
 平成２５年３月１２日（火曜日）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(農政ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２４年１０月１日～平成２４年１２月３１日

８５件　 うち、１者応札案件 １０件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ８件

９件　 うち、１者応札案件 ４件

（抽出率5.5％） （抽出率44％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ３件

（抽出率33％）

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 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 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（その他） 　２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２１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 21 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 

 

競11 現場業務支援システム機器賃貸借及

び保守の契約 

 

 

○２つございまして、１つは、契約相手方

が日本電気と日本電子計算機ということに

なっていますが、この右下の番号で言いま

すと、63ページのところは、入札者名とし

ては日本電気だけが記載されておりますが

、右下７ページのところには、関連業務と

いうことで、サーバーの賃貸借とサーバー

の保守業務というところで日本電気と日本

電子計算機というのが入っているんですが

、この辺の関連がどういう関係なのかをご

説明お願いしたいのと、２つ目は、契約金

額を本省分として76万6,080円が記載され

ているんですが、あえてこれが記載されて

いる理由がどういう意味なのか、この２点

をお願いいたします。 

○まず、ご質問の部分でございますが、本契

約案件につきましては、賃貸借ということで

ございますので、メーカー又は販売店が入札

に参加する場合というのを認めております。

もう１点、契約につきまして、製造メーカー

とリース会社、いわゆる３者契約ということ

を認めておりまして、それらの契約の方式を

２つご提案しているものですが、本件につき

ましては、製造メーカーとリース会社とが権

限の委任を行い、委任を受けた日本電気が入

札書を提出したんですが、あくまでも３者契

約をするということで応札してまいりまし

たので、契約は３者の形になりますので、日

本電気以外の者を記載しているということ

でございます。 

 あと、７ページの関連業務というのは、こ

れは本契約以外の業務を記載しているもの

で、他にこういうものが契約としてあります

ということで参考までに記載をしているも

のでございます。 

本件の契約は、あくまでも先ほどご説明あ

りましたように、５年間、48カ月を新しいシ

ステムの賃貸借ということで整理しており

ますので、本契約とは別ものという形でお考

えになっていただければと思っております。

 契約金額でございますが、76万6,080円の

記載ですが、これはいわゆる契約の公表の部

分で支出負担行為担当官として幾らの契約

を行ったかということで公表数値として表

記させていただきました。ただ、公表データ

は支出負担行為担当官である経理課長で報

告するものですからこの金額を表記してお

りますが、備考欄に全体金額の数字、１億3
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,800万強の数字は備考欄に記載しておりま

すので、トータルで入札執行したという形で

表記させていただいております。今回、経理

課長分の審査ということでございましたの

で、76万6,080円という金額を記載させてい

ただいた次第でございます。 

○通し番号450ページの今回の具体的改善

策というところで、②というところで、契

約機器導入時の報告書のマスキングという

ことなんですけれども、これ自体は割と容

易にできるものなんでしょうか、それとも

かなり大変な作業になるんですか。それと

、それをマスキングをして今後、特にマス

キングをすることでわかりにくくなったり

しないんでしょうか。その辺ちょっと教え

てください。 

 

○この導入報告書というのは、機器を入れる

ときに入れる体制だとか手順だとか、あとは

機器の設定の数値が全部書かれております。

これが外部に出てしまうと外からのハッ

キング等が簡単にできてしまうということ。

大半のところが設定に係るものですから、今

回、ほとんどのページに記載していたという

ことで提示を非公開という扱いにさせてい

ただきました。ただ、相手の方に対しては中

身が本当にそうなのかというのを確認でき

ないといけないだろうということで、次回か

らは、多分該当するところは全ページ真っ黒

になる可能性もありますが、そういった格好

で開示していきたいというふうに考えてい

ます。 

○真っ黒でも、業者から見ればある程度必

要な部分はわかるという感じなんですかね

。 

 

 

○今回もそれ以外のものについては、仕様書

等にも添付させていただいておりましたの

で、その運用報告書を先に見れば何があと自

分たちで設定しなければいけないのかとい

うのはわかると思います。 

○落札率が99％というのは、どういうこと

なんでしょうか。 

 

