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（抽出率　17.0％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件　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

3件 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 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

6件 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　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

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　1件

9件 1者応札案件 6件

契約の相手方が公益社団法人等の案件　0件

（抽出率　20.7％）

（抽出率　0％）

平成28年10月5日（水）第２特別会議室

高橋　昌彦（公認会計士）
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53件 1者応札案件 29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２８年１１月１５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：農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター総務課

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

○筑波産学連携支援センター電気・機械設

備等運転保守管理業務

・請負代金を月ごとに支払うことになって ・本件の業務においては、日常点検業務の

いるが、月によって支払い額にばらつきが ほか、機械・設備等によっては年1回とか

あるのはなぜか。 数ヶ月ごとに1回実施する定期点検が必要

である。そのような点検の際には日常の点

検業務よりも労力･経費がかかるため、毎

月均等に支払う形ではなく、月ごとの業務

内容に応じて支払い月額を変えて支払って

いる。

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・建築保全業務に関する歩掛かりがあり、

い。 機械・設備の数量から人工を算出し、人工

単価を乗じて算出している。また、特殊な

ものについては参考見積を徴取し算出して

いる。

・予定価格は毎年同じになるのか。 ・算出の方法は基本的に同じである。建物

の廃止等により機器の数量が変わったり、

保全業務の単価が変われば、予定価格も変

動する。

・本件落札業者は過去にも落札しているの ・過去にも落札している。

か。

・今回入札に参加した他の2社は過去にも ・1社はここ数年毎年応札しており、もう1

応札しているのか。 社も昨年応札している。

・本件業者が前年度も請け負っているか。 ・請け負っている。契約金額は税込みで

請け負っていれば契約金額はいくらか。 119,880,000円である。

・仕様書では、筑波農林研究団地施設管理 ・一般には公開していない。この要領はか

要領に基づき業務を実施することになって なりのボリュームがあり、入札説明会にお



いるが、この要領は一般に公開されている いて閲覧が可能であることを説明してい

ものなのか、それとも入札説明会で配布さ る。

れるものなのか。

・要領はかなりのボリュームということだ ・この要領は、国交省が定めている建築保

が、閲覧だけで理解できるものなのか。 全業務共通仕様書に基づく事項と、筑波農

林研究団地の施設管理上特記すべき事項を

定めているものである。ほとんどが建築保

全業務共通仕様書に基づいて実施する部分

だと認識しているが、ボリュームからすれ

ば閲覧だけで理解できるとは言い難い。

・応札結果を見ると2位と3位の金額にそ ・仕様書の見直しを検討することとした

れほど差がないが、1位と2位では差が大 い。

きく、過去の落札業者に有利になっている

のではないかと考えられる。見積にあたり

新規参入業者でも十分精査できるよう、一

般的な部分と筑波独自の部分を具体的に仕

様書に示すなど情報の与え方を検討すべき

である。

○電話交換機システム保守業務

・随意契約の理由として、予算決算及び会 ・電話が不通になった際の原因として電話

計令第102条の4第4号イに該当するとして 交換機とそれ以外の構内の配線や機器に故

いるが、どのような理由で電話交換機設置 障が発生することが考えられるが、電話交

業者以外に保守契約を行うことについて競 換機設置契約においては2年の瑕疵担保期

争に付することが不利であるのか。一般的 間を設けていることもあり、通話障害の原

に機器の保守は納入業者と契約するのが楽 因が電話交換機側なのか、それ以外の配線

だとは思うが、そういう理由であれば全て ･機器側なのか、原因の切り分けを行う必

随意契約になってしまう。随意契約理由と 要がある。電話交換機が原因の場合は無償

して、そのようなケースと本件の違い、特 対応となるが、本業務を電話交換機設置業

殊な事情を明確にすべきである。 者以外の業者と契約した場合、故障発生時

の切り分けの際にどちらが原因かで業者間

