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211件　 １者応札案件115件

契約の相手方が公益社団法人等の案件36件

17件　 １者応札案件9件

（抽出率8.1％） （抽出率52.9％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件6件

（抽出率35.3％）

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0件

2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2件

8件　 １者応札案件4件

契約の相手方が公益社団法人等の案件2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2件
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平成２１年９月３０日（水）水産庁漁政部第２会議室
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公募型指名競争

工事希望型競争

第８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２１年１１月１０日）

開催日及び場所

審議対象期間

工事



7  5社から参考見積もりを
とって予定価格を算出した
が、落札額との差が出てし
まった。今後、過去の実績
率も含めて予定価格を算出
するようにしたい。

4 水産白書の編集等業務の
落札率が46.6%と低いが、そ
の理由は何か。

4 昨年までは企画競争で、
今年から一般競争に移行し
た結果、応札者が3者で第2
位とは4万円しか差がない。
やはり一般競争入札を行っ
たことが大きいと考えてい
る。

1 一定の作業スペースが必
要のため、まとめて同じ場
所で作るのは広大な用地が
必要となり物理的に困難。

5 小型ジェット機の契約に
ついて、契約額が2億７千万
円と大きいが１社応札に
なっていることに必然性は
あるのか。

6 複合機・複写機の落札率
が21.2%と非常に低いが、そ
の理由は何か。

6 賃貸借と保守をセットで
契約し、事前に業者から参
考見積もりをとり、物価資
料、保守料金表から予定価
格を算出したが、入札した
らこの落札率になった。
メーカーの出している料金
表と実際の入札では大きな
開きがある。

7 職員健康診断の落札率が
54%と低いが、その理由は何
か。

2 主に価格で競争してもら
う方法と、技術力を争って
もらう方法のどちらを採用
するかということだと思
う。今回は業務内容に鑑
み、参加者のうち技術的に
最適な者を採用することが
合理的であることから、技
術力で争っていただく方式
を採用している。

3 当初応募してきた業者を
絞り込むときには、過去の
実績を高めに評価するが、
最終的な評価の際には、評
価のウェイトはそれほど高
くない。また、必要とする
経験についても、一定の能
力を有しているコンサルタ
ントであれば通常有してい
る経験を求めており、今後
も入札参加の障壁となるよ
うな条件の設定をしないよ
う留意していく。

5 結果的にこうなってし
まったが、他にもこの業務
ができる会社もあるようだ
し、アンケート調査をした
ときに、知らなかったと
か、メールマガジンで通知
して欲しいとの回答があ
り、10月からメールマガジ
ンに出すことになっている
ので、今後競争相手が出て
くることを期待している。

回答等

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

意見・質問

2 日本海西部現場現場技術
業務について、税金を使う
以上、発注する側は最低限
の満足できるものを作って
もらう必要があるが、一
方、参加する業者には参入
障壁を低くして、参加業者
を増やして競争させる努力
が必要。

3 過去の実績に対するウエ
イトが高く新規参入するに
は敷居が高すぎないか。ど
んな業務にしても一般の業
者に開放された資格認定な
り、ある程度の情報を得た
業者に広く開放するような
方式にして、発注する側が
情報伝達しないと、増えて
いかないのではないか。

1 魚礁製作工事は単年度に
発注するより、複数年度で
継続した方が低コストでは
ないか。



10 有明海漁場造成委託事業
は、3億8千万円の事業で、
契約先が(社)マリノフォー
ラムほか３者 の連名になっ
ているのは何故か。また、
契約書の内容はどうしてい
るか。

8 不況で造船業界もドック
が空いているためか、白竜
丸のドックが落札率が62.8%
と予定価格と差が出た理由
は何か。

14 談合情報について報告さ
れたい。

14 本期間において該当な
し。

12 この問題はコンピュータ
システムに限らず、船舶の
機関など特殊な物品につい
ての共通の課題と認識して
いる。

13 本期間においてすべて該
当なし。

8 不景気の影響で造船所に
新船建造の発注がないし、
修繕もキャンセルが出てい
る。今年は6隻行ったが、落
札率は60%後半から80%くら
い、やはり造船所も厳しい
ようだ。

9 用船契約は随意契約で業
者の言い値になっていない
か。千葉、宮城、長崎の業
者でそれぞれ差があるか。

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

9 契約金額は言い値ではな
く、予定価格を設定して、
その範囲になるまで見積も
りをもらい、下回ったとき
に初めて契約する。その過
程でぎりぎり詰めるので、
結果として100%か99%の落札
率になる。また、業者の地
域と取締船の行動海域とは
無関係なので、地域による
契約額の差はない。

13 再苦情及び苦情処理事項
について報告されたい。

10 以前(社)マリノフォーラ
ムのみを契約相手にして、
他者は再委託していたが、
今年は3者の共同提案があ
り、このような連名契約に
した。契約書は１本だが、
マリノが代表責任者にな
り、その他はそれぞれどの
業務を分担するかを契約書
に明記している。

11 総合評価方式における予
定価格の算出方法はどうし
ているか。

11 本来なら水産庁独自で設
定するのがあるべき姿だ
が、まだその段階には至っ
ていないので、現状では、
提案書を出してもらい点数
をつけて、その中で最も高
得点がついた提案者から見
積もりを徴した金額として
いる。

12 システム開発事業につい
ては、システムを構築する
上での仕様書・内容を完全
に公開してもらう形で契約
しないと、メンテナンスは
そのシステムを入れた会社
しかできなくなり業者の言
い値になってしまう。



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］

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし


