
 平成２８年１２月１６日（金曜日）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７月１日～平成２８年９月３０日

１８９件 うち、１者応札案件 ３４件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ８件

８件　 うち、１者応札案件 ８件

（抽出率４％） （抽出率２４％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ３件

（抽出率３８％）

　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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　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

抽 出 案 件

標準型プロポーザル

その他の随意契約

随意契約
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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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契
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簡易公募型プロポーザル

第３６回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要
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一般競争 　３件　 うち、１者応札案件 ３件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ３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） 　２件　 うち、１者応札案件 ２件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

随意契約（その他） 　３件　 うち、１者応札案件 ３件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０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。
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抽
出
案
件
内
訳
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［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３６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・競６４ 平成 28 年度農業経営法人化

等全国推進委託事業 

 

 業務の分量が多く、多岐にわたっているこ

とから、今後の１者応札の改善策として、共

同事業体での参加を認めることを検討する

とのことですが、他の対応として、例えば業

務を分割するといったことは検討しなかっ

たのでしょうか。 

 事業を分けて発注することも検討しまし

たが、例えば事業を２つに分けたときに片

方には入札参加者がいても、もう片方には

業者が参加しないとなると、一部分ではあ

っても、１者応札が残ってしまうことも考

えて、他の事業者に幅広く周知し、事業を

分割することなく引き受けてもらうことを

前提に、１者応札の改善策を検討してみた

ところです。 
 ３つの業務内容のうち相談体制の整備に

ついては、税理士や公認会計士など、いろい

ろな専門家をそろえて農家から相談を受け

られるような窓口をつくるということだと

思いますが、複数の応札があって、（公財）

日本農業法人協会が来年度応札できなかっ

たとすれば、また新しく窓口をつくらないと

いけないわけですよね。そうすると、１者応

札を改善するという意味ではいいと思いま

すが、農家や受託業者の立場からすると、同

じことを繰り返すような感じがしますがい

かがでしょうか。 

 相談体制の整備に係る業務は、具体的に

は税理士や専門家の方、あるいは民間企業

で農業関係のサービスを行っているような

損保会社の方などにも参画いただいて、そ

れぞれ専門分野の質問があった場合には協

力して対応していただくという仕組みとし

ていますが、今年度受託した（公財）日本

農業法人協会に相談対応の手順やマニュア

ルを作成してもらいました。また、ホーム

ページ上での相談受付も実施しており、来

年度以降に別の業者が受託してもそのまま

引き継げるような形で整備しています。 
 ということは、専門家のメンバーはそのま

ま移行するということですか。メンバーはそ

のままで、窓口だけが変更するということで

しょうか。 

 現在のメンバーの任期は１年ということ

で参加してもらっていますが、来年度以降

も引き続き同じようなメンバーに参加して

いただけるものと思って組んでおります。 
 先ほど説明があったのは、マニュアルを整

備することによって、専門家が交代したとし

ても対応できるようにしているという意味

でよろしいですか。 

 マニュアルはどういう手順で相談を受け

て、それに対してどのような形で対応する

かといった手続面について整理していま

す。実際に相談に対応する専門家について

は、そのまま来年度以降も同じメンバーの

方に行っていただこうと考えているもの

の、任期が１年で来年度また募集するため

メンバーが変わるかもしれませんが、仕組

みとして専門家の方に対応いただくという
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ことは、引き継ごうということでやってい

ます。 

 委員のお考えは、結局マニュアルさえきち

んと作成して、専門家であれば誰でも対応で

きるというのであれば、それでよろしいとい

うことでしょうか、それとも同じ人でないと

困るということでしょうか。 

 

 当年度の結果が来年度以降も引き継がれ

る体制ができていれば問題ないと思います。 
 

 採点集計表は合計点だけが書いてありま

すが、採点項目別の内訳がわかる明細はある

わけですよね。 

 はい、あります。 

 今回は間に合わないかもしれませんが、次

回それを我々委員にご提示いただけますで

しょうか。 

 わかりました。事務局とも相談して、他

案件についても今後統一的に添付する方向

で考えたいと思います。 

 これまでも大抵の案件で添付していただ

いていたので、よろしくお願いいたします。 
 

物役・随６７ 平成28年度フードバリューチ

ェーン構築推進事業（うちアジアにおける二

国間事業展開支援委託事業） 

 

