
 平成２９年９月２６日（火曜日）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２９年４月１日～平成２９年６月３０日
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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

随意契約

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

随
意
契
約

公募型プロポーザル

簡易公募型プロポーザル

第３９回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２９年１１月３０日）

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 　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 ２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） 　６件　 うち、１者応札案件 ６件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２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３９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１８０ 平成 29 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 

 

 事業の細分化が難しいという点なんです

けれども、逆に事業の細分化をしないまま

に、コンソーシアムでの参加ができるように

するとか、そういったような方向というのは

ないものなのでしょうか。 

 現在、要件としましては、コンソーシア

ムは含めてはおりませんが、専門プログラ

ムオフィサーを派遣するための業務ですの

で、コンソーシアム形式で複数名の構成員

にすることは特別不要ではないかと考えて

いるところです。 
 １者応札事後審査に係るアンケート調査

についてですが、結果概要の問６「どのよう

な点を改善すべきとお考えですか」というと

ころで、「過去の成果報告書、データ等の提

供」という要望がありましたが、これはどの

程度提供されていたのでしょうか。 

 研究推進課内に事業の調査報告書を１年

分セットして、冊子状態で置いておりまし

て、来ていただければ閲覧できる形になっ

ております。また、こちらの事業の内容、

成果についてはホームページで随時公表し

ているところでして、十分にデータ提供は

できていると考えているところです。 
 この回答をした人がそれをうまく見つけ

られなかったということでしょうか。 

 事業内容を十分に理解して頂くため、資

料招請を早期に実施して、仕様書内容につ

いて丁寧に説明することに加えて、今年は

事業内容が把握しやすいように参考資料の

充実を図り、資料招請の場でお配りするよ

う改善しました。また、昨年度、委員の方

々からご指摘のあった事業内容の積算規模

がわかりづらいということにつきまして

は、本年はそこが少しでもわかりやすいよ

うに、口頭で、具体的に専門プログラムオ

フィサーがどこに年間何回ぐらい出張して

いるのかというところを説明して、大体の

予算規模がわかるように改善してきたとこ

ろです。 

 アンケート対象の会社が５者ありますが、

今回の入札にこの方たちは特には参加して

いないということですか。 

 入札には参加していないです。 

 前年度は今回アンケートを実施した２者  昨年度実施した会社以外のところからも
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に加えて、それぞれのシンクタンク的な会社

にヒアリングを実施しているということで

すか。それなりに周知はされていて、業界で

は知られている内容ではあるということで

しょうか。 

実施すべきかと思いましたので、今年は３

者、新しい会社からヒアリングを実施した

ところです。 

物役・随１００ 平成29年度「知」の集積に

よる産学連携推進事業のうち産学官連携協

議会運営等委託事業 

 

 一者応募の改善策についてですが、共同提

案を可能とするというところなんですけれ

ども、当初想定していなかったということ

は、共同提案をすることによって何かデメリ

ットがあるからしなかったのか、それとも、

たまたまその考えがなかったのか、共同提案

を可能にすることによる懸念材料があるの

かないのか、教えてください。 

参加者にとってはいいことなんですけれ

ども、やはり１者がやることのメリットを最

大限に追求した形で、今回こういう形になっ

たと思うのですが、そのあたりの変更に伴う

何か心配なことはないと考えてよろしいの

でしょうか。 

 共同提案に関しましては、28年度には募

集に当たって明記をしていたところです

が、当該年度に共同提案での応募がなかっ

たため、29年度の募集に当たっては記載を

削除したところです。 

 ただ、委員ご指摘の共同提案を可能にす

ることによって何か不利益になることがあ

るかというと、特段ないのではないかと考

えています。事業者にとっても、自社で全

てこなせる業務とそうでないものがあると

思いますので、次年度の募集にあたっては、

共同提案の形でも応募ができるようにする

ことで、より企画競争の効果が果たされる

ように措置することで改善に繋げたいと考

えております。 
物役・随２８５ 平成29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 

 

 業務内容が特殊だったというようなお話

があったと思うんですけれども、どのように

特殊だったのでしょうか。 

 

