
別紙様式５

 平成２２年１２月１０日（金曜日）農林水産省第３特別会議室

 沖本 美幸（公認会計士） 横田 絵理（大学教授）

 戸塚 輝夫（公認会計士） 岡田 修一（弁護士）

 平成２２年７月１日～平成２２年９月３０日

２２１件　 うち、１者応札案件 ３１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件３７件

１０件　 うち、１者応札案件 ４件

（抽出率4.5％） （抽出率40％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ６件

（抽出率60％）

一般競争 　７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 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） 　２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 １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。）

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第１３回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２３年８月１７日）
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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。

［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 特になし



 

委員からの意見・質問、それに対する回答等（第 13 回入札等監視委員会審議概要） 

 

意見・質問 

 

 

回答等 

○競５ 世界食料需給動向等総合調査・分析関

係業務（食品産業動向調査・分析業務） 

 

 

 

 

 

○ これにつきましては、説明会にたくさんの業

者の方が来て、参加業者も５者だったというこ

とですけれども、結果的にこの２者だけが入札

に応募されたそうですけれども、それについて

の調査はあったことと思いますが、だいぶ当初

からご希望の人が減っているようなんですけ

れども、この理由はどのようにお考えでしょう

か。 

 

 

○ 毎年この調査について言われることなんで

すが、やはりその調査項目が膨大であるという

ことがまず１つあります。それで、それとその

調査体系が複雑ということで、まずこれを最初

に手がけるためには、事前にいろいろな下調べ

をしなければいけない。データを集めて、まず

その業界の全体像を把握しなければいけない

というのがネックになっているのかなという

ことは考えております。 

 

○ この資料を見ますと誰もが思うと思うので

すが、この契約の相手方が４年連続で契約にな

っているということで、毎年顔ぶれは同じなん

ですか。それで結局、おそらくさっきのご説明

であるように、膨大なデータが必要ということ

で、やはりどうしても優位性が出てくるのかな

とも想像されるんですが、その辺りを解消して

協調性を回復していくという点についてはい

かがお考えでしょうか、という点を質問したい

と思います。 

 

 

○ 私どもとしても、例えば、仕様書につきまし

て、当初これを受託される側から見ればちょっ

とわかりにくい書き方も相当見られまして、そ

れについてはなるべく「どういう内容で調査を

しなきゃいけないか」ということについて、よ

り分かりやすいかたちで書いたつもりではご

ざいます。それと、品目等については、限られ

た品目の調査を依頼といいますか、要請があっ

てやっていることです。これの見直しがなかな

か難しいと。 

 となると、あとは、いかになるべく簡略化して

必要なデータを収集するかということになる

わけですが、この調査では最低限の調査客体数

で実施していると私どもとしては認識してお

りますが、さらに検討したいと考えております

。 

 

○ 結局、この形態では、データの蓄積があると

ころの優位が動かないという感じですか。 

 

○ やはり、報告書がそちらのお手元にないのか

もしれませんが、単年度で終わる調査ではなく

て、毎年の積み重ねという統計調査の連続性が

重視されるという性格としてそうなるわけで

すが、それで、やはり業界の中でも信頼性をい

ただいておりますし、そこの点はなかなか、外

すと何のためにやっているのかなということ

になるのかと思います。 

  



 

○ 検討結果の報告書のところで、一番ちょっと

最後のページのところに、評価者による２者の

評価結果があるんですけれども、上から３番目

の方が、かなり評価結果の差がほかの方と比べ

てかなりのこの差なんですね。それで、この方

がもしもいないと、結果がどうも逆転するんじ

ゃないかなという感じがしまして、60の34のと

ころですけれども。ちょっと疑問に思ったのは

、これだけの差がどうしてこの方が出たのかと

いうことと、評価基準そのものが妥当なのかな

というところが疑問があったもんですから、そ

の点はいかがでしょうか。 

 

 

