
 平成２５年１１月２２日（金曜日）農林水産省第２特別会議室

 沖本 美幸(公認会計士) 戸塚 輝夫(公認会計士)

 岡田 修一(弁護士) 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２５年７月１日～平成２５年９月３０日

２６７件　 うち、１者応札案件 ２６件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 １３件

８件　 うち、１者応札案件 ５件

（抽出率2.9％） （抽出率62.5％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

（抽出率25％）

一般競争 　５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 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） 　３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

随意契約（その他） 　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

（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：大臣官房経理課会計指導第１班

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第２４回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

意見・質問 回答等

別紙のとおり

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件

(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
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第 24 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 

 

随 121 平成 25 年度周年安定生産を可能と

する花き栽培技術の実証研究委託事業 

 

 

○今回、割と詳細なアンケート結果が出て

いて、興味深く見せていただいたんですけ

れども、95 ページのその他というところに

いろいろあって、まず「その他」の中のこ

ういうスクリーニングみたいなのはよくあ

るんですか。 

○その回答でそう判断されたということな

んでしょうね。 

 

 

 

 

 

 

○わかりました。あと、95 ページの「その

他」、サケの話とか何か、貝類養殖業とか

書いてあるんですけれども、これというの

は契約内容からずれているような気がする

んですけれども。 

 

○なるほど。 

 

 

○わかりました。あと、最後に 96 ページで、

いろいろと「具体的改善点」というのがた

くさんあって、公募期間を長くするとか、

今回ちょっと難しい問題があったというの

はわかったんですけれども、そのほか、こ

の辺でご指摘いただいている中で、ここは

もっともで、改善が必要なところというの

はございますかね。 

○これにつきましては、応募する研究機関

としては被災地が何を必要としているかと

いう情報を得たいという気持ちがあるかと

思いますので、県庁や市町村などに行って

情報を入手しようということで取り組まれ

ている一環だと思っております。 

○そうですね。先ほどご説明いたしました

先端技術提案会や課題検討セミナーにおい

て、幅広く想定される研究内容を皆様方に

情報を提供していますが、やはり詳細につ

きましては県や市町村の方から情報を得

て、的確な研究をしたいという気持ちがあ

るかと思います。このような取り組みをさ

れているかと思います。 

○大変申しわけございません。この度の公

募につきましては福島県の農業と宮城県の

漁業を同時に行ったもので、公募説明会も

同じ日に午前と午後という形で分けて行っ

た関係から、その他の事業と一緒にアンケ

ートを行いました。 

○福島県の農業と宮城県の漁業は一つの大

きな事業ということで考えて、アンケート

結果もまとめて整理いたしました。 

○そうですね。先ほど改善策でもご説明い

たしましたとおり、私どもは、情報提供し

ていますが、まだ、相手側に十分に伝わっ

ていない面もあると思います。この点は、

反省しております。 

 

 

 

○やはり、94、95 ページのアンケートを拝

見しますと業務量が非常に多いとか、発注

ロットが大き過ぎるとか、体制を構築でき

○今回１者応札であったものは網羅型研究

という公募課題であります。網羅型研究の

公募課題では体系的なものを作らないと、



 

2

ないというご指摘が３者ずつから出ていま

すよね。一方、48 ページの今回応札された

体制を拝見すると、ここまでのコンソーシ

アムをほかの団体が組めるのかなというふ

うに思ってしまうんですけれども、そうな

るとここにしか行かざるを得ないんではな

いかなというふうに、素人ながらに思うん

ですけれども、例えば、ほかの団体さんが、

グループさんが、こういった組織を本当に

組めるのかなというところが、ちょっと疑

問としてあるんですけれども、もう少し改

善ができるものなのか、あるいはこの体制

でないとこの業務は遂行できないのか、ち

ょっと教えていただければと思います。 

収益増加またはコスト低減という大きな目

標を達成することは難しいと思われます。

そこで、研究機関の皆様方は、自分だけで

は研究目標を達成できないと考え、他の研

究機関と研究グループを作り、ご提案して

いただいている状況であります。 

 なお、福島県の他の網羅型研究の４課題に

つきまして公募を行いましたところ、複数

の応募があったという結果でありましたの

で、先端技術提案会などを通じて、研究グ

ループの構成の仕方などを工夫していただ

きたいと思います。 

 

 

