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　　　　入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２９年９月２５日）

審議対象期間

委員

審議対象案件

平成29年9月5日（火）第２特別会議室

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29年4月1日～平成29年6月30日

65件 1者応札案件 29件

契約の相手方が公益社団法人等の案件　5件

 8件 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　1件

（抽出率　 6.9％）

（抽出率　20％）

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

 4件 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

 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

 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

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

 4件 1者応札案件　0件



（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

(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］

回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

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

別紙議事録のとおり 別紙議事録のとおり

特になし



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庁舎他電力供

給業務

・契約期間が平成29年4月1日から30年3月 ・国の予算は、単年度主義ということで、

31日までとなっているが、契約締結年月 会計年度の4月1日から翌年3月31日までの

日を平成29年4月3日としているのはなぜ 期間で執行することになる。また、予算の

か。 示達も年度開始の4月1日以降となること

から、通常は4月1日に予算の示達があり、

同日付で契約を締結する。ただし、今年度

のように4月1日、4月2日が土曜日、日曜

日の場合は、年度 初の開庁日に予算の示

達がなされることから、今年度の契約締結

日を4月3日付けとしている。

・契約期間開始日後に契約締結となる場合 ・契約相手方には入札時に説明しており、

に内諾書とか覚書のようなものを取り交わ 内諾書等を取り交わす必要はない。

す必要はあるのか。

・予定価格はどのように算定したのか。 ・予定価格については、過去の使用実績に

基づいて年間の予定使用電力量を算出し、

一般電気事業者の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。

・単価を公表しているのは東京電力だけな ・関西電力や中部電力などその他の一般電

のか。 気事業者も公表していると思うが、当セン

ターは東京電力のエリア内にあることから

東京電力の単価を採用している。

・約款が改定されるのは年1回なのか、そ ・年1回改定されていると認識しているが、

れとも不定期なのか。 単価が改定されないときもあることから、

予定価格の算定に当たっては直近の改定単

価を採用している。



・事前に資料請求に来た業者は何社あった ・応札業者を含めて5社であった。

のか。

・応札しなかった業者から応札しない理由 ・業者に聞き取りを行ったところ、「供給

を確認しているか。 量や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。

・仕様を見直すことによって、応札者が増 ・本件は、当センターが必要とする電力を

えるようなことは考えられるのか。 供給できる事業者であれば参加できるもの

と考えている。このため、応札の判断は事

業者側の全体の供給量や単価設定等による

ところが大きいと考えていることから、仕

様を見直すことによって応札者が増えると

は考えていない。

・今年度の落札率からすると契約単価が約 ・契約実績単価を採用すると年々予定価格

款の単価よりもかなり低くなっているが、 が下がっていき、不落となる可能性がある

次年度の予定価格の積算に当たって今年度 ことから、当センターとしては従来どおり

契約実績単価を採用しないのか。 約款の単価を採用する予定である。

・本件以外に契約している電力供給契約は ・本件以外にはない。

あるのか。

○電話交換機システム保守等業務

・2年間の瑕疵担保期間を設定しているた ・別の業者が修理を行った場合に、その業

め、設置業者と保守契約を締結しているが、 者からシステムの故障と報告があったとき

システムの瑕疵による故障だった場合に契 は、本当にシステムの故障なのかをシステ