○ 当方でも、この方の採点の中身についてちょ

っと検討させていただいたわけですが、やはり

、今回その２者、応募のあった企業の調査のや

り方につきまして、一方は郵送等による調査票

を書き込んでもらっている。もう一方のほうは

、インターネットを使って幅広くメールを送り

つけて情報をとるというやり方で、どちらも特

段問題があるというふうには説明のときは感

じなかったんですけれども、受け取る方にすれ

ば、それで果たして信頼性が得られるのという

ことを強く感じられたのかなと。なので、その

調査手法あるいは分析手法で点数の差が開い

ているということはございます。 

 それから、やはり片方はもう長年やってきてい

るところということで、経験の積み重ねという

とこでどうしても点数の差が出てしまう。これ

は皆さんそれぞれ言えることで、この経験の差

という項目を採点に反映しないとすれば、おそ

らく７名のうち、この５名あるいは６名の方は

同じような点数になった可能性はあるのかな

というふうに思います。 

 

○ こういうような評価の場合に、例えば、一番

差が大きいところと一番差が少ないところと

いうのか、少ないところがいいのかもしれませ

んが、多いところは除外して評価をするとか、

何かそういう採点の仕方というか評価の仕方

をする、そういう場合もよくあるんですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

 

 

○ 事務局でございますけれども、その辺の透明

性を図るという意味で、再三、沖本委員長から

も指摘をいただいておりまして、この件につき

まして、今年の10月に要領を改正いたしまして

、以前からもやっていたんですけれども、より

明確にするという意味で、まだ委員長が飛び抜

けておかしいというほどあった場合は、聞き取

りをやってきちんとそれを審査するというこ

とで、それで疑義があるというだけではそれを

すべて末梢してしまうというやり方を今変え

ております。今年の10月からきちんとこうやっ

てますから、なおかつその議事録を５年間保存

していつでも公開できるようにというかたち

でやってます。そこをオープンするということ

と。 

 あと、委員の方をどうしても恣意的にならない

ようにということで、内部の人間の委員ではな

くて外部の委員も入れるということで、より透

明性を入れなさいということで今指導はして

いるとこでございます。 

 

○ わかりました。 

 



 

○ 今の話は、昔から何度もしていますので、ぜ

ひともよろしくお願いします。委員の方々は、

抽出案件概要の下の方に書いてある添付資料

を見てください。これは、今までの委員会の経

験でこういったものがあったほうが委員にと

って理解しやすいと考えられる資料を挙げて

ます。 

 今までの委員の審議の積み重ねの中でできた

もので、新たな目で「これがあったほうがいい

のではないか」とかいうことがあれば、ぜひ言

っていただければと思います。 

  それに関しまして、上から４番目の一般競争

契約審査調書が、これは一般競争契約であるに

もかかわらずないのはなぜかということ。それ

から、われわれが一者応札のときに「アンケー

トをとってください。」と言っている趣旨は、

何をしたら改善ができるかということを検討

したいためです。 

 一者応札でなければいいということではなく

て、もう少し競争性を高めるためにはどうした

らいいかということを考える場合には、アンケ

ートとかが必要になるかもしれません。必ずい

つもアンケートを取ってくださいというわけ

ではないんですが、できれば、お願いできれば

と思います。この２点についてお願いします。 

 

○ わかりました。ご指摘を踏まえまして検討を

させていただきまして、次回の報告のときには

、そのようなかたちでできるようにしたいと思

います。 

 

○競９ 自家発電機用燃料（重油）の購入 

 

○ 今の一者応札の対応について、広く募るとい

うことだったんですけれども、Ｃ資格である人

たちをもっと広くするということが可能なの

かどうかということが１つと。 

 それから、アンケートでお聞きになったときに

、「年度開始前なら見ていたのに」というお話

だったので、予定が立つなら広くするよりも先

に情報を流したほうが効果があるんじゃない

かなと思うんですけれども、その年度が始まる

前に、予算が通った後だと思いますけれども、

計画があったときには、こんなものが出るとい

うことは可能なんでしょうか、年度前に。 

 

 

 

○ まず１点目でございます。拡大という部分で

は、競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の資

格種類及び調達内容により、どういう等級を対

象にするかというのは決められておりますが、

１者しかない、競争参加者が少ない場合には、

審査を経て、競争性を確保するため、他の等級

の競争参加が可能となるような拡大は可能で

ございます。 

  今回の事案のように１者ということの結果

 を踏まえ、すべての等級を対象にして競争性を

 高めるということは可能であると理解してお

 ります。 

  一方、年度当初という部分では、完成の時期

とか、予算的なものとかがございます。 

  この重油につきましては、災害時に自家発電

に使用するための緊急用ということで購入さ



せていただいたんですが、災害時等で使用しな

ければ、当分の間、重油自体補給するというこ

とはない案件でございます。 

  ただ、緊急時に使ってしまえば、必要に応じ

て補充しなければいけないものということで、

等級を拡大して競争性を高めたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

 