○最初に、ご自分で説明してもおわかりに

なったと思うのですが、後ろの資料と概要

書の内容がリンクしているので、かなりわ

かりやすくなったと思います。これからも

もっとこの概要書に力を入れて書いてほし

いということです。 

 ２つ目は、まず、この契約金額と落札額

が、落札が 100％になっているということで

す。これはどうしてこうなったのか。それ

からこれは質問ではありませんが、いつも

公募期間が足りなかったとか説明が足りな

かったとか、いつも出てくるのですけれど

も、業者にやってもらうという意識が欠け

ているのではないかと思うのですよ。自分

たちがちゃんとご説明して業者の人たちに

ちゃんとやってもらうという意識がない

と、これはいけないのではないですかね。

 ３番目としましては、花きの範囲という

のはすごく広いと思うのですけれども、こ

の中から、なぜブライダル用のトルコギキ

ョウを選んだのだろうと。そのほかにも、

いろいろ可能性があると思うのですけれど

も、この膨大な花きの中から、これを選ん

だ理由、なぜ、ブライダル用のトルコギキ

ョウでやらなければいけないのかというこ

とが疑問と思いましたね。 

○委託研究費限度額に対して 100％の金額

で提案されていますが、この委託研究限度

額は、トルコギキョウの周年安定生産シス

テムを開発するために大規模園芸施設を設

置しないと収益増が難しいのではないかと

いうことから、この金額を設定いたしまし

た。それに対して、提案者もその金額が必

要であると判断され、満額で提案されたの

ではないかと考えております。 
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 まずは、一つは、なぜ、この予定価格と

その落札額が一緒なのか。それから、何で

トルコギキョウなのか。この２点について

説明ください。 

 

 

 

 

○偶然ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今まで24回の入札等監視委員会に出席し

て、企画競争は、大体業者の意見を聞いて、

予定価格というのを決めているというの

が、何度もあったのですが、業者から来た

金額をそのまま受け入れているのか、ある

いは、もっと削れるのではないかという交

渉とか何かはしていないのですか。ちょっ

と趣旨から離れているのですけれども、本

当は競争なので、たまたま合うということ

というのは、ほとんどあり得ないと思いま

す。 

○そうすると、この契約をする前に、ここ

の１者と十分協議してこのぐらいだろうと

いうことでやったということは、もう競争

にならないのですね。 

○了解しました。十分価格については精査

をやってもらいたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 ちょっと待ってくださいね。今のこの書

き方を工夫して欲しいと思います。落札率

が、100％になったというのは、我々は、事

○私としては、提案者は研究目標を達成す

るために、この金額が必要であったという

ことだと思います。 

 それから、トルコギキョウについては、

福島県で設定した研究実証地区である浜通

り地区は、太平洋側でもともとトルコギキ

ョウの産地ということもあり、さらに、ト

ルコギキョウの需要が高いこと、台湾など

からの輸入もあって、国内において生産量

を増加する必要があると考え、トルコギキ

ョウを対象にしてご提案されたと思いま

す。 

○企画競争では、研究内容が中心になって

いると思いますので、そのことがこのよう

な結果になったのではないかと思います。

○今回のこの案件は、あらかじめ委託限度

額を示しまして、どういう体制でどういう

手順で実施し、どの程度の経費を要するの

か提案頂きました。資料の 58 ページから、

研究開発の予算と研究員の年度計画・初年

度の概要の部分です。こういう体制の中で、

具体的にどうやるかということを詰めまし

て、結果的には精査しまして、中身を見て、

これで、その積算予定額として妥当である

という判断をして出してます。 

 

○協議じゃなくて、そこでしかできないと

いうことで、そこがやるためにはこれだけ

の経費がかかるということにはなりまし

た。 
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情を知っているのでいいのですけれども、

変だと思われる方もいると思いますので、

その説明の仕方をちょっと工夫していただ

けるようにお願いします。 

 

 

 

 

競 103 平成 25 年度日本の食を広げるプロ

ジェクト委託事業（生産現場の情報活用促

進事業） 

 

 

 

○先ほどご説明いただきました日本の食を

広げるプロジェクトということで、大きな

プロジェクトの一部がこれだということ

で、実際に、最初に会議の冒頭に見せてい

ただきました一覧表、大体 30 件弱ぐらいで

すかね、いろんな契約に分岐されて日本の

食を広げるプロジェクトがあるんですけれ

ども、競争入札が、多分二、三件で、随意

契約をやったのが大体20件ぐらいあると思

うんですけれども、この辺の競争入札にす

るのと随意契約にするものというのは、ど

ういう区別でやられたというのはわかりま

すかね。 

○お立場としては、ちょっとわからないと。

○プロジェクト全体、食料産業局で取りま

とめていると思いますけれども。 

○政策課。 

○政策課ですか。大臣官房のほうですか。

○だけれども、中身はここにないからわか

らないと思います。 

○30 のうちの１つだけが我々の局でござい

ますので。 

 

 

 

 

 