 共同事業体での応募が可能となっていま

すが、関心を持ちながら結局応募できなかっ

た業者に対するアンケート結果では「２者で

組んで業務を分けられるならいい。」とか、

「業務内容を分割できればいい。」といった

要望が書いてあります。これは、この業者が

勘違いをされているのか、それとも農水省の

説明が不十分だったのか、どちらでしょう

か。 

 電話によるヒアリングの感触ですと、共

同事業体で応募可能ということはご理解を

いただけていたようでした。ただ、例えば

共同事業体を組みたかったけれども、パー

トナーになるロジを担当する企業が見つか

らなかったというか、相手側に断られてし

まったという理由で組むことができなかっ

た。あるいは、事業を分割してもらえれば、

相手方を探さなくても自社で受けられると

いうことでございました。 

 では、共同事業体による応募が可能なこと

は承知した上でということですね。わかりま

した。結構です。 

 

 執行調書には不落随契によって結局（株）

大和総研等による共同事業体に決めました

ということが書かれていますが、この前に不

落随契に至った入札の経緯が書かれた執行

調書もあるわけですか。 

 次ページにある縦書きの、これが当初の

入札執行調書になります。 

 この様式の調書で実施したのですか。  そうです。総合評価落札方式の場合の入
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札執行調書の様式は通常と少し異なってお

り、評価点を記載しなければならないので、

この様式を使っています。 

 そうしますと、入札時から（株）大和総研

等による共同事業体１者だけが応札してい

たけれども、結局３回入札しても落札せず、

最終的に不落随契の形となったということ

でよろしいですか。 

 はい、そうです。 

物役・競９５ 平成28年度有害化学物質リス

ク管理基礎調査委託事業（惣菜及び冷凍食品

中のトランス脂肪酸含有実態調査） 

 

 平成26年度は４者が応札されていますが、

当時、AOCS Ce 1j-07の指定はなかったので

しょうか。 

 当時も指定はありましたが、公示時期が

かなり早かったこともあり対応できたのか

と考えています。 

 そうしますと、AOCS Ce 1j-07を扱える機

関がほとんど１者しかないというような状

態ではないということですね。 

 はい。原理的には他の受託機関が行って

いる分析と使用する機械などは同じです

が、分析上の条件や細かい試薬とか機器な

どが違ってきますので、十分な期間があれ

ば、その準備ができるものと考えています。 

 １者応札の改善策として、分析機関への説

明会の中で、外部精度管理の実施を働きかけ

るとのことですが、外部精度管理の実施は、

とてもお金がかかるといったものではなく

て、その時期に説明だけ受けておけば、どの

業者であっても比較的容易にできるものな

のでしょうか。 

 外部精度管理というのは、その分析機関

が分析をしている値がある程度妥当なもの

かどうかを第三者的に調べるために、ある

第三者が同じような試料を複数の分析機関

に配り、その結果の範囲が確からしいとこ

ろに入っているかという成績を返すという

ような形になっています。もちろんそのた

めには実施する第３者機関に対して費用を

支払うことになりますので、コストはある

程度かかります。 
 当省では、当該のトランス脂肪酸を含め

まして、今後５年間で実施対象とする有害

化学物質を公表していますし、優先的にリ

スク管理をする化学物質というのも公表し

ていますので、それらの化学物質について

は当省で調査をする可能性が高いというこ

とで、もし受託をする見込みがあれば、外

部精度管理を実施していただきたいと説明

しています。 

 わかりました。では、外部精度管理を理由  ２者のうち１者は過去に本事業を受託し



 
-  - 

4 

に入札に参加しなかった２者は、その情報を

知らなかったため実施していなかったとい

うことでしょうか。 

た実績があります。 

 改善策にも挙げていますが、外部精度管理

を実施してもらわないと入札に参加できな

いことを、かなり前倒しでアナウンスしてい

ただければ、複数の入札参加者が出てくると

思いますので、徹底していただければと思い

ます。 

 わかりました。 

物役・随８ 平成28年度有害化学物質リスク

管理基礎調査委託事業（水産物中のダイオキ

シン類の含有実態調査） 

 

 応募しなかった業者へのアンケートで国

や自治体のバックアップがない状態での試

料入手が困難だったことを応募しなかった

理由に挙げている業者がありますが、事前に

農水省でそういうことを想定されなかった

のでしょうか。 

 実際は、県に対して調査協力の依頼はし

ていたところですが、そのことを仕様書に

記載していなかったので、応募しなかった

業者からはバックアップがないのではとい

う回答をいただいたと考えています。 

 仕様書に書かず、どこには書いてあったの

でしょうか。 

 公には書いたものは出していなかったと

いうことです。説明会でも説明していませ

んでした。 

 それはよろしくなかったように思います

ので、ぜひ改善策を徹底していただければと

思います。 

 はい。 

 アンケート結果の「その他」の欄に１者該

当した旨の記載がありますが、この「その他」

というアンケート結果が、今ご指摘のあった

試料の入手が困難という回答ということで

しょうか。 

 そうです。「その他」のところで自由記

載ということでいただいた意見が、漁協か

らの試料の入手が難しいということです。 

 そうすると、結論的には、３者アンケート

に答えられた中で、複数の者がそのように回

答しているわけでもないということですか。 

 そうです。 

 一者応札事後審査調書の中で、５名中３名

がこの場合は承認されていますが、何名の承

認があればいいという要件はあるのでしょ

うか。 

 入札・契約手続審査委員会の運営要領上、

案件ごとに審査委員を決めていますが、そ

の過半数が出席すれば要件は満たしている

ということで実施しています。 

物役・随７２ 平成28年度食育活動の全国展

開委託事業（食育に関する意識調査） 
 

 応札しなかった業者へのアンケート結果  これは情報提供する側のシステム上の問
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の「その他意見・要望等」に、「参考ＵＲＬ