 知的財産の支援対象となっている研究開

発プラットフォーム等には多種多様な企業

が参加しており、企業間で当然知的財産に

関する考え方も違いますので、その仲立ち

になるような支援業務と、全国にコーディ

ネーターを配置するといった全国規模を対

象にした業務内容であるなど、多岐にわた

っており、特殊な業務ということで記載さ

せていただいております。 

 改善策の中で知的財産の技術移転加速化

事業と産学連携支援事業の業務を分けて公

示することを検討されると書かれています

が、これは特に分けて支障はないものなので

しょうか。 

 事業内容を分けたうちの、知的財産の技

術移転加速化事業につきましては、事業内

容を特化し、かつ対象をこの産学官連携協

議会の会員から構成された研究開発プラッ

トフォーム及び、研究コンソーシアムのみ
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を対象にするということで今後検討してい

きたいと思います。結論から言いますと支

障はないと考えております。 

物役・競２１３ 平成29年度植物品種等保護

環境整備委託事業（東アジア植物品種保護フ

ォーラムの開催） 

 

 改善策のところで、経験が少ない企業・団

体についても十分な準備期間を確保とある

んですが、経験がない、要するに、その専門

知識がないところは、幾ら長い時間をかけて

も入札に参加することはないと思います。 

 多分、ここで書かれたことは、業務がほか

に多忙で、必要な人員を確保できなかったと

いうところの解決策だと思います。要するに

この事業はそんなに特殊ではないと考えて

いいのでしょうか。 

 かなり特殊な事業で、参加者がいたとして

も一、二者なのか、公示期間を延ばせばもっ

と入ってもらえる内容のものなのか、ご想像

の範囲で結構なんですけれども、教えていた

だけますでしょうか。 

 事業の業務内容として、ホームページの

運営から国際会議の運営、国際的な協力活

動のマネジメントなど、多岐にわたってい

るということはございます。国際的な業務

と絡んでいるということがありますので、

そういったところの経験が必要です。 

 ホームページの運営や国際会議とか、知的

財産のことを全部やるのは大変だと思うの

ですが、細分化するということは可能なので

しょうか。 

 基本的にこの事業は一体的に行うことに

よって、全体としての目的を達成すること

が重要だと思います。ホームページの運用

に関しても、掲載する内容について、国際

的な会議の運営や、協力活動、それらを全

体として実際に何を載せるかといったマネ

ジメントを行う上で、やはり、一体的に行

う方が効果的な事業運営ができると考えて

おります。 

 この植物品種保護（ＰＶＰ）制度を専門と

しているような研究機関や学者さんは多く

日本に存在するということなのでしょうか。 

 一概には申し上げにくいところではあり

ますが、ゼロではないと思います。ただ、

通じているところはそれほど多くないので

はという印象です。 

 要するに、このＰＶＰ制度というのを見た

ときに入札するのをやめようとなるのであ

れば、残念だなと思います。そういう点から

すると、それほど専門としていないところで

も応札できるような、何か工夫ができればい

いなという感想です。 

 ありがとうございます。 
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 この（公社）農林水産・食品産業技術振興