○ これにつきましては、普通に考えれば、重油

の納入ですから多くの業者が対応可能という

とこで一者入札、それで96.5。この落札率はあ

まりギャーギャー言うつもりもないんですけ

れども、やはりちょっと競争性がなかったのか

なと思いまして、それは分析されている通りな

んですが、やはり多くはアンケートによると業

者の都合というところも多いんでしょうけれ

ども、そもそも周知がされていなくて、12の９

というページでは、原因としては、年度末には

注視していなかったというところで、公告とい

うか周知徹底の周知の仕方に改善が必要なの

かなというふうに感想ですが思いました。 

 

 

○ これも、１ページ目ですけれども、この改善

策のところに、競争参加資格を拡大して広く事

業者を募るというよりは、先ほど横田さんが言

われたことと、それから説明の方がおっしゃっ

たように、参加者に知らせる方法をこうします

ということのほうが適切ではないかというふ

うに思いました。 

 どうもありがとうございました。 

 

○随１ 牛乳乳製品調査集計プログラムの修正

業務 

 

 

○ ２点伺いたいんですけれども、１つは、３回

入札をして予定価格に達しなかったので、とい

うお話だったんですけれども、そもそものその

予定価格の算出のものが通常のものより低か

ったというようなことがあるのか、その辺はわ

からないですけれども、その辺のご意見を伺い

たいのが１つと、それから、日立ビジネスソリ

ューションがやるということになったそうな

んですけれども、これ修正業務なので、プログ

 

○ １点目の、予定価格の関係ですが、当方の予

定価格の作成の方法としまして、業者のほうか

ら参考見積もりをいただきます。それと、当方

で独自に算定した工数を比較検討したものに

積算参考資料の単価を乗じて予定価格として

おります。 

 以上でございますが。 

 

 



ラムの修正は素人なんですけれども、もともと

あったものからまったく知らない人が手を入

れるのはとても難しいということを聞いてい

るんですが、この場合は、ソースプログラムは

日立のものだったのかどうかということを教

えていただけますでしょうか。 

 

○ ページの33のうちの32ページのところで、一

番下の６のところの「具体的な改善策」がござ

いまして、「あらかじめ調達支援事業者を導入

し」ということで、要件提示とか概要設計を、

あるいは仕様書を作成させるということなん

ですけれども、この調達支援事業者と入札者の

関係というのはどういう関係なんですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２点目のソースプログラムの開発業者です

が、今回修正を行った日立ビジネスソリュー 

ションが開発は行っております。 

 

 

 

 

 

○ 客観的な立場の人という。 

 

 

 

○ 調達支援事業者は、別に調達しておりまして

、調達の中で関与した支援業務の入札には参加

できないこととなっております。 

 

○ 了解いたしました。 

 

○ はい。そういうことです。 

 

○ 予定価格で、業者から見積りをもらって、そ

れから農水省として独自の計算方式を入れて

算定しているということですが、同じ日に入札

を行っていると思うのですけれども、３回も不

調になるということがありうるのだろうかと

疑問に思います。不落の理由は事業者側の都合

によると書かれているんですけれども、予定価

格の算定のやり方が何か問題あるということ

はないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 先ほど申しました単価につきましては、公に

も市販されている資料のほうから算定してい

るということでございまして、あと、工数のほ

うにしましても、一応業者さまのほうから「ど

のぐらいの工数がかかるんだ」ということで一

応情報はもらってますので、私のほうとしては

適性ではないかというふうに考えております

けれども。 

 

 

○ 先生、すみません。予定価格につきましては

、ちょっと機微に触れるものがございますので

、あまり具体的なことは申し上げられないので

すけれども、一応われわれは、そういう市況の

客観的なデータ、これはかなりいろんなかたち

で出てますので。それから、参考見積りではい

ろいろ参加する業者、あるいはそうではない業

者含めて、取れるときは取る。ただ、これも協

力していただけるかどうかということもいろ

いろございます。それから、われわれの中で自

ら持っている過去のデータとか、そういったも



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のからも、参考見積りというものも、では必ず

その通りに入札を入れてくるかというと、それ

よりもまたご自身の判断で、一層競争的に低い

ものを入れてくるなんということも経験的に

はございますので、そういったことも総合的に

加味して、われわれとしては「ここ以下のとこ

ろで」というところを決めるということで、こ

こはもう任されている世界でございまして。結

果としてこういうケース、これはいくつもたく

さんのケースの中でこういうことが時々起き

るというふうに理解していただいたほうがよ

ろしいのかなと思ってます。 

 