でトラブルになることが想定される。切り

分けの部分で時間がかかると復旧が遅くな

ることから、できる限り速やかに復旧を行

うためにも、保守業務を設置業者と同一の

業者と契約し、全体の責任を負っていただ

くことで合理的な保守体制をとることがで



きると判断した。

・設置契約と保守契約を別にしたのはなぜ ・会計年度区分の関係上、実施する年度が

か。 異なるものを同じ契約とすることはできな

い。

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・参考見積を3社から徴取し、 低金額に

い。 査定率を乗じて算出している。

・発注者側として積算できる根拠はもって ・保守の価格を独自に算定するのは難しい

いなかったのか。 ため、本件については、複数社から参考見

積を徴取し、比較した上で予定価格を算定

した。

・過去の契約実績からは算出できないの ・過去には当センターに設置していた電話

か。 交換機で筑波農林研究団地内の国立研究開

発法人の電話回線も含めて回線の交換を行

っていたが、今年の3月に法人は法人で設

置し、当センターの回線のみを対象とする

形で電話交換機を更新したものであり、同

等規模の契約実績は有していない。

・見積の内訳の妥当性については検討され ・複数社から徴取した参考見積を比較した

たのか。 結果、本件契約相手方の見積額が一番低か

った。妥当性という点では弱いかもしれな

いが、類似する契約実績も有していないこ

とから、その他に比較検討できる材料がな

かった。

・発注者としてある程度原価に対する認識 ・次年度の契約に向けて、妥当性を精査で

を持っていないと高い契約になってしまう きるように検討したい。

可能性がある。類似の契約実績を調査する

など、妥当性が判断できる材料をなるべく

持って価格交渉していただきたい。

・今回設置した電話交換機は特殊なもので ・電話交換機は更新したが、構内ケーブル

はないことから、過去に同等機器の保守を や屋内配線は既存のものを使用している。

請け負った実績のある業者であれば対応で 別の業者と保守契約を締結できないことは

きるのではないか。また、設置業者と同じ ないが、通話障害発生時の原因の切り分け

業者であることで原因の切り分けが適切に の際に2社とやり取りが必要になったり、



行われる保証はあるのか。 切り分けの際に業者間でトラブルが生じた

場合、復旧までに相当の時間がかかってし

まう。本件では同一の業者にすることによ

り、どの部分で故障があっても責任をもっ

て対応いただけることになっている。

・既存の配線はNTTが行ったものか。NTT ・建物が建設された際に設置されたもので

に優位性はあるのではないか。 あるので相当古く、NTTが行ったものか

どうかは調べてみないと分からないが、既

存の配線等の保守についてNTTに優位性

があるとは考えていない。

・電話交換機が原因で電話が不通になり、 ・電話不通に伴う損害賠償については定め

何らかの損害が発生した場合、責任を問え ていない。

るものになっているのか。

・障害の復旧に時間がかかる場合の代替通 ・震災発生時のような非常時に使用できる

信手段は講じられているのか。 非常用の電話回線は確保しているが、本電

話交換機がダウンした場合の代替通信手段

は講じていない。

○農林水産基礎数値データベースシステム

運用支援業務

・過去の契約実績において、本件落札業者 ・平成24年度は違う業者であるが、25・26

と違う業者が落札しているか。 ・27年度は本件落札業者と同じである。

・この契約は24年度からなのか。 ・20年度以前から契約している。

・本件落札業者は25年度から落札してい ・応札は25年度以降であるが、24年度に

るとのことであるが、それ以前は応札して は入札説明資料を取りに来ている。

いなかったのか。

・25・ 26・ 27年度の応札者数はどうなっ ・いずれも1者である。

ているか。

・24年度落札業者が入札説明資料を取り ・25年度は5社、26年度も5社、27年度が4

に来るなどの動きはあったのか。 社、28年度は3社が入札説明資料を取りに

来ている。



・応札しなかった理由を確認したのか。 ・「自社の都合で配置できる人員の確保が

困難」という理由と「他の業務との兼ね合

いで人員確保が困難」という理由が多かっ

た。

・当該システムを作成した業者はどこか。 ・アメダスデータ等の農業気象関係のデー

タや様々な統計データを農林水産基礎数値

という括りで運用しているもので、複数の

業者が作成している。

・当該システムは賃貸借契約となっている ・(株)JECCである。

が、その契約相手方はどちらか。

・JECCと落札業者は子会社等の関係はあ ・資本関係は把握していないが、このよう

るのか。 なシステムの調達にあたり、JECCのよう

なリースする会社とシステムの開発を担当

する別の会社と契約する場合がある。

・前年度の契約金額はいくらか。 ・6,912,000円である。

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・算出した作業工数に当センターが算定し

い。 た人件費単価を乗じて算出している。

・人件費単価の算定にあたって、サンプル ・決まりはないが、人件費単価は年1回算

になる単価データに落札業者が含まれてい 定し、情報システム関係の予定価格の積算

ないが、決まりはあるのか。 に適用しており、従来から参考とする業者

は基本的には変えていない。複数の会社の

