
 平成２６年９月２６日（金曜日）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４月１日～平成２６年６月３０日

６５０件　 うち、１者応札案件 ９６件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ３５件

９件　 うち、１者応札案件 ９件

（抽出率1.4％） （抽出率100％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ５件

（抽出率56％）

一般競争 　７件　 うち、１者応札案件 ７件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ５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） 　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

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

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２７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。
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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



第 27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 6 ファイル暗号化システム機器賃貸借及

び保守 

 
 

○ それでは、一般競争参加資格の設定の理

由及び経緯というところで、設定の理由は、

Ａ等級に絞った理由として、「類似案件の応

札実績から「Ａ」等級のみで十分な競争性を

確保できると判断した」ということで、これ

を読むと、類似案件では結構競争性が確保で

きていると。それでＡ等級にしているという

ことなんですけれども、このあたりのご判断

はこの結果を踏まえてどうでしょうか。特別

ここが高度だったとか、等級の設定に問題は

ないのかどうかとか、そのあたりで何か反省

点があるかないかについて教えてください。 

○ ただいまのご質問につきましては、私

どもとしましては、こちらの資料でも記載

しておりますけれども、今回の案件が非常

にセキュリティーに特化した案件というと

ころもございまして、一般的に大企業的な、

それだけのスキルを持った企業が当たるべ

きかと思ってございます。これまでも、他

のセキュリティー案件から他府省等々を見

ても、Ａ等級のところが結構数多く応札さ

れておりますので、そういった意味ではＡ

等級に絞って問題はなかったと思っており

ます。 

○ 類似案件に比べると、今回は特にまた高

度だったのでしょうか。 

 

○ 本件のこういったシステムを持ってい

るところが、多数存在していなかったとい

ったところも一つあろうかと思っていま

す。 

○ わかりました。  
○ １点お聞きしたいんですが、競争に参加

しなかった業者さんの１者が「農水省の現行

システムの環境との相性がたまたま悪く」

と、「たまたま悪く」と非常に漠然として書

かれている。今後、この業務単独の入札は行

わないということなんですけれども、後々ま

たは一括の中でこういう入札が行われた場

合に、たまたま悪かったということだけだ

と、その後の業者さんの参考にはならないか

と思いますので、もしこの場で何がたまたま

悪かったのかということがもう少し詳しく

お話しいただけるものなのか、あるいは把握

していらっしゃらないようでしたら、もう少

しどの辺の相性が悪かったのかということ

を記録されておいたほうが後々のためによ

いかと思います。 

○ ありがとうございます。ただいまのご

意見を承って、アンケートで回答があった

業者に、さらに確認させていただきたいと

思いますが、今回、たまたま相性が悪かっ

たという一つの原因としては、農林水産省

行政情報システムは、基盤として一つ大き

なものを持っているのですが、それ以外に、

毎年度いろいろなセキュリティー事案等々

が起きまして、新たなシステムを構築等し

た関係がございまして、継ぎ接ぎではない

のですが、いろいろと組み合わせた関係も

あって、そういうところで業者としてはち

ょっと困難、相性が悪いのでないかという

判断をされたのかなと思ってございます。 
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○ わかりました。  

○ ただいまのご説明のところで、システム

が継ぎ接ぎだらけになっていたと。そういう

のはよくある話だと思うんですけれども、そ

ういう状態の中で、この統一的なシステムと

して、要するに、情報漏洩を防ぐシステムを

統一的に構築する能力という話になると、Ａ

等級で、それなりの実力のある企業でない

と、現実には入札に応じられなかったと、そ

ういう意味でよろしいですか。 

○ そうですね。 

 

○ わかりました。それから、私のほうでも

う一つ質問がございまして、総合評価の採点

結果の集計表がございますけれども、これは

６人の方が評価されたのですけれども、これ

はたまたま全く同じ数字になっただけです

よね。 

 

○ 今回の案件の総合評価につきまして

は、相手方の提案内容に対して絶対的に点

数をつけるのではなくて、相手方の提案内

容を相対的に採点して評価を行うという形

式で行っております。 

結果として、１者応札だったので、全員、

総合評価のルールに従っても機械的にも中

位の得点がついたという結果でございま

す。 

○ この案件に関しては、相対評価というこ

とは、何か別の企業なりの状況と相対的に比

較したということなんですか。 

 

