
 平成２８年９月２８日（木曜日）農林水産省第２特別会議室

 戸塚 輝夫(公認会計士) 玉木 雅浩(弁護士)

 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２８年４月１日～平成２８年６月３０日

５９４件 うち、１者応札案件 １１０件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ９件

９件　 うち、１者応札案件 ９件

（抽出率2％） （抽出率8％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ６件

（抽出率67％）
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契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

　０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 ０件
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抽 出 案 件

標準型プロポーザル

その他の随意契約
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業務

一般競争

指
名
競
争

公募型競争

簡易公募型競争

その他の指名競争
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簡易公募型プロポーザル

第３５回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

指
名
競
争

公募型指名競争

工事希望型競争

その他の指名競争



一般競争 　４件　 うち、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 ４件

指名競争 　０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 ０件

随意契約（企画競争・公募） 　４件　 うち、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 １件

随意契約（その他） 　１件　 うち、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

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

特になし

事務局：大臣官房予算課会計指導班

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

物品・
役務等

抽
出
案
件
内
訳

（特記事項）

［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

別紙のとおり委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回答等

別紙のとおり
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第３５回入札等監視委員会 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

意見・質問 
 

回答等 
 

物役・随２５８ 平成 28 年度「知」の集積

による産学連携推進事業のうち知的財産の

技術移転加速化事業及び産学連携支援事業 

 

この事業は、今年限りなんでしょうか。そ

れとも今後ずっと長く続くものなんでしょ

うか。 

 予算要求では来年度も引き続き要求させ

ていただいており、事業を継続する予定で

す。 

 そうすると、次回からはより多くの応募者

が増えるようにしていただければと思うん

ですが、今回、実質10日間ぐらいしかなかっ

た公告期間を具体的にどれぐらい長くすれ

ば応募してみようかという企業が増えると

想定されていますか。 

 具体的に何日間が妥当なのかというのは

非常に難しいところですけれども、一般的

なことで言いますと、予算の概算決定が毎

年 12 月末ごろですので、それ以降の公告に

なると思います。そうすると、翌年度当初

に契約するまで約３か月間ほどの期間があ

りますが、その間に様々な検討をしつつ、

少なくとも今年度の開庁日で10日間の公告

期間よりは長く設けることを前提に考えて

おります。そのためには、応募内容を審査

する前に外部の評価委員を委嘱したりしま

すので、そういった方々と綿密に事前打合

せをするなどして、日程調整をうまくしな

がら対応していきたいと考えています。 
 説明にありましたコーディネーターとい

うのは、具体的には研究者とか技術者の方々

を想定されているということでしょうか。 

 はい。コーディネーターの方については、

今年度の契約相手方から提案のあったリス

トがありまして、お手元の資料59ページに

はそれぞれの方の所属等、60ページからは

個々の方たちの経歴等々になりますが、基

本的には農林水産・食品分野の知見に長け

ている方を想定しています。 

ただ、先ほど申しましたように、今後、

様々な分野との連携を考えるときに、農林

水産・食品分野だけではなく、例えば工業

分野とか薬学分野とか医学分野とか、そう

いった分野の方たちの知見とか、様々なネ

ットワークを生かせる等々を想定していま

して、非常勤の方も含めて全国に100名程度

を配置するということを考えております。 

 抽象的に高度な専門的知見と言っても、レ  コーディネーターの方たちのレベルと言
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ベルと言うと、言い方がちょっと失礼かもし

れませんけれども、国内で限られた人数しか

いないような方々なのか、あるいは、そこま

でいかないのかという、そのあたりのレベル

感がこの仕様書だけだと見えてこないよう

な気がします。業者が仕様書を見たときに、

うちでは無理だと思っても、実はそんなレベ

ルの高いものは求めてなかったみたいなこ

ともあるのかなという気がするんですけれ

ども、そのあたりの工夫というのはいかがで

しょうか。 

ったら失礼かもしれませんけれども、どう

いったことを我々が求めているかというこ

とにつきましては、提案する業者の企画提

案の中で、先ほど述べたリストがあります

ように、こういった方たちを我々はコーデ

ィネーターとして配置することができま

す、非常勤の方を含めていろいろな方面に

対応できますといった提案を受けて、その

中で優位なもの、点数の良いものという形

で考えておりますので、むしろそういった

点については企画提案という形で、業者の

提案内容によって、外部も含めた審査委員

の方に審査をしていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 そうすると、まず募集をかける段階では特