単価が掲載されている価格表を入手し、そ

の他にも個別に単価表が入手可能な取引会

社数社の単価を参考に算定している。

・どの業者の単価を参考にするかによって ・今後の算定に当たり検討することとした

人件費単価が変わり、予定価格に影響する い。

ものであることから、予定価格の合理性を

担保するためにも人件費単価の算定方法は

合理的に決定すべきである。

・同一業者が落札している25年度以降ほ ・26年度は27年度と同額であるが、28年

ぼ同じ落札価格なのか。 度は下がっている。



・応札しなかった理由が人材の確保が困難 ・求める技術者のスキルレベルの面もある

とのことであったが、それ以外は考えられ のではないかと考える。こちらとしては運

ないか。 用しているソフトが特殊なものということ

もあり、技術者レベルは高度なものが必要

である。

・入札説明資料を取りに来ている業者の顔 ・毎年同じということではなく、いろいろ

ぶれは毎年変わっているのか。 な業者が来ている。

・入札情報を見て入札説明資料を取りに来

たけれども、仕様書を見た結果、レギュレ

ーションが高いということで応札を見合わ

せているということが考えられる。

○農学文献情報テータベース分析・入力業

務

・本件は毎年契約しているものか。 ・以前から継続して契約している。

・以前から同じ業者が落札しているのか。 ・入札説明資料を取りに来た業者が28年

度が4社、27年度は5社、26年度7社、25年

度が2社、24年度が9社であった。25年度

は2者応札があり別の業者が落札している。

それ以外は本件落札業者と同じである。

・本件落札業者が落札した際の落札価格は ・本件は単価契約であり、1件当たりの単

毎年同じか。 価で契約である。25年度は現在とは業務

内容が異なるため、落札価格は異なるが、

26年度以降は同じである。

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・前年度の契約実績と参考見積を比較し、

い。 低い方を採用した。

・人材派遣の単価や役務の単価などから算 ・論文の分析を行うためには農学に関する

出することはできないのか。 試験研究の知識・経験が必要であると考え

られることから、一般的な派遣や役務の労

務単価を適用することはできないと考え

る。

・学歴・知識・経験に基づいた人件費のデ ・レベルとしては大学教授相当であること



ータはあると思われるが、そのような人件 から、人件費単価を適用した場合かなり高

費単価から算定できないのか。 額になると考える。

・1件当たりの平均作業時間数は出せない ・論文の分量や作業者によって作業時間が

のか。 変わる。また、実際の作業時間を当センタ

ーでは把握できないことから、時間数を出

すのは困難である。

・本件落札業者には、大学教授レベルの人 ・大学教授OBの方と契約していると聞い

員はたくさんいるということか。 ている。

・類似の契約はあるのか。 ・当センターでは類似の契約はない。文科

省では違う分野で類似の業務を行っている

が、外注しているかどうかは把握していな

い。

・別の業者の価格を参考にできないのか。 ・ここ数年は1者しか応札していないこと

もあり、他の業者の価格を参考とすること

は難しい。また、2者応札があった25年度

の契約内容とは業務内容が変わっており、

人件費も上がっていることから参考とする

ことは難しい。

・予定価格の算定に当たって、過去の契約 ・妥当性を確保できるよう検討してまいり

実績や参考見積によらざるを得ないとして たい。

も、その価格が妥当であったかをきちんと

評価すべきである。

・実際の発注数量が予定数量の5,000件を ・27年度は6,000件で契約し、それを上回

下回ったことはあるのか。 っており、この3年間は予定数量を上回っ

ている。

・28年度5,000件に減らしたのはなぜか。 ・昨年度は論文数が多かったため、6,000

件に増やしたものでり、通常は5,000件と

している。

○アグリナレッジシステム賃貸借・保守

・平成29年3月に予定されている次期シス ・アグリナレッジシステムは4年間の賃貸

テムへの更新までの再リース契約となって 借契約であったが、システム更新の検討に



いるが、現有システムの構築時に次期シス おいて、ネットワークライブラリシステム

テムの更新スケジュールは決まっていたの （NLS）に統合することでコスト節減を図

か。 るとしたものであり、当初から統合が決ま

っていたものではない。NLSの更新も4年

ごとに行っているが、アグリナレッジシス

テムとは更新時期が1年ずれているため、

統合するNLSの更新時期に合わせて1年間

再リースすることとしたものである。

○ルータ保守業務

・予定価格は前年度実績をもとに算出した ・前年度実績、予算、業者からの参考見積

のか。 を元に算出した。

・この業務を行うために必要な技術者の技 ・保守の対象機器は通信機器であり、家電

術は特殊なものなのか。 機器の修理等に要する技術ではなく、通信

機器に関する技術を要するが、本件落札業

者以外にも請け負える会社はあると認識し

ている。

・予定される作業工数や技術者の単価から ・予定価格の算定にあたり人工の算出まで

みて、この契約金額は妥当なのか。 はしていないが、こういった機器の保守費

用は一般的にメーカーにより機器の調達価

格の何％という形で設定されており、業界

慣行の金額に近いかというレベルでは検討

している。ハードウェアの保守は、例えば

