
 平成３０年６月１３日（水曜日）農林水産省第２特別会議室

 戸塚 輝夫(公認会計士) 江坂 春彦(弁護士)

 榊田 みどり(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成３０年１月１日～平成３０年３月３１日
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第４２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３０年８月２１日）



一般競争 　６件　 うち、１者応札案件 ５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） 　３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） 　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 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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［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 42 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７ 農林水産省個別業務システム民

間クラウド活用に向けた調査、検討に係る業

務 

 

 本件は29年５月に閣議決定され、その方針

に基づいて、平成30年度上半期までに中長期

的な計画をつくると思うのですが、内容を見

ていると結構作業量が多いかなという感じ

がしまして、５月、６月ぐらいに方針が決ま

って、公告時期が12月ぐらいになるというの

は、一般的なスケジュール感なのですか。 
 

 本件は、昨年５月30日にデジタル・ガバ

メント推進方針が決定されたところでござ

います。しかしながら、デジタル・ガバメ

ントの実行計画の素案が出されたのが昨年

12月で、デジタル・ガバメントの実行計画

が閣議決定されたのが30年１月といったス

ケジュールになっておりました。我々とし

ては実行計画の素案がある程度示された段

階でどういったことをやっていくというと

ころを決めた関係もございまして、この時

期になってしまったところでございます。 
 一者応札の事後審査表を見ると、参考見積

業者名として、●●とありますが、事前にそ

の見積もりを出させるということで、その分

その準備期間が持てるという意味でもある

と思うのですが、期間的な意味での不公平感

はないのでしょうか。 

 参考見積書は予定価格を積算する際に市

場価格調査を目的として、業者に任意に協

力を求めるものですけれども、本件につき

ましては、入札説明会に参加した全６者に

対しまして、参考見積書の提出を依頼した

ところ、提出があったのがこの１者だけと

いう形になっております。 
 今回に限らないのですが、改善策で、いつ

も公告期間を延長するとありますが、具体的

には、どのように延長するのでしょうか。 

 今回は政府の決定が遅れたということも

ありながら、６月には省としての計画を策

定しないといけないということで、もう後

ろも決まっているという中での期間でござ

いましたので、こういった作業も非常に短

い期間になってしまいました。以後は出来

るだけ政府の方針なり等を幅広く情報を入

手しながら、我々がどういったことをやっ

ていかないといけないのか、どういったこ

とをコンサル業者にお願いしないといけな

いのかといったところを早目に拾いなが

ら、できるだけ長い時間公告できるように、

また、作業期間を持てるように対処したい

と思っております。 
物役・随５ 平成29年度農薬散布機によるド  
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リフト比較調査委託事業 
 入札（見積）執行調書と見積執行調書と２

つありますが、これはどのように見るのでし

ょうか。また、こういう仕事を発注しようと

いうのはいつごろ決めるものなのでしょう

か。 

前段のご質問の調書の内容についてです

が、本件は入札案件ですので、入札執行調

書で入札回数の限度、基本的には３回を限

度として入札執行し、この調書で整理され

たものとなります。３回目でも落札しない

場合は不落随契に移行しますが、その場合

は応札の意思を確認した上で、次からは見

積書の提出となり、見積執行調書で整理を

行うことから、調書を区別しております。 

  ご質問の２点目の事業の実施の時期です

が、このドローンによる農薬散布は28年度

の年度途中から実際に利用が可能になった

もので、29年度当初にはこういった事業を

実施する予定はありませんでした。しかし

ながら、29年度中に急激に報道等にも出て

きましたとおり、この利用が非常に広まっ

てまいりまして、こういった社会的な情勢

を踏まえて、緊急的に実施しなければなら

ないということで、年度途中から計画をし

たものになります。 

 また、年度途中から実施するものになり

ますので、当局の中での予算の関係もあり

まして、この時期になってしまいました。 

物役・競争25 平成29年度輸出促進緊急対策

事業のうちＴＰＰ・ＥＵ等需要拡大緊急対策

委託事業（海外メディア等を活用した日本産

食材サポーター店ＰＲ） 

 

 契約日が30年３月29日というのは、予算の

関係上でこの契約日となっているのでしょ

うか。 

 はい、そのとおりです。 
 

 この業務は結構業務量が多いということ

で、９カ月ぐらい予定されていますが、本事

業は、もっと早く決まっていたものではない

のでしょうか。 
 

 本事業に関しましては、当初の予算には

含まれておりませんで、実施の計画にはあ

りませんでした。しかし、サポーター店の

認定が進みまして、この昨年度だけで、も

ともと30年度3,000店を目標にしていたので

すが、急激に29年度中に2,800店ほどまで認

定が進んだこともありまして、これは緊急

的に事業を実施すべきだということで、補

正予算のほうで予算をとっております。そ
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のため開始時期が遅れたことが今回の公告