にレベルを絞らずに広く募っているという

理解でよろしいでしょうか。 

 はい。 

 今回契約相手になったコンソーシアムの

代表機関の公益社団法人農林水産食品産業

技術振興協会というのは、本日この後の審議

案件でも何件か出てきます。この組織体は農

林水産の出身者の方も４名ほど役員として

いらっしゃるらしいですが、そもそもこの組

織体というのはどういう趣旨の目的でつく

られて、どういう活動をされている組織体な

んですか。 

 この組織につきましては、農林水産・食

品分野における試験研究及び革新的な技術

開発とか、情報交流の促進に関する支援等

を総合的に行うことを目的に活動していま

す。24年２月に、農林水産先端技術産業振

興センターと、もう一つの社団法人農林水

産情報協会が合併し、その後新公益法人制

度改革により平成25年４月１日に公益社団

法人に移行して、内閣府の所管という形に

なっている団体でございます。 

こちらに４名、国家公務員のＯＢの方が

いると記載していますが、常勤は１名でご

ざいまして、残りは非常勤職員になります。 

 そうしますと、この組織体というのは、農

林水産にかかわる一つのテーマが決まると、

人々を集めて組織化して動くという組織体

で、常時、職員がいる組織体ではないんです

か。 

 常時も数名の職員はいます。今回のこの

事業としては、全国にコーディネーターを

配置するということもございましたので、

全国のＮＰＯ法人等と連携し、コンソーシ

アムを組んで、同協会が代表機関として応

募しています。この組織自身としては、常

勤職員もいて、農林水産の情報発信とか、

様々な知的財産関係の分野の知見を有する

者を配置しながら、常勤・非常勤職員で対

応している組織でございます。 
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 そうしますと、本日２件目の審議案件は契

約金額が３億円ぐらいの大がかりなプロジ

ェクトですけれども、そういった案件に手を

挙げることのできる組織体というのは、そも

そも日本には幾つかあるものなんですか。 

 日本にどれだけ存在するかということは

即答できないですが、今回１者応募になり、

応募しなかった理由等について電話で聞き

取り調査をした際もシンクタンク系の業者

やコンサルティング会社といったところを

想定して調査していますので、そういった

業種の中に受注できる業者があるのではな

いかとは考えています。但し、日本全国に

どこにどういうふうに存在しているのかと

いうことまでは把握していないとのが現状

でございます。 

 そうしますと、農林水産省の立場から言う

と、大手のコンサル会社なんかもこういう契

約についてそれなりに対応できるというこ

とを、ある意味では想定していたということ

でよろしいんですかね。そして、たまたま今

回は１者応札だったということですね。 

 はい。 

物役・競１７４ 平成28年度及び平成29年度

農林水産業･食品産業科学技術研究推進事業

における研究成果の普及状況把握･分析調査

等に係る業務委託事業 

 

 251ページの過去３か年の入札契約状況で

すけれども、平成24年度と25年度はそれぞれ

単年度の契約だったということでしょうか。 

 はい。市場化テストの導入前でしたので、

単年度で契約をしていました。 

 予算というか参考見積額を見ると、24 年度

が●●円で、25 年度が●●円、そして、26、
27 年度が前の２つを足したのよりも多い●

●円と、だんだん増えている状況ですけれど

も、当初からこのような見込みの下に行われ

ていた事業なんでしょうか。 

 今回の業務内容で、一つに審査、あるい

は、採択された課題の管理等がありますが、

対象となる課題の数によって積算が大きく

違ってくるところがございますので、その

影響かと思います。 

 そうすると、当初から、例えば平成 24 年

度から 28 年度、あるいは、その先まで、大

体この年度はどのぐらいかかるみたいな事

前の見積りの下に進めてきたという感じで

はないんですか。 

 平成 24 年度、25 年度とちょうど事業が組

み替えになった時期でして。本事業には３

つのステージがあり、平成 24 年度は実用化

ステージの部分だけの事業を実施していま

して、それとは別事業で基礎・応用部分を

実施していました。それを組み替えて一緒

になったという経緯から金額が大幅に増額

しているという事情がございます。 
 わかりました。それは合理的な理由という  契約が基礎から実用化までの各ステージ
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か、組み替えて事業規模を大きくしたほうが