○ 例えば、ほかにもう１者から提案があ

ったとしたら、その２者の間でどちらがい

いかを比較して、いい者を上につけて、そ

れよりも劣る者を下につけるといった採点

方法でございますので、１者応札のため、

結果として全員、相対的に平均という結果

になったわけでございます。 

○ こういうケースの場合は、このような数

字の並びになりますか。こういうきれいにそ

ろった評価表というのを、今回初めて拝見し

たのですが、これまでの１者応札の場合で

も、もうちょっとばらけていたような気がす

るんですけれども。 

○ 絶対評価でやる場合は、１者応札の場

合でも当然分かれるのですけれども、今回

は、相対評価を採用しておりますので、こ

のような結果になっております。 

 

○ １者応札の場合でも、相対評価か絶対評

価かどちらを採るかというのは、何かルール

がございますか。 

○ 特にあらかじめ定められたルールとい

うのはございません。 

 

○ そうですか。この結果については大きな

問題があるとは思いませんけれども、今後、

このような評価をされるときには、評価の仕

方についての理論武装というんですか、絶対

○ はい。 

 

 
-  - 

2 



評価をするのか、相対評価をするのか、合理

的な説明が付くような整理は必要と考えま

す。 

相対評価という場合には、何か別のものと

の比較というんですか、同業が２者入札し

て、どっちを選ぶかというのは相対だと思う

んです。絶対評価ということになると、何か

基準値があらかじめ定めてあって、普通はこ

うです、より優秀なのはこうです、劣るのは

これですという、省内に一つの基準値があっ

て、それと比較していくのがある意味では絶

対評価だと思うんです。 

ですから、今後、このような関係が出てき

たときには、もう一度この辺について改めて

理論武装をしていただいてご検討いただく

ということにしていただきたいのですけれ

ども、よろしいですか。 

○ どうもありがとうございました。それで

は、２件目の抽出案件、お願いいたします。 

 

随 30 農林水産省ホームページコンテンツ

作成指導業務（労働者派遣） 

 

○ まず、先ほどのご説明にもありました

が、入札できなかった理由として、必要な技

術者・要員を集めるには時間が不足してお

り、又は発注ロットが大き過ぎて人員を確保

できないというのが３者いらっしゃって、次

を拝見すると、平成 23 年度、24 年度までは

競争性はある程度確保されていたのですが、

平成 25 年度から１者応札になって、今年も

１者応札になったと。 
最初の説明を拝見すると、平成 25 年度と

比較すると平成 26 年度で従事者の要件はあ

る程度緩和したのだけれども、やっぱり１者

応札だったということがあって、ちょっと疑

問なんですけれども、この平成 23 年度、24
年度と平成 25 年度、26 年度で、例えば従事

者の資格とか、そのあたりが高度化したと

か、難しくなったとか、そういうのはあるの

でしょうか。 

○ 今のご質問でございますが、特に平成

25年度の入札に当たっては、条件の変更等

はございませんでした。逆に、平成26年度

の応札者条件は、官公庁等からの受注実績

がある者に限定していたものを、今年度は

その限定を外しております。このため、民

間企業の受注実績を認めるなど、そういっ

た参加資格を拡大したところなんですが、

結果としてまた１者応札ということになっ

てしまったものです。 
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○ 平成23年度、24年度、これは確かにどん

どん応札者は減っていって、落札率も上がっ

ているので、余りよろしくない状況だと思う

んですけれども、平成23年度、24年度では、

そこそこ応札者がいたのですれども、急に１

者応札が２年続いているというのは、例え

ば、平成23年度に応募した８者は、それなり

の従事者がいたんでしょうね、恐らく当時

は。それがどんどん変わっていくというのは

何か、内容が変わっているというよりは、こ

の業界の状況が変わっているという感じな

んでしょうかね。 

その辺はどう分析されていますか。 

○ 今回、アンケートを取らせていただい

た中の一つですけれども、その中のご意見

として、そういった技術者が最近不足して

いるといった意見をいただいた業者もござ

います。 

それから、こういった技術者の賃金単価

が最近上がっているんだといったご意見も

ございました。アンケートの結果、そのよ

うな情報がございました。 

○ わかりました。  

○ 改善すべき点の③として、ホームページ

の調達情報が探しづらいといったご意見が

ありますよね。 

このアンケートに答えたところというの

は、既に入札を検討しておられたところだと

思うんですけれども、どういう意味なのかな

と。既にそこにたどり着いた業者さんだと思

うんですけれども、そこにいくまでに、どう

いうことなのか、ちょっとご説明いただけま

すでしょうか。 

○ このアンケートの回答をいただいた業

者さんというのは、今回の入札説明書未取

得者の方でございまして、過去に参加して

いただいた業者にも問い合わせをしたとこ

ろ、こういったご回答をいただいたところ

です。 

○ ということは、過去に入札に参加してい

るのに、最近になって探しづらくなったとい

うことなのか、そのホームページが複雑にな

ってしまったということなんでしょうかね、

前は大丈夫だったけれども。 

 

