
細井和昭（公認会計士）（委員長）

岡安章夫（東京海洋大学教授）

吉武雅子（神奈川大学講師）

平成２２年４月１日～平成２２年６月３０日

218件　 １者応札案件１１４件

契約の相手方が公益社団法人等の案件３０件

1８件　 １者応札案件1３件

（抽出率８．３％） （抽出率７２．２％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件７件

（抽出率３８．９％）

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

１５件　 １者応札案件1１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件５件

２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

特になし

うち、

該当なし

該当なし

うち、

うち、

審議対象案件

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

業務

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

第12回水産庁入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２２年10月１３日）

開催日及び場所

審議対象期間

委員

該当なし

平成２２年９月８日（水）水産庁中央会議室

随
意
契
約

その他の随意契約

その他の指名競争

一般競争

随意契約

指
名
競
争

一般競争

指
名
競
争

その他の指名競争

抽出案件

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

公募型競争

工事

指名競争

随意契約（企画競争・公募）

工事希望型競争

一般競争

公募型指名競争

簡易公募型競争

該当なし

該当なし

該当なし

うち、

物品・役
務等

該当なし

うち、

公募型プロポーザル

随意契約（その他）

該当なし

該当なし

該当なし



b そのとおり。

a 毎年、この業務を発注するのか。

b ほかにも頼めるという姿勢を示した
ことによって落札率が下がったという
実績もあるので、もう少し間口を広げ
てほかの業者にも頼んでみることも必
要。

d　了解しました。この議論を業務の委
員会にも報告したい。

b 委員会を設置してそこで不公平がな
いようにしたい。

b 次回からは落札者自らが作成したガ
イドラインで評価されることになり、自
己に有利なガイドラインになりはしない
か。

a これまでは、国交省のガイドラインを
使っていたが、水産独自の部分の追
加、評価項目の配点の改善のため、
今回新たに発注するもの。

２　水産庁漁業調整事務所行政情報
システム保守業務

a 人件費に関しては本当にこんなに安
くて大丈夫なのか、特に労働環境とか
が維持できるのか。

意見・質問

c 水産庁が業者を指導して業務を進
めることとしているので、その業者が
有利になることはない。

d 新規参入ができるような努力も行う
必要がある。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

４ 平成22年度漁業指導用海岸局委託
業務

a 予定価格を設定するに当たって、18
年まで随契だったもので、長崎県の無
線局から参考見積もりを取り、それを
参考にして積算資料物価版等で予定
価格を決めたが、微妙にずれたため。

回答等

１　品質確保促進検討業務

c 業務内容を一括ではなく、分割して
発注して、最終的に水産庁が主導して
評価表を作ればよいのではないか。

a １回目に入札不調になった理由は何
か。

a 結局ハードを取ったところが保守業
務を取ることになり、向こうの言いなり
の価格でしかなく、ほかに競争者はい
ないということか。

a  予定価格もある程度積算資料等で
見ることができるので、法外な価格で
あれば、高いのではないかということ
で指摘はできる。

b  見積もりだけでも取ることもできる
し、一括して入札をかければ、２年目
以降はその業者になるかもしれない
が、少なくとも初年度については競争
性が高まると考えられ、今後は検討し
ていきたい。

a 過去には水産庁の船舶職員のＯＢ
の方が管理していたが、今はそういう
時代ではなくなったので、一般競争入
札になった。

b ６者も入札があり、一番高いところと
倍違うが、この中身は人件費の単価
か。競争入札だから、金額の安いとこ
ろに当然行ってしまうが、安かろう、悪
かろうでは困るので、そこは仕様書に
基づいて見ているのか。

