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平成２６年１月１日～平成２６年３月３１日

 　 ４８ 件　 １者応札案件 ９件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件

1０ 件　 １者応札案件 ９件

（抽出率２０．８％） （抽出率９０．０％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 １件

（抽出率１０．０％）

　１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

　１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

８件　 １者応札案件８件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件
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開催日及び場所

審議対象期間

委員

平成２６年６月２４日（火）水産庁外国人応接室
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審議対象案件

一般競争

公募型指名競争

業務

簡易公募型プロポーザル

随意契約（企画競争・公募）
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（特記事項）
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該当なし

指名競争



委員からの意見・質問、それに対する回
答等

積算資料という物価本と建設物価と
いう物価本が一般的に広く使われて
いるが、そこの調査会が経済調査会
と建設物価調査会の2者である。一般
のコンサル会社も入札に参加できる
よう設定されているが2者が強い。

バックにどこがいるということは聞いて
いない。

    ①過去もずっと2者、今回も2者が入札して
いる。いつも同じ当事者による競争でもよい
のか？

　　②どんなバックグラウンドの団体なのか？

意見・質問 回答等

契約担当者が一義的に一人で各項目
毎の評価点を付けて、業者の評価点
を出して、合議の場で承認する方式。

　　③この入札は、電子入札の競り下げ方式
（入札価格を上から順次入れていって、入札
期間の終了時に一番低い金額で入札したも
のを落札者とする。）という理解でよいか。そ
れとも入札段階では金額を他の応札者に開
示せず，入札終了後に開札して，一番低いも
のを落札者とするものか。

後者である。

１　 H25日本海西部地区魚礁据付工事

　  ①施工体制確認型総合評価方式というの
は、評価者が何人かいて、それぞれが評価
点を出して平均点を出す方式なのか？

各調書は使用しており、署名もいただ
いている。

２　 H25年度資材価格実態調査（その２）業務
（再度公示）

　　⑤電子入札は国が業者にパスワードみた
いなものを与えて、業者がシステムに入って、
期間内に電子で入札していくものと理解して
いいか？

業者がカードを持っており電子入札し
ている。

　　②競争参加資格条件の調書と技術審査
調書は使用したのか？

業者の聞き取り調査は実施していな
いが、この事業では水深200m～300m
に魚礁を設置するものであり、補助事
業を含めて工事例はたくさんある。技
術的な問題点の有無については調査
していないが、あくまでも想像ですが、
23年に東日本大震災があり、岩手、
宮城、福島県の方に作業船と作業員
が集中し、事業期間中における業者
が所有している作業船の空きが減っ
たことが考えられる。

　　⑦総合評価落札方式に関して、入札参加
者を決定する際に使用する加算点の評価項
目（簡素な施工計画）の評価基準について、
「優れた工夫がみられる」と「一般的な観点で
の工夫がみられる」と規定しているが判断基
準はあるのか？

　　④競争参加資格というのは認定を受けて
いる人が資格があると一律に入札していると
いうことでいいか？

例えば工事中の安全管理について工
夫が見られると1ポイント加点するなど
各工事の中でチェックリストを作成し
ている。

応札があった段階で、その会社が適
合しているかどうかを水産庁で審査
し、それを委員会にかけて、適合して
いますよというところから始まり、それ
から価格の調査に入っていく。

　　⑥23年度は3者入札があったのが2者にな
り、今回は1者しか応札がなかったが、その理
由がどこにあるか把握しているか？技術的な
問題で応札者が減ったのではないか？



　　①この案件は1者しか取れないという話だ
と入札する意味がない。随意契約とか何か別
の形で縛りをかけるというか、契約の内容に
ついて正当性を高めるというやり方はできな
かったのか？

５　 水産庁官船行政情報システム更新業務

　　②他社が参入することが困難な案件であ
ると初めから認めているということだと、入札
でなくてもいいのではないか。こういう形は健
全でないと思う。価格が不当かどうかわかり
ませんが、こういう状態を入札の中で認めて
しまうこと自体が好ましくない。次回は更に検
討していただきたい。

結果としてそういうことが考えられるの
ですけれど。競争入札をやっても毎回
1者だったということであれば次のス
テップも考えなければならない。

予定価格は積み上げで算出してい
る。

３ 　画像データ蓄積制御機能付き表示装置
等換装業務

　　④経済調査会は予定価格に近い数字に
落札率で持ってきているが、予定価格を出さ
れたのはもちろん水産庁というこでよいか？

　　①入札説明書は2者が取りに来たというこ
とだが、もう1者はどこか？

起重機船の価格調査を当初予定して
いたが、時間がかかるため応札が無
く、起重機船を外して再度掲示をし
た。

　　③落札率が９８％まで上がっているが、何
か特殊事情があったのか？

仕様書には画像データ蓄積制御機能
付表示装置（日本無線株式会社白嶺
丸仕様）となっておりまして、この船は
特殊な事情があり、他メーカーは価格
を出しづらいと思う。