○ はい。わかりました。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

 

○競４９ 平成２２年度海外農業情報分析・国

際相互理解促進事業のうち海外農業情報調査

分析（北米・大洋州） 

 

 

 

 

 

○ 一者応札のことについてお伺いしたのです

 けれども。 

 アンケートを見ると、５回答のうち１者しか最

初からやる気がなかったみたいなので、ちょっ

と残念な結果のような気がするのですけれど

も。と言っても、この調査については、いつも

ここの会社がやっているわけではなくて、過去

にほかの会社が入札をしてますよね、資料を見

ると。そうすると、先ほどのご説明で「特別の

ノウハウが」というお話があったのですけれど

も、少なくともこの国際農林業協働協会とか食

品需給研究センターなどは過去の経験もある

しノウハウがないわけでもないのに、なぜこの

意思がほとんどなかったということがこんな

に多い業者だったのか不思議なんですけれど

も、その辺のご意見を教えていただければと思

います。 

 

○ 国際農林業協働協会というところが、19年度

、20年度ということで、そのころは随意契約と

いうか、企画の随意契約ということでやってお

りましたけれども、特に公益法人につきまして

は、最近の厳しい状況がある中で、法人として

新しい何か違う事業を獲得して経営を立て直

すとかそういったことを考えているというこ

とはございまして、今回ここの法人につきまし

ては手を挙げてこなかったということで、経営

が苦しくて人がそんなにいない中で事業を取

れるかというところでの選択があったという

ふうに聞いております。 

 

 

 

 

 

 

○ ５ページの、予定価格算出根拠というところ

で、もしかしたら私が勉強不足だけかもしれな

いですけれども、これ予定価格の算出根拠で三

菱UFJリサーチさんの提案書がもっとも高い企

画内容なので予定価格なのだと思うのですけ

れども、これは、提案書ここ以外にも出してい

 

○ 事務局でございます。今の件につきましては

、予定価格、これは総合評価落札方式というこ

とで、価格だけではなくて、その会社が提案し

てくる技術力を認めた上で、その評価点として

最もいいものの会社を落札していくという方

式を取っています。従いまして、一番の技術と



たんですか。それで、もし出してなくて言うと

なると、言い値みたいなかたちになってしまう

と思うんですけれども、その辺の価格の適正を

どういうふうに検証されているかというのを

ちょっと疑問に思いましたので、お答えいただ

きたいんですが。 

して優れたものを提案したところの参考見積

りをもらって、それを参考にして適格化という

ことを精査した上で予定価格を算定している

という方式を取っております。 

 

 

 

○ ただ、その提案書自体が何種類も、それは何

者からも取られているんですね。すみません、

基本的なとこでした。今回は１者だけかなんか

なと思ったので、そういうふうにな申し上げた

んですけれども。 

 

○ 今回、北米・大洋州につきましては、企画提

案は１者ということで、三菱UFJさんの見積価

格を採用しております。 

 

 

 

○ そうですね。だから、総合的によろしかった

というのはわかりましたし、あれなのですけれ

ども、あと、そういう意味じゃあ「価格の適正

みたいなものは予算内だからいいだろう」とい

うかたちで、何かそれ独自のこれを検証された

というのがあるのかな、という疑問を持っただ

けなんですけれども。ごめんなさい。業者の見

積りをそのまま採用してますので、それについ

て、業者の見積りを再検討とかはされたんです

か、ということを申し上げたかっただけなんで

すが。 

 

 

 

○ それは「そのまま使っている」というのは、

 参考にするという観点で私どもは指導をして

 おりますので、そのまま確かに使うというと１

 者でしかないのに、それを使うというのはまさ

 しく示威的にその場合イコールじゃないかと、

 随契で終わりじゃないかという議論になりま

 すので、そこはないようにということで指導は

 しております。 

 たまたま今回のことは１者だったということ

 で、そこはもっとも優れていて、もっとも参考

 になってそのまま使えるということの観点で

 今、国際部では考えたんではなかろうかと思っ

 ています。 

 