○ええ、そういうことです。 

○なるほど。わかりました。じゃ、まず、

このプロジェクトとしてお聞きしますと、

恐らく応札可能な会社、業者というのは、

かなり幅広くいらっしゃったと思うんです

けれども、それで１者になったと。先ほど

も、委員長のほうも何か別の案件でいつも

時間が足りないと言うじゃないかという話

なんですけれども、具体的にどれぐらいの

期間が必要で、何で今回はこれぐらいの期

間しかとれなかったのかというのを、もう

少し詳しくお聞かせいただければと思うん

ですけれども。 

○これ30件ぐらいある中で、企画競争とか、

あと総合評価とか見ると複数入札になって

いるものも結構あって、これが１者応札な

ので、ちょっと嫌なのですけれども、この

プロジェクト自体が、ちょっとほかのより

は遅かったのだろうという感じなんです

○この事業の契約が７月 31 日ということ

で、ほかの事業に比べまして、ちょっとそ

の検討に時間がかかったということがござ

います。これは、受託していただけるよう

な業者のほうは、年度の開始前後から同類

の広報関係の事業を、仕事をとってくると

いうことをやっている中で比較的遅くなっ

てしまったことが一番大きな原因かなとい

うふうに思っております。 

 

 

 

○はい。 
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か。 

○それは内部での検討が少しおくれて。 

 

○そうですね。 

○ご説明ありがとうございました。この案

件を初めとして、本当に何十件と同じテー

マでの事業がありますよね。確かに多くの

会社に機会を提供するという点ではメリッ

トがあると思うんですけれども、拝見しま

すと国が違うだけとか、一緒にしてもいい

のでは、そのほうが重複がないんじゃない

かなというような部分も見受けられるんで

すけれども、これが一番理想的な事業の分

け方なのか。もう少しまとめたほうが、コ

ストを安くするとか、そういったメリット

があるのかないのか、ちょっと教えていた

だけますでしょうか。 

 

 

 

 

○この事業は全省的に分担してやっている

ものですけれども、経営局という私のとこ

ろは農業経営者の支援を中心に考えている

ところでございまして、経営局の中ではい

ろんなプロジェクトが考えられるんですけ

れども、この一本で行こうということでま

とめたつもりでございます。 

 生産者自身が情報発信をしていくという

ことでございますので、食料産業局は、ど

ちらかというと食料関係の企業を中心にや

っていると思いますし、輸出関係の部局は

そういう業者をやっておりますので、きち

んとその辺は整理した上で効率的にやるよ

うに心がけて、今回こういう事業を行った

ということでございますので、引き続きそ

ういう点は、ご指摘いただいた点は踏まえ

ていきたいと思います。 

○これが本当に効率的になっているのかど

うかは、非常に疑問に思っています。それ

は生産者の視点からだけではだめで、消費

者のニーズがどうかということの両方から

攻めていかないと、これはうまくいかない

話なのですよ。消費者のニーズが、まず先

にありきで、それに合わせてどのような生

産体制をつくっていくか、どういったもの

をつくっていくかということが大事だとい

うことであるので、６次産業化と非常に密

接な関係を持って、この事項は取り組んで

いかなければいけないと思っています。私

は、やはり６次産業化、成功する農業とい

うものを考えた場合のフレームワークとし

て、少なくとも７つあるだろうなと考えて

います。 

 一つ目は、よい生産物を生産すること。

二つ目は、それから生産物を、スーパー

マーケットもいいのですけれども、農業者

の店で直接販売できるような価格決定権を

持つこと。 

○おっしゃるとおりだと思います。もう少

し我々の局でリーダシップをとって、こう

した事業をやっていかなきゃいけないとい

うのはご指摘のとおりだと思いますので、

今いただいた７つの点、これを踏まえなが

ら、我々としても事業のあり方、きちんと

応札されるようなやり方で進めていきたい

なと思っております。 
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三つ目は、農産物を販売するのみでなく、

最終生産物まで加工していく。その一手間

で和郷園とかは成功しているし、下流部分

をもっと自分の中に取り込んでいくことが

必要になります。それを実行するためには

消費者のニーズの把握が必要だろうと思い

ます。 

 四つ目は、ロイヤルカスタマーを作り、

リピーターを増やす施策を行うこと。 

五つ目は、消費者を新製品開発に取り込

むこと。例えば、カゴメさんなんかの場合

は、トマト栽培農家はつくり過ぎて困ると

いうことはないのですよ。どうしてかとい

うと、いろんな消費者等がレシピをつくっ

てくれるから、消費がふえるのでもう困ら

ないのですね。生産者は、豊作貧乏という

ことにならない。そういった意味でも消費

者を新商品・新製品の開発に取り込むこと

ということが大切と思います。 

 六つ目は生産者同士の民間ベースのネッ

トワークを構築すること。 

七つ目は物産館、こういったものを地域

のコミュニティの場として強くしていくこ

と。 

そのほかにもいろいろあるのです。とこ

ろが、やはりこういったことをやるために

はこの事業だけではなくて、もっと経営局

だけではなくて、やはり省全体として、本

当にこの国の農業をどうしていくかという

観点がないと、ちまちました、細部に入っ

ていって全体が見えないということになり

ませんか。どうでしょう。 

○成功する農業を作るには、７つのフレー

ムワークだけではなくてほかにもあるので

すけれども、とりあえず、今はこの一つの

案件を、この７つのフレームワークのコア

として成功させ、それに続く案件を継続的

に掘り起こしていくようにしなければいけ

ないと思います。ぜひ、真剣にお願いした

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○はい、わかりました。ご指摘を踏まえて

対応したいと思います。どうもありがとう

ございます。 
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競 84 平成 25 年度食品産業リサイクル状