が文字列になって、リンクしなかった。」と

いう回答がありますが、これは情報提供する

側の問題なのか、受け取る側のパソコンの問

題なのか、具体的にはどういう状況だったか

お分かりですか。 

題だったことを確認しました。 

 事業実施期間が短かったことを応募に参

加できなかった一つの理由として挙げてい

る業者がありますが、同様の調査を何回か実

施しているかと思います。それらと比べても

やはり今回の事業実施期間は短かったので

しょうか。さほど専門的な事業とは思えない

ので、もう少し応募者が多くてもよかったの

ではないかと思いますが、圧倒的に事業実施

期間の問題なのか、あるいは別の問題なの

か。過去の類似案件と比べるとどうだったの

か教えてください。 

 本事業では、調査に基づいてさらに報告

書を出すといった、シンクタンクが行う業

務のようなことまでは求めておらず、実態

ごとにアンケート調査、あるいは対面によ

る調査だけを実施しました。 
ほかの調査との比較は行っていません

が、昨年度までは内閣府で実施していた調

査を、今回は農水省で実施することにしま

して、内閣府が実施していた頃に委託され

た業者にも説明会等に来ていただいたとこ

ろです。その結果としまして、スケジュー

ル等につきましては、実施期間が短いとい

うアンケートの回答をいただきましたの

で、改善策としては、なるべく早く募集を

お示しした上で、事業実施のための準備が

できるように対応すれば応募してもらえる

のではないかと考えています。 

 ぜひお願いいたします。  

 アンケートの実施で１者応募となった原

因を分析した結果として、競争参加資格の等

級が、参加資格と一致しなかったというの

は、具体的にどういう状態だったのですか。 

 Ｂ、Ｃ等級の者を応募要件としていまし

たことから、Ｄ等級の業者からこのような

回答をいただきました。 

 それをそのまま資料に書かれたというだ

けですね。だからといってＤ等級まで拡大す

るという意図を今後考えているというわけ

ではないでしょうか。 

 今年度はＢ、Ｃ等級を参加資格として設

定しておりましたので、次回はＡとＤ等級

も含めて拡大を図りたいと考えています。 

 ただ、等級を拡大すればいいというもので

もなくて、品質管理もございますよね。その

辺は考慮した上で、Ｄ等級までも含めてもい

いかなとご判断されているわけですか。 

 この調査につきましては、全国的に調査

員を派遣して実施することにしていまし

て、当然質問とか、場合によっては苦情も

あるなかで、そういった調査の実施体制が

整っているか事前に証明書を提出いただく

ことにしていますので、それを条件に応募

していただければ品質管理も担保できると
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考えています。 

 そうしますと、単に等級の問題だけではな

くて、たとえ等級が低くても実施体制がある

かないかを判定した上で今後は対応してい

きたいということですね。 

 そのとおりです。 

物役・競８１ 平成28年度種苗産業における

オープンイノベーションの推進委託事業 
 

 昨年度は４月17日に公示を開始されたと

いうことですが、今年度の開始日は７月７日

でしょうか。 

 はい、そのとおりです。 

 公示開始の時期が昨年度とずれた理由は

何かあるのでしょうか。 
 前年度の成果を踏まえまして、今年度ど

のように進めていくべきかについて検討に

時間を要したものですから、少し開始時期

が遅れてしまいました。 

 これは次年度以降も類似の事業を継続す

る予定でしょうか。 
 この事業と他の事業をあわせまして、種

苗産業に関連する事業を大括り化して、そ

の一部として技術的な課題の解決というよ

うな項目で、こういう技術関連の内容も対

象とするような事業の予算要求をしてお

り、このオープンイノベーションのような

内容も対象とはなり得ますが、具体的な中

身については、どういう課題があるのかと

いうことを踏まえて今後の検討次第という

ことになります。 

 そうすると、今回入札に参加しなかった業

者へのアンケート結果で、今回受注できたと

しても、来年度以降受注できないリスクがあ

り、人材の計画的な育成・配置が困難という

回答がありましたが、これに対するフォロー

として、複数年契約というのはなかなか考え

づらいということになるんでしょうか。 

 その年に実施した内容を踏まえて、次に

どういうことを実施するかを検討しなけれ

ばいけませんので、もともと複数年契約と

いうのは、このオープンイノベーションの

ような内容ですと困難ではないかと考えて

います。 

 アンケートにある改善すべき点というこ

とで、企業に求める業務実績の緩和というの

を回答されている方がいますが、これは具体

的にどういう内容でしょうか。 

 これまでに、例えばＤＮＡマーカー育種

ですとか、それに近いような内容の事業な

どを実施したことがあるかどうかを評価す

るに当たって応札者に記載していただく項

目もありますので、そのことを指している

かと思います。 

 それは、本事業の仕様書には出ていないの

ですか。 

 仕様書というよりも、提案書の様式の中

で示されているものでございます。 
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 予め対外的に提示されていたということ

ですか。 

 はい。 

物役・随５ 平成２８年度農山漁村地域にお

ける優良事例等の情報発信業務 

 

 業務内容がウェブサイトをつくって優良

事例を紹介するということですが、何事例ぐ

らい情報を集めることを予定しているので

しょうか。 

 今の想定は、600地区を最大として考えて

います。これから精査、確認等をしていく

ことになりますが、最大600程度考えていま

す。 

 600となると、この予算では厳しいという

意見も何となく気持ちがわからなくもない

ですけれども、実際にこの予算で応札した業

者があるということなので頑張ってもらい

たいと思います。 

 