○ この業者さんは、基本的に今回の案件

に関して、もともと応札する予定はなかっ

たのですけれども、たまたまアンケートを

取った際に、補足としてというんですか、

参考として、そのような話がちょっと出た

という意味でございます。 

○ ありがとうございます。わかりました。 

そういう事情だということはわかったの

ですが、こういった今まで参加していないと

ころの情報はすごく大事だと思いますので、

よりわかりやすいホームページをつくって

いただければと思います。以上です。 
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○ 私の方からは、入札の予定価格そのもの

はそんなに安いものではなさそうですし、そ

れなりの応札者がいてもいいかなという金

額だと思うんですけれども、この改善策のと

ころに「ＨＴＭＬ化等を行うことができる経

験者は、民間経験者ではそう多くない」と書

いてありますけれども、難しい案件だったと

いうことなんですか。 

 

○ ここで申し上げたかったのは、アクセ

シビリティに対応するといった意味合い

で、民間企業のホームページ等であれば、

そういったアクセシビリティに配慮したと

いうことは余り意識されないものですか

ら、そういう部分での対応はできるけれど

も、国や地方公共団体を含めた公共機関等

で求められますアクセシビリティに対応す

るという部分での対応が難しいというか、

そういうところでの経験が少ないといった

意味合いでございます。 

○ わかりました。 

 それから、ちょっとこの案件は、不落随意

契約ということで、最初は入札を３回やって

まとまらなかったということですけれども、

この案件というのは、先ほど資料の中で一位

不動状況という表がございましたけれども、

あれではどこの位置づけになるものなんで

すか。 

○ こちらは、整理上は随意契約との整理

をしておりますので、お手元の資料、一位

不動状況の中には含まれておりません。 

 

○ 含まれていないんですね。 

わかりました。結構です。どうもありがと

うございました。 

 

競 97 梱包等業務（単価）  

○ 「過去３か年の入札・契約状況」がござ

いまして、去年までは一応、応札者が複数い

て、今年は１者応札になってしまったのです

が、落札率も相当低くて、朝日梱包さんが全

部取っていらっしゃるのですけれども、これ

は、複数入札があったときの他の業者は、朝

日梱包さんと競るような値段なんですか。 

それとも、むしろ予定価格に近いような値

段なんでしょうか。ちょっとそのあたり、業

界の状況というのを知りたくて。 

○ 朝日梱包自体は、梱包が得意な会社で

ございまして、それ以外で応札に参加して

いただいていた業者というのは、配送が得

意な業者ということで、本業務は、梱包を

主体に行っておりますので、その点で優位

性があったということがまずあり、入札価

格については、予定価格に近い、或いは、

ちょっと低いという状況ではありました。 

 

○ 要は、予定価格自体は適正なんだけれど

も、逆に、朝日梱包さんがものすごい値段を

つけているというほうが正しいんですかね。 

別に安いことはいいことだとは思うので

すが、そういうライバルになり得るような梱

包会社は余り存在していないんですか。 

○ 朝日梱包だけではなくて、当然ながら、

梱包会社は他にもいらっしゃるという認識

はあるのですが、ここ数年は、朝日梱包が

参加していただいており、優位になってい

るといった状況です。 
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これはスケールの問題で、朝日梱包さんが

圧倒的にそこでのシェアを占めているのか、

同じことですけれども、他にライバルがいら

っしゃらないという状況なのか、これを見る

と興味を持たざるを得ないのですが、どうで

すか。 

○ わかりました。  

○ ちょっと関連することなんですけれど

も、勝手に想像するには、もう原価は関係な

く、とにかく仕事を取りたいという感じが見

えるんですよ。 

安いことは確かにいいことだと思います

けど、業者の公正な競争という点では、これ

だともう競争にならないので、この先ずっと

同じことになるような感じがするのです。 

過去にこのように非常に並外れた価格で

取っている業者さんに対して、何か逆の改善

というのですか、もう少し公正な競争にしま

せんかといった対応を、農水省さんの方で取

られたことがあるのか。或いは、こうなった

らこのまま突っ走っていくだけで、ひとり勝

ちということになってしまうのを見逃して

いくしかないのか。何か方法を取らないとま

ずいのではないかなと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○ 昨年までは、複数の方に応札していた

だいていたというところがありましたが、

今回、１者応札ということを受けまして、

改善策にも少し書かせていただきましたけ

れども、もう少し明確にできるところは明

確にするとか、条件の部分の記載も見直せ

る部分は見直しを検討するという形で、他

の事業者にも参加していただけるような形

にしていきたいとは考えております。 

 