４　 ラジオブイ及び専用送受信機の換装

　　③今回、何を換えているのか？ 端末のOSをXPから変えて、農水省の
ノーツを接続できるように、その接続
するためのソフトを端末へインストー
ルする。インストール後、農水省の
ノーツに接続できるように環境設定を
する。

そのとおり。

日本無線です。

　　②入札価格が公正であることが理解でき
るように、他の同じような船に搭載するものと
しては大体これくらいの額であるということを
示していただくとありがたいがどうか？

　　②この換装は仕様書を見ると太陽無線は
古野電気とは別の会社だから、古野電気が
他社製（太陽無線製）のものを取り替えてくっ
つけると言う作業という理解でいいか？

　　①経費節約のために装置などを一遍に換
えるというわけにはいかないのか？

耐用年数が来て交換時期であれば一
緒に換えた方がいいが、残額も残って
いる状況では、これを換えるからこれ
も一緒に換えるというのは中身の検
討が必要。

農水省の情報システムを整備してい
るメーカーの本社が当該システムに
つなげる換装を入札しており他社は
難しい。ただ、競争を許さないという話
にもなかなかなりづらい。



　　④他にも設置工事ができる造船所がある
ということか？

そのとおり。

９　 主機関・発電機関部品60点一式

８　 サイドスキャンソナー設置工事

　　①これは「はやま」という船に設置するの
であるが、船を造ったのは三保造船所、設置
工事はMHI下関がやるわけですが、MHI下関
がやらなければいけない業務ではないという
ことですね？

設置工事なので造船所であれば対応
できる。

　　②官船と用船の違いは何か？

　　③事業者に対してアンケートを実施してい
るが、アンケート実施数が5者に満たない理
由を「用船と同じ事務所の官船のドック修繕
工事の受注実績のある造船所を選定」と書い
てあるがどういう意味なのか？

同じ下関の地区に九州の方の官船の
受注造船所でサンスイというのがあり
ましたので、そこに公告をご存じでし
たか聞きましたら知らなかったというこ
と。

７　 MF／HF無線電話装置購入

６   発電機自動制御システム換装工事

　　①この案件は要するにJRCS社以外でも
供給できるが、JRCS社から買って供給するし
かないから値段は高くなる、値段を無視すれ
ば、他社でもできる案件なのか？

　　①このJ２Dという電波形式は日本漁船は
あまり使っていないということか？

日本漁船は漁船同士ではファックス
のやりとりをしない。日本の経済水域
に許可を受けて入ってくる韓国、台
湾、中国船はファックスをするときにJ
２Dを使用している。

　　②この無線電話装置購入は10年に一遍く
らいか？

今回のは10年～14年くらい。

　　③この無線電話装置は他の官船にもある
のか？

それでいい。

官船は国の船、用船は乗組員を含め
民間からチャーターしている。

全船積んでいる。

今回も価格的にはかなわなかったの
ですが、地元の業者以外にホーム
ページを見て応札に参加した業者が
おり、競争としてはまだ可能性があ
る。

　　②JACOM－２２AはJRCS社が製造、供給
するものであるという前提でいいか？

他社でもできる案件だが、自社製品を
使えば安価で手に入るが、そうすると
リスクの問題が出ることとなり、JRCS
社に対抗できなくなる。

　　①1者応札となった原因について、追加資
料を見ると、主機関は新潟原動機製の部品
を使わなければならない中で福岡地区の代
理店が落札したという取引だと思うが、改善
策では、他の地区の代理店へも積極的に入
札公告の周知を行うと記載しているが、他の
地区からは競争できなくなっているのではな
いか？

現実的にはある程度他の地区からは
厳しいところがある。

　　②一般業者が新潟原動機から部品を買っ
て転売というのはあり得る話だから、代理店
だけでなく、取扱業者へも積極的に周知をす
ればいいと思う。



委員会による意見の具申又は勧告の内
容

事務局：水産庁漁政部漁政課 政策評価班

特になし。

〔これらに対し部局長が講じた措置〕

１０　 再苦情･苦情処理事項及び談合情報に
ついて報告されたい。

本期間において共に該当なし。
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