より効率的なのか、あるいは、内容が高度に

なるとか、そういった配慮なんでしょうか。 

において途中で切れて応募し直さなればな

らないことになると、研究者の応募資料を

作成する負担が増えることや、採択になっ

てから契約し、研究が始まるまで２、３か

月要してしまうということがありますの

で、優秀な課題については、基礎から実用

化までずっと継続して事業を実施できると

いうメリットがあります。 

 私がお伺いしたのは、先ほどロットが大き

いという話があったので、もう少しロットを

小分けすると言うと変ですけれども、そうい

った方法もあるのかなと思った次第ですが、

それよりは今のやり方のほうが合理性があ

るとお考えだということでよろしかったで

しょうか。 

 はい。 

 前の案件もそうでしたが、目的は非常に広

範囲にわたっていて、専門性が高いので、ほ

かの業者が入札に参加するというのは実質

難しいと思うんですね。結果的に、成果を上

げようとすればするほど、１者応札になって

しまうというような傾向になってしまうと

思うんです。 

 公示期間を長くしますということで前の

案件はお答えいただいたんですが、本件の場

合は公示期間を長くとっても結果的に１者

応札だったということであり、公示期間の延

長では１者応札の根本的な改善策にならな

いのではないかと思います。 

 先ほどご説明いただいたように、例えば研

究が途中で切れると、せっかくの成果が途中

で分断されてしまうというようなデメリッ

トというのはわかるんですけれども、研究テ

ーマごとに分けるなどして事業を区分する

とかいうのはできないのかなと思います。 

というのは、252ページの今回入札に参加

しなかった業者へのヒアリングにおいて、

「自社で対応できる業務が一部のみであれ

ば受託したい」とか「参加したかった」とい

うような声が結構あります。そういうことを

考えると、これをヒントに何か打開策は見つ

 今回この事業は１者応札になっています

が、自社で不得意な部分を別の会社と組ん

で参加することもできるようになっていま

して、実際に24年度から開始して、25年度

には２者の応札があった経緯がございま

す。 

 また、今ご指摘のあったように事業を分

けることができないかということについて

は、市場化テストの導入にも関係しますが、

共通部門があるということもありますの

で、分ければ分けるほど、国の予算がかな

り限られている中で、分けるとどうしても

コストが上がってしまい、効率性が悪くな

るということもございます。そういったと

ころがあるので、今の形が一番ベストだと

いうふうに認識しているところでございま

す。 
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けられないものかと思うんですけれども、そ

れは難しいのでしょうか。 

 24ページに研究の推進事業ということで

事業概要が出ていまして、研究期間が左のほ

うから３年、３年、５年と書いてございます

けれども、これは先ほどの２年間の契約とい

うのとどういうつながりになるんですか。 

 この事業全体としては、農食研究推進事

業という研究事業が主体ですけれども、そ

のうちの採択あるいは進行管理、それから

終わった後の普及状況の調査ということ

で、どちらかというと研究ではなくて、そ

れを進めるための業務の委託が今回の事業

になっています。24ページの上の図は基本

的に研究の流れを説明させていただいてい

るものでございます。 

 そうすると、企画が軌道に乗ればこういう

プロセスで、３年、３年、５年という形の中

で研究が推進されていくということなんで

すか。 

 どのステージからでも応募ができるんで

すけれども、例えば事業終了後の事後評価

等において、一部の優秀な課題については、

予算の範囲になりますけれども、次の発展

用ステージ、あるいは、直接実用化ステー

ジに行っても構わないんですけれども、そ

ういった形で次のステージに進めるという

システムにはなっております。 

 その場合の予算はついているんですか。  ついています。この業務を含めまして全

体で28年度は32億円です。 

 それが11年間かかる予算の話になるんで

すか。 

 それは28年単独で32億円ということで

す。 

 そうすると、11年間とりあえずはそういう

予算をつけながらこの事業が推進されてい

くというイメージなんですか。 

 別に11年間実施するというようにはなっ

ていません。前の事業から一部、組み替え

で移ってきたものもありますので、最大で

11年間というか、９年ですかね。５年とい

うのは、育種事業のみになりますので、最

大でいくと大体９年という可能性があると

いうことです。 

 イメージ全体としては３年、３年、５年か

３年というイメージがあって、それについて

２年間の中で企画を確立させて、それが事業

として推進されるというイメージで、その２

年間の企画をつくったということですか。 

 先ほど述べましたように、この業務内容

と研究とは別です。研究の方はこういうイ

メージの形になるんですけれども、２年間

というのは、先ほどありました市場化テス

トのほうで、民間企業が参加しやすいよう

にということで、複数年契約をしなさいと

いう方針がありました。単年度よりも複数

年にしたほうが、人を雇う場合、あるいは、

投資がしやすいだろうということで複数年
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契約にしております。 