 アンケート結果に仕様書等の必要書類が

ダウンロードできるようにして欲しいとい

う意見がありますが、これはもうできるよう

になっているけど、業者からみると分かりに

くいようになっているということでしょう

か。 

 電子調達システムというのは、各省共通

でシステムを構築して入札執行する、いわ

ゆる電子入札のシステムになっていまし

て、31年度までの完全実施に向けて各省、

今取り組んでいるところではありますが、

現時点ではまだ電子入札に参加する業者も

まちまちで電子入札ではなくて、紙での入

札で参加する業者が実態として多い。なお

かつ当省では入札室が１つしかなくて、こ

ちらの都合ではありますが、電子入札に仮

に１者が参加して、それ以外が紙での入札

という形ですと、役務関係は特に２回目、

３回目という入札が多々ございまして、そ

のとき落札しないと電子入札をしている業

者に連絡をして、また30分後とか１時間後、

ないしは連絡をとれないと、連絡がとれる

まで紙入札の業者に待ってもらわなければ

いけないという実情がございます。物品関

係のほうは大体１回の入札で落札するとい

う実態もありまして、すでに電子入札を実

施していますが、やはりまだ紙での入札が

ほとんどという状態でございます。ですの

で、電子調達システムの活用というのはま

だちょっと熟成していないということで、

役務関係のほうはまだ実施していません。 

 事情はよくわかりました。意見を書いた業

者は、仕様書等がダウンロードできるように

 電子調達システム上、ダウンロードでき

る機能はありますが、当省では仕様書やデ
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して欲しいということですけれど、ダウンロ

ードできるようにはなっているのでしょう

か。 

ータをまだシステムに入れていないという

状態ですので、当省のホームページ上では

ダウンロードできますが、当該システムの

方からはダウンロードできない状態になっ

ています。 

 この業者の場合は電子調達システムを使

うパターンだったということですね。 
 そうですね。この業者の方は通常、電子

調達システムを先進的に使っている業者で

あるかと思われます。 

 では、移行期間が、今まさにその途上なの

で、31年までには可能になるということです

ね。 

 はい。大体移行してくれば、タイミング

を見て電子調達システムの方に仕様書やデ

ータを入れていきたいと思っています。 

 １者応札の改善策について、本業務は企画

競争であることから、企画提案力が受注者を

決定する際の重要な要素であるため、参加へ

の検討時間や提案書の準備期間をより多く

確保することが、業者の参加意思につながる

一番のポイントかと思いますので、ぜひ長い

公告期間を設定していただけるようによろ

しくお願いします。 

 わかりました。 

 この案件についての予算額は公に提示さ

れているわけですね。 
 はい。 

物役・随４６ 平成 28 年度有害プランクト

ンに対応した迅速診断技術の開発委託事業 

 

 事業内容が非常に専門性が高いというこ

とと、連携を組んで知見を集めるという必要

性からすると、多くの方々が応募するのは実

際として難しいと思う一方で、１者応募の改

善策として、目標設定のあり方とかスキーム

を考えていきたいと資料には書いています。

具体的にどういう方法があり得るとお考え

でしょうか。地域も分割せずに多くの方が応

募できる方法というのが、現実的には難しい

と思いますが、もし何かあれば教えていただ

きたいですし、この事業に興味を持っている

多くの方に情報発信していただければと思

います。 

 例えば、業務内容や研究内容をある程度

分割して公募する方法とかも一案として考

えられますが、それらを最終的に束ねる者

をどうするのかといったことですとか、な

かなか難しい問題があります。来年度の公

示に向け、どのようにすればできる限り多

くの方が応募できるのか、今後検討してい

きたいと考えています。 

 本委員会での審議においても、特に研究開

発分野では契約相手方がコンソーシアムで

あるケースが非常に多いですし、それに伴っ

 



 
-  - 

9 

て１者応札が増えてきてしまっていて、私ど

もとしては、どうしても１者応札にならない

ようにということを申し上げるしかないん

ですけれども、現実問題そういったことで、

より国にとって良い知識とか情報が蓄積さ

れるのであれば、どういう形がいいのかとい

うのは長期的に考えていただければと思い

ますので、お願いいたします。 

 随意契約審査調書の別紙のうちの、今ご議

論いただいたのは上の包括提案型とされて

いる早稲田大学が契約相手のほうで、もう一

つ、下のほうに国立大学法人高知大学が契約

相手方になっている個別提案型の案件があ

りますが、包括提案型と個別提案型の違いは

何ですか。 

 包括提案型は、この公募課題にある研究

内容全てについて提案していただくもので

す。他方、全部の内容を実施するのは難し

いが、その中の一部についてはノウハウを

有しているところにも参画していただくこ

とが可能とするために個別提案型というの

も設けて募集したところ、包括提案型、個

別提案型ともに１者から応募がありまし

た。 
 なお、個別提案型を採択するに当たりま

しては、提案があった内容について、包括

提案型の該当内容と比較検討した上で、個

別提案の方が優れていると認められた場合

に限って採択しています。 
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