す。 

 本件については、特に問題ないと思いま

すけれども。 

 

今の議論について、前回、議論があった

とのことですが、私の記憶だと、前回の議

論のときに、結局、決定権限を持っている

組織体の中に役所からの出身者がいるかど

うかというのが大きなポイントではなかろ

うかというようなお話をしたと思います。 

 だから、代表が実質的に決定権限を持っ

ているとは思うのですけれども、例えば建

設業なんかで共同企業体なんかの場合だ

と、幾つもの企業が合同で意思決定をして

いくという場合には、代表に限らず、それ

ぞれの企業の中に含まれている公務員出身

者も調査の対象にした方がいいと思いま

す。 

 そうではなくて、決定権限の組織体があ

って、その下にぶら下がっているような組

織体の中にいたとしても、その組織体が決

定権限を持っていないというのであれば、

決定権限を持っている組織の中の該当者の

人数だけでいいのかなというようなイメー

ジで私は議論をしていたつもりです。 

 だから、今回の件も、要するに東京海上

日動火災保険株式会社が決定権を持ってい

て、あくまでも実働部隊としてリスクコン

サルティング株式会社が動くだけですとい

先ほど申し上げたコンソーシアムといわ

ゆるゼネコンのＪＶといった共同事業体

は、実質的な決定権限が当該 
共同事業体により違うということであれば 
契約案件に応じて、検討させていただきた

いと思います。 
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うことであれば、その中に出身者がいたと

しても問題はないのかなと、私はそういう

理解です。 

そうですね、そうしていただくとありが

たいと思います。 

なお、本件に関して申し上げれば、実質

的な決定権限を持つ者は東京海上日動火災

保険株式会社でございます。リスクコンサ

ルティング株式会社のほうは、あくまで実

働部隊としてかかわっている形式でコンソ

ーシアムを組んでおります。 
はい、そういうことで結構です。よく官

庁の出身の方で研究者として参加されてい

るような人がいたりしますが、そういう人

たちはもともと運営に関する決定権がある

わけじゃないので、対象外にしていいかな

というのが前回議論したときの、私自身の

認識でしたので。 

 

参考見積もりは何者から、そして、東京

海上日動も見積もりを出してこられたので

しょうか。 

本件は、入札説明会には９者参加してい

ただき、その９者全者に参考見積もりを依

頼しましたが、提出があったのは１者から

で、東京海上日動からでした。 

そうですか。進捗状況ですとかクオリテ

ィの問題はないという説明でしたので、業

務としては成立しているかと思いますが、

私どもが見ると、見積もりが高過ぎたのか、

この企業が何かの意図があって低い入札額

としたのか、余りにも落差があるものです

からやはり目にとまってしまうのですけれ

ども、もう少しその見積もりを何者かから

とるような工夫というのはできるものなの

でしょうか。 

説明会に参加しなくても入札説明書を取

りにきた業者にも参考見積もりを依頼する

など、今回の場合それがほとんど入札説明

会に全部出ているのですけれども、広く声

をかけていくようにはしています。 

 この業務については、提出のあった参考

見積もりも余りにも低かった。ただ、適正

な人件費とかを計上しますとやはりこれぐ

らいになってしまいますので、そのギャッ

プが本当にこちらとしても悩むところでは

ありますが。 

はい、わかりました。  

今の質問に関連しますけれども、この低

い契約額で事業を実施しても、結局この事

業の調査をすることによっていろんな情報

が手に入ると。それが自身の本業において

有効だからというような業者側の判断があ

ったということでしょうか。 

本事業の契約書におきまして、本事業に

より知り得た情報について、本事業の目的

以外の使用や外部への漏洩をしてはならな

いということになっておりますし、守秘義

務をかなり厳しく課しておりますので、何

らかの形でこの成果等を利用するというこ

とは想定をしておられないでしょうし、こ
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ちらも認めてもいないところです。 

 ただ、国の検討に関わるということ自体 
を各社かなり重視しておられて、どうして

も何とかして落札をしたいという意識は働

いていたように感じます。 
わかりました。どうもありがとうござい

ました。 
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