 ちょっと分かりにくいところで、私もどう

いうふうに聞いていいのかわからないので、

見当違いの質問をしたかもしれないです。 

それから、もう１件ですが、251ページの

過去３年の中で、平成24年度は随意契約をし

ようとして不落で随意契約になったと。こう

いうプロジェクトというのは、一般競争とは

言いながら、なかなか手を挙げてくれる人が

いなくて、最後は随意になる可能性がかなり

高い、難しいプロジェクトだということです

か。 

 難しいというか、専門性のある方が必要

だということがありますので、あらゆる人

ができるというわけではなくて、ある程度

限られるんだろうという認識は持っていま

す。過去、２者以上の応札となったのが１

回だけで、それ以外は入札の説明を聞きに

は来ていただけるんですけれども、入札に

参加はしていただいていないというところ

がありますので、ある意味ではそういう部

分があるんだと思っています。 

物役・競２１２ 平成28年度食料生産地域再

生のための先端技術展開事業における研究

課題の進行管理調査等に係る業務委託事業 

 

 今回の審議案件において図らずも３件と

も同じ公益社団法人農林水産食品産業技術

振興協会が応札した案件を選ぶことになり

ました。今までの２件のご説明を伺うと、メ

リットを重視すると、どうしてもこういう専

門性が高い業務に対して総合的に対応でき

るところしか応札ができないということ。そ

のことは十分わかるんですけれども、農水省

出身の方も４名再就職されていたりとか、公

益社団法人ということで、国民の目から見る

と内輪でやっているというふうに見えてし

まうのです。 

 59ページには入札に参加しなかった業者

へのヒアリング結果ということで、問６に対

して、「過去の成果報告書を見せてほしい」

とか「委託ではなくて請負にしてほしい」と

か、いろいろな要望の回答を書かれていらっ

しゃいますが、このうち適用できるもの、次

回以降導入できるものというのは、どれぐら

いあるのか教えていただけますでしょうか。 

 過去の成果報告書については、現状でも

公開しています。ただ、前年度の受託事業

者の委託事業に係る実績報告書について

は、大臣官房のほうで保管しているんです

けれども、個人情報等ございまして公開が

できない。これを見れば、新規参入者であ

っても予算の積算が一発でできてしまうん

ですけれども、逆にそれは昨年受託した事

業者のノウハウでもございますので、そこ

はやはり難しいのかなと思っているところ

でございます。 

また、請負にするという希望がございま

したけれども、委託事業ですと、不用額が

あった場合は国に返還しないといけないん

ですが、請負ですと返還しなくてもいいこ

とになっており、このあたりの制度につき

まして、我々としては本事業を含めた大枠

の事業全体が委託事業で予算を確保してお

りますので、請負にするということはちょ

っと難しいのかなと思っているところでご

ざいます。 

 ということは、ここに書かれている12件の

業者の意見のうち、あまり反映できるところ

は残念ながらないということですね。 

 自由意見とともに、問５にも重要なご指

摘をいただいていると我々は思っていま

す。２ページ目のところにも書いたんです
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が、予算額、事業の規模をつかむのが難し

いと。これは新規参入者にとっては大きい

課題だと思いますけれども、我々の説明と

か仕様書にも従来から課題があったのでは

ないかなと考えておりまして、ここはしっ

かりと改善していきたいと思っているとこ

ろでございます。 

 業者にとって何かヒントになるようなこ

とを。 

 そうですね。予算の積算につながるよう

な情報を提示していかなければならないと

考えております。 

 そうですね。それがあまり過度になると逆

の意味でよくないと思いますので、一般の人

から見ると民間もたくさん応募していける

んだなというような形で努めていただけれ

ばと思います。 

 はい。 

物役・随３２０ 平成28年度人工林に係る気

候変動の影響評価委託事業 

 

 仕様内容の要求のレベルが非常に高いと

いう話なんですけれども、具体的にいわゆる

大学の先生というか、研究者の方が中心にな

らないとできないことなんですかね。 

 研究なので大学や研究所が中心となる。

例えばこの課題については気候変動の影響

を調べることから、気象や気候、森林の生

育とか、様々な専門分野の研究者が組まな

いとできない課題だと思っています。 

 実際にどういう主体で契約するかは別に

して、いずれにしても提供する役務を実際に

生み出す方というのは、研究者なりそういう

専門性のある個人の方々じゃないですか。そ

ういった方々がつくり上げたものを納品す

るイメージですよね。 

 納品するのは受注した研究グループで

す。森林総研を中心として、信州大学や岐

阜大学等で形成されており、それぞれの研

究成果をまとめたものを成果として受け渡

していただくことになります。 

 そうすると、ざっくばらんにこの業務を実

際にできる研究者の方々というのは、全国に

大体どれぐらいのオーダーでいらっしゃる

のか。10人ぐらいなのか、100人ぐらいなの

か、もっといっぱいいらっしゃるのか、その

あたりの想定というのはされていますでし

ょうか。 

 気象学や森林の生態等いろいろな分野が

組んで、それを総合的に実施するというこ

とを前提にしているので、具体的に個人が

何人かを回答するのは難しいです。 

 なるほど。  ある程度調べようと思ったら、気象学会

や森林学会等に所属する研究者の数を拾う

などすれば、およそどの程度の研究者がい

るかというのは把握できると思うのです
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が。 

 何でこんなことを申し上げたかというと、

例えば全国で数人ぐらいしかこの業務をで

きる人はいないということであれば、これは

もうどうしようもない、どうしようもないと

いうか改善策も何も恐らくとりようがない

と思うんですね。これはちょっと特殊な案件

だと思うので、今後の改善というのは当ては

まらないのかもしれませんが、似たようなこ

とでもし改善策を考えるのであれば、例えば

100人ぐらい実際にそういう方がいらっしゃ

ったらどうなのかとか、そういったことを想

定されるのもいいのかなと。 

 これは質問というか、意見になってしまい

ますけれども。 

 ありがとうございます。 

物役・競１９５ 平成28年度東アジア包括的

植物品種保護戦略委託事業 

 

 １ページの契約状況別審査カテゴリーの

ところに、この案件は新規案件となっており

ますよね。これは今年からの案件なんです

か。というのは、85 ページを見ると過去３か

年間の入札・契約状況の実績が記入されてい

ますので、どちらか間違っているのではない

かと思ったんですが。 

 １ページ目で新規案件と位置づけている

のは、東アジアフォーラムに関する委託事

業は確かに継続しているところですが、審

査制度に対するいろいろな技術的支援の内

容であったり、あるいは、東アジアフォー

ラムに 13 か国が参加しておりますけれど

も、支援を行う国が 13 か国のうちの例えば

３か国であったときに、その３か国がそれ

ぞれの年によって違っていたり、そのよう

なこともありまして、内容的にその年によ

って変わってくるという意味合いで、新規

案件にチェックを入れております。 
 その辺のところは私どもにはわからない

ので、85ページに記載された25年度から27年

度の続きだと思ってしまいます。過去３か年

間の入札状況はこうだったんだけれども、今

年はこうだったというふうに。新規案件なら

過去の実績の記入は不要ですし、どちらかに

統一していただいたほうがいいと思います。 

 基本的に継続事業であることは確かなん

ですね。新規案件にチェックしているのは、

昨年の 10 月に当省の組織再編がありまし

て、委託事業等はそれまで各局で契約して

いたんですけれども、今は大臣官房の傘下

で一元的に契約していることになっていま

す。そういう面で言うと大臣官房予算課に

おいて事前審査するのは新規ということで

取り扱っています。ちょっと整合性がとれ

ていなくて申し訳ないですけれども、本事
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業は新規案件ということで審査をしており

ます。 
 継続的な事業であれば、本件についても、

例えば複数年契約みたいなことを考えると、

先ほど１者応札となった原因分析の中で、

「今回受注できたとしても、次年度以降受注

できないリスクがある」と説明されていまし

たが、そういうところが少し軽減されるのか

なとも思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

 内容につきましては、どのような内容の

協力事業を実施したかにより、翌年度の事

業内容も変わってくるということもござい

まして、複数年契約を行うことはなかなか

難しいと考えているところです。 

 １ページ目の事業概要に「各国で適切に保

護されるため」と書かれていますが、日本で

新しくつくった品種が他国において勝手に

まねされて、勝手に流通しないように、お互

いのノウハウの権利を保護しようと、そうい

う意味なんですか。 

 このＵＰＯＶ条約というのは、新品種を

開発した育成者の権利を守るという、特許

権みたいな、知的財産権なわけですけれど

も、そのＵＰＯＶ条約に基づいていれば、

今おっしゃられたように育成者権がそれぞ

れの国で同等のレベルで保護されることか

ら、ＵＰＯＶ条約への加盟促進を進めてい

るということでございます。 

物役・随５６ サービス産業の生産性向上調

査（外食・中食産業の生産性向上推進事業）

のうち外食産業における生産性向上のため

のコンサルティング事業 

 