○ お願いします。結構です。  
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○ 私の方からの質問でございますけれど

も、ただ今のご質問にちょっと関連するので

すけれども、このような安い価格で入札を取

るということのこの会社のメリットという

のは何だと思われますか。 
つまり、これでも採算が採れるとこの会社

が読んだのか、或るいはこの入札をとりあえ

ず取りたいと。この３年間、このような金額

が続いていますよね。そうすると、考えられ

るのは、これでもちゃんと採算が合うんだと

いうのが一つ。或るいは、この入札を、農水

省から取ること自体に別のメリットがある

か。どちらかしか民間企業の行動パターンと

してはあり得ないと思うんですけれども、も

しもこれでも採算が合うということだとす

ると、予定価格の設定そのものが、どうも業

者が考えている作業のやり方と予定価格を

算定する上で、農水省が考えている作業のや

り方に著しくギャップがあるのではないか

ということにも見えてくるのですけれども、

この辺についていかがですか。 

○ 非常に難しい点ではあろうかと思うん

ですけれども、細かいそのあたりの業者に

対しての検証というのは、ちょっとしてい

ないところもあるのですけれども、ただ、

今年度こういう結果に至ったということ

で、業者にも状況を確認しながら進めてい

きたいとは考えておりますが、具体的な回

答は、この段階ではできないところはあり

ます。 

 

○ 常識的に考えると、こういう入札結果が

３年間も続いていくということはちょっと

考えられなくて、例えば、この表で言うと、

過去３年の入札状況を見て、１年目で16.5％

で入札したということがわかった時点で、何

でこんなに差が開いて落札できたのだろう

かといった原因を採っていただきたかった

かなと。 

その結果で、翌年度以降の予定価格の算定

に反映させるか、どこか業者の中に不健全な

問題があるというのであれば、その改善を求

めるとか。ただ、３年間続いているというこ

とは、この業者は、農水省が求める業務につ

いて満足のいく作業をしていると思われる

わけですよね。そうすると、この開いた状態

は何なのかということは、一般民間企業の経

営者であれば、鋭く追求していくと思うんで

す。ですから、今回の件については、もう入

札で落札されていますけれども、今後のテー

○ ありがとうございます。いただいたご

意見に基づきまして、確実に精査できると

ころは精査して、気を付けて行っていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 
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マとしまして、その辺について、次回の入札

のときには生かしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○ ありがとうございました。 

 それでは４件目、随意の38番のご説明をお

願いいたします。 

 

随38 放射性物質含有土壌のＲＩＰ調査業

務 

 

○ 予定価格計算書というのを拝見したの

ですが、こういう新しくてほとんど他もやら

ないようなものの予定価格はどういう形で

算出されたのかなと、ちょっと適正を見たい

という趣旨で、教えていただければと思いま

す。 

○ 予定価格につきまして、この案件でご

ざいますが、参考見積もりを依頼したとこ

ろ、参加予定業者が１者ということで、こ

の１者しかいただけないということ。また、

新しい検査でございましたので、なかなか

他の業者に頼んでも参考見積もりが取れな

かったという状況で、九州環境管理協会の

見積書を基に積算いたしました。 

ただ、予算額もございますし、入札とい

うことでもありますので、今までの経験で、

こういう放射線の類似例でいうと、ある程

度の割引とかというのもございますので、

それらを若干勘案いたしまして、この予定

価格にいたしました。 

○ ある程度しようがないんでしょうけれ

ども、この辺の価格の適正は、これは言い値

になってしまうわけなんですけれども、この

あたりが適正だろうというのは、例えば、他

の類似の実績等と比較されて判断されたと

いうことですか。 

 

○ 他の放射線の測定は、結構たくさん実

績がございます。また、実施可能な業者も

増えてきまして、ある程度の割引率は見当

がつくんですけれども、今回の対象となる

ＲＩＰだけはどうしても、なかなか調べて

も把握できなくて、そうはいってもある程

度の割引はしなければいけないということ

を勘案して積算いたしました。 

○ 随意契約の理由及び経緯のところなん

ですが、この認証を受けた施設を有していれ

ば、本業務の履行は可能であったということ

で、有している機関が少数ではあるが存在し

ているということですが、何者ぐらいを把握

されていらっしゃったのかということと、入

札に参加しなかった理由などをヒアリング

はされていらっしゃるのかということをお

聞きできますでしょうか。 

○ 少なくとも今回の発注した300件とか、

そういった比較的多い検体数を扱え、かつ、

そういった区域を持っていて、似たような

環境分析とか、そういったことの知見・専

門性を有している者がしっかりいるであろ

うという会社は、少なくとも、把握してい

る限りだと、この九州環境管理協会を含め

て３者はあるとは認識しておりまして、も

ちろんそれ以外にも可能性がある企業など
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 もあるかとは思うのですけれども、そうい