約相手方から正直に報告されてくるのか疑 ム設置業者と確認・調整をする必要がある

問である。設置業者以外の者と保守契約を が、このときにシステム設置業者から第三

締結した方が第三者による故障箇所・内容 者が手を加えたことによりシステムが故障

の仕分けがなされ、システムの瑕疵による したと主張されることが考えられる。この

故障なのかを客観的に判断できるのではな ようなトラブルが想定されることから、瑕

いか。 疵担保期間中は設置業者と保守契約を締結

をした方がスムーズに保守が行えると判断

した。システム設置業者が保守を行った際

に正直に報告してくるかは、業者を信用す

るしかないが、報告書の故障箇所と故障内

容を見て疑義が生じる場合は当方で指摘し



て確認することも可能である。

・設置業者と保守業者が同一であった場 ・不具合が発生した際に、保守業者に報告

合、瑕疵の証明は誰がどうやってするのか。 をする。それを受けて保守業者が故障箇所、

故障内容を報告することになっていること

から、その報告内容を確認する。その結果、

システムの故障によるものであった場合

は、故障内容を精査して瑕疵によるもので

あれば相手方に瑕疵担保責任による対応を

求めることになる。

・瑕疵担保期間は工事や機器の保守契約に ・瑕疵担保を設定する保守契約全てについ

も設定されると思うが、本件の随意契約理 て導入業者と随意契約しているわけではな

由書の理由から判断すると、瑕疵担保責任 い。

がある保守契約については、システム導入

業者に任せるべきということに収斂すると

思われる。

・本件が特殊な契約ということか。 ・特殊なものになると考えている。

・設置工事契約において瑕疵担保期間を規 ・今、設置工事の契約書が手元にないが、

定しているが、他の業者が手を加えた場合 規定しているものと認識している。

に瑕疵担保責任がなくなるという規定はあ

るのか。

・瑕疵担保期間終了後は、競争入札に付す ・一般競争に付す予定である。

のか。

・本件の随意契約理由書では、運用上合理 ・ご指摘を踏まえて、随意契約理由書を適

的であるというような理由となっている 切な理由としてまいりたい。

が、先ほどの説明から考えると、第三者が

手を加えることによって瑕疵担保責任を問

えなくなることを理由とすべきである。

〇外国雑誌

・外国雑誌で複数応札は珍しいような気が ・応札者数は28年度と27年度が3者、26年

するが、過去の状況はどうなのか。 度は4者であった。

・外国雑誌の購読単価は公表されているの ・単価は外貨で設定されており、公表はさ



か。 れていないため、応札希望業者から原価証

明書を徴取している。

・予定価格はどのように算定したのか。 ・業者から参考見積を徴取し算定した。

・参考見積は何社から徴取したのか。 ・3社である。

・市販されている雑誌なのか。 ・学術雑誌であり、代理店を通して購入し

ている。調達手続きを開始する時期が早く、

その時期にはまだ価格が決まっていないた

め、価格か決まった後に代理店に参考見積

書を提出していただき、予定価格を算定し

た。

・市販の雑誌のように定価はあるのか。 ・定価は外貨で設定されている。

・参考見積は邦貨で提出されるのか。 ・邦貨である。

〇文献情報管理ツール（Mendeley）

・本件は、ツールをインターネットからダ ・ソフトウェアをインターネットからダウ

ウンロードして利用する契約になるのか。 ンロードして利用するものである。個々の

研究者がPCにダウンロードして文献情報

を管理する機能に加えて、共同で研究をし

ている者同士がお互いに同じ文献のデータ

を共有することができる文献情報管理ツー

ルとなっている。なお、グループで利用で

きる文献情報管理ツールは、Mendeleyの

みである。

・エルゼビア・ビー・ブイはオランダにあ ・日本にも法人はあるが、契約はオランダ

る会社であるが、日本国内に拠点があって にある本社と契約している。大元のサーバ

そこが提供しているのか。 はオランダにあり、サービスを受けるうえ

でオランダに直接問い合わせるのではな

く、日本の法人に問い合わせしている。

・先ほど25年度、26年度に一般競争を行 ・その当時のことはよくわからないが、25

ったとの説明であったが、その時点では1 年度、26年度と一般競争に付した結果、1

者しか取り扱えないということを知らなか 者応札となったことを受けて、27年度に

ったのか。 提供元に直販のみという確認がとれて随意



契約に切り替えたものと推測する。

・ 初から直販のみという確認は取れなか ・ 初から直販のみという確認が取れれば

ったのか。 随意契約にしていたと思われる。

・特殊なものの調達をかけるときに、メー ・基本的には確認しているが、本件につい

カーなり、発売元などに代理店制度や直販 て、25年度､26年度契約当時に直販のみだ

制度があるのかを確認しているのか。 ったのか、代理店による提供が可能であっ

たかの確認を行ったかは確認できない。

・特殊なものは、随意契約によらざるを得 ・特殊なものについては、販売、提供の取

ないのか見極めが必要である。そうすれば、 扱いを確認のうえ調達してまいりたい。

唯一の業者しか取り扱わないものまで競争

入札に付す手続きを踏まなくて済むのでは

ないか。

・Mendeley以外のものを利用することは ・Mendeleyだけがグループで共有して情

考えられないのか。 報を交換できるツールになっており、共同

研究を行ううえで非常に便利なツールであ

るということで導入している。文献情報管

理ツールは他にも販売されており、グルー

プでの共有が必要がない場合は、研究者個

々のPCにインストールして利用する別の

ツールも提供している。

・Mendeleyの利用状況としてはどの程度 ・現在、500名ほど利用登録している。ど

なのか。 の程度利用しているかまでは、ヨーロッパ

の法律上個人情報にあたるということで契

約相手方から提供が難しいと言われてお

り、把握できていない。

・難しいのかもしれないが、利用状況の把 ・当センターでも利用状況の把握は重要だ

握に努めていただきたい。 と考えており、今後も可能な限り把握する

こととしたい。

・利用するのは国内の研究者か。 ・MAFFINを利用している国内の研究者で

ある。

○認証アプライアンス保守業務



・予定価格はどのように算定したのか。 ・応札業者と別系列の業者の2者から参考

見積を徴取して算定した。

・入札公告、仕様書の業務期間が29年4月1 ・仕様書では、本業務の履行期間は4月1

日か30年ら3月31日となっているが、契約 日から3月31日までとしたうえで、期間中

書の履行期間が29年4月3日から30年3月30 の土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始

日としているのはなぜか。 の休日を除くこととしている。29年4月1

日、2日、30年3月31日は、土曜日、日曜

日にあたることから、契約書上の履行期間

は、4月3日から3月30日までとした。本来

であれば入札公告、仕様書も4月3日から3

月30日までとすべきところであるが、契

約履行上は問題がないと考えている。

・本件業務では休日を除いても問題ないの ・運用上は休日まで対応を要するものでは

か。 ない。証明書を発行するシステムであるた

め、故障により証明書は発行できないが、

発行して端末に入れた証明書は本機器が故

障しても問題がなく利用できるため、休日

まで対応を求めていない。

・業務が中断するような影響はほぼないと ・影響はないと考えている。

いうことか。

・機器は契約業者の製品なのか。 ・海外製品であり別のメーカーである。

・保守契約で1者応札になる理由はどう考 ・当センターのシステムに合わせた機器で

えているのか。 あるため、システムを熟知していないとな

かなか参加ができないのではないかと考え

ている。

○農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）

設備運用支援、総合監視及び分析業務

・MAFFIN通信回線提供業務は、国の会計 ・長期継続契約ができる経費は予算決算及

制度の関係で単年度契約ではあるが、事実 び会計令第102条の2に定められており、

上、長期継続契約として複数年契約として 電気、ガス、水の供給又は電気通信役務に

いる。MAFFINの保守、長期に必要な役務 限られている。MAFFIN通信回線は電気通

について、同様に事実上の複数年契約はで 信役務に該当するものとして長期継続契約

きないのか。 としているところであり、その他の保守等



の役務については長期継続契約のできる案

件には該当しない。

・先ほど審議した電力供給業務も長期継続 ・電力自由化となる前は電力供給業務も長

契約ができるのではないか。 期継続契約としていたところであるが、一

般競争に移行できるものについては移行す

るようにとの指導があり、自由化に伴い一

般競争に移行したところである。

・1者応札であり、2回目の入札で落札と ・人件費については、作業工数を算出し、

なっているが、予定価格はどのように算定 人件費単価を乗じて積算した。その他、機

したのか。 器の保守に係る部分は参考見積をもとに算

定した。

・仕様書において、現地復旧作業では「標 ・2時間以内とする規定はないが、当セン

準業務対応時間外において、筑波地区およ ターの要望である。システムが停止した後

び東京都千代田区内では、機器設置場所に の影響を考慮して、復旧の作業を開始する

て対応が必要と全体管理者が判断した際 時間として設定しており、連絡をしてから

は、2時間以内に機器設置場所に到着し、 2時間以内に駆けつけられることが条件と

復旧作業を開始できる体制を構築するこ なる。

と。」としているが、2時間以内とする根

拠は何か。

・緊急作業として、「ハードウェア保守契 ・主要な機器についてはハードウェア保守

約を行っている機器は、保守対応窓口と調 契約を行っている。主要なものではない安

整し、復旧作業を行うこと。」としている 価な機器など、当センターにおいて予備部

が、ハードウェア保守契約を行っている機 材をあらかじめ用意しておき、故障の際に

器はかなりの範囲になるのか。 交換させた方が復旧が早い機器もあるの

で、そういった機器については、保守契約

を行うというよりも部品を交換する体制を

整えておく方がコストを低く抑えられると

考えている。

・ハードウェア保守契約を行っている業者 ・MAFFIN全体で見ると複数の業者にな

は1者なのか。 る。

