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平成２３年４月１日～平成２３年６月３０日

 ２０１件　 １者応札案件９２件

契約の相手方が公益社団法人等の案件３６件

1４件　 １者応札案件７件

（抽出率７．０％） （抽出率５０．０％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件７件

（抽出率５０．０％）

２件　 うち、 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

１１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５件

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１件

特になし

（特記事項）

工事

該当なし公募型指名競争

工事希望型競争

物品・役
務等

該当なし

随意契約（企画競争・公募）

該当なし

該当なし

該当なし

うち、

該当なし

うち、

該当なし

随意契約

随意契約（その他）

その他の指名競争

指名競争

うち、

うち、

審議対象案件

一般競争

抽出案件

抽
出
案
件
内
訳

一般競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

該当なし

第16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２３年１０月３１日）

開催日及び場所

審議対象期間

委員

平成２３年９月２８日（水）水産庁外人応接室

指
名
競
争

該当なし

公募型プロポーザル

随
意
契
約

業務

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

該当なし

該当なし

公募型競争
指
名
競
争

一般競争

該当なし

該当なし

該当なし

その他の随意契約



１　前回委員会の宿題について

ｃ 了解しました。

b 了解しました。

２ 　日本海西部地区漁場整備生物環
境調査業務及び五島西方沖地区漁場
整備現場技術業務

ｂ １者入札の場合は、なぜ１者にとど
まったのかということと、それから今
後、１者でなくなるように健全な入札が
執行できるようにしたらいいかについ
て説明をお願いしたい。

  前回委員会で宿題となっていた水産
庁における建設コンサルタント契約
と、それ以外の委託契約における内
部審査手続についてご説明をお願い
する。

  通常の委託契約については総合評
価落札方式マニュアル、建設コンサル
タント契約については公募型競争入
札方式に基づく建設コンサルタント等
の選定手続等それぞれの規程に基づ
き採点し、応募者を決定しているが、
その審査過程において公平性が阻害
されるものではない旨説明。

　技術評価点評価表で技術力と情報
収集力が０点というのがあるが、全員
が判断しても０点ということか。

３ 漁業取締飛行業務（小型ジェット
機）一式

a 予定価格に対する契約金額の比率
である落札率をみると、かなり100％に
近い比率になっていが、何か特別な理
由があるのか。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

ｂ １者応札した場合については、どう
いう理由で１者になったのかということ
も含めて、同様の業者さんにアンケー
ト調査をしている。それと、庁内に審査
委員会を設けて、翌年度の入札をす
る前に、どのような改善措置を行った
上で今回臨むのかという検討も行って
いる。

技術評価点は、審査項目毎に、技術
的に秀でているものに対し加点するも
のである。足切基準(参加資格要件)を
別途設けていることから、加点がない
からといって業務の遂行上、問題があ
るわけではない。

a 今回の場合、１者入札だったという
のは、初めてのテーマだったため応札
される業者が限られたためか。

ｃ 今後１者入札の場合について、経緯
と改善について紙として添付していた
だきたい。

b 共同研究機関について、本件では
代表者が水産総合研究センターだ
が、今後、共同で入っている各社につ
いて、内訳とできればその役割分担を
示してもらいたい。

４ 水産バイオマスの資源化技術開発
事業

a そのような背景があったのではない
かと思うので、今後、情報の発信等に
努めていきたい。

a ここを含めて見積もりをとり、その見
積書に基づいて予定価格を算出して
いるため、100％に近い落札率はやむ
を得ないと考えている。

意見・質問 回答等



　落札率が100％の理由は何か。

b ありません。

a 点数の配分には事業内容の困難度
により決定する。総合評価には研究開
発、調査、広報の３種類があって、価
格点と技術点の比率は研究開発の場
合は１対３まで、調査と広報に関して
は１対２まで認められている。その技
術点の中に必須項目と任意項目があ
り、必須項目の場合、０点か満点であ
るため、０点をつけると技術審査で落
ちるため、なるべく必須項目を小さくす
る傾向はある。

７ 水産生物の生活史に対応した広域的
に連携する漁場環境形成手法の検討事
業一式

b この中に独立行政法人あるが、こう
いうところに水産庁ＯＢが入っている
か。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

b ＯＢはいるが、一般競争入札で価格
競争をしているので、有利不利が生じ
る余地はないと考えている。

８ 各生活史段階に応じた漁場機能を
強化する技術の開発・実証事業一式

a 共同提案について、提案をする側か
らのメリットがあると思うが、役所から
見た場合はどういうメリットがあるの
か。

c 共同提案の場合は、それぞれと契
約することになるが、ＪＶ（コンソーシア
ム）の場合は１契約になる。

a １社だけなら、対応できる様々な技
術部門があるかどうかだが、共同提案
にすると、得意分野を持った企業が
入ってこられるというところがメリット。

委員からの意見・質問、それに対する回
答等

６　希少水生生物保全事業一式

a 評価手順書の中の技術点が必須項
目と任意項目と価格点があるが、点数
の配分の仕方は契約内容によって異
なるが、どのようにして決めているの
か。

b 共同提案の場合に、社団法人なり
財団法人なりが入ることによって、社
団法人、財団法人ということだけで有
利又は不利になることはないか。

　総合評価方式の場合、まず、技術審
査を実施して、その技術審査の一番
高いところから見積をとり、それで価格
をかけることになっていて、予定価格
をとったところ、特に１者の場合だと値
段をとっているところと入札していると
ころが同じところになるので、金額が
大体同じようになるのが現状。

a ５年計画の事業で最初に落札したと
ころが継続的にやるほうが、普通に考
えると効率的な感じがするが、やはり
一般競争するのか。

a そのとおり。そこで一般競争入札の
際に、昨年度の報告書などを提示し
て、それらを応札者側が判断して、そ
れぞれ提案書を作っている。

c 共同提案方式とＪＶ方式との違いは
何か。

５ 海洋生物多様性国際動向調査事業
一式

b この随契の相手を決めるという、決
めるまでのプロセスはどのようにして
いるのか。

b 企画競争による随意契約という方式
を採用しており、まず応募要領を定め
て、誰でも参加できるような形で公示
をし、相手方から提案書を提出しても
らい、その中で一番技術的に優秀なと
ころと契約する。



d 了解しました。

　 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

  本年度から競争方式を採用している
が、 水産庁の方針をよく理解していな
いとアイデアをまとめていくのが難し
く、新規参入者がこれまでの実績者と
同じようにできるかというとなかなか難
しい。

a 企画競争による随意契約方式という
もので、やってほしい内容と限度額と
いうものを提示して、その額の中で一
番いい提案をしたものと、契約を結ぶ
が、今回は１者しか提案がなかったの
で、この１者について評価を行って、
十分であるという判断をして契約をし
たもの。

ｂ その専門性、技術性の採点のウ
エートを高めて価格の要素を低くする
というような形で競争入札にすること
はできないのか。

a 応札者ではなく提案者という書き方
がされているが、この契約方式は何
か。

d 共同提案なりＪＶ方式で１社が倒産
した場合、水産庁が不利益を蒙らない
ようになっていることを確認してもらい
たい。

９　水産基盤整備の効果評価手法開
発調査一式

10　水産基盤整備実証調査事業一式

  応札者が社団法人ないし財団法人１
者だけというケースについて、どういう
理由でそうなったのか。

　総括として、今後、抽出したものにつ
いて、１者入札についての経緯と、そ
れについての改善方法について文書
として資料の中に入れてもらいたい、
また、３期連続して同じ事業体が落札
しているケースがあれば、説明しても
らいたい。

ｂ 有明特措法に基づいて実施してい
るというところが最大の特徴で、あくま
で一番いい企画を許された予算の中
で実行したいということで、企画競争と
いう形をとっており、価格をもって競争
させることにはなじまないと考えてい
る。



委員からの意見・質問、それに対する回
答等

　 本期間においてすべて該当なし。

特になし。

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］

12 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。

11 再苦情及び苦情処理事項につい
て報告されたい。

委員会による意見の具申又は勧告の内
容