った面もありましたので、最初から随意契

約ということではなく、広く一般に公募す

るという形式を取らせていただきまして、

その中で確認したということになります。 

○ ありがとうございました。  

競132 平成26年度収入保険制度検討調査事

業（個人経営体） 

 

○ 改善策というところで、競争参加資格

は、今回も広げられて、さらに広げられるか

どうかを検討するとしていますが、同じよう

な改善策というのはいろいろ別件でも出て

くるのですけれども、こういう場合、等級を

広げるかどうかは、事業規模と事業内容を踏

まえて適正に処理できるかどうかみたいな

ことを検討されるのではないかなと思うの

ですけれども、ちょっとそのあたり、例えば、

これであるとどういうところを検討される

のかというのを、等級を広げるに当たって、

教えていただければありがたいのですが。 

○ 本件は、Ａ等級とＢ等級ということで

２つの等級を対象にしております。このＡ

等級からＤ等級までにつきましては、事業

者ごとに、年間の平均の生産販売高、自己

資本額の合計、流動比率、営業年数などに

ついて点数を付して、その合計点数で等級

が決められております。具体的には、この

調査事業が執行できるような体制が確保で

きるのかどうかを事業者の等級を見つつ検

証して、Ｃ等級までの拡大を検討してまい

りたいと思っております。 

○ そのあたりは点数から結構わかるもの

なんですか。 

すみません、これは単に手続を知りたくて

質問しているんですけれども。 

 

○ 点数はそれぞれ、年間の販売高ですと、

2,500万円未満であったら15点から、200億

円以上であったら65点といった形でランク

付けされておりますので、どの程度の規模

なのか、あと自己資本がどの程度の額であ

るのかということなど、大体、等級を確認

すればわかりますので、この規模であれば、

恐らくこの調査事業は執行できるだろうと

いう類推は可能かと思っております。 

○ わかりました。  
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○ よろしいですか。 

 この案件は、農業者3,000経営体からのデ

ータ収集ということになると、それなりのネ

ットワークというか、地盤を持っている組織

体でないとできないことですよね。 

そうすると、そういうことができる業者の

数というのは、そちらで把握した限りで何者

ぐらいあると思われていましたか。 

○ 具体的に何者という形ではちょっと把

握しておりませんでしたけれども、入札説

明会に参加された者の中で、入札に参加す

る予定であった者が複数いたことが、アン

ケートで把握できましたので、執行できる

者は一定程度いらっしゃると考えておりま

す。 

なお、それについても、その者単独とい

う訳ではなく、共同事業として幾つかの者

でグループ化することを前提にしたものだ

と把握しております。 

○ なるほど。わかりました。どうもありが

とうございました。 

 

競 137 平成２６年度種苗特性分類調査（こ

けもも種）委託事業 

 

○ 抽出委員として、１者応札、かつ、公益

法人は、最優先で抽出事項になるので、似た

ようなものになるのはわかっていたのです

が、やはり同じ内容でしたね。 

ご説明にあったとおり、マイナーな植物に

関しての調査を委託されるという感じで、ほ

とんど毎年１者応札、「ときわまんさく種」

というところだけが、２者が応札されたとい

うことなんですが、分析調査としては、やむ

を得ない話なんでしょうか。 

それとも、少し物理的に扱えるところは結

構あるけれども、どうしもここら辺に絞られ

てくるということなんでしょうか。 

その辺の分析はどうでしょうか。 

○ 私どもも、どういったところが受注者

となる可能性があるかといったことを、各

事業者のホームページなりで調べたりと

か、一定の情報収集は行っているところで

すけれども、やはり、調査対象がマイナー

植物ということもあり、研究などをされて

いるところというのは非常に限られてい

て、入札公告を行っても、結果として応札

される事業者が１者となってしまうのは、

ある程度、やむを得ないものと考えており

ます。 

○ 園芸文化協会というのは、今回も２種類

に出てきて、割と広く扱えるところなんです

か。 

それでも、やっぱり他の植物だと難しいの

ですかね。 

 