期間が短くなったことの原因と考えており

ます。 
 これだけ幅広いこのＰＲ映像を作成して

流したというような、事業効果の分析は後で

公開するのでしょうか。 

 事業効果の分析等は業務の中にも含めて

おりまして、どういった効果があったかと

いうことについては、後に公開できる範囲

のものに関しては公開する予定にはしてお

ります。 
 応札を断念した２者というのはどこでし

ょうか。 

 応札を断念した２者に関しては●●と●

●になります。 
物役・競争26 平成29年度食品産業等生産性

向上緊急支援事業のうち取引条件の改善等

の推進に向けた課題・優良事例等の調査委託

事業 

 

 小売り側の不当な圧力、不適正な下請け取

引というのは、私もその現場を回っていると

よく見ているので、もっと予算をつけて、も

うちょっと現場に行ってくれればいいと逆

に思いました。基本的にアンケート調査をし

た上でヒアリングをなさるという形で、予算

とか契約金額、500万円弱という形になって

いますが、ぜひもう少し対面を増やして欲し

いと思います。アンケートだけだとなかなか

書きづらいということと、私も現場で聞いて

いても、話は聞くんですけれども、どこかで

記事にしていいと聞くと、やっぱり取引相手

がいるので記事が出るとペナルティーがく

るから記事にはしないでほしいと言われる

ことがあります。黙って泣いている人たちが

結構いるので、そういうものを掘り起こせる

ような、調査事業にしていただけると大変あ

りがたいなと思います。 

本事業に先立ちまして、牛乳や豆腐につ

いてもガイドラインを作成しております

が、おっしゃるように、やはり思ってはい

るものの、言ってしまうと逆にその報復が

起きるのが恐ろしいということがありまし

て、我々もアンケートとかヒアリングする

ときの保秘に十分注意しております。 

 この契約につきましても、委託事業では

ありますけれども、事業実施者は農林水産

省でありまして、そこら辺の保秘にも十分

注意いたしますということも念を押しま

す。また、対面のヒアリングのほうも重視

していかないと、なかなか案件掘り起こし

は難しいと思いますので、前向きに対応さ

せていただきたいと思っております。 

 評価の仕方ですが、採点表の中で組織の経

験能力という項目があります。類似調査業務

の経験や業務従事者の経験能力という項目

があるのですが、これは提案書に書いてある

内容をもちろん評価すると思うのですが、そ

れ以前に農水省のほうで把握しているよう

な情報というのはこういう項目の判断に使

うものなのでしょうか。 

 実際にこの採点そのものは、基本的には、

その提案書に沿ってやるという形で行って

いるところでございます。 
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 応札者の条件というところで、Ｃ等級が対

象であるが、それをＡ、Ｂ、Ｄを追加し対象

者を拡大しているということですが、このＣ

等級が対象であるということはもともと規

定で決まっているのを、ある判断でもって等

級を追加していると思うのですが、この辺の

判断基準というか、判断者というのは、どう

いう運用でこういう判断がされるものなの

ですか。 

 

 いわゆる等級につきましては、一般競争参

的要件、もしくは、その当該競争入札する

契約の予定価格に等級の資格を有する者が

少数の場合など、応札者が少ないと見込ま

れる場合は、基本的には直近上位、下位の

等級を含めて競争を行わせることができる

規定になっております。 

 さらに、今回はもう一つ上のランクも入

ってございますが、前述の規定において、

契約担当官が部局長の承認を得たときとい

う前提で、２等級以上の上位等を参加させ

ることができると規定されておりますの

で、この規定に基づいて等級を広げており

ます。 

 その等級を広げた場合の承認をする流れ

というのは、どういう形なのでしょうか。 

 

 基本的には、入札実施の段階で決裁がご

ざいますので、その中で承認をいただくと

いう形です。 

物役・競争27 平成29年度食品産業等生産性

向上緊急支援事業のうち食品産業事業者向

けセミナー（食品産業「稼ぐ力」応援セミナ

ー～稼ぐ力応援チームプロジェクト～）の実

施に係る調査委託事業 

 