○ １ページ目の、参加資格の設定の理由および

経緯のところの説明の一番最後のところで、「

より競争性を確保するためにＡ、Ｂも参加可能

とした」ということなんですが、これ自体は、

本来はＢランクのみが範囲であるというとこ

ろで、その辺は広げたことについての決定の上

での根拠というのはどういうものなんですか。 

 

○ いくつかの事例ですけれども、いくつかの項

目があるのですけれども、今回の件につきまし

ては、「少数であるとＢだけでは競争性が成り

立たないだろう」という判断のもとに広めまし

ょうということで、それでＡとＣということで

三つのランクを広げたという解釈を聞いてい

ます。 

 

 

○ そうすると、必ずしも、「Ｂランクのみであ

る」というふうに書いてございますけれども、

その辺は多少弾力性があるということでよろ

しいんですか。 

 

 

 

 

 

○ そうです。弾力性はございます。基本は、そ

のランク。でないと、操業者のレベルのところ

では、当然競争するのは当たり前の話ですから

ね。ここではなかなか手を挙げてこないのかな

というのが想定される場合はそういう。あと、

特殊な技術が必要だなどというのでなかなか

会社数も少ないとか、そういったような観点も

ございます。 

  



○ 了解いたしました。  

 

○ １点だけ。契約相手方の欄に、過去の実績が

ないなら「ない」と書いていただくといいと思

います。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

○競８２ 平成２２年度有害化学物質リスク管

理基礎調査事業（国内ほ場土壌のかび毒産生

菌調査） 

 

○ それでは、この事業につきましては、今回初

めてなのか、最近ではやった事業なのかどうか

ということを、初めてなんですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ こちらは、平成21年度から22年度の２年間、

 今年度は畑の土壌を対象に、昨年度は田の土壌

 を対象に２段階に分けてやっております。１度

 に実施する点数が多くなると、土壌試料の採取

 を実施する県への負担が増えること、実際にか

 びの分離・同定を実施する検査機関での検査に

 要する期間が長くなることを考慮して、２年度

 に分けて実施をさせていただいております。 

 

○ ありがとうございます。そうすると、そのと

きの業者と今回の業者は別の業者になります

でしょうか。 

 

○ 昨年度は信州大学が落札しました。今年はこ

ちらの機関が落札しました。 

 

 

○ はい。ありがとうございます。 

 

 

 

○ 信州大学は、今年は入札へ参加されたのでし

ょうか。 

 

○ 今年は、入札説明会に参加はされたようです

が、入札には参加いただいておりません。 

 

○ わかりました。どうもありがとうございした

。 

 

 

 

○随４ 平成２２年度有機ＪＡＳ規格制度等信

頼向上委託事業 

 

 

 

○ はい。それでは、一者応札だったということ

なんですけれども、その業務の内容をお伺いし

ていますと、研修等ですとか、大きく２つに分

かれていて、研修だと、研修というこの業務だ

けを考えると結構たくさんの業者さんがいる

ような、中身のことはちょっと難しいと思うん

ですけれども、業者がいるので、素人考えでは

研修とリスト化の業務を分けて、リスト化のほ

うは専門知識がいるけれども、研修のほうは研

 

○ 実を言うと、この研修は実地研修を今回は主

体にしておりまして、ほ場に行ったり、それか

ら、工場に行って、座学ではありませんで、実

際の現場に行って行うというスタイルのもの

をとっておりまして、今行ったほ場の選定も結

構困難で、正直、今受けてもらっている状態で

も非常に困難な状態ではあるのですが。どうい

うほ場を選定すればいいのかということと、そ

の農家の方々へのほ場の選定の許可を得ない



修業者の競争入札とかできないものかと思い

ますが、それは難しいことなのでしょうか。 

 

 

 

 

といけないということ。工場も、あまりたくさ

んの検査員、研修とは言え、あまり食品工場に

たくさんゾロゾロ入るということが非常に困

難だということもあって、それらのやりとりが

非常にスムーズにいける方ではないと、そんな

に簡単ではないという状況が現在あるところ

です。 

 