況等調査委託事業（事業者データベース整

備及び補完調査） 

 

 

 

○本件を選んだ理由は落札率が 40％だった

ので、その内容を知りたかったということ

なんですが、具体的に言いますと資料の 10

ページに入札執行調書ということで、応札

者の、４者の価格が載っておりまして、そ

れをさかのぼる７ページに予定価格の積算

表が載っているんですが、これ結局、１位

と、予定価格と落札価格が結構差が出たん

ですけれども、７ページの積算でいうとど

のあたりに差が出ているんですかね。 

○そうすると、大体人件費では 4,300 から

800 ぐらいまで、大分差が出ちゃった感じな

んですかね。逆に、そうですね、4,000 とか

だと、別に詳しく検証されていないかもし

れないですけれども、これ、どうしてこれ

ぐらい差がつくのかなというところは、や

っぱり、ちょっと素朴な疑問で区分できま

すので、やっぱり人件費の差が大きいんで

しょうかね。 

○落札率が 40％程度に収まったということ

につきましては、資料の 10 ページでご覧い

ただいた部分で、１、２、３、４、かなり

振れが大きいところでございます。ただ、

購入するデータというものがございまし

て、そういったところは基本的には動かな

いと思っております。こちらの競争入札は、

参加資格をＡからＤまで広げた経緯もござ

いますので、競争性が働き、人件費を各社

調整されてきたものと推察されます。 

○人件費もそうですけれども、市販されて

いる事業者データベースのデータ購入もこ

の業者に限っては、かなり下げて入札をさ

れてきた。この業者に限ってはですね。ほ

かの業者はそういうところをちゃんと見積

もってきたんですけれども、この業者は、

低く見積もって入札してきた関係がござい

ます。 

 

○一番低いところの価格はデータを適切に

見積もっていなかったということであれ

ば、そこに頼んでいいということですか。

 

 

 

 

 

○質は、もう十分だということですね。 

 

○それから、こういった事業の一番重要な

ところは、どういった情報をとるかという、

あるべき情報というのが、まず定義されて

いて、それで、それを得るために適切な市

販のデータを選定するということでしょ

う。 

○市販のデータから集めてくるという大も

とのところがしっかりできているというこ

○ちゃんと見積もっていました。我々も話

を聞かせていただきましたが、かなり頑張

ったところがあったと。どうしてもここで

落札をしたいという事業者の思いもあっ

て、こういう結果になったということです

ので、今後もしっかり、見ていきますけれ

ども、しっかり事業を頑張っていただきた

いと思っております。 

○しっかり見て、指導していきたいと思い

ます。 

○はい。 

 

 

 

 

 

○はい。そのとおりです。 
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とが大前提で、そこは当然のことながら、

きちっとあるべき姿というのを見て、そし

て応札を、みんなに入札を依頼していると

いうふうに理解してよろしいですか。 

 

 

 

 

○すみません。先ほどのお言葉で業者さん

が結構頑張ったということなんですけれど

も、今後それが、クオリティーが損なわれ

ていないか見ていくとおっしゃったんです

けれども、決める前にそれを見ていないと

決めちゃいけないことなんじゃないかな

と。 

 ここに任せるよと言って、これから見て

いくんであれば、もう決められるときにど

んなサービスを提供できるんですかという

のを両方はかって決めないと、結果的には

余りいいものではなかったですということ

になりかねないのかなと思うんですけれど

も、それは、おたくにしますよという段階

では、そのクオリティーというのをある程

度検証することというのはできないものな

んでしょうか。そのデータベースの質とか

量とかというのを。 

 

 

○３ページの、下のほうに書いてあるんで

すが、集めてもらうデータというのが特定

されていまして、つまらないことから言え

ば名称・住所というようなこと、あと年商

とか、どういうものをつくっているかとい

うことを調査してもらうということですの

で、今実施途中ですけれども、何か分析を

したり、特殊な能力がないとできない業務

かというと、そういうことではないもので

すから、情報の収集で、市販の四季報とか、

そういったところに載ってこない企業につ

いては個々に当たっていただくとか、そう

いうような調査ですので、こちらの期待し

たようなデータが出てこないということは

あまり想定しないものですから、そういっ

たことで一般競争入札として実施し、最終

的には競争で値引きを相当頑張ったという

ことだろうと思いますので、今年度は頑張

って結果を相手方も残すことになるんだろ

うと思っております。 

○そうしますと、こういう一般的な情報、

この３ページの一番下に書いてある情報、

この程度の情報と言ったらいけないのかも

しれませんけれども。 

○この程度の情報を集めて農水省として何

ができるのですか。 

○なるほど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○先ほど私が質問したのはあるべき姿の構

○この程度ですよ。 

 