 履行期間がこれは４カ月間なのですが、こ

れを４カ月間に絞った理由と、仕様書につい

て１者がちょっとわかりづらかったとおっ

しゃっていますがその辺いかがでしょうか。 

 

 １点目につきましては、先ほどの調査事

業とは違いまして、セミナーを開催すると

いうことで、仕様書上は全国規模で３カ所、

それから地方規模で10カ所程度ということ

で、セミナー開催のみにとどまるというこ

とですので、なるべくこの短い期間で実施

をするということを念頭に履行期間を定め

させていただいたところでございます。 

 それから、２点目のその「稼ぐ力」のわ

かりにくいというご指摘ですが、仕様書や

説明会の場で最低賃金の説明や収益改善の

ための具体例等を示していったほうが確か

にわかりやすかったのかと、そこは少し改

善策として次回に向けて考えていきたいと

思ってございます。 

 本件は閣議決定が29年６月で入札が30年

３月ですが、閣議決定を受けて、具体的な事

業を企画したのはいつになるのですか。 

 閣議決定を受けて、セミナーの実施その

ものは、昨年度から業界団体等の会合等に

お邪魔して行っており、その後補正予算の
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 中で実施を決めたというような経緯でござ

います。 

 講師として行政機関というのがあるので

すが、これは具体的にどういう省庁が関わっ

てきたのですか。 

 

 最低賃金の引き上げと「稼ぐ力」という

ことなので、省庁といたしましては、行政

機関は最低賃金のほうが厚生労働省、それ

から稼ぎ方という観点から中小企業庁とい

ったところを対象にしております。 

 その「稼ぐ力」に関しては中小企業庁が関

わっているということでしょうか。 

 

 中小企業庁が別途よろず支援拠点といい

まして、中小企業診断士などに業務をお願

いしているところもございますので、そこ

を中小企業庁を介して頼むことで講師を派

遣していただくということを考えていま

す。 

物役・随９ 平成29年度食文化発信による海

外需要フロンティア開拓加速化委託事業の

うち多様なコンテンツを活用した日本食魅

力発信事業（中国） 

 

 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容

の妥当性の部分と、実施方法の効率性と、経

費配分の適正性というところで差がついた

とのことですが、もう少し具体的に説明いた

だけますでしょうか。 

 例えば、提案２の●●さんに関してです

が、日本産品の魅力発信について、マグロ

の解体ショー等、特定の日本産食材のPRに

特化したイベントということで、具体的な

提案をされ、確かに日本産食材の魅力発信

の効果は見込まれるという評価だったので

すが、本事業の本来の主な目的であるサポ

ーター店数の拡大についての内容が薄くな

るなど、その事業の目的や趣旨との整合性

及び事業の内容の妥当性というところで差

が出てしまったというような形でございま

す。 

 そういった具体的な事例も踏まえまし

て、事業の目的や趣旨との整合性等の妥当

性を図りました。 

 経費配分の適正というのは、どういうとこ

ろで出てくるのでしょうか。 

 

 経費配分の点につきましても、事業の実

施計画であったりとか、その妥当性のとこ

ろとリンクして点数が変化しております。 

 全部連動しているということですね。  はい、そういうことです。 

 各委員の採点の数字で随分開きがあるな

という印象なのですが、こういう場合でも別

に農水省の方は関与しないということなの

 外部の先生方の点数につきましては、我

々のほうでは一切関与はしておりません。 
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でしょうか。 

 こういう項目に重点的というのは、その３

人の先生が意見交換されているようですが、

それでもこれだけばらけるものなのでしょ

うか。 

 先生方の専門分野も違いますので、それ

ぞれで厳しい点数がつけられたりというと

ころはあると思います。 

物役・随12 平成29年度農林水産物等に付さ

れる標章策定委託事業 

 

 新たなＪＡＳマークの策定というのは結

構大変な事業かなという気がして、それでこ

の履行期間も長いと思うのですが、本件も年

度途中で出てきた話なのでしょうか。 

 

 はい。本件は、当初新しいマークはつく

らずに今あるマークに集約するという方向

で話を進めていましたが、事業者の方に話

を聞いたりしている中で、現在の赤いマル

ＪＡＳマークに統一されてしまうと、あま

り魅力がないというようなヒアリング結果

が多数聞かれたので、年度の途中で新しい

マークをつくったほうが今後のためにはな

るのではないかということで、29年の補正

で予算をとりました。 

 ＪＡＳの規格とは別の規格をつくるとい

うことは、単にロゴマークをつくればいいと

いう話ではなくて、それに応じたバックグラ

ウンドの規格そのものをつくるということ

でしょうか。 

 はい、そうです。 

 