○ ちょっと内容で、私の理解の問題かもしれな

いですけれども、101ページで、選考結果とし

て414点ということで。１者しかないのでそも

そも点数がどうなのかわからないですけど、こ

れは絶対基準というものはあるのですか。何点

以上とか、こういう場合に。 

 

○ 特にありません。 

 

 

 

 

 

 

○ すると、この点数と内容を見ながら、問題が

なければいいだろうという感じになるか、そこ

ら辺はもう相対がないので感覚的なものにな

るんですかね。 

 

○ おっしゃるとおりだろうと思います。 

 

 

 

 

○ わかりました。 

 

 

 

○ 資料の理解がちょっと不足しているので質

問させていただきたいんですが、この３ページ

からのところの、仕様書というところと、あと

、42ページ以降の企画提案書というのが、これ

が似た内容なんですが、どういう段階で作られ

る資料なんですか。これ両方とも三菱総合研究

所が作っている資料ですよね。 

 

 

 

○ 43ページからの審査基準と企画提案書その

ものについては、実際に企画提案をしたときに

出してもらった三菱総研からの資料で、これで

プレゼンをしていただいたということです。そ

のあと、三菱総研に落札者が決定したあとに実

際の具体的な事業のやり方について、われわれ

の意見を踏まえた内容で再度作っていただい

たものが仕様書ということになります。 

 

○ わかりました。 

 

 

○競８５ 平成２２年度種苗特性分類調査（ユ

ーホルビア ハイブリッド、フィクスツンベ

ルギー及びネコヤナギ）委託事業 

 

 

 

 

○ ここの、園芸文化協会というところは、今回

３年目の契約となっているようですけれども、

この応札者は２者いて、金額的にこちらが落ち

たようなんですが、経験効果というのは大きな

事業となるものかどうか、だいぶ金額が違うの

 

○ そこら辺は特にないとこちらのほうは考え

ているんですけれども、そのためやはり過去 

の実績ややり方さえわかればできるのかなと

いうふうに考えておりまして、ただ、結果とし

て金額の開きは出ておりまして。去年の入札で



で、出してくる金額が。かなりそこは経験とい

うことが効いているのかということについて

のご意見をお聞かせください。 

も同じかたちの公益法人２者でして、同じよう

なかたちで園芸文化協会のほうが落札してお

ります。 

 

○ はい。わかりました。ありがとうございま 

す。 

 

 

 

 

○ 私もこれを見て「同じ顔ぶれで同じように競

争されているな」と思って。そういう、なかな

かニッチなというか分野の話ですので難しい

のかもしれないんですけれども、その範囲はな

かなか広げていくということは難しいもんな

んですかね。 

 

 

○ 範囲を広げるために、去年は過去の成果報告

とのリンク等を掲載しなかったのですけれど

も、また新たに入りやすくするためにこういっ

たかたちで「過去の成果報告はこういうところ

にありますので、参考に入ってきてください」

というかたちで一応、努力はしているところで

ございます。 

 

○ わかりました。 

 

 

 

○ これは、随分長いことやっている事業ですね

。 

 

○ はい。 

 

 

○ そうすると、大体この参加者は同じパターン

、この２者ぐらいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ いや、過去にはほかの団体なども入ってござ

います。例えば、広島市動植物園・公園協会と

いう、広島のほうの所管の公益法人ですけれど

も、こちらのほうが入っていたりしますので、

またそういう遠方のところも入りやすいよう

に郵送での入札も認めております。ただ、やは

り得意な分野などがございますので、そこら辺

で最近は入ってきていただけないのかなとい

うところでございます。 

 

○ 農水省から積極的に「こういうことをやって

いますよ」というのは、そういった過去の参加

者にもされているわけですね。 

 

 

 

 

 

 

○ 今現在、メールマガジンというのがございま

したので、そのメールマガジンのご案内をして

、特定に事前に呼びかけなどというものはやは

り、発注の公共保持上できませんので、こうい

うものが出たら速やかに「入札公告が出た」と

いうお知らせが行きますということでメール

マガジンのご案内をしているところでござい

ます。 

 

○ なるほど。わかりました。どうもありがとう

ございます。 

 

 

 

 

○競９９ 平成２２年度農民参加型水管理制度

 

 



構築検討調査委託事業  

 

○ 今回のこの事業は、今年が初めての事業だと

いうふうに考えてよろしいでんしょうか。 

 