 

 

○ご質問の部分でございますが、資料の63

ページをご覧いただければと思います。 

 本件につきましては１者応札であった訳

ですが、まず、第１回目の入札書の提出がご

ざいまして、１回目が1億3,440万円の提示を

いただきました。ただ、予定価格が税抜き、

●●円でございますので予定価格の範囲内

に達していなかったということで、第２回目

の入札書の提出を依頼したところでござい

ます。 

２回目の入札書の提示金額がこちらに書

いてございますように１億3,200万円という

金額の提示がございました。この入札金額は



- 3 -

予定価格の範囲内ですから落札になったと。

それで、落札がその率になったということで

ございます。 

○452ページの特定の業者に有利な仕様で

あったからということが書いてあるんです

けれども、これはどういったことでしょう

か。 

○これは、アンケートの結果で日本語マニュ

アルの件がありましたけれども、そういった

ものが準備できないということで業者側に

したら、自社としては不利だというふうに思

われたものというふうに考えたものですか

ら、特定業者にとって有利な仕様があったと

いう表現をさせていただいております。 

○これは業者が書いたものですよね。だか

ら、これは業者の真意を確かめたのですか

。 

○業者に確認したときは、マニュアルが準備

できないというところでは不利だったとい

う話でした。 

○最後に簡潔に、ブロック単位等の見直し

というのは本当にできないんでしょうか。

○今回の案件につきましては、情報漏えいと

かセキュリティー対策を確保しつつ、経済的

、それからシステムの運用をきちんと行って

いくということで、各地方農政局に設置しま

すサーバーにつきましては、一定的なシステ

ムとして設計、構築する必要があったという

こともございまして、一括調達ということに

させていただいております。 

 ただ、設置場所等が各地方農政局というこ

とで、契約に関しては、各地方農政局で契約

書の作成等をさせていただいたというもの

でございます。 

○まず、何でも困難だと初めから決めつけ

ると何にもできないと思うので、まずはど

うやったらブレイクスルーできるのかとい

うことを考えていただく必要があると思い

ます。 

 

競12 平成24年度用地補償・管理処分事例

等調査分析業務 

 

 

○この契約名のところが調査分析業務とい

うことなんですが、これの最終的な目的は

、研修のための事例の収集という意味でよ

ろしいんですか。 

 

○事例収集をし、その結果を分析し、研修の

ための資料を作成するという業務です。 

 



- 4 -

○アンケート実施に関して、回収率を高め

るということを要件、リクエストされてい

らっしゃるということなんですが、実際に

この件数が10年未満の人が30人、10年以上

の人が30人、職員が20人、合計80人ですね

。アンケートを実施するならもうちょっと

母数を多くしないと、回収率を高めるだけ

では研修資料として十分なものは出来ない

んじゃないかなと思うんですけれども、そ

のあたりを少しご説明いただけますでしょ

うか。 

○研修の対象となる者は、国の職員が大体全

国で約350人、地方公共団体に約250人、土地

改良区に約400人の、合わせて大体1,000人位

です。対象者1,000人位の中から回答を求め

るに当たって、大体１割ぐらいを目安にアン

ケート調査の回収対象者にしたということ

です。アンケート調査の回収率を高める方法

として、受託者のほうから文書だけではなく

、電話あるいは面接をして回答率を高めます

というような提案をいただいています。 

○それでは、この備考のところの書き方な

んですけれども、最低価格が条件ではない

ので、総合評価で優れているということを

書かないと普通の入札と何ら変わらないん

じゃないかと思うんですね。技術点の評価

があるけれども、価格面の評価をどういう

ふうに入れているんでしょうか。 

○お手元の資料16ページをご覧いただけれ

ばと思います。 

 ここに入札執行調書がございます。この注

意書きの一番下にありますけれども、注意書

きの２番のほうで、価格点の算出について、

入札価格と予定価格の比率に基づき、価格点

である50点を基礎として、それを掛けて評価

をしております。 

○基本的にこういった総合落札方式では、

総合評価では価格は予定価格でやるとその

まま落ちちゃうということですよね。もし

両方ともの価格が予定価格を超えていると

、その段階で失格ということでしたよね。

○今、お話がありましたように、予定価格の

範囲内でなければ、当然ながら価格点の算出

はいたしませんので総合評価点は算出しま

せん。 

この２者につきましては、２者とも予定価

格の範囲内ですから、価格点の算出をして総

合評価点を算出した次第でございます。 

随２ 農林水産省が保管する口蹄疫不活化

濃縮抗原製剤化業務 

 