 実際、いくつぐらいそういう規格をつくっ

たのでしょうか。 

 今既存のもので5、6個あって、これから

つくります。 

 そうすると、その規格そのものに特色があ

って、このマークがついているものはこうい

う特色のある食品なんですよとか、そういう

ことがアピールできるような規格という意

味でしょうか。 

 はい、そうです。今あるものでいえば、

例えば地鶏肉とか熟成ハム等です。高付加

価値のものにつけるマークです。 

 

 そういうことですね。それが今のところ5、

6あるということでしょうか。 

 はい、そうです。 

物役・競争20 平成29年度米輸出拡大のため

に必要な実践的な調査委託事業（海外ＰＲ用

の日本産米の特徴を分類する分析等） 

 

 この品種に関しての成分分析というのは、

新品種であれば今までも個別で、出てきてい

ると思いますが、改めて300試料まで日本産

の米に関して成分分析をもう一度行うとい

うことが事業として必要だったのでしょう

 試験研究機関で品種を育成するときに

は、たんぱく質やアミロースなど成分分析

もされることもあると思います。そういう

文献もあると思われますが、米は同じ品種

でもその年の気候、肥料の施肥産地により
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か。 

 

変わってきます。また、この中には重金属

の項目も入っているのですが、重金属に関

しては、それぞれ栽培している地域、ある

いは年によって変わってくるものですの

で、輸出を検討している米について分析を

行いました。 

 実際、この分析データというのは、この輸

出振興につなげる上でどういう使い方がな

されるのか、また、どういうふうに利用され

るのでしょうか。 

 

 ヒ素やカドミニウムに関しましては、日

本の基準と、各国の基準が違っているとこ

ろがありますので、そういうところに輸出

する際には、日本より低い、あるいはヒ素

は基準を設定している国に対して輸出する

際には、この分析結果を有効に使っていく

ということが考えられます。 

 重金属に関してはわかるのですが、たんぱ

く質の含有率とかアミロース含有率等は、例

えば日本産米のＰＲ等に使うという前提の

データなのでしょうか。 

 

 たんぱく質、アミロースの含有量によっ

て、寿司用にとか、あるいはおにぎり用に

向くとか、個別の事業者がそのビジネスを

する際に適宜使っていってもらっているも

のだと思っております。 

 データを提供すれば、あとはその業者さん

の判断でということですね。これは何に向

く、何に向くという形でデータを活用すると

いう、そういうことですね。 

 はい、そのとおりです。 

 

 輸出のためだけではなく、私たち日本人み

んなが食べている米の安全性について、

1,000万円の予算を使って毎年やってくれて

いるのかなと思ったのですけれども、そうい

うものでもないのでしょうか。 

 国内の米の安全性に関しましては、消費

・安全局が担当しております。残留農薬や

重金属の検査を実施しているところです。 

 ここで求められているデータは、検査デー

タとは違うのでしょうか。 

 

 本事業はあくまでも輸出をする際の基礎

的なデータということで、輸出を検討して

いる米の成分分析をしております。 

 しかし、輸出する米って我々日本人も食べ

る米ではないのでしょうか。 

 

 基本的には、輸出をする米と国内で生産

している米は、制度上いろいろ区分はされ

ていますけれども、基本的には同じ米です。 

 要するに、データの共有はできないという

ことでしょうか。 

 外人が食べる米と日本人が食べる米とど

こが違うのかとなりますよね。 

 まだ公表はしていないのですが、今後そ

の全体のデータの平均値等を公表する予定

としておりますので、そういうものを見て

いただいて活用することはできるとは思い

ます。 

 入札公告は12月18日で、３月27日までの履  コメの輸出量を飛躍的に拡大していくた
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行期間という事業ですが、先ほどの話だと輸

出拡大するというのは大方針として決まっ

ていたのに、どうしてこういう時期になって

しまったのでしょうか。 

 

め、「コメ市場拡大戦略プロジェクト」を

昨年９月に立ち上げ、輸出事業者と産地の

参加者を募集し、今もその募集は継続して

おりますが、昨年12月の時点で44輸出事業

者、222産地を対象にこの委託事業を展開し

たため、この時期になってしまいました。 

 今後同種の事業をやる際には、年度の後

半にならないように気をつけていきたいと

考えております。 

 入札説明書等の取得者が３者ございまし

たけれども、これって具体的にどの者なんで

しょうか。 

 