○ こちらの事業は、20年度からやって３年目の

事業になります。 

 

○ ここの日本水土総合研究所がいつもやって

いるわけではないと。 

 

 

 

 

○ はい。こちらの事業に関しては、昨年度もこ

ちらの日本水土総合研究所はやりましたけれ

ども、これまでこの分野で、農業農村関係の協

力については、他者さんの民間の方も参加して

いるということです。 

 

○ 入札の調書を見ると、２者で、安くてさらに

評価の高いところが落札されているのでそれ

はよろしいことかと思うんですが、これ５年目

、20年からの３年目ということで、ここはちょ

っとさっきと被るんですけれども、これ日本水

土総合研究所さんは２年目ですか。 

 

○ ３年目になります。 

 

 

 

 

 

 

○ じゃあ、もうここでずっとやられている、や

はり継続性の強みがコストにも出てくるんで

すかね。 

 

 

 

○ 当然ながら、経験値というものが積算等に反

映されると思いますから、こちらのほうとして

は、他者さんの参入がきちんとできるようなか

たちで考え方を整理して、説明会でも説明をさ

せていただきます。 

 

○ わかりました。あとは、形式だけは１ページ

目に前年度までの契約をしていたかどうかと

いうようなところを載せていただけるとあり

がたいです。 

 

○ はい。わかりました。 

 

 

 

 

○ ２点ちょっとお伺いしますが、10ページのと

ころで入札執行調書がございますが、予定価格

が3,990万ということで、入札状況を見ますと

、１者が超えていて、１者が未満なんですが、

この下の※の説明を読むと「予定価格の範囲内

の場合は下の表で計算して総合評価点を算出」

となっていますが、この場合、総合評価点を出

すまでもなく、２つ目の財団のほうが予定価格

以下なので、なぜここで総合評価落札方式をま

た使ったのかというのが疑問に思いました。 

 それからもう１つは、47ページの検討結果報告

書のところなんですが、この以下のところで、

49ページのところに、評価者がＡからＧという

かたちで書いてございますが、このＡからＧの

方と、この47ページの名前が連なっていらっし

 

○ 最初のご質問ですが、技術点といわゆる価格

点で評価するという前提になってますんで、当

然、価格のほうでもうオーバーしてますんで、

点数がゼロになりますから自ずと決まります

けれども、かたちの上では決まりでございます

ので計算だけはさせていただいて、「この点数

で落札」ということで表現させていただいてお

ります。 

○ ２点目の質問についてお答えします。47ペー

ジ及び49ページのＡからＧと記載されている

評価者について、ルールがあるかというような

質問だったかと思うんですけれども、自分のほ

うで把握している限り、こちらのほうはルール

というものはありません。ちなみに、47ページ

の方々が49ページではＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという表



ゃる方との関係がどういうふうな関係で、これ

は別の企画案件によると、直接名前を書いて評

価者がわかるようなかたちで評価しているケ

ースもありますが、この辺がどういう部分にな

っているのかちょっとお聞きしたいんですが。 

 以上でございます。 

 

○ 別の案件なんですけれども、順序が違うとい

うふうな書き方をしているところもあって、特

に匿名的というんですか、ＡからＧという名前

で名前を隠している理由はないわけですね。 

 

 

記されてますけれども、47ページの上から順に

いらっしゃる方々、それを49ページではただＡ

、Ｂ、Ｃ、Ｄでただ横に並べているというとこ

ろです。 

 

 

 

○ 名前を表記するかどうかというそういった

ルールというものは、自分は見たことはないで

す。ただ、自分がこれらを作る際に、やはり各

個人の評価が出てくるものですから、あまり名

前を露骨に書くのもどうかなということを考

えまして、それであえてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという

表記にしました。 

 

○ わかりました。 

 

 

 

○ これは、名前を書いたほうがいいということ

ですか。 

 

 

 

○ ここら辺について、私ちょっとまだ今回初め

て出席させていただきましたので、どちらのほ

うが公正な客観的な判断をする上で、あるいは

害意がないというところで判断されるといい

と思うんですけれども。 

 

○ うちのほうでは、これにつきましては特に指

導はしていないんですけれども、当然またそう

いう意味では別に書いて問題ないと思います

ので、またちょっと検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 過去の経緯はこの概要書のほうにぜひ書 