 

 

○立ち入り調査をする相手方を決めるとい

うところの基データになるわけです。 

○それを、どんな階層でどんな品目がとい

うようなことを、データとして出てきます

ので、その中でここを抽出して検査に行く

というデータとして使っていくと。 

 だから、毎年継続的にやるということじ

ゃなくて、一定期間をおいてやって必要な

修正があれば、また何年か後に修正させて

いただいて、新しいデータとして活用する

という考え方で。 

○ですから、データベースを整備するとい
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想を持っているのかということが、まさに

そこだと思うのですよね。私は、ここに何

て書いてある内容をみて、極めて表層的と

コメントしたのです。こんなデータを集め

てどうするのだというのが見えないと、や

る意味があるのかということなのです。 

○これは入札等監視委員会の趣旨は見ると

きに、入札の過程が適切か否かが主ですけ

れども、本当にこれが重要な案件なのかと

いうことがわからないで入札の過程だけや

っていても仕方がないですよね。ですから、

ぜひ、ここまでこの資料はまとまってきた

ので、きちっと書いてほしいと思います。

それから、ここの改善策というのは何も書

いていないのですけれども、改善すること

はないということですね。基本的に。 

○じゃ、特になしと書いておいてください。

う、何のためにデータベースを整備するか

というところについて記載があったほうが

いいだろうなと。 

 

 

 

○この件に関しては、もうこれ、この業務

は４回目か。データベースを構築した上で

事業者の調査を行っておりますので、基本

的にいいかなと思っております。 

 

 

 

 

 

 

○はい。 

競 87 平成 25 年度種苗特性分類調査（くろ

ばなろうばい属）委託事業 

 

 

○１つだけなんですけれども、複数年化の

件なんですが、この事業は前年、前回も１

者応札だったんですよね。ということは、

その前年が終わった段階で、今年に入る前

に複数年化を考えられたのか、あるいは、

こういった１者応札という状況があったの

に、全然考えずに、今年また、単年度にな

さったのか。次年度につながると思います

ので、その前回の後の検討結果をちょっと

教えていただければと思います。 

○この案件に関することだけではないので

すけれども、いろんな概念が出てきていま

す。今の複数年化、市場化テスト、それか

ら業務の細分化、この３つがばらばらなん

ですね。 

 例えば、業務の細分化をするということ

は一つの業務を分けてやらなければいけな

いので、結果として、事業者がふえるとい

うこと。もう一つは市場化テストは、たく

さんのものを集めて、なるべくまとめてや

ろうということで事業者がへるというこ

○複数年化については、これまでも問題に

なっていたというふうに申し上げたんです

けれども、前回実施しましたアンケート結

果によると、そこまで多くの方からのご意

見がなかったもので、今年度については複

数年という検討を行っていなかったんです

けれども、今回のアンケート調査では、特

にそういった意見が多かったので、来年度

に向けては検討したいなというふうに考え

ております。 
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と。 

市場化テストと細分化の真逆の話です。

そして、この市場化テストのほうに大きく

関連するのだろうと思うのですが、複数年

化というものがある。そうすると、これを

どういう方針で農水省としてやっていくの

だろうか。 

 我々が入札等監視委員会をやるときに、

多くの人に参加してもらおうねとか、そう

いった話もある中で市場化テストとか複数

年化というものが出る。どこに落としどこ

ろをつくるかという基準がないままやって

いると入札等監視委員会も困ると思うので

すが、あなたにではなくて、ぜひ、農水省

全体として考えていただきたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随６ 平成25年度家畜伝染病早期診断体制

整備事業委託費（口蹄疫診断用試薬の製造

・配布） 

 

 

 

○この資料の中で５ページの積算内訳とい

うのがございまして、かなり簡略な内容な

んですけれども、これにはもともと、もっ

と細かいディテールがあるわけですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大体わかりましたけれども、その場合、