 

○随意契約のような場合、要するに特別の

特定の業者しかつくれないというようなこ

との場合に、この予定価格そのものの正当

性というのはどういう形で保証できるもの

なんでしょうか。 

○この案件につきましては、過去に同様の実

績がございまして、その実績の単価と比較し

て妥当と判断したということでございます。

○１ページの１枚目の頭の部分なんですけ

れども、濃縮抗原を製造したメーカーしか

製剤化ができないということなんですが、

濃縮抗原自体が各メーカーオリジナルなん

ですか。 

○口蹄疫のワクチン、抗原についてはそれぞ

れ型がございます。ウイルスの型がございま

して、それぞれ７種類あるんですけれどもそ

れぞれの型がありまして、それぞれ同じ例え

ばＯ型であれば、どのメーカーでもＯ型の株

は持っているんですけれども、どこでとれた
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Ｏ型の株かとか、何年にとれた株、口蹄疫は

ご承知のように牛と豚と感染するんですけ

れども、偶蹄類の動物なんですが、どの動物

からとれた株なのかということが非常にウ

イルス自体の変異が激しいウイルスでござ

いまして、同じＯ型でも、Ａ者の持っている

Ｏ型とＢ者の持っているＯ型の恐らく質は

違うと思います。 

○それが製剤化したときに機器に影響する

というようなこともあるように論文等でも

論じられておりますので、抗原自体をどこ

からどういう株をとったのかということも

それはかなりコンフィデンシャルというか

、企業秘密になってしまうということなん

ですかね。それは余り一般的にはそこぐら

いは感じてもいいんじゃないかという気が

するんですけれども、その辺はやっぱり違

うんでしょうか。 

○やはりどこのどの株を使って、同じＯ型で

もどの株をもとに使っているというのは、や

はりどの企業も明かさないということでご

ざいます。一般的にはＯ型のワクチン、Ａ型

のワクチンというような形でしか販売をい

たしておりませんので。 

○よろしいですか。そういうことであれば

、もともと濃縮抗原を一般競争入札で購入

した段階で、自動的にこの業務は最初の企

業と結ぶというのが必然になっているとい

うふうに考えられるんですか。 

 

○ご指摘の点につきましては、濃縮抗原の期

限が５年ということでございます。なおかつ

ちょっと申し忘れましたけれども、どの株を

どの量備蓄するのかというのを、実は毎年備

蓄検討委員会という外部の専門家の方々を

お招きして開催しておりまして、毎年近隣諸

国での発生状況を踏まえまして、例えばＯ型

を、今20万なのを来年度は40万備蓄しておい

た方がいいというような形になってござい

ます。なので、購入した抗原をすべて、例え

ば次年度に備蓄するのか、すぐ製剤化するの

か、そういったスケジュールが、当初、抗原

を購入した時点では不透明ということもご

ざいますので、必ず備蓄した抗原すべてを必

ず製剤化するということではございません

ので。 

○製剤化するときには必ず同じ会社になる

ということでやむを得ないということです

ね。 

 

 

○はい。 
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随３ 農業経営統計調査（センター工程）

集計プログラムの修正業務 

 

 

○この予定価格についてお聞きしたいんで

すが、一番最後のページのところで第１回

の入札のときに３者ございまして、●●と

いう会社が今回入札した会社に比べて倍で

、●●というのが約３倍近い金額で、これ

を前提にして考えた時に、予定価格はどう

やって算定されてきたのかなというのがち

ょっと疑問に思ったんですけれども。 

 

