
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２１年７月１日～平成２１年９月３０日

79件　 １者応札案件25件

契約の相手方が公益社団法人等の案件９件

1３件　 １者応札案件10件

（抽出率17.6％） （抽出率76.9％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件７件

（抽出率53.8％）

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

１１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

該当なし

該当なし

第９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１２月２４日）

開催日及び場所

審議対象期間

委員

該当なし一般競争

抽出案件

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

公募型プロポーザル

該当なし一般競争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争

一般競争

平成２１年１２月２日（水）水産庁漁政部第３会議室

うち、

うち、

該当なし

審議対象案件

指
名
競
争

公募型指名競争

工事

その他の指名競争

工事希望型競争

業務

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

随意契約

指
名
競
争

物品・役
務等

随意契約（その他）

随
意
契
約

その他の随意契約

該当なし

該当なし指名競争

随意契約（企画競争・公募）
うち、

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

うち、

該当なし

該当なし

該当なし

うち、



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

b 予定価格は通年ベースの価
格なのか。ダンピングにはなっ
ていないか。

b 予定価格は通年ベースの価
格なのか。ダンピングにはなっ
ていないか。

１　資材価格実態調査

a 応札者は積算するための冊
子を毎月発行しており、メー
カーのルートなり相手先を独自
調査するノウハウを持っている
ので、それを活用した。

b 仕様書に業務の内容に関し
ては監督職員と協議するとさ
れているが、具体的に現場に
行って調査をお願いするもの
なのか。
c 年に１回の調査なのか。 c 半年程度なら変動は少ない

と思われることから、年に２回
実施している。

b 総額で入札するため細かい
内訳はないが、航空運賃等に
係る経費の差が大きかったの
ではないかと考える。

c 標準単価の８割弱位である。
ただし、落札業者以外は細か
い内訳がないので不明。

d 予定価格との乖離が大きい
場合は、執行調書だけでは原
因がわからないので、その要
因分析を備考欄に記入するな
り、口頭で説明してもらいた
い。

a 落札率が低い理由は造船業
界も昨今の景気の後退によ
り、各社も受注が欲しい状態で
今回７社が競争したため。ま
た、業務内容は、これまで７社
すべてが水産庁と契約実績が
あり問題はなく、実際に仕事の
内容も船員が常時ドックにいて
作業をみている。

3 白嶺丸中間検査・一般修繕

4 近赤外線カメラ点検整備

b 現場ではなく、事前の打ち合
わせ段階で、調査方法等をお
互いに協議して決めている。

a 資材価格実態調査の調査方
法は決まったものなのか。

a 似たものは何社かあるが、そ
れぞれ企業秘密の部分があり
他社が参入しにくい状況。

a 落札率が65%と低いが、その
理由は何か。また、こんなに低
い額でもきちんと仕事がこなせ
るのか。

b  3社から参考見積もりをとっ
て予定価格を算出したもので
通年ベースの価格。赤字覚悟
で受注したかどうかは不明。

a  1社応札で落札率が100%だ
が、この装置はこの会社しか
作っていないのか。

回答等

2 　国際捕鯨委員会通訳

b 落札率が予定価格に対して
約半分になった理由は何か。

c 通訳の質に関係する人件費
はいくらか把握しているのか。

d 了解しました。

a 捕鯨・鯨類に関する知識を有
するという応札者条件を確実
に履行できることを確かめる方
法は何か。

a 過去の鯨類に関する国際会
議の通訳実績を示す証明書の
提出を求めて、その内容を審
査してその業務ができるかどう
かを判断している。

意見・質問

a 似たものは何社かあるが、そ
れぞれ企業秘密の部分があり
他社が参入しにくい状況。



c 予算の単年度主義という原
則があるので現状では難しい
点があるが、今後の検討課
題。

委員からの意見・質問、それに対する回答等

a 生物多様性の評価手法開発
については、国際的にも決定
的な手法がないのが現状であ
り、水産庁単独で行うよりむし
ろ一般研究として研究所や大
学が行うのがふさわしい内容
だが、その中で水産庁が国際
的に認められた評価標準手法
を開発するとすれば、非常に
名誉なことなので、単に作って
終わりにするのではなく、国際
的に権威のある論文に発表す
るなりの高い目標をたてたら研
究者もまじめにするだろう。

a 現在アンケート調査中だが、
サンプル採取まで含めた委託
内容のため、サンプル採取の
ための清水漁港等への人員派
遣の体制構築ができなかった
たとの意見をもらっている。

b まぐろの陸揚げ検査委託業
務の委託先が公益法人なの
は、知り得た情報を第３者に漏
洩してはならないという定めが
あるためか。

6 のり色落ち対策委託事業

b 国際機関に証明する必要が
あるため、検査業務に精通して
いて、重量を正しく検量できる
とこであればよい。

a のりの色落ち対策委託事業
は3年計画の3年目の事業だ
が、終了後の事業評価はどの
ようにするのか。

a 毎年度、専門知識をもった学
識経験者、今後ユーザーとなり
うる漁業者から評価をもらって
いる。

a 今後の参考にさせていただ
きたい。

b 仕様書の中の条件に、業務
により知り得た情報を外部に
漏らしてはならないとあるが、
これでは大学や研究機関で一
般的な研究をしている人や、本
当に動向を知っている人は参
加が難しくなってしまうので、こ
の規定がこのままでよいのか
もう一度検討していただきた
い。

b 了解しました。

7漁場環境・生物多様性委託事業

a DNA分析なら検査機関はいく
つもありそうだが、説明会に出
席したものの入札に参加しな
かった業者の理由は何か。

b 船舶用品は一般の契約とは
異なり、特殊なものが多く、１者
応札が多くなる。

b 購入した物品のメンテナンス
が1社のみのため、形式的に
は競争入札だが実質的には随
意契約に近く、契約額の妥当
性が検証できない。

c 例えば最初に10年保証なり
メンテナンス込みの契約にする
なりして入札を行えば、言い値
で修理というのはなくなるので
はないか。

5 まぐろ委託事業



a 今後の検討課題と考えま
す。

9 全体をとおして

a 漁業取締船及び放置漁具回
収能力向上実践指導事業につ
いて、業務内容が取締能力の
向上という点から判断すれば、
落札された団体以外考えにく
く、事実上１者のみで競争性が
ないため、一般競争にはなじま
ないので、随意契約で精査し
た方がよい内容。

委員からの意見・質問、それに対する回答等

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。

11 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。

10 本期間においてすべて該当
なし。

委員会による意見の具申又は勧告の内容

 　これまでも議論してきたこと
だが、何でもかんでも一般競争
で行い随意契約の道を閉ざす
ことがないようにする必要があ
るのではないか。

　 引き続き検討が必要な問題
だと理解しております。

特になし

8 漁業取締能力向上委託事業