この件でいうと随意契約の審査を受けられ

ていると思うんですけれども、そのときに

は、そのディテールというのは審査の場所

では提示されるんですか。 

○そうですね。例えば検体採材・輸送費と

いうのが50万円というふうに計上されてい

ますが、これは実際に、全国に 52 カ所の家

畜保健衛生所があるんですけれども、そこ

に今言った馬鼻炎Ａウイルスを配付する輸

送費、実際の輸送の費用、それからボック

ス、容れ物費、それから、どうしても冷蔵

で輸送しなければなりませんので、それの

ドライアイスを入れたりするような、クー

ルで送るための費用、そういったものを積

み上げてウイルスを送る費用、それから、

実際に検査で使う試薬ですとか、そういっ

たものを送る費用と、２回に分けて送らな

ければなりませんので、それを計上したも

のがこういうふうになっています。 

○その場ではディテールまでの提示はされ

ていません。 
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○そうすると、その辺は、結局担当者の信

頼性に基づいて、こういう要約表にはなっ

ているんだけれども、ということなんです

ね。 

○その辺のディテールまで見る必要性とい

うのは、審査の方たちには、それほど必要

はないんですかね。この随意契約で、100％

で受けるような場合というと、結局ある意

味では言いなりの値段で提示されちゃうわ

けで、そうすると、結局その金額の合理性、

妥当性というのがどこにあるのかといった

ときに、結局そこが大事な審査のポイント

じゃないのかなと、私は思うんですよ。 

 そうすると、そこのところがこういう簡

略なデータで提示されてしまうと大事な部

分が、何かこう審査の対象から、特にこう

いうケースの場合ですよね、どうなのかな

という疑問が、合理性の審査という点で十

分なのかなと思うんですよ。この件だけで

はないんですけれども、ときどきこういう

ケースが見られるんですけれども、その辺

についてはいかがですかね。 

○これは、この案件だけじゃなくて全部に

共通する話です。そこのところは検討して

頂きたいと思います。審査を通って決裁さ

れ、それで入札等監視委員会で検討しても、

そこの間が抜けているのだったら、我々と

してはその手続が、本当に、適正にされて

いると思うのですけれども、可視化できて

いないということが問題だとおっしゃって

いるわけでしょう。 

○そうなんですね。 

○だから、そこをちょっと工夫していただ

くと。今ここについて、すぐにお答えいた

だくというのはちょっと難しいと思うの

で、そこはちゃんと統一見解を出していた

だければなと思いますね。よろしいですか。

それで。 

○結構です。 

○そうですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１点ありますけれども、いいですか。こ ○実際に口蹄疫が出まして、そのときはそ
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の案件は非常に重要だと思います。 

 ３年前ですよね、口蹄疫が出てから。何

で、もっと早くこの事業が行われなかった

のかなと単純に思うんですけれども。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○わかるまでに、これだけかかったと。 

 

 

 

 

 

 

ういう事態で、動物衛生研究所にたくさん

検体が集まってしまって、実際に検査が少

し滞ったということがありましたけれど

も、その後、実際にウイルスを分離して感

染、施設の中で実際に牛とか豚を飼って実

験感染とかをやって、特有の症状が見えて、

そこから、こういう形で採材をしてきて遺

伝子検査をすれば比較的容易に、迅速に診

断ができるということがわかりました。そ

の実験をした結果わかりまして、これなら

ば、いわゆる家畜保健衛生所は動物衛生研

究所ほど立派な施設とかいろんな機材とか

がそろっていませんけれども、家畜保健衛

生所にある機材とか試薬でも対応できるん

ではないかという結論になりました。 

○そういうことでございます。 

○あと、この事業は昨年度からやっており

まして、その間に検討を済ませてから事業

を仕組みましたので、少し時間的に遅いか

なと思われるかもしれませんけれども、検

討した結果、こういう事業をさせていただ

いています。 

○今の話だと、口蹄疫が起こってからいろ

いろマニュアルとか何かをつくりました。

そのマニュアルがしっかり機能するかどう

かということを検証しようと一言で言え

ば、そういうことでしょう。 

○そういうことですね。ですから、もう少

しわかりやすく説明していただくと助かる

と思うのですが、いかがでしょう。 

○それで、そのときに蔓延しちゃいけない

ので、ここにお願いしますよということで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

○ただ、やっぱりそういう説明がないと、

○そうですね。 

 

 

 

 

○そうです。 

 

 

○はい、そうです。 

今、先生がおっしゃられるとおり、我々は

検証委員会で、口蹄疫が起こった後、問題

を検証いたしました。その中で法律改正も

いたしましたし、何をすべきかということ

は全部宿題としていただいておりますの

で、それを次々に事業化するなり解決して

いくということを、少し時間的な幅はあり

ますけれども、やっております。 
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これだけが飛び出してきてもよくわからな

いので。それから、次の方も時間がないの

で、なるべく簡潔にお願いします。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

随７ 平成25年度微生物リスク管理基礎調

査事業（二枚貝中のウィルス遺伝子）委託

事業 

 

 

 

○この契約については不落随意ということ

ですけれども、不調随意というのと違うん

ですか。 

○同じですか。資料の１の別表１を見ると

両方出てくるものですから、どっちが正式

なのかなと思って。例えば、資料１の２ペ

ージですか、随意契約の２ページの１、随

の７、これが不調ですよね。あと随の 31 と

いうのが不落になっているんですよね。だ

から、違うのかなと思った。ただ条文は同

じなので、同じなのかちょっと。 

○同じ意味です。 

 

 

○表現ぶりの違いがあるんですけれども、

内容は同じでございます。 

 

 

 

 

 

○同じですね。それからもう一つ、予定価

格、備考のところで、１ページの備考のと

ころで、予定価格の類推価格の下げどまり

を防止するためにということで、結局これ

以上やっても、入札が１人になってしまっ

たんで、できないということで随意にした

ということですか。ここの、ちょっと意味

が、こういう価格の下げどまりを防止する

ためなのか、それとも１者入札でもって、

入札金額が省庁のほうの提示より高かった

ので随意に移したのかというところの、ち

ょっと意味を若干。 

○これは入札のやり直しという選択もある

んですか。日を改めてみたいな。 

 

○その辺の２回でとめるという判断の基準

というのは何かあるんですか。 

 

 

○それは、どの場合でも共通ですか。 

 

 

○この考え方につきましては、只今、事業

担当の方からご説明がありましたように、

２回の入札を、まず前提として考えまして、

結果的に１者になってしまったものです。

２回目の入札が、この表で見ますと予定価

格まで達していなかったということになっ

ておりますので、その段階で不落随契の協

議に移行をさせていただきまして、契約を

締結したということでございます。 

 

 

 

○ 今回、２回の入札でやろうという前提

で考えておりましたので、改めてやるとい

う考え方ではなかったと思います。 

○基本的に委託については、考え方として、

１回で、当然落ちる場合もありますけれど

も、２回程度という形で、実施させていた

だいていたということでございます。 

○執行の部分については各局の支出負担行

為担当官の判断によって２回とか３回と

か、そういう形で対応していただいていま
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○その判断を下すのは。 

○そのときの状況で、もう一回やっても…。

 

 

 

 

 

 

す。 

 先ほどご質問がございました不調の関係

でございますが、入札をやって不調になっ

た場合につきましては、改めて入札を行う

か、それとも相手方が随意契約の意向があ

った場合がございまして、意向があった場

合は支出負担行為担当官に相談をした上で

不落随契の協議を行うか、または再度入札

を行うか、その判断をいただいて執行して

いる状況でございます。 

○支出負担行為担当官です。 

○もう一度、再度入札をしなさいという判

断をいただくか、それとも相手方が不落随

契の意向があるんであれば協議を行う。協

議を行っても落ちなければ、当然ながら、

再度入札を行うこととなりますが、随意契

約が結べるのであれば、このような不落随

契という契約の処理になります。 

○すみません。ちょっと不勉強で、教えて

いただきたいんですけれども、初めに３者

が出て、●●さんが開札時における錯誤を

主張となって、すみません、具体的にどう

いう意味なのでしょうか。 

 

○またゼロをつけて、もう一回やるつもり

はなかったということですね。 

 

 

○１回目の開札時におきまして●●から、

●●円の入札がありましたが、１桁間違え

てしまったということで、開札時に錯誤が

あったと主張をされたものですから、それ

についてはおりていただくということにな

ったものです。 

○そういう選択肢もあったかもわかりませ

んが、先方がこういう札を入れてしまった

ので、それが誤りであったことを主張され

たものです。 

競 35 農林水産省行政情報システムＣＭＳ

サーバ更新機器賃貸借 

 

 

○この契約の相手方は３者契約というふう

になっておりますけれども、この３者契約

になっているいきさつと、それから、もう

一つ、その根拠ですね、３者でもいいよと

いう根拠、ちょっとどこ書いてにあるのか

教えていただきたいんですけれども。 

 

 

 

 

○本件のような情報機器の賃貸借の案件の

場合、機器のリース会社が参加するのが一

般的なのですが、そのリース業者みずから

が機器の構築等の作業をできるわけではあ

りませんので、その機器の構築については

別の者がする必要があるという。特異の事

情があります。そういった事情があること

から、入札説明書において、契約について

は２者、機器の構築ができるものが賃貸借

もするというケース、それから機器の構築
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○わかりました。そうすると一番最後のペ

ージで、39 ページでもって過去の３年間の

入札がございますけれども、この場合は●

●１者に見えますけれども、この場合も、

やはり、もう１者入って３者契約になって

いるんですかね。それは、ちょっとわから

ないですかね。今この場では。 

をするものと、リースを行うものとの３者

での契約、そのどちらも想定した入札説明

書となっております。 

○ちょっと、この場では確認できません。

 

 

 

 

 

 