 

○本件につきましては、入札参加予定者４者

から参考見積をいただきまして、それをもと

に、経理課で積算資料をもとに技術者単価を

定めていまして、そこら辺を加味して予定価

格を積算したんですが、１回目の入札の●●

が2,500万、●●の参考見積をいただいたと

きは700万ちょっとでしたが、実際の入札書

では2,500万ということで、そこら辺の差の

違いがちょっと出てこういう結果になって

しまったということでお恥ずかしい話なん

ですが、そこが原因の一つかなと思っていま

す。 

○そもそもなんですけれども、先ほど示さ

れた17ページの表なのですが、この金額の

違いはどこから生じているのですか。何人

工というのが多分違うのかなと思うのです

けれども、これぐらい差が出てしまうとい

うのはそこだけの違いなのでしょうか。 

○入札金額につきましては、業者様から金額

の提示だけはありますが、ご質問のように何

人工という内訳があるかということまでは

聴取していないものですから、そこは申しわ

けありませんが、わからない状況でございま

す。 

○不落随契の審査手順というものがもう少

し詳しく、さっき説明していただいたよう

にこういう根拠に基づいてこういう手続に

するんだという手順がありますよね。そこ

のところをきちんと示してもらうといいか

なと思うんですが。 

 

 

○すみません、今回の調書の概要のところに

もう少し詳しく記載すべきだったと思いま

すが、あくまでも不落随契というのは安易に

するものではないということで、とりあえず

入札を終わらせ、あとは相手方に不落随契の

意思があるかどうか、また、支出負担行為担

当官に入札が不調となった経緯を説明し、応

札者は不落随契の意思がある、それで不落随

契の協議をしてもいいのか、それとも再度入

札するかということを相談させていただく

ものですから、そこをもう少し詳しく今後書

かさせていただこうと思っております。すみ

ません。 

○ぜひわかりやすく記載してください。ど

うもありがとうございました。 

 

競41 平成24年度有害化学物質リスク管理

基礎調査事業（加工食品中の3-MCPD脂

肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エ

ステル含有実態調査）委託事業 
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○それでは、一般論としてお聞きしたいの

ですけれども、この手の外部精度管理、精

度管理を求めて、結局、最終的にそれが実

施できる機関が一定の公益法人しかいない

ということで１者入札になっているケース

をよく見るのですが、精度管理をなかなか

実施している機関が少ないというのはやっ

ぱりコスト的な問題なのでしょうか、技術

的な問題なのでしょうか、ちょっと教えて

ください。 

  

○きちんと把握している訳ではないですけ

れども、どちらかというとコスト面の方かと

思います。一般的に、例えば厚生労働省で基

準値を設定しているとか、一般に受託の多い

ような物質であればそれなりの精度管理も

しているかと思いますが、今回対象にしてい

るような物質のような比較的新しい物質、新

しく着目されてきたような物質ですとなか

なか世間のニーズもありませんし、精度管理

をそこまでコストをかけてやることのメリ

ットがなかなかないのかと思っています。

○よろしいですか。今の件に関してですけ

れども、精度管理というのはどういうプロ

セスでやるのかということであって、新し

い物質か古い物質かというのは余り関係な

いと思うんですけれども、例えばＩＳＯの

基準とかいろいろあると思うんですね。で

すから、物質ごとにそういった手順が違う

のかということはなくて、ちゃんとこうい

ったところを押さえておきなさいよという

ことではないかと思うんですが、そういう

疑問を持っています。 

 それから、もう一つは、こういった精度

管理をする業者、精度管理は外部精度管理

であれば、だれかがきちんとその体制が整

っているかどうかということを見るんだろ

うと思うんですけれども、それは誰がやっ

ているんでしょうか。 

 

 

  

○２点ご質問がありましたけれども、まず１

点目ですが、精度管理というのは物質ごとに

やるのかどうかということなんですけれど

も、基本的にはある特定の物質の分析法ごと

に精度管理をきちんとやる必要があります。

ですから、新しい物質というか、着目された

のが比較的最近であって、しかも分析ニーズ

が一般の民間企業さんからの分析依頼が余

りないような物質とについて、分析機関があ

らかじめ精度管理をきちんとやっているか

というと必ずしもニーズがないわけですか

ら、コストをかけてそこまでやらないという

ことになります。ですから、ＩＳＯの規格に

分析機関の精度管理に関連した規格として

ＩＳＯ17025というのがあるのですけれども

、個別の物質の分析法ごとに精度管理をきち

んとやる必要があります。例えば、カドミウ

ムの分析法について精度管理をしていたか

らといって、ヒ素について同じことが言える

かといったらそうでないというのが国際的

な常識です。ですから、物質ごとにきちんと

やる必要があります。 

 それから、外部精度管理について、それは

だれがやっているかということですが、国際

的には政府組織が主体的になってそういう

プログラムをやっているところがあります。

例えば、イギリスでは環境食料農村地域省の

中でそういうプログラムを持っています。た

だ、そこは実際にはプログラム自体はお金を
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払ってみんなが受けるというシステムなの

で、ある意味全くの政府組織かと言えば、あ

る意味プログラム自体は分離されたような

形で運営されているわけですけれども、日本

ですと、例えば日本分析化学会であるとか、

あるいは厚生労働省の財団法人などがそう

いうプログラムをやっています。 

 ですから、お金を払って受けるという意味

で、外部精度管理というのは大体民間的な要

素がかなりあるのですが、いろいろなプログ

ラムがあります。 

○その民間のプログラム自体が本当にこん

なものかというのは誰がチェックしている

んですか。 

 

○結局、分析値が信頼できるかどうかという

のは、同じものを同じ人が分析しても分析値

はばらつきますので、結局、何かと比べてど

れだけ正しい値が出るのかというのを評価

する必要があるのですが、そういう意味での

標準物質が必ずしもすべての物質について

あるわけではないので、そうなってくるとた

くさんの分析機関が参加をして、同じものを

いっせいのせで測り、そのときの分析値のば

らつきを統計的に解析してある一定の範囲

内にあるところであれば、統計解析した結果

をZスコアという形で、ある意味点数みたい

な形でレポートに出すのですけれども、そう

すると、ほかの分析機関と比べて著しく変な

値が出てきたら、それはさすがに統計的には

信頼できないよねということになるのです

けれども、統計解析した結果、結局ある範囲

にそろったような値が出てくるといったと

ころであれば、そのある一定の範囲に入って

いれば信頼できますよねというふうな形で

統計的に解析をして比較をしていくと、そう

いうことになっています。 

競48 平成24年度生産資材安全確保調査・試

験事業「デオキシニバレノール及びニバレノ

ールの豚への移行調査委託事業」 

 

 

○この下の９ページのところにある一般競

争契約審査調書の予算額３億1,591万8,000

円の内数となっていますけれども、この案

○今のご質問ですが、３億1,500万円の内数

というお話でございますが、以前、この審査

会で一度ご説明させていただきましたが、消
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件そのものは6,000万ぐらいの案件ですよ

ね。そうすると、残りの案件というのはど

ういったもので、それから、この２ページ

、３ページに仕様書があるんですけれども

、これ自体は6,000万円に相当する業務の内

容の仕様書ということなのかどうかという

こと、ちょっとその辺教えてください。 

 

 

 

 

 

 

○そうしますと、３億1,500万の予算額の中

から執行していって、これは今年度に使い

切るという意味でよろしいんですね。 

費・安全局の事業に対して、生産資材の安全

確保を図るという目的のために３億1,500万

という枠の予算を頂戴しております。その枠

の中で毎年生じてくるようないろいろな案

件について優先順位をつけて執行していく

ということで、全体枠としては３億1,500万

円、今回のこのデオキシニバレノールの事業

については6,000万という予算を組んで事業

を執行したところでございます。 

 それで、ご質問の２点目の仕様書について

は6,000万円分の仕様書かというご質問でご

ざいますが、それはそのとおりