
別紙様式９

契約の相手方が公益社団法人等の案件　1件

契約の相手方が公益社団法人等の案件　0件

0件 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

3件 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 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 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 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 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

5件 1者応札案件　3件

契約の相手方が公益社団法人等の案件　1件

0件 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 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 1者応札案件　0件

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 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 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　2件

8件 1者応札案件　3件

契約の相手方が公益社団法人等の案件　2件

（抽出率　37.5％）

（抽出率　25％）

平成27年10月6日（火）第７講義室

高橋　昌彦（公認会計士）

藤枝　智昭（ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ）

吉岡　隆久（弁護士）

平成27年4月1日～平成27年6月30日

63件 1者応札案件 32件

その他の指名競争

　　　　入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２７年１１月９日）
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（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：　　　　　　　　　

別紙議事録のとおり 別紙議事録のとおり

特になし

委員会による意見の具申又は勧告の内容

(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。

意見・質問

［これらに対し部局長が講じた措置］

回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

(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。



別 紙

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

○農林水産技術会議事務局筑波事務所庁舎

他電力供給業務

・予定価格算定の考え方を説明いただきた ・予定価格については、過去の使用実績に

い。 基づいて年間の予定使用電力量を算定し、

東京電力が公表している約款に基づく単価

を適用して算定している。

・入札公告の競争に参加する者に必要な資 ・地球環境に配慮した契約が求められてお

格の（5）に定められている「二酸化炭素 り、電気供給契約においては通常設ける要

排出係数、環境への負荷の低減に関する取 件である。

組の状況に関する条件」とはどういうもの

か。また、なぜこのような要件が設けられ

ているのか。

・応札者が1者であるが、仕様書等の資料 ・応札者を含めて4社あった。

請求は何社あったのか。

・応札者以外の業者が入札に参加しなかっ ・資料請求のあった業者にアンケート調査

た理由は確認しているか。 を行ったところ、2社から文書で回答があ

り、1社は口頭による回答があった。回答

内容としては、いずれの業者も「仕様書等

を検討した結果、社内での判断で応札を見

送ることとした」というものであった。詳

細な理由については確認できていない。

・これまで特定規模電気事業者がなかなか ・昨年度は1者が応札する方向で動いてい

入札に参加せず、競争入札にならない時期 たが、直前になって入札参加辞退の申し出