協会という組織体ですけれども、今日、審議

させていただいた中で、３件にかかわってい

る組織体かと思います。それで、まず今回の

予定価格はどのように算定されましたか。 

 今回の予定価格は、参考見積もりをとら

せていただいております。 

 どこからですか。  ●●からです。複数社にお願いしている

んですけれども、出てきたのはそこだけと

いうことで、それをもとに市場価格等を積

み上げながら算定しております。 

 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会

には、再就職役員数が３名います。提案書に

組織としての事業実施能力ということが書

いてあるんですけれども、書いてある内容は

定性情報が多く、この組織の実態が数量的に

わかりにくいので、定量的な説明をお聞きし

たいです。 

 こちらの資料の組織としての事業実施能

力については、今回、提案書の提案内容に

ある類似業務の経験という形で、実績を書

いているところです。この組織につきまし

ては、農林水産業の技術なり知財関係など

を展開するためのマッチング等を過去から

業務としてやっていた実績がある団体で

す。 

 当然、それに応じた形での専門的知識が

ある者を職員に配置している実績はあるか

と思います。 

 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会

は正規の職員が何名ぐらいいる組織体なん

でしょうか。それ以外にお願いする研究者が

そのときのテーマに応じて、外側にいると思

うのですけれども、大体どのぐらいの組織体

なのでしょうか。 

 常勤、非常勤の境まではわかりかねます。 

 何者かが応札しないと妥当な入札価格か

どうかの見極めがつきにくいので、予定価格

も、できれば何者かから参考見積もりをとれ

ていれば、その予定価格の妥当性や適正性が

図れるのだと思うのですが、それ自体が１者

しか回答してこないという話になると、こう

いう状況もやむを得ないのかなと思います。 

 

物役・随２９９ 平成29年度海外知的財産保

護・監視委託事業 

 

 この一者応募となった原因の中で、「知的

財産関係の業務発注としては、主に特許庁関

係の入札情報に注意を払っており」というの

は、まさにそうだと思います。だから、今後
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こういった業務発注をするときには、特許庁

関係、知的財産関係の業者がよくアクセスす

るような、媒体に積極的にリンクを張るとい

ったような工夫もあっていいのかなと思い

ました。 

 特許庁関係の入札情報に注意を払ってい

るということは農林水産省としてもお感じ

になっていたのでしょうか。それとも言われ

て、そうだったなという感じだったのでしょ

うか。 

 感じておりました。 

  地理的表示保護（ＧＩ）制度自体、２年

前に発足しまして、まだ周知が足りないか

なということもあるため、最近、日本弁理

士会とかにも説明に伺って、それなりの感

触は得ていますので、今後は多少応札が増

えてくると思っております。 

 ぜひ、周知を積極的にしていただければと

思います。 

 

物役・随５３ 平成29年度牛肉トレーサビリ

ティ業務委託事業（ＤＮＡ鑑定照合用サンプ

ル採取） 

 

 平成15年からずっと続いているというこ

とですと、せっかく改善策をお書きいただい

たんですが、現実的には難しいのかなと思い

ました。それはそうとして、運送業者ですと

か、可能な限りヒアリングをしてくださった

んですが、ヒアリング結果の素データが今回

いただいた資料にはついていないのですが

なぜでしょうか。 

 本件につきましては、確認公募という形

で応募者を募集しております。通常の一般

競争や企画競争とは異なり、複数者を前提

とした提案を求めるのではなく、過去の実

績から今回受託している機関以外に相手方

を見つけることが難しいとした上で、この

事業に応じてくれる方はいらっしゃいます

かという形の公募の方式になっておりま

す。 

 結果として、（公社）日本食肉格付協会

からしか応募がございませんでしたので、

この確認公募の形式上、１者応札の事後審

査のための、アンケート調査並びに、事後

審査は実施しておりません。このため、先

ほど申し上げたアンケート調査の結果など

は添付しておりませんが、今後、そういっ

た事業を進めるに当たり、より改善を進め

るため、独自的にヒアリング等を行ってい

ただいたところです。 
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 事情はわかりました。その要旨を出してい

ただくというのは難しいことなのですか。 

 特に隠すことはないので、お知らせする

ことは可能です。 
では、もし次回またあれば、こちらとして

は、アンケートに答えた人の生の声というの

を参考にしたいと思いますので、様式として

つけていただければと思います。お願いしま

す。 

 

 去年も同じ案件がこの議事に上がったよ

うな記憶なんですけれども、やはり現状とし

てはこういった改善策をとっていただくぐ

らいしか、もうやむを得ないのかなと思いま

す。あとはほかに受けてくださる機関が今後

出てくるのか、出てこないのか、それを育成

というか、それを待つしかないのかなという

のが感想です。 

 