○ やはり得意、不得意があるかと思うん

ですけれども、園芸文化協会におきまして

は、一般に販売されている植物などを収集

して形態を調べたりとか、園芸植物を扱っ

ておられる団体ですので、そういったとこ

ろが得意ということで、扱える植物につい

ては、入札に参加してこられているという

状況です。 
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○ 私の方からですが、アンケート結果で、

入札説明書等未取得者の入札・公募案件の認

知状況という項目で「知らなかった」という

ことが書いてあるのですが、過去３年間の入

札参加状況を見ると、複数の事業者が入札に

応募しているのですけれども、この知らなか

った方たちというのは、どういった方たちな

んですかね。 

○ こちらのアンケートを実施しましたの

は、こちらの事業は昭和51年度からずっと

続いている事業でして、過去に受注又は参

加したことのあるような公益法人とかに実

施させていただいたのですけれども、最近

は、やはり人手不足ということもあり、入

札公告に注目されていなかったということ

で、「知らなかった」というご回答でした。 

○ そうしますと、結局、入札額もそれほど

大きくないから、ある意味では、無視されて

しまったということに近いんですかね。 

○ はい。なかなかこの調査事業を受け入

れるだけの体制は整えられない。という意

見がほとんどになります。 

○ 競争の137と172で予定価格を比べてみ

たのですけれども、事務費などは、殆どとい

うか全く同じで、要は旅費、交通費というか、

行く場所が違うので価格が違うというんで

すけれども、この辺は、行く場所以外は、労

力とかは余り差が出ないものなんですか。 

それとも、たまたま、この２つの事業は一

緒なんでしょうか。 

 

○ 基本的には、植物の調査自体は、全て

の植物に殆ど共通していて、どういったと

ころを調べるかというのは似ているという

こともございまして、結果的に似ている状

況にはなっているのですけれども、植物が

主に生産されている現場とか、そういった

ところによって旅費が異なってくるという

状況です。 

実際、栽培したものを調査するというこ

とになってきますので、特に、この「こけ

もも」と「やつで」については、入手する

ための植物体の価格とか、そういったもの

を調べた結果、似たような結果になったと

いう実情でございます。 

○ ほかの植物だと、その辺も大分変わって

くるんでしょうね。 

 

○ 特に、植物体の種苗費、購入する費用

は、１株１万円するものもございますので、

その辺で差はついてきます。 

○ よろしいですか。  

競 172 平成２６年度種苗特性分類調査（や

つで種）委託事業 

 

○ 先ほどのご説明で、競争の137と172の両

方ともですが、予算価格の内訳書を見ると、

旅費とか会議の開催費というのが結構多い

ので、３～４種類を調べていただいて、一緒

に会議をやっていただくという方が、多分、

価格的にもちょっと節約できるのかなと思

 

 
-  - 

11 



いますので、そちらの方向のほうがいいのか

なと私は思います。以上です。 

○ この競争の172の案件については、１回

目の入札公告時には、参加者はいたというこ

となんですね。 

○ 応札者はおりませんでした。１回目の

入札公告は、ゼロでございました。 

○ １回目の入札公告時は応札者が１人も

いなくて、もう一度、入札公告をやり直した

結果、この園芸文化協会が入札に応じてくれ

たということでございますか。 

○ そういうことでございます。 

 

○ わかりました。どうもありがとうござい

ました。それでは、８件目の競争の152につ

いて、ご説明をお願いいたします。 

 

競 152 平成 26 年度及び平成 27 年度農林水

産業・食品産業科学技術研究推進事業におけ

る研究成果の普及状況把握・分析調査等に係

る業務委託事業 

 

○ アンケート結果のところで、ご説明いた

だいたとおり、業務内容が多岐に渡るため、

ロットが大き過ぎるとか、人員確保が大変と

か、官公庁、学会等との連携が大変とか、あ

とは専門ＰＯを配置することが困難とかと

いう意見が出ているのですが、この辺だと、

要はそれをできる業者が極めて限られてい

るということになると思うのですけれども、

これは事業の分割みたいなことは難しい事

案なんでしょうか。 

 

○ 今回の実施要項を決めるに当たって、

市場化テストの方で審査された、入札監理

小委員会の議事録等を添付してあります。 
この中でも、同じようなことを質問され

ておりまして、こちらの資料にそのことに

ついて触れさせてもらっております。 
以前は、分割して事業を進めて、調査、

審査と監理とかというところを別々に進め

てきた部分があったのですけれども、そこ

は、過去の指摘等で、一本化して事業を進

める方が効率的というご指摘を受けまし

て、今の形になっているという状況でござ

います。 
○ なるほど。わかりました。  

○ 非常に専門性が高くて、幾ら関係機関と

の連携について情報を先に流すといっても、

なかなか民間企業がこれをやりますと手を

挙げるのは、相当ハードルが高いのかなと思

ってしまうのですけれども、改善策で十分参

加者が増えるという自信があるかという聞

き方は失礼なんですけれども、見込みはどれ

位あるものなんでしょうか。 

○ すごい人気があって、競争が盛んに行

われるという実態になるのは難しいという

のが、事業担当者としての実感でございま

す。 
事実、平成 25 年度の応募の時は、純粋な

民間企業の方がこの事業にチャレンジし、

応札に参加されたのですけれども、審査の

段階において落ちてしまったということも

ありまして、当該企業から、かなりハード
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ルが高いというのは感じましたという意見

を伺っております。 
その時の提案内容等を見させていただい

た限りでは、かなり任せてもいいのではな

いかといった内容であると感じましたが、

外部の審査員なりの評価がちょっと低く

て、採択には至らなかったという経緯があ

りますので、できないとは思われませんけ

れども、かなり難しいのかなというのは実

感として感じております。 
○ 私もそうなのかなと思うんです。ですの

で、改善策をとっていただくのはもちろんそ

うしていただきたいと思うんですけれども、

トータルでやるほうが効率的だというご意

見もあると思うんですけれども、一方では、

もう少し一般の企業でも手を出しやすいよ

うな工夫を、今後、どこかにしていただける

ようでしたら、ご検討いただければと思いま

す。 

○ 市場化テストの方との絡みもあります

ので、関係府省との調整というか、相談し

ながら進めたいと思います。 

 

○ 私の方からですが、入札監理小委員会議

事次第というのがございますけれども、この

事業は、当小委員会の対象となる案件という

ことなんですね。 

○ そうです。 

 

○ この小委員会の対象となる用件は、どう

いうものなのでしょうか。 

 

○ もともとは、国が直接やっているよう

な事業等を、民間に開放しなさいというの

が始まりです。 

それで、後は、社団法人とか財団法人等

が契約相手方となっているような事業を抽

出というか、選ばれた事業内容に対して、

できるかどうかを検討していくという形に

なっております。 

○ わかりました。それでは結構です。どう

もありがとうございました。 

 それでは、最後の９番目の競争の153につ

いて、ご説明をお願いいたします。 

 

競153 平成26年度食料生産地域再生のため

の先端技術展開事業における研究課題の進

行管理調査等に係る業務委託事業 
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○ この契約名は、先端技術展開事業の研究

を分析調査して、助言・指導する管理業務を

毎年入札で決めているということなんです

けれども、これは複数年、何か一貫性があっ

た方がいいかなという気もしないでもない

んですけれども、その複数年契約にするよう

な検討というのは平成25年度のときになさ

れたのでしょうか。それとも、毎年契約する

方が好ましいと考えたのであれば、その理由

というのをちょっと教えてください。 

 

○ こちらの業務につきましては、そもそ

もの親元の対象となる実証研究の方が、必

ず、毎年、最初に決めた研究内容でずっと

継続していくとは限りませんので、例えば、

新たな課題が出てきましたら、新たな研究

内容を追加する、もしくは、ちょっと実証

研究で現場に入れてみたところ、研究室と

はちょっと違う結果になって、これではこ

のまま継続しても効果が見込めないという

判断になれば、事業を中止したりとかする

可能性があります。 

また、管理の対象となる、調査を行う対

象が、毎年度、かっちりと決まったもので

はないものですから、複数年で契約するこ

とは難しいということでございますので、

残念ながら、単年度で毎年毎年の事業内容

をやっていかざるを得ないかなということ

で、このような契約方式で実施させていた

だいております。 

○ 本来は単年度の方が、それは好ましいと

いうか、こういう入札的には好ましいと思う

ので、別にそれで適正であれば問題ないので

すが。 

 あと、これは、専門ＰＯというのがかなり

というか、比重を持つ事業のように思われる

のですが、これは、先ほどの改善案で、謝金

という形式でも可能なんだということです

けれども、逆に大丈夫なんですかね。 

○ 非常に専門的な知識をお持ちの方を、

フルタイムでこの事業のために雇用すると

いうことは難しいので、現地に行っていた

だいたり、意見交換をやったりとかします

けれども、実際に管理して業務に携わって

もらった時間に対して謝金をお支払いする

ということでも、問題ないかと思います。 

また、分野が48分野と非常に広いですの

で、これらに対応する専門家を全て集めて、

特に、正社員として雇用するというのは難

しいものですから、謝金という考え方も一

つの手段として大いにあり得ると思ってお

ります。 
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○ 関連となりますけれども、実際、昨年

度のアンケートには出ていなかったのです

が、今年のアンケート調査において、現行

の専門ＰＯの雇用について、会社としては

なかなか非常勤職員とかそういう雇用形態

が難しいという話があったため、これがも

し応募する時の弊害要因となっているよう

でしたら、そういうこともしっかり、謝金

でも対応できますとか、そういうことをＰ

Ｒしていきたいと考えております。 

○ わかりました。  

○ ２つあるのですけれども、専門ＰＯの件

なんですが、謝金で対応されることも可とい

うことであれば、初めから非常勤という言葉

を出してしまうと、「これはだめだ。難しい

な」と引いてしまうので、非常勤でなくても、

謝礼で大丈夫ですよということであれば、一

番初めの仕様書の段階から両方を併記され

たほうが、これを見ると非常勤が原則ですと

読めますので、そこで誤解が生まれたのかな

と思います。 

 それと、アンケートの中で、一つ質問があ

るのですけれども、その他（自由記載）のと

ころで、入札手続等が担当部局ごとに違うよ

うなので戸惑ったということなんですけれ

ども、私はちょっと詳しくないんですけれど

も、これはどういうことなのでしょうか。 

実際に部局によってやり方が大分違うも

のなのか、教えていただければと思います。 

○ ご存じのとおり、農林水産本省の物品

契約や役務契約の調達窓口は、官房経理課

となっているのですけれども、農林水産大

臣から示達を受けて各局長が実施できると

いう事業費がございまして、そういった委

託事業に係る経費につきましては、各局で

も契約の窓口となっておりますので、経理

課の他に各局にそういった契約の窓口があ

るということがわからなかったのではない

かなと思うんです。 

ですから、他局のほうでもそういった窓

口が、沢山あって、混乱されていたのでは

ないかなということだと思います。 

○ それはホームページ等々で改善できる

ものですよね、リンクを張ったりなどして。 

 

○ 当然、入札公告でも、窓口は農林水産

技術会議事務局のところですとか、本省の

ホームページ上にもその旨記載されており

ますので、その辺がもしわかりづらいので

あれば、またその辺の記載の方法を改善す

るというか、したいと考えています。 

○ お願いいたします。  
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○ 私の方からですが、ちょっと基本的な内

容なんですけれども、この案件というのは、

東日本大震災とリンクした事業なんですか。

それとも、もともとこういう事業というのは

地域の再生のための事業としてあって、たま

たまこの案件の場合は、東日本大震災の地域

復興にプラスアルファとして考慮されてい

るという案件なんですか。 

○ このそもそもの大もとの事業の進行管

理を行う対象事業である「食料生産地域再

生のための先端技術展開事業」は、資料に

事業の概要を載せておりますけれども、本

事業は、震災復興のための事業でございま

す。 

 

○ そうしますと、改善策のところで、今後

どうしますかという話なのですけれども、こ

こで言っている改善策というのは、どういう

意味なんですかね。 

震災に関わる復興事業というのが、今後も

まだ新しい再生事業として新しい事業が興

ってくるからということなんですか。 

○ 本事業の進行管理を行う対象事業の研

究実施期間は、平成29年度までを予定して

おりますので、一応、来年度においても継

続して研究していく場合には、このような

進捗管理調査を行ってもらう委託業務を、

本契約とは別に、来年度も出したいと考え

ておりますので、その場合には、先ほどご

説明させていただいたような改善策を図っ

ていきたいと考えております。 

○ そうすると、研究が継続される場合に

は、今後の「進行管理調査等に係る業務」の

入札の中で改善していくということですか。 

○ はい、そういうことになります。 

○ 改善策の④の中に、「過去、類似事業を

継続的に実施している業者が有利になると

思われないように」ということなんですけれ

ども、この辺は、余りハードルを低くしてし

まっていいのかなという逆の疑問があるの

ですけれども、採点結果集計表によると、類

似事業の実績というのがかなり大きなウエ

ートを占めています。ですから、案件によっ

ては、やはり過去の実績ということが必須だ

という場合もあり得ると思うんです。 

そうすると、入札がうまく機能しなかった

からということで、逆にハードルを簡単にお

ろしてしまっていいのかなと思うんですけ

れども、その点はいかがですか。 

○ この実績のところは、慎重にバランス

を見て判断していかないといけないと思っ

ておりますので、例えば、一方的になくし

てしまうとか、そういうことではなくて、

項目の立て方、書き方とか、配点とか、そ

ういったものをしっかりバランスが取れた

形になるように、ちょっと改善できないか

ということを検討している最中でございま

す。 

 

○ ありがとうございました。  
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