があったと思うが、現在もそのような状況 があった。今年度は応札が1者であったが、

にあるのか。 応札者があったことについては１歩前進し

たと考えている。

・契約書の第7条に契約電力を超過した場 ・契約書の内容は国で統一的に定めている

合に契約超過金の支払いが適当であると認 ものである。予定使用電力量はあくまでも



められたときは超過金を支払うと定めてい 見込みであり、状況によって使用電力量は

るが、認められないときというのはどうい 増減するため、超過した場合に協議ができ

う状況が考えられるのか。 るようにしてあるものと認識している。例

えば、超過した量が少量であった場合は、

協議のうえ超過金を支払わなくてもよいと

認められることがあり得ると考える。

・二酸化炭素係数、環境への負荷の低減に ・確認資料として入札参加申請業者から適

関する取組の状況に関する条件を満たして 合証明書を提出させている。

いるかどうかの確認はどのようにしている

のか。

・電気にはいろいろな発電の方法がある ・発電方法までは確認していない。

が、発電方法も確認しているということで

はなく、業者からの適合証明書のみで確認

しているということか。

・仮にこの適合証明書の内容に虚偽があっ ・次の入札には参加できないことになる。

た場合は、次の契約にどのような影響があ

るのか。

○農林連絡道路ほか緑地管理業務

・業務請負契約書の第42条第2項に業務の ・本件については、再委託の申請はない。

一部を第三者に委任し、又は請け負わせる

「再委託」に関する条項があるが、本件に

ついては再委託があったか。あったとすれ

ばどのように申請内容を確認しているの

か。

・再委託としては、下請け業者に直接業務 ・業務として別の業者に発注することを再

を発注することが考えられるが、剪定作業 委託としており、人だけを派遣してと」こ

等の場合はシルバー人材センターなどに人 とは再委託には該当しないと認識してい

の派遣を依頼し、その人たちに実際に作業 る。

をさせるということも多い。人だけ派遣し

てもらうことは再委託の範疇に入るのか。

それとも業務として別の業者に発注するこ

とのみが該当するのか。

・再委託をする場合はあらかじめ申請をす ・入札説明書に契約書（案）を添付してお



ること、また、50%を超えるものはできな り、入札参加希望業者には明示している。

いとされている。再委託に関する条項の内

容を入札参加希望業者にあらかじめ明示し

ているのか。

・予定価格と落札金額に乖離があるのが気 ・数年前にも請け負っている業者である。

になるところである。本件の落札業者は実

績のある業者か。

・予定価格算定の考え方を説明いただきた ・「公園・緑地の維持管理と積算」という

い。 積算マニュアルがあり、草刈り、剪定、除

草、薬剤散布等の業務に関する面積等に対

して、植物管理工事歩掛を適用し算定して

いる。

・安く請け負っている場合は、業務を丸投 ・承知した。

げしているとか、安い人件費で人を雇って

いることが考えられるので、注意して監督

していただきたい。

・予定価格の積算方法は業者も把握してい ・歩掛の積算方法は市販されている資料で

るのか。 ある。

・入札価格が高くなっているもの、低くな ・本件の落札業者は、つくば市における同

っているものの要因はどう考えているの 様の業務も請け負っていると聞いており、

か。 現場を順繰りに効率よく回して対応してい

るようである。多く請け負うことで、従業

員も恒常的に業務を行える状態にあり、業

務を請け負った都度雇用するよりも安定し

て人材が確保でき、人件費も安く抑えられ

ているのではないかと考えている。ただし、

業者によって状況、事情等が様々であるこ

とから、入札価格の高い、低いの理由は発

注者側ではよくわからない。

・予定価格については、公表されている積 ・ここ数年は本件落札業者ともう1社が請

算方法によって積算すると今回の予定価格 け負っている状況であり、契約金額につい

のような金額になって、入札価格が高い業 ては年度によって上下することはある。

者はこの積算方法に基づいて積算している

のではないかと思われる。一方で、業務内



容を見ると、公表されている積算方法だけ

ではなく、実際にどれくらいの作業量があ

るかといったことは、過去に請け負った業

者でないとわからないことが多分にある。

そうなると過去に実際に請け負った業者で

あると作業量が経験的にわかることから、