機器が故障した際に、故障した部品を交換

し、正常に動作するか確認するもので、パ

ッケージとして流通しているものであり、

他の業者と契約してものサービスの内容は

変わらない。

・前年度実績や業者からの参考見積によっ ・今後契約に向けて検証できるよう検討し

て予定価格を算出せざるを得ない場合で たい。

も、契約金額が妥当なのかを作業工数や技

術者の単価の面から検証すべきである。

○農林水産研究情報総合センター電子計算

機に係る運用業務



・入札説明資料を取りに来た業者は何社 ・落札業者のみである。

か。

・本件は今年度開始した業務なのか。 ・過年度も行っている。

・前年度の契約相手方と契約金額を教えて ・契約相手方は本件落札業者と同じであ

いただきたい。 り、契約金額は税込み7,452,000円である。

・運用業務の対象となっている機器の納入 ・ネットワークサービスシステムは富士通

業者を教えていただきたい。 （株）が納入したものである。

・富士通（株）と本件落札業者は関連会社 ・本件落札業者とは資本関係はない。

か。

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・作業責任者と入力オペレーターごとの作

い。 業工数を算出し、それぞれの人件費単価を

乗じて算出している。

・システムの納入業者と運用業者に資本関 ・作業内容としてはオペレーター業務で、

係があれば、資本関係にある会社が運用業 入力業務が多い。仕様書に定めている責任

務を請け負うにあたりブラックボックス的 者や入力オペレーターのスキル要件は高い

な情報の共有が可能であり、十分アドバン ものではなく、情報システムを一般的に扱

テージがあるため理解できるところではあ える知識程度あることから、他社が参入で

るが、本件は資本関係がない会社が運用業 きないというものではない。

務を請け負っており、他社が参入していな

いことは不可解である。他社が参入しづら

い理由は考えられるか。

・常駐する業務という面で、地元の業者に ・近隣の業者が有利ということはあるかも

有利なのではないか。 しれないが、他にも業者があるので、参入

してこない理由は不明である。

・入札の手続きは他の役務と同じか。 ・同じである。

・入力オペレーターとして従事している者 ・基本的には変更はされていないが、繁忙

の変更はあるのか。 期には別の者も来ることもある。

・前年度入札説明資料を取りに来た業者は ・6社取りに来ている。

何社か。



・応札しなかった理由は聞いているか。 ・27年度契約の分は確認できていないが、

人材派遣会社に聞いた話では、国の機関の

ように毎年度契約ではなく、複数年の契約

ができる業務でないとなかなか人材の確保

が難しいようである。

・本件に関しては、業務内容に対し契約金

額が低く押さえられていると感じられる。

他社が過去の契約情報を入手した場合、業

務内容と金額、人材の確保の面から応札す

るメリットが感じられず、参入を断念して

いるのではないかと推察できる。

○高速情報通信設備保守業務

・予定価格の算出方法を説明いただきた ・前年の契約実績及び予算を考慮しつつ、

い。 業務における技術者の作業工数から人件費

を算出し、参考見積を元に算出した機器の

保守料金を加算して算定した。

・資料の見積書は入札が不落になった後に ・不落となり、随意契約の交渉をした結果

提出されたものか。 提出されたものである。

・交渉段階でどの項目の価格が厳しいとい ・2回目の入札金額と予定価格の差があま

うことを確認しているか。 り大きくなかったことから、応札金額を下

げられる余地があるということで、随意契

約の手続きとして見積書の提出をお願い

し、項目ごとの金額は提出された見積書で

確認した。

○富士ゼロックス複合機保守業務

・1者応札であるが、複合機の保守であれ ・1者応札である。

ば応札できる業者が複数あるのではない

か。過年度も1者応札か。

・落札率が100％であるということは、予 ・前年実績である。

定価格を前年契約実績で算出しているの

か、それとも参考見積で算出しているのか。



・仕様書では2時間以内に保守できる体制 ・コピー機、プリンター、FAXとして使用

を整えることになっているが、この要件は しており、故障して使用できないとなると

厳しいのではないか。この要件を緩和する 業務に支障が生じてしまうこともあり、使

ことで応札者が増えるのではないか。 用する側としてはなるべく早く復旧したい

ということで2時間としている。メーカー

は近隣法人の保守業務を多く請け負ってい

ると認識しており、作業要員も十分確保で

きていると考えられることから、メーカー

に有利であるとは考えている。

・故障中は他の部署の機器を使用すること ・使用できない間は他の機器を使用するこ

ができるのではないか。 とになる。

・富士ゼロックス製以外の複合機はあるの ・コニカミノルタ製もあり、保守について

か。 は同様の要件としている。

・コニカミノルタ製も1者応札か。 ・1者応札である。

・複合機の保守は単価契約が一般的なの ・従来から使用枚数に応じた単価契約とし

か。 ており、一般的であると認識している。

・コニカミノルタと比較して単価はどう ・機種によって単価は違うが、コニカミノ

か。 ルタの方が若干安い。

・富士ゼロックスの方が高いとすれば、予 ・今後の契約においては、妥当性を確保で

定価格の妥当性を検証して入札を執行すべ きるよう検討することとしたい。

きである。