○なるほどね。わかりました。 

 あと、それから、一般競争契約について

の審査調書、29 ページとか、28 ページです

か。ここのところのチェックリストの右上

の委員の名前のところが手書きになってい

ますけれども、これは他の契約を見ると印

刷もあったりするんですけれども、これと

いうのは何かルールがあるんですか。 

○署名が、本当は入れやすいんでしょうけ

れどもね。 

○特にルールは決めていないんですけれど

も、様式だけは決めておりまして、名前に

ついて各個人が記載をしているものと、委

員の方の名前を付記しているものがあり、

それでチェック項目をつけていただいてい

るものの２種類がございまして、その部分

で違いがあるということでございます。 

○すみません。そういう面では、今回ご意

見を伺いましたので、今後、関係部署にそ

のように伝えたいと思います。 

○サイズが小さくて不都合というようなこ

とはあるのですか。スペースがふえれば大

きくするということなのか。大きいほうが

いいのだけれども、小さくしているのか。

というのは省スペース、これから重要だと

思うのですけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○質問の趣旨は、小さなやつでも十分であ

れば、別に大きいやつに置きかえなくても

いいじゃないかと。質問は、本当はこれじ

ゃ足りないから、大きいやつを、もし大き

くなったら入れるのですかという質問なの

○当省の機器を設置しているサーバ室の都

合なんですけれども、今回導入しましたＣ

ＭＳ機器というのは農林水産省行政情報シ

ステム、いわゆるＬＡＮシステムの上に構

築しているものでございまして、そのＬＡ

Ｎシステムの管理・運用をしているのは、

うちとは別の統計部情報室でございます。

ＣＭＳの機器はサーバ室の中の限られたと

ころで設置しているものですから、今回新

たにブレード型の機器を入れたんですけれ

ども、同じように 23 年度に調達したブレー

ド型の機器を設置しているラックの空きス

ペースに入れる必要があったということ

で、スペースが限られているというような

状況でございます。 

○性能さえ仕様を満たしていれば。 
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です。 

○今のやつは仕様を満たしているのです

か。 

○だったら、大きくなったからといって大

きくする必要はないですよね。スペースが、

さっきの説明だとスペースがないから、し

ようがないからそれにしたというようなニ

ュアンスだったのですけれども、それで後

ほど、もしスペースがあれば今度は大きい

のを入れるよというような話があったの

で、スペースというのは、ものすごく大事

なので、もし小さいやつで十分であれば大

きいやつにする必要はないんじゃないです

かという質問です。 

 

○満たしております。 

○そのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競 49 平成 25 年度農林水産分野における

地球環境対策推進手法開発事業 地球温暖

化対策実践活用促進事業 

 

 

 

○新規の事業だったということで、当然不

慣れな業者がいるのは当然だと思うんです

ね。公告期間を初めから１カ月とか、企画

書の作成期間を１カ月に延長するというこ

とは、なぜ考えられなかったのかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

 

 

 

○基本的には、この期間で十分かなと思っ

ておりました。というのは、事前審査の際

に、そこで先生からご指摘がありまして、

もう少し長くしたらというご意見をいただ

きまして、結果としてこの期間にしたんで

すが、後日このアンケート結果だとかを見

ますと、このような結果だったので、これ

は反省点として今後生かしていきたいと思

っております。 

○全て、ほとんどの事業が、毎回毎回時間

が足りなかったということなので、これは、

毎回毎回こうなるということはどういうこ

となのか、ちょっと理解に、苦しむわけで

はないのですけれども、どうしたものかな

というふうに思いますよね。 

 もう一つ、この温室ガス削減量の効果を

出すということも、ものすごく大事なので

すが、どうやったらこのＣＯ２の排出量が減

るのだろうかというところを知らしめない

と、何のことだかよくわからないというこ

とになりませんか。 

 例えば、我々が買うときに、温室ガスを

排出しないような農作物は、こういうふう

○先生ご指摘のとおりでございまして、そ

この部分も今後の課題としてやっていかな

くてはいけないと思っております。この事

業で実践活用するということについては、

「農林水産分野における省ＣＯ２効果の表

示の指針」にのっとってやっていることで

ございまして、今後の問題として、今、先

生がご指摘の点も踏まえて検討していきた

いと思ってございます。 
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に生産しているから削減できるのですよ。

その結果こうですよということがないと、

「ああ、そうか」と終るだけだと思うので

すけれども、そこのところはどういうふう

にお考えでしょうか。 

○まずは最初にそれがあるべきで、その結

果ですよね。ＣＯ２が幾ら削減されたか。こ

れも、やっぱり俯瞰する力がないと、こう

いう枝葉末節なところへ、末節とは言いま

せんよ。こういう結果のところだけ言って、

じゃ、だから何だと分からなくなります。

要するに、消費者はどこを見たらいいのだ。

こういうことをやればＣＯ２が減るのだか

ら、そういう生産をやっている農家のもの

を買おうとか、そういったことになると思

われませんか。どうでしょう。 

 

 

 

 

 

○おっしゃるとおりでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ぜひ、やはりいろんな政策を考えるとき

に、根本のところまでさかのぼって考えて

いただかないと全てが表面的になってく

る。やればいいんだと。やっているのだと

いうことだと、大切な税金を使っているん

で、よく考えてやっていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 
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