・それぞれの業者と調整をすることになる ・それぞれの業者との調整が必要になる。

のか。

・今までMAFFINで大きなトラブルはあっ ・ルータの障害により通信が停止した事案



たのか。 が1件ある。完全復旧までに1日弱かかっ

たが、実際の対応としては応急的に代替機

器を用意して、半日程度の通信停止で済ん

でいる。

・本件に限らず、運用支援や保守契約にお ・重要度を考慮して、そのような時間制限

いて、対象物による重要度の違いはあると の設定が必要かどうかを判断している。通

思うが、全ての案件において一定時間以内 信回線など多くのユーザに提供するような

に作業を開始したり、あるいは作業を完了 ものであれば、時間制限の設定は必要にな

するという要件を定めることにしているの るが、センター内だけで利用するようなも

か。 ので業務への影響が少ないものについては

設定しないなど業務、機器等ごとに判断し

ている。

・要件としてタイムリミットを設けるのか ・方針は設けていない。

どうかというのは、ある程度のルールはあ

るのか。

・方針を設けていないと人によってやり方 ・今後の契約に向けて再考してまいりた

や考え方が異なるので、同じようなもので い。

も設定されるバーの高さが変わる可能性が

あり、業務の運用や業者に対しても混乱を

招くことになりかねない。基本的にこうい

う業務には必要であるというのがあるので

あれば、大枠の方針を設けた方が良いので

はないか。万が一時間制限の設定が漏れた

場合、支障になると思うので、再考してい

ただければと思う。

○農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）

通信回線提供業務

・随意契約理由書に、「初年度に長期間継 ・学術・教育のネットワークについては、

続して提供を受けることを担保し、一般競 通信事業者がかなりの値引きをしてでも学

争に付して競争性を確保することで、それ 術・研究に寄与したいということで、大幅

までの契約金額を大幅に低減できた」とあ な値引きをしていただいており、見積書上

るが、実際どの程度低減できたのか。 は8割以上の値引きとなっている。

・そのような大幅な値引きを受ける前提と ・年度ごとに契約業者が変わる可能性があ

して長期間の契約が必要になるということ っては大幅な値引きをしてこないと思われ



か。 る。

○「知」の集積による産学連携推進事業の

うち研究開発プラットフォーム運営等委託

事業

・契約相手方にOBの役員がいるが、企画 ・公募条件において、公益法人でOBがい

審査においてどういう点に留意して審議 るところに参加制限はしていない。契約情

し、契約にあたりどのような調査・確認を 報としては公表することにはなるが、企画

しているのか。 審査おいては外部委員が中立の立場で審議

されており、契約の際にOBの有無等につ

いて調査・確認は行っていない。

・一般の役務契約や物品の購入でも契約相 ・国家公務員が再就職する際は、在職中の

手方にOBがいる場合は留意することがあ 職に応じて利害関係を有する場合は一定期

るのではないか。 間就職できないなどの制限があり、それを

クリアした者が再就職している。OBがい

ることのみをもって契約の際に不利に扱う

ことや制限を加えること、また、OBの再

就職の状況を定期的に調査・確認をするこ

とにはなっていない。なお、OBから不当

な働きかけがあったときは、その再就職先

に対しペナルティを科したり、不当な働き

かけを受けて職員が便宜を図った際には職

員も法令等違反により処分が科される場合

がある。

・継続を判断した評価委員は事業の採択を ・同じであり、企画審査委員の委員長であ

行った企画審査委員と同じか。 る。

・委員長が一人で審査したのか。 ・今回の評価では一人で審査を行った。

・評価委員と評価対象者との利害関係は確 ・審査対象のプラットフォームに利害関係

認しているのか。 がある評価委員もいるが、企画審査をする

際はその委員には審査から外れていただい

た。今回評価を行った委員長については、

審査対象者と利害関係があるとの申告はさ

れていない。

・利害関係の範囲は決めているのか。 ・企画審査要領において定めている。



・審査にあたっては、審査対象者との利害 ・本件においては、申告書等の提出は求め

関係の有無について評価委員から申告書や なかったが、利害関係の範囲の見直しを含

確認書を提出していただくことが一般的で めて、今後の審査対応については本省と相

あるが、提出いただいているのか。 談することとしたい。

・1名で審査しているが、公平性、客観性 ・契約候補者の選定の段階では5名で審査

が担保されるのか。 を行い、一番低いD評価があった場合や2

段階評価が開いた場合などは妥当かどうか

を全員で協議していただくことにしてい

る。今回は初年度ということで、当初の段

階で具体的な評価審査の方法を決めていな

かったことから、評価審査を複数で行える

ほどの旅費や謝金の確保ができなかったた

め、このような形で評価審査を行わざるを

得なかった。

・契約候補者を選定する段階だけではな ・本省と相談しながら対応してまいりた

く、評価の段階でも同様に公平性を確保で い。

きるよう審査体制を整えていただきたい。


