
意見募集期間：平成２６年１１月７日～平成２６年１１月２１日（１５日間）

意見提出者数、件数：３者、２０件
NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
1 実施要項

本文Ｐ4
入札参加資格に関する事項 ･以下の2点を参加資格として追加する。

①ISO14001
②つくば地区周辺に本店又は支店・営業所等を有しているこ
と。
（納税証明書等により所在を証明できるものの提出）

ISO14001は環境に及ぼす影響を管理するために必要な認証で
あり、所在地をつくば地区周辺に限定するのは、緊急時の迅
速な対応が求められるため。

「ISO14001」の認証を取得していることが望ましいと考えられ
ますが、本業務の内容及びその遂行上、必須となるべき資格で
ないことから、必要以上に入札参加を制限しないため入札参加
資格として設定しておりません。また、つくば市内等の近郊に
本社等が所在することも望ましいと考えられますが、業務内容
を適切且つ確実に履行することが可能であり、実施要項（本
文）P2に記載の(3)確保されるべき対象業務の質が担保できる限
りにおいて、その必要はありません。ご意見の条件は追加致し
ません。

無

2 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･つくば市又はつくば市に隣接する市町に本社、支社又は営業
所等の事務所を2年以上所有し、緊急時においては速やかに警
備員を手配できる体制を整えていること。

警備という大事な業務を遠方で指揮監督することは無理と思
われる。

№1の回答（後段）のとおり。 無

3 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･入札説明会に参加した者であること。

説明会を聞かずに仕様等をすべて把握できるとは思えない。

実施要項（本文）P4に記載の(1)入札スケジュールに示すとお
り、入札公告から質問書受付期限までに1ヶ月以上あることか
ら、本業務の内容を把握するに十分な期間が確保されておりま
す。仮に入札説明会に参加しなくとも、質問書に対する回答に
よって対応することが十分可能かと考えます。

無

4 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･施設に関する「ISO9001」の認証登録を受けている者である
こととあるが、9000シリーズは現在2008年版が摘要されてい
ることからも、「ISO9001：2008」とするほうが明確かと考え
る。また、ISOは認証範囲が明確に示されていることから、当
該業務を行う営業所等がその認証範囲に含まれていなければ
品質基準が適用されないため、「⑦施設警備及び受付業務に
関するISO9001:2008の認証登録を当該業務を行う営業所等が
受けていることとするべきである。

「ISO9001」→「ISO9001：2008」については、ご意見のとおり
修正致します。また、ISO認証範囲については、別添1「仕様
書」及び別添2「特記仕様書」に示す業務内容を適切且つ確実に
履行することが可能であり、実施要項（本文）P2に記載の(3)確
保されるべき対象業務の質が担保できる限りにおいて、「当該
業務を行う営業所等」とする必要は現行ではありません。

有

5 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･機密保持に関する取扱等について規定していることからも
（本文8P）、明確な要件を証明することが技術水準の維持と
公平性に繋がると判断する。

例：請負者は、ISO27001：2013の認証登録を、当該業務を行
う営業所の情報管理を行う部門が受けていること。

「ISO27001」の認証登録については、取得していることが望ま
しいと考えられますが、実施要項（本文）P8に記載の(2)秘密を
適正に取り扱うために必要な措置及び(3)契約に基づき請負者が
講じるべき措置⑭情報セキュリティーの確保において担保され
ているため、ご意見の条件は追加致しません。

無

6 実施要項
本文Ｐ4

入札参加資格に関する事項 ･共通仕様書及び特記仕様書における仕様条件、全体要件等を
満たしているか否か、公正な入札の実施、適正料金の積算の
為にも入札前の事前審査を行うべきである。

別添3:業務請負提案依頼書に基づき、応札者に「提案書」の提
出を求めております。当該提案書によって、本業務を実施する
に当たって応札者が業務内容を十分に理解しているか及び適切
に遂行でき得るか否かを判断（確認）することから、ご意見の
条件は追加致しません。

無

（独）農研機構等の施設の管理・運営業務（施設警備保安等業務）における民間競争入札実施要項（案）の意見募集結果について
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
7 資料「別

添1（共
通仕様書
Ｐ30）」

施設警備保安等業務・共通仕様書
Ⅵ.共通事項2.従事者等

･現在、警備業界は国土交通省からの指導により、社会保険未
加入問題が大きく取り上げられている。特に社会保険未加入
により警備員の定着力の低下により、契約先の情報管理の脆
弱化にもつながり品質の低下を招くことになる。また、当該
警備を行うための必要人員に対し、社会保険分を積算しない
場合では見積金額に大きく差が生まれることからも公平性に
欠けると考える。（年間で1500万円以上と考える）社会保険
加入は、法令上の義務であることは当然であるが、事実未加
入業者が相当数存在することからも従事者等の要件に明記
し、その写しを提出させるべきである。

例：従事する警備員及び受付員は社会保険に加入しているこ
と。

国（農林水産省）における建設業者の社会保険等未加入対策と
して、工事における入札参加資格「社会保険等加入の義務」の
通知があり、当独法としても当該条件を付する予定としており
ます。今後、本業務を含めた請負業務にあっても、国等の状況
を踏まえて検討したいと考えます。

無

8 資料「別
添1（共
通仕様書
Ｐ30）」

施設警備保安等業務・共通仕様書
Ⅵ.共通事項2.従事者等(1)3)

･上記の社会保険問題と併せて、労働安全衛生法上の健康診断
を従業員に受診させないことにより適性な労務管理がなされ
ない事が問題となる。共通仕様書2.従事者等(1)3)でも「健全
な身体と精神を備え、長期的にわたり本業務に従事すること
が可能であること」と明記されていることからも定期健康診
断の受診を要件としてを明記し、その写しを提出させるべき
である。また、上記の社会保険と同様に、法令で定める健康
診断を受診した場合としない場合では、見積金額に大きく差
が生まれることからも明記しなければ公平性にかけると考え
る。

例：従事する警備員及び受付員は労働安全衛生法に基づく健
康診断を受診し、医師等の所見に対して適性に対処及び管理
がなされている事。

上記№7の回答と併せ、今後、本業務を含めた請負業務につい
て、国等の状況を踏まえて検討したいと考えます。

無

9 資料「別
添1（共
通仕様書
Ｐ31）」

施設警備保安等業務・共通仕様書
Ⅵ.4.遵守すべき事項(3)

･「業務に従事する従事者の勤務時間割を示すものとして警備
計画書（勤務体制表を含む。）を作成し、各研究所の担当担
当者の承認を得るものとする。」とあるが、積算の公平性を
保つためにタイムスケジュール（勤務体制表）を入札前の審
査時に提出すべきだと考える。

警備計画書（勤務体制表を含む。）は、落札後に各研究所等が
仕様書等に示す警備（受付）の詳細内容が、警備計画書により
適切に実施されるか否かを確認するためのものです。
入札前には、別添3:業務請負提案依頼書に基づき、応札者に
「提案書」の提出を求めております。当該提案書によって、本
業務を実施するに当たって応札者が業務内容を十分に理解して
いるか及び適切に遂行でき得るか否かを判断（確認）すること
及び応札者への負担が増すことにもなることから、ご意見の条
件は追加致しません。

無

10 資料「別
添1（共
通仕様書
Ｐ31）」

施設警備保安等業務・共通仕様書
Ⅵ.4.遵守すべき事項(3)2)

･警備業法に基づき、法定備付書類として「警備員名簿」「誓
約書」「教育計画書」「教育実施簿」を提出させるべきと考
える。
資料添付の目的が、一定以上の水準を確保することが目的で
あることからも、参加業者の不正（書類の偽造）を防止する
上でも整合性を確認すべきである。事実、毎年これらの違反
行為による行政処分を受けている業者があることからも確認
のため書類の写しを提出させることが必要である。

上記№9の回答のとおり。 無

11 資料「別
添2（特
記仕様書
1･Ｐ
33）」

施設警備保安等業務・共通仕様書1（中央農業総合研究セン
ター）
3.業務内容(2)谷和原地区

･巡回に車両が必要と考えるが、見積金額に大きな影響を及ぼ
すことからのも、受注者負担か発注者負担かを明記すること
が望ましい。

業務場所【谷和原地区】の住所及び巡回経路図により、容易に
軽車両の必要性がお分かり頂けるものと考えます。別紙1:従来
の実施状況に関する情報の開示P23においても、従来より無償対
象設備としておりません。

無
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
12 資料「別

添2（特
記仕様書
1･Ｐ
33）」

施設警備保安等業務・共通仕様書1（中央農業総合研究セン
ター）
5.業務実施上の留意事項(1)

･当該警備業務は、車両巡回もあることからも適正な管理が求
められると考えられるため、安全運転管理者の選任を要件と
して入れるべきである。

無償対象設備でないことから、その必要はありません。応札者
（事業場）において求められる事項と考えます。

無

13 資料「別
添2（特
記仕様書
2･Ｐ
42）」

施設警備保安等業務・共通仕様書2（畜産草地研究所）
3.業務内容(2)警備人員、(3)待機場所及び警備時間

･業務時間が、警備員　Ａ守衛室　7時00分～23時00分、Ｂ管
理棟　受付・防災センター　土日祝日を除く平日7時00分～19
時00分とあるが、休憩時間がなく2名での勤務が必要となるの
で、
警備員　Ａ守衛室　07時00分～23時00分時00分（拘束16時間・実
働16時間）」、Ｂ管理棟　受付・防災センター土日祝日を除く平日7
時00分～19時00分（12時間拘束12時間実働）と修正しすることが
明確と考える。
警備体制については労働基準法に基づく休憩時間が確保できる
人員を配置できるものとする。

別紙4:施設警備保安等業務一覧表により、警備保安業務及び受
付業務の人員が把握できるものと考えますが、入札説明会での
詳細説明或いは入札公告後の質問等にて対応致します。

無

14 資料「別
添2（特
記仕様書
3･Ｐ
57）」

施設警備保安等業務・共通仕様書3（動物衛生研究所）
3.業務内容(4)従事者等1)

･警備員は常時2名以上の体制（24時間体制）とあるが、24時
間常時2名配置とする場合は毎日3名以上の警備員の配置が必
要となるので、管理棟受付室においては「警備員は、休憩等
の時間においても常時1名以上が業務を実施できる体制････」と修
正したほうが理解しやすいと考える。

上記№13の回答のとおり。 無

15 資料「別
添2（特
記仕様書
4･Ｐ
63）」

施設警備保安等業務・共通仕様書4（農村工学研究所）
3.業務内容(1)受付業務2)業務方法①

･受付業務の業務時間は、8時15分から17時30分とあり労働基
準法に基づき業務を行う場合、2名での実施が必要となること
からも
「①業務時間は、平日の8時15分から17時30分（拘束9.25時間・
実働9.25時間）」と修正することが明確と考える。

№13の回答のとおり。 無

16 資料「別
添2（特
記仕様書
6･Ｐ
82）」

施設警備保安等業務・共通仕様書6（農業生物資源研究所）
3.業務内容(1)受付業務3)業務時間

･業務時間が、8時00分から18時00分とあるが、休憩時間がな
いので2名での勤務が必要となるので、「平日の8時00分から
18時00分（拘束10時間・実働10時間）」と修正することが明確と考
える。

№13の回答のとおり。 無

17 資料「別
添2（特
記仕様書
6･Ｐ
82）」

施設警備保安等業務・共通仕様書6（農業生物資源研究所）
3.業務内容(1)受付業務3)業務時間

･本部地区については来年度に新棟が完成し、巡回箇所が増え
るため30分程度の巡回時間延長が予想される。その為、本部
地区においては18時00分～9時00分（15時間拘束10時間実働）の
夜間常駐警備とし、その中で巡回を行うものとしたほうが警戒レベ
ルの強化につながると考える。

№13の回答のとおり。 無

18 資料「別
添2（特
記仕様書
6･Ｐ
82）」

施設警備保安等業務・共通仕様書6（農業生物資源研究所）
3.業務内容(2)巡回警備業務2)人員

･2名以上の警備員による巡回で行うこと。（本部地区及び農
環研地区1名以上、大わし地区1名以上）と標記されている
が、「巡回中、緊急事態に対応できる様、本部地区及び農環
研地区、大わし地区それぞれの地区を別々に１名以上にて２
班で実施すること。」と修正したほうが理解しやすいと考え
る。

№13の回答のとおり。 無
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NO 該当頁等 意見・要望の該当箇所 意見内容および理由 回答（案） 修正の有無
19 資料「別

添2（特
記仕様書
7･Ｐ
105）」

施設警備保安等業務・共通仕様書7（農業環境技術研究所）
3.業務内容(5)従事者等1)①及び2)③

･従事者の要件として、普通救命講習Ⅰ以上を終了した者とし
ているが、救命講習の内容は、国際的ガイドラインに基づき
「救急蘇生法の指針」により実施されており、現行の2010年
指針に基づいた内容は平成24年5月以降に実施されていること
からも「最近1年間に普通救命講習Ⅰ以上を修了した者」とす
ることが望ましいと考える。また、同講習修了証明証の写し
を提出させることが望ましい。

ご意見によることが望ましいと考えられますが、要件の解釈に
齟齬が生じない範囲において、現行によることとします。

無

20 資料「別
添2（特
記仕様書
7･Ｐ

105）」

施設警備保安等業務・共通仕様書7（農業環境技術研究所）
3.業務内容(5)従事者等2)②

･受付従事者の要件として、外国人への対応が十分可能である
こととしているが、技術水準の維持と公平性から、その能力
を証明するものを提出させることが必要であると考える。

例：英語検定2級以上又はTOEIC６００点以上若しく1年以上の
受付経験がある者

外国人外来者に対する案内（研究者との取り次ぎ）が主であ
り、日常英会話程度の能力を有していれば、その能力を証明す
る書類の提出の必要はありません。

無
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