実績に基づく作業量に応じた積算が可能と

なる。過去に請け負った業者に積算におい

て相当アドバンテージがある業務であると

言える。ここ数年の請負業者と契約額はど

れ位か。

○電話回線提供業務

・本件は公募による随意契約であるが、公 ・契約業者だけであった。

募の結果、応募してきたのが契約業者とい

うことか。

・公募に応じられるのは契約業者だけとい ・契約業者だけということではない。

うことか。

・契約業者に公募に対するアドバンテージ ・契約業者は当所が設置された当時から回

があるということか。 線を提供しており、内容は熟知しているこ

とからアドバンテージは若干あると考えて

いる。

・応募し得る業者としては他にあるのか。 ・仕様上は、少なくてもKDDIは公募に応

じられるものと認識している。

・今使用している電話回線は契約業者のも ・各社独自の設定等の変更は当然必要とな

のと思われるが、他社が参入するときにハ るが、装置そのもののは設置してあるもの

ードの面で追加的な支出が必要になるの を使用することになることから、ハード面

か。 で支出を要するものはないと認識してい

る。

・公募は昨年度も行っているのか。 ・行っている。

・昨年度に比べて料金は上がっているか。 ・応募のあった1者と契約になったが、他

の業者が参入していないため長期継続契約

のような状況になっている。使用量に応じ



て料金の増減はあるが、単価としては昨年

度と変わっていない。

・公募において応募する際は金額を記載し ・金額ではなく、応募の要件を満たしてい

て応募してくるのか。 ることを証明する書類の提出により応募が

ある。応募者が2者以上あった場合は企画

競争を行ったうえで業者を選定し、随意契

約を締結することになる。

・本件で企画競争となった場合は、どのよ ・再度、設定した要件と他社の状況を確認

うな点、どのような基準で契約業者を選定 することとしたい。

するのか。料金以外で評価の対象となるも

のはないのではないか。

・官房経理課長通知「公共調達の適正化」 ・公募の手順に関する規定となっている。

の運用方針等についてのⅠの1の（2）は

どういう規定か。

・公募は契約者選定において価格以外にも ・当該案件の契約手続きを再度内部で確

評価要素があり、複数の評価要素を所定の 認、検討するとともに、今後の公募による

評価基準に基づいて総合的に評価した結果 随意契約に当たっては、評価要素、応募要

をもって契約相手を決定するものであるか 件を満たす業者を十分確認、検討したうえ

ら、評価要素並びに評価基準は予め定めら で契約手続きを進めることとしたい。

れていなければならないところ、本件にお

いては価格以外の評価要素並びに評価基準

が定められていない。事実上、評価要素は

価格のみであり、応募者以外の業者として

はKDDIが参加可能と見込まれたことから、

本件について「公募」の手続を採ったのは

不適切であり、一般競争入札に付すのが適

当であったと判断される。

○健康診断業務

・履行場所と納品場所が農林水産技術会議 ・業者に来てもらい実施している。

事務局筑波事務所となっているが、健康診

断はこちらに来て実施するものか。

・健康診断を実施する日を決めて実施する ・実施に当たっては複数の日を設定してい

と思うが、業務の都合等により受診できな ることから、通常はその設定した日の中で



かった場合はどうするのか。 受けられているものと認識している。仕様

書においては実施日での調整ができなかっ

た未受診者については、請負業者の指定す

る施設において指定された健診対象項目に

ついて受診させることとしている。

・医療機関に出向いて受診するという形態 ・近隣の競争参加資格を有している医療機

も含めて検討すれば応札業者も増えるので 関があるか調べてみたところ資格を有して

はないか。 いる医療機関が少なく、また距離が離れて

いる。健診は勤務時間中に受診させており、

仮に医療機関に出向いて受診させる場合、

医療機関までの移動に要する時間、移動手

段をどうするかといった問題や移動中の事

故発生のリスクなどがあるため、職場で実

施するメリットは大きい。なお、参考見積

書を徴取した業者2社にアンケートをとっ

たところ、1社からは見積書は提出するが

入札は割に合わないので参加しないという

回答があった。もう1社は内容的には入札

に参加できるが、入札の実施を把握してい

なかったという回答であった。

・こちらには診療所があったと思うが、診 ・診療所では実施していない。相当の人数

療所で実施するのか。 が受診するので、レントゲンは健診車両で、

その他の項目は会議室に健診会場を設営し

て実施している。

○研究交流関連業務補助者派遣業務

・予定価格と落札価格が近似しているが、 ・予定価格は、業務内容を考慮のうえ、積

予定価格算定の考え方を説明いただきた 算資料の一般労働者派遣料金の単価を適用

い。 し、算定している。

・派遣労働者に求めるスキルの中に「簡易 ・ワークショップを年間7件ほど開催して

なホームページ作成の経験があること」と いるが、その募集案内を当所のホームペー

あるが、このスキルが必要な業務はどうい ジに掲載している。その原稿及び申込フォ

ったものか。 ームの作成であるが、ホームページへの掲

載は研究情報活用促進課が担当している。



・ホームページそのものを操作する業務で ・募集案内の他、応募様式も作成しており、

はなくて、素材を作るということか。 それほど高度なものではないと考えてい

る。仕様書等の資料請求のあった応札業者

以外の業者からは、Adobeの InDesignとい

うソフトが使用できるというスキルの部分

がハードルが高いという話を聞いた。当所

としてはInDesignというソフトを使用して

農林交流センターニュースを編集している

ことから、InDesignを使用できないとセン

ターニュースの発行ができなくなるため、

このスキルが必須となる。また、仕様書等

を配付した業者にアンケート調査を行った

結果、3社からは他の業務との兼ね合いか

ら適任者が確保できないという理由で入札

参加を辞退したとの回答があった。

・求めるスキルの中でハードルが高いもの ・今年度は開催する7回のワークショップ

はホームページ関係のものと考えられる の募集案内・応募様式の作成となるが、ウ

が、実際の作業の中でどれくらいのウエイ エイトとしてはその他の業務の方が高い。

トを占めているのか。

・内容的に見ると通常の事務的な業務が結 ・派遣スタッフに担っていただいているワ

構多く、特殊なスキルを要するホームペー ークショップ関係の作業工程としては、講

ジ・センターニュース関係の部分のウエイ 師とやりとりをしながら日程調整をするこ

トが全体として高くないのであれば、その とになるが、それに時間を要してしまうた

部分を業者に委託する形で派遣から切り離 め、日程調整後に業者発注となると時間的

し、事務の部分だけを派遣にするというこ に短期間での業務となるため困難であると

とはできないのか。その方が合理的で、金 考える。また、講師の都合によって原稿に

額も低くなるのではないか。 変更が生じることもあり、ワークショップ

の流れが把握できている方が臨機応変に対

応できる。切り離してワークショップごと

に業者発注した場合、発注ごとに業者が変

わることも想定されるため、当所としては

派遣による対応が望ましいと考える。

・契約単価を見ると事務補助としては県内 ・単なる事務補助ということではなく、派

の水準からするとかなり高いと感じる。ど 遣法施行令第4条第3号に定められた事務

のような考え方でこの金額になっているの 用機器操作の業務に該当する。積算資料に

か。 は求めるスキルに応じたランク区分がある

ので、当該業務に求めるスキルで判断する



とこのような金額になる。

・DTPの専門ソフトを使用するというスキ ・作業としてはホームページ・ニュース関

ルが必要で、Webのスキルも必要となると、 係の方が重要で、講師とのやりとりはそれ

兼ねている人材はなかなかいないのではな に付随する業務と考えている。非常勤職員

いか。難しい条件であると考える。業者に では特殊なスキルを有する人材の確保は難

委託するのではなく、作業としては派遣ス しく、特殊なスキルを必要とするから派遣

タッフなり非常勤職員なりで対応するのが 契約により人材を確保しているところであ

望ましいということか。 る。特殊なスキルを除外した場合、非常勤

職員として雇用する方が適切であるが、農

水省としては非常勤職員の雇用を制限して

おり、雇用が認められるかはわからない。

・特殊なスキルが契約単価をかなり押し上 ・次年度に向けて検討することとしたい。

げている要因、あるいは人を集めにくくし

ている要因であれば、そのスキルを使う業

務量が全体を考えてウエイトが高くないと

いうのであれば、それを分けて年間で発注

する方が合理的であるので、再度内容を精

査し、次年度に向けて検討すべきである。

○文献情報管理ツール(Mendeley)

・エルゼビア・ビー・ブイというのは、日 ・日本法人もあるが、契約はオランダの本

本法人か。 社と締結している。

・定価証明書が提出されているが、価格は ・日本法人を通して定価証明書を提出して

円建てで決まっているのか。 いただいているので、円建てとなっている。

・随意契約理由書に法的根拠が記載されて ・承知した。以後、適切に記載することと

いるが、該当する第○号が省略されている。 したい。

記載するのであれば、第○号まで省略せず

記載すべきである。

○ネットワークスイッチ賃貸借

・機種の更新ということであるが、保守契 ・保守も含めたリース契約である。

約は別に締結するのか。

・リース期間5年の根拠は何か。 ・国庫債務負担行為の期間が最長5年であ



るため5年にしている。

・機能的、経済的に考えて5年という期間 ・一般的なコンピューターの場合は、使用

は適切か。 期間が5年となると長いと考えるかもしれ

ないが、ネットワークスイッチの場合は短

期間しか使えないというわけではない。実

際に当所で使用しているネットワーク機器

では6年、7年と使用しているものもある。

購入後はできるだけ長く使用するという考

えであり、5年という期間は長いとは考え

ていない。

・借料として高額であると感じるが、予定 ・機材は全国の拠点に設置することから、

価格算定の考え方を説明いただきたい。 台数が多く、借料が高額になっている。予

定価格の算定に当たっては、メーカーの希

望小売価格的なものは機材のパンフレット

で確認しており、また、入札参加申請のあ

った業者から参考見積書も徴取している。

参考見積書の価格を比較検討し、過去の導

入実績も考慮のうえ算定している。

・入札執行調書に記載されている技術点、 ・単に価格だけで落札者を決定した場合、

価格点とはどういうものか。 安かろう悪かろうという物が納入されるこ

とが危惧される。そのため、総合評価落札

方式という方式で入札を執行している。最

低限必要とする必須要件とは別に、付加さ

れることが望ましい機能・サービスを加点

要件して定め、加点要件を点数化し、どれ

くらい満たしたかによって評価するものが

技術点である。価格点は予定価格に対する

入札価格を点数化したものであり、落札者

は技術点と価格点を総合的に評価して決定

する。

・技術点のウエイトが高くなっている理由 技術点の配点は満点で170点であるが、各

はなぜか。 社とも150点というレベルで技術点を獲得

しており、落札するために仕様書で求める

項目をできる限り満たして、技術点を稼ご

うとする姿勢が見られた。



・総合評価落札方式であることを入札参加 ・入札参加希望者に配布する入札説明書に

申請者にどのように周知しているのか。 おいて示している。

・技術点の算定方式はどうなるのか。 ・必須要件と加点要件、加点要件ごとの点

数配分を設定した総合評価基準を定めてい

る。加点要件を満たせば加点するものであ

り、加点要件全てを満たすと170点になる。

・価格点の算定方式はどうなるのか。 ・入札執行調書の下部に記載している計算

式で算定する。

・技術点の配点については総合評価基準が ・入札説明書に算定方法を数式ではなく、

配布されており、入札参加希望業者も把握 文章で記載している。

できるが、価格点の算定式はどのように示

しているのか。

・仕様書の「8．納入者の信頼性の担保」 ・必須要件ではなく加点要件である。

において、「全ての行程を ISO9001に基づ

いて作業を実施することを保証できる体制

を構築し、体制表として提示することが望

ましい。」とあるが、これは必須要件か。

・入札執行日が平成26年11月であるが、 ・機器を単に入れ換えるだけではなく、納

早期に執行したのは機器の準備に時間がか 入される機器に応じた設定を行ったり、設

かるためか。 置した際の不具合のリカバリーに要する時

間を確保するため早期に執行した。

○つくばWAN回線提供業務

・契約金額が妥当であると確認できるもの ・通信回線事業者として審査を通ってお

はあるのか。 り、回線の提供価格は約款等で公表されて

いる。

・どの研究機関も同じ価格で契約している ・そのように認識している。

ということか。

・当該ネットワークのメンバーに参画して ・つくばWANの運用管理委員会というの

いるということであるが、運営の意思決定 が設置されており、その中のつくばのネッ

に関与したりすることはあるのか。 トワークの作業部会に当所職員がメンバー

となっている。四半期に1回会合があり、



通信状況の報告やトラブルの報告などを行

っている。場合によっては通信整備に関す

る要望を行っている。

・その会合で使用料に関する協議をするこ ・おそらく提起をすることできると思う

とはあるのか。 が、実際に提起したり、されたことはない

ので、不明である。

・ずっと同じ料金か。 ・第3期中については同じ料金である。回

線更新の時期に設備が変わるため、価格を

見直すことはあるとは思うが、第1期、第2

期の料金については手元に資料がなくお答

えできない。