 １つ目は●●で、２つ目が●●で、３つ

目が●●の３者です。 

 多分、今までもずっと蓄積されてきたその

品種による、その成分分析のデータもありま

すけれども、今回改めてやってくださったと

いうことなので、これは国内の業者さんにと

っても大変有用なデータになると思うので、

部署を超えて、できればデータ共有を図って

いっていただけるとうれしいなと思います。 

 了解しました。 

（８月中公開予定 ） 

物役・競23 平成29年度新たな提案公募型研

究事業における外部評価委員候補者選定調

査等業務委託事業 

 

 予算の仕組みについてちょっと教えてい

ただきたいのですが、30年に予算がついて、

いいスタートを切るためにという趣旨はわ

かったんですけれども、それだったらば30年

にやればいいんじゃないのかなという感じ

がしますが、なかなか予算というのはそうい

う柔軟な対応ができないものなのでしょう

か。この時期だとやはりそれなりの作業量が

ありますので、もう少し時期を選んだほうが

よかったのではないかなと思ったのですが、

いかがでしょうか。 

 

 競争的資金の場合、まず、研究期間の初

年度は公募と採択という作業があります。

研究開発法人がその作業を30年４月から行

う方法もありますが、そうすると初年度当

初に公募と採択の作業時間が入るため、初

年度は採択された研究者では十分な研究期

間がとれなくなります。なるべく我々とし

ても研究資金を投入するからには、いい成

果を出してほしいということで、１カ月で

も２カ月でも研究期間が長くとれれば、そ

れなりの研究の幅も広がりますし、いい成

果が出るだろうという意図で今回この事業

をさせていただいております。 

 抽出させていただいたのは、公益法人によ

る一者応札だったというのもあるのですが、

外部評価委員の候補者の選定だけで1,400万

もかかるのかと。初めは、それだけ見たとき
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は、そんなに経費がかかるのかと思いまし

た。ですが、今のご説明と、会議資料を読ま

せていただいたことでかなりこの件は納得

しました。お忙しい中おいでいただき、あり

がとうございました。 

物役・随７ 平成 29 年度農林水産業・食品

産業科学技術研究推進事業（緊急対応研究課

題） 

 

 これから気候変動などで、緊急対応すべ

き、このような事象が増えることが見込まれ

るので、その都度発生する緊急事態、緊急対

応という処理でいくよりも、しっかりとした

対応がとれないものなのでしょうか。 

 

 今回このテンサイシストセンチュウとい

う国内で未発生の病気ということでござい

まして、蔓延すると非常に農林水産業に打

撃が大きいものですから、そういうものに

対応するために競争的資金の農林水産業・

食品産業科学技術研究推進事業の予算の中

で、緊急対応研究という枠を設定し、対応

してきたということでございます。 

 要するに、今回はテンサイシストセンチュ

ウが出たというので予算枠の中で対応する

わけですよね。そうではなくて、例えば外来

の侵入対策事業みたいなものである程度恒

常的に予算をとるか、今の気候変動の適応策

でもある程度予算をとっていますけれども、

何かそういう形での予算というのはとれな

いものなのでしょうか。 

 

 既に病気等が侵入してしまって、その対

策のための予算は、あらかじめとられてい

るかと思いますが、本件は本当に突発的に

出てきたもので、時間が経ってしまうと蔓

延してしまうおそれがあることから、とり

あえず侵入経路ですとか、防除体制をとっ

て抑えに入らなければならないというもの

に関して対応するための予算措置です。既

に侵入してきてしまっているものに関して

は、要望に基づいて、国や国立研究機関で

予算を組んで行うということで対応してい

るかと思います。 

 技術を持っているところがグループで応

募したから１者になったということなんで

すけれども、770万ぐらいの仕事でグループ

を組む必要があるのか、あるいはその技術が

特殊で、補うためには何社か組まなきゃいけ

なかったのかなという感じはしたのですが、

こういうグループを組む可能性というのは、

こういう入札の際、考慮するものなのでしょ

うか。 

 

 この事業自体が一応コンソーシアムとい

うか、複数の機関で組んで応募してくださ

いというのが、まず基本です。 

また、この場合病気ですが、例えば侵入

経路ですとか、あと現場での防除、外に出

さない防除技術ですとか、そういうものを

やる際に、恐らくそれぞれの知見を持った

ところが集まってやるということになりま

すと、必然的にそういう得意分野を持った

研究機関が集まってグループを作り、今回

の応募をしたというふうに思っておりま

す。 
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