いてください。 

 

○ わかりました。 

 

○競１１１ 平成２２年度土地改良事業等請負

工事及び業務の間接工事費調査権等業務 

 

 

 

○ こちらの国土技術研究センターは、結果的に

なのかもしれないですけれども、毎年、連続し

てなさっているそうですけれども、２者が応札

をしていて、技術的に評価者の誰もが国土技術

研究センターに高い点数を付けているのです

けれども、もうこういう事業についてはここが

確固たる技術を持って、他はどうもこれに対応

するような技術を持ったところは出てこない

ような特殊な事業だというふうなことなんで

しょうか。 

 

○ ここの国土技術研究センターというところ

 は、国土交通省所管の機関であり、関連する様

 々な業務に携わっていることから、いろいろな

 経験や知識を備えていることもあり、今回、提

 案書を２者から応募されたが、内容を見ますと

 、より具体的に提案されている部分があって、

 そこの部分が技術点とかにつながったのでは

 ないかと思います。 

 

 



 

○随１９ 平成２２年度小型ロボットによる畦

畔除草等自動化技術の開発委託事業 

 

 

 

 

○ この応募要領のところに「事業期間は５年間

」というふうにあるんですけれども、その中で

この小型ロボットによるという今回の委託事

業は、継続するけれども単年度で契約していく

というものなのか、それとも、これはこれで終

わって、また来年は別のところにというふうな

ことなんでしょうか。 

 

○ 事業自体は５年を想定しておりますので、毎

年度、評価委員による評価を行っていきながら

ということになりますけれども、基本的には問

題なければ５年間継続をして、同じ相手方と契

約ということになります。 

 

 

 

○ 契約上だけは毎年。 

 

 

○ はい。毎年。国の制度上毎年度になりますけ

れども。 

 

○ わかりました。ありがとうございます。 

 

 

 

○ この件は再公募というかたちをとったので

すけれども、再公募せざるを得ない状況を考え

ると、何か改善すべき点というのはございまし

たですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 企画競争にかかる技術審査のほうは私から

なんですが。結局、その中身のほうの話でござ

いまして、審査委員の先生とかの審査で「これ

ではこちらの要求しているのを満たせないの

ではないか」という議論が、全部の審査が終わ

ってからそういう議論になりまして、これで通

してしまったら審査委員側の責任が問われる

から、「これはもう駄目ということにして再公

募にしよう」と、そういう結論が出ましたので

、それで再公募ということになってございます

。 

 

○ なるほど。そうしますと、特に日程的に足り

なかったとか、公示から締め切りまでの期間が

足りないとかそういうふうなことではない。つ

まり、１者だったのが７者になったわけですよ

ね。それがどうして６者増えたのかというとこ

ろの背景ですね。 

 

○ 技術的な話から申し上げますと、「駄目だ」

 と言った審査委員の先生が、「ちょっとハード

 ルがこれでは高いのではないか」というお話も

 ございまして、ちょっと審査委員と相談しまし

 て公募の中身も変わっておりますので、少し。 

 

○ なるほどね。 

 

 

 

 

 

 

○ はい。 

○ あと、結果的になるのかもしれませんけれど

も、ハードルが高かったということで応募者が

１者しかなかったので、ハードルを下げたこと

で参入ができる相手先が増えたということは

そういってわかります。 

 

○ ハードルが高いと審査が厳しいので、審査委

 

○ ハードルが高いという意味では、いわば仕様



員の責任が問われるということはないかと思

います。「なんでこんな甘い審査をしたのだ」

と言われることはないと思うのですが。ちょっ

と逆かなと思って聞いたのですけど、あまりに

もハードルが低いから、これではあとで何か問

題があって「何でこんな者を選んだのだ」とい

うふうに審査委員が言われるということでは

なかったのですか。 

 

 

がきっちりしすぎているのかもしれないです

けれども、要はその審査を通す方がこの仕様を

きっちり満たしていない、１者しかなかったと

ころがですね、満たしていないので、このまま

採用するわけにはいかないだろうと。点数が低

いままになってしまう。ある程度はやれるけれ

ども、技術会議が求めている目的は達成はこれ

ではしないだろうということで、不採用にしま

しょうという意味なんですね。 

 

○ そういうことですか。わかりました。どうも

ありがとうございました。 
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