 １ページ目の真ん中あたりの契約内容で、

再就職役員数は、漢数字の「一」ではなくて、

「０」人ということですよね。 

 「０」でございます。 

 他の案件との並びで表記が混在している

ので、どちらかに統一していただければわか

りやすいと思うんですが。 

 「０人」のほうに統一させていただきま

す。 

 今日これまで審議した専門性が高い案件

に比べると、複数の業者が応募して参加でき

そうな案件ですが、応募しなかった理由等の

アンケートに答えてくださった業者はどう

いう業種なんでしょうか。 

 コンサルティングを実施している業者で

すとか、総合研究所が対象になっておりま

す。 

 大手の外食産業は自分のところで効率よ

く仕事ができるようなマニュアルを持って

いますけれども、そういうものが自分のとこ

ろで作れないような中小の外食産業等につ

いて、それをある意味では援助するために農

林水産省のほうでマニュアルを準備したい

 そういうことでございます。プロジェク

ト全体は、内閣府の予算を農水省が支出委

任を受けて事業を実施しているんですけれ

ども、サービス産業の生産性向上について

は、主にこういった外食・中食の分野と小

売り、宿泊、介護、道路貨物運送業の５分
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と、そういう趣旨のプロジェクトということ

ですか。 

野を重点的に政府全体で取り組んでいると

ころでございます。 

おっしゃるとおり、外食・中食というの

は中小企業が大層を占めておりますので、

ターゲットとしては、中小企業の生産性向

上の余地がたくさんあるところをターゲッ

トにしてやっていきたいと思っております

けれども、大企業であってもその課題とい

うのはございますので、大層別に分けて取

り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

物役・競１７９ 平成28年度緊急時ワクチン

等流通体制構築委託事業 

 

 23 ページの事業者に対するアンケート結

果のところで、「農林水産省のウェブサイト

の体裁が変わりましたが、これによって調達

情報の所在がさらにわかりにくくなりまし

た」とありますけれども、もともとわかりに

くかったところにさらにということ。何か対

応方法はございますか。 

 今年、ホームページをリニューアルして、

調達情報のアクセス先に業者がまだ慣れて

ないということもあってちょっと見づらく

なっているというお声は聞いているところ

でございます。それは、ホームページを所

掌しているところと調整しながら、改善を

図りたいと思います。 
 個人的な雑感ではありますが、ウェブサイ

トというのは体裁を変えたら前よりわかり

にくくなったと当初は大体皆さんおっしゃ

ると思うので、それは慣れの問題かなとも思

います。 

 

物役・随５８ 牛肉トレーサビリティ業務委

託事業(DNA 鑑定照合用サンプル採取） 
 

 これはいつから実施しているんですか。  事業自体は平成15年度からやっておりま

す。 

若干補足いたしますと、平成 15 年度から

17 年度までの３年間は、事業開始当初とい

うことで、設計等もありましたので、随意

契約でやっておりました。そして、18 年度

から24年度までの７年間は一般競争入札と

いう形で実施しましたが、全て１者応札だ

ったという事情もございまして、25 年度と

26 年度は改めてまた随意契約に戻したんで

すけれども、透明性の確保、それから、新

規参入できる可能性のある方を排除すべき

ではないという考え方に基づきまして、27
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年度から公募形式をとらせていただいてお

ります。 
 それだけ長く実施している事業なので、入

札参加できる業者の調査はもうちょっと早

くやっていただければよかったという印象

があります。ぜひ早く始めていただければと

思います。 

 はい。 

 これは１頭１頭トレースするんですか。  これは照合用サンプルと言いまして、元

になるサンプルは全て確保します。しかし

ながら、実際にトレースする、それから、

照合するというのは、市場から当省の職員

が買い上げたものだけでございます。 

 なるほど。  ただ、元の試料は全てとっております。 

 元の試料は１頭１頭。  はい、そのとおりです。と畜場から全て

１頭１頭からとるということでございます

ので、不測の事態等が生じた場合にも全て

対応ができるという形になっております。 

物役・随３４５ 平成28年度水産防疫対策委

託事業（養殖衛生管理技術者の養成） 

 

 （特段意見なし。）  
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