３ 水産庁船員詰所管理業務



a 連名契約について、１者応札、１者
落札になっているが、その理由は何
で、妥当なものか。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

b ここ二、三年では数十万単位で少し
ずつ下がっており、傾向としてはそうい
う形になっている。

a 特殊な業務の割には何社もあるが、
これは元漁業者のような人たちかそれ
とも商船会社も入っているのか。

７　用船３隻

b 今後の検討課題として受けとめま
す。

a 予定価格を決める際には参考見積
もりを取っているはずだが、複数者か
ら取っているのか。また、このケースで
は低価格の調査を行う必要はない
か。

b 随意契約だが、どういう方法で価格
を決めているのか。

５ 日刊水産経済新聞一式

a 過去に再委託で行っていた部分に
ついて、再委託の条件を厳しくした関
係もあって連名契約が増えているが、
それぞれの事業で内部審査しており
妥当性はあるものと考えている。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

b 価格は、基本的に船齢により算出す
る基準に基づき、５通りの仕様により
決めている。

b 年度ごとに契約金額は下がっている
のか。予算の総枠の抑制には合致す
る程度には下がってきているのか。

６　14船舶用気象観測装置の購入・一
式（白萩丸）15気象衛星受画装置の
購入・一式（白萩丸）

a これが唯一のものであれば、原則が
競争入札だからといって、いかにも形
だけ入れていること自体が何か意味
がない。そういう手間暇かけて公明性
を高めるための努力をするよりも、たく
さん買うから安くしてもらうほうがメリッ
トがある。しかし、一般競争でやるとい
うことになっているので、こういう形で
やってきたということか。

a そのとおり。

a 見積もりについては、基本的に複数
以上取っているが、船用品の場合、見
積もりさえも応じてくれない場合があ
る。また、役務だと60％以下は調査し
て、その調査結果を待って契約になる
が、物品は基本的にきちんとしたもの
が入れば問題ない。

b 業者としては、ある意味ニッチなとこ
ろを攻めていて、公明正大という意味
から言えばおかしなことではないが、
余りコストが高くなってしまうようであ
れば、そういう装備が実際に必要なの
かということは今後考えていかなけれ
ばならない。

８　委託事業（６，７，11，12，13，16，
17）

a 元漁業者からが多い。



b 了解しました。

c 了解しました。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

a 了解しました。

事務局：水産庁漁政部漁政課政策評価班

［これらに対し部局長が講じた措置］

11 談合情報について報告されたい。
 本期間において談合の事実は認めら
れなかった。

10 再苦情及び苦情処理事項につい
て報告されたい。

特になし。ただし、今後、船舶備品とシステムメンテナ
ンスの一般競争入札方法、トータルコストの検討、委
託事業の事後評価について意見具申を検討。

委員会による意見の具申又は勧告の内
容

本期間においてすべて該当なし。

９ 委員会提言（案）について

９　瀬戸内海西部における有害赤潮
等分布拡大防止委託事業

９　瀬戸内海西部における有害赤潮
等分布拡大防止委託事業

a 本来、赤潮被害があるところに、被
害対策というのは国からの補助事業
で行う気がしたので、それを一々県が
みんな入札して取らなければいけない
というのはいかがなものか。

c 今後の取り扱いとして修文案を事務
局にメールで送ってもらい各委員から
コメントを出して再度とりまとめるという
方向。

a これはモニタリング事業なので、大
きな会社であれば一括して請け負って
もらえるとは思うが、あまりにもエリア
が広いということと、金額的にも折り合
わなくて、都道府県の水試が共同で落
札しているというのが現状。

b  独立行政法人も含めて、本来国が
やらなければいけない業務は長期方
針があるはず。物を買うとかというのと
は違う部分であり、国としてやらなけ
ればいけないこと、県としてやらなけ
ればいけないことを、入札という方式
により決めるのはなじまない。

b  今後の検討課題として受けとめま
す。

a  一番言いたいのは、競争性がない
のが明らかなのにもかかわらず形式
的に一般競争入札にして透明性があ
るように見えているが、実質的に随意
契約に近く契約額の妥当性が検証で
きず、業者の言い値になってしまうの
ではないかという点。

b  別にこれが最終結論ではないが、
今まで見た結果を整理すると、今度ま
た似たような案件については同じこと
を議論する必要もなく、抽出する必要
もない。