 再就職役員数が16名いらっしゃって、その

うち農林水産省の出身者が５名ということ

で、残りの11名はおおよそどこからいらした

のかわかりますか。 

 この場では具体的なところは申し上げら

れないのですが、畜産関係に従事されてい

る方で、（公社）日本食肉格付協会のホー

ムページに役員名簿の一覧表が載っている

のでそちらのほうもご確認いただければと

思います。 

 過去３か年の契約実績の資料がないんで

すけれども、何か理由があるんですか。 

 過去３か年の実績につきましては、１者

応札となった場合の事後審査の関係資料と

して添付しております。今回は事後審査自

体を実施しておりませんので、添付してお

りません。 

 随意契約の理由及び経緯に本事業におけ

る照合用サンプルを採取する場所はと畜場

に限られており、衛生及び商品管理の観点か

ら、市町村によっては条例等により入場が厳

しく規制され、とさつ解体者とと畜検査員及

び食肉格付員などの関係者以外の入場は認

められていないところもあるということで、

国が適正な国家事業としてやろうとしてい

ることに関して、排除の論理が働いているよ

うな気もします。 

農林水産本省のほうで入札の競争が適切

に働くような、背景の設定ができないのかな

というふうに思います。 

 民間企業同士の業務ではないので、これを

これまで事業を行ってきた中で、と畜場

について、確かに民間で場所だとかスペー

スだとかのいろいろな問題はあるんですけ

れども、結局、いろんな意味で協力をいた

だいているところです。法律上でこの事業

が明確に「採取しなければならない」とか

ではなくて、「採取できる」という、でき

る規定の中で運用を行ってきているところ

もあるので、採取自体は国として実施して

おりますけれども、やはり協力がないとな

かなかうまく進められないという現状で

す。 
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そのまま認めていいのかどうか、気になると

ころでした。 

 私の感想ですが、国民の安全・安心、健康

等のために必要な事業なので、農林水産省が

やっているのだと思います。そういう観点か

らすると、何か遠慮しながら事業をやってい

るような印象を受けました。 

 きちっと国民の安心・安全を守るためにや

るような道筋を立ててもいいのではないか

なと思いました。 

 

 何かそういった方向でできることといえ

ば、そのできる規定を変えるというか、立法

によるしか、多分もう方策がないのかなと思

いました。だから、そのあたりの働きかけも

ぜひ頑張っていただければと思います。 

 

物役・随２８６ 平成29年度水産防疫対策委

託事業（養殖衛生管理技術者の養成） 

 

 この研修事業というのは毎年やらないと

いけないものなのでしょうか。 

 毎年、新しい新入社員が入ってきて、必ず

やらないといけないものなのか、ある程度期

間を限定して更新されたこととか、新しく加

わったことを勉強するということであれば

毎年する必要がないような気がするんです

けれども、いかがでしょうか。 

 ２つの側面がございまして、病気に関し

ては毎年新しい知見というのが出てくるも

のですから、病気に対する知見と検査技術

方法を、毎年、大学の先生とか研究者の方

に情報提供していただいているところで

す。 

 それから、参加者の面から考えますと、

都道府県では異動によって人が入れかわり

ますし、47都道府県一遍に参加できないも

のですから、順番に回していっても、毎年、

参加者が変わってくるかと思います。こう

いった２つの側面があるため、毎年続けさ

せていただいております。 

 参加されるほうも毎年やってもらわない

と順番に行けないということがあるという

ことなのでしょうか。 

 はい。 

物役・随３０３ 平成29年度緊急時ワクチン

等流通体制構築委託事業 

 

 本年度で終わる事業について改善策とい

うのはあまりお話ししてもしようがないの

かなと思いますが、来年度以降は、動物用ワ

クチン等保管事業のほうに移管されるとい

 そのとおりです。 
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うことでしょうか。 

 そちらの保管事業というのは、現在、１者

応札といった状況にはないんですか。 

 ワクチンをつくる者が承認というシステ

ムで薬事法で種類によって限定されており

まして、複数の者が協議会をつくって対応

しているという形になります。 

 ワクチンの種類、６種類ほど、６個の病

気を指定しているんですが、そのつくれる

メーカーというのが何社かありまして、そ

のメーカーが一緒に入っているということ

です。 

物役・随３００ 平成 29 年度中南米日系農

業者連携交流委託事業 

 

（特段意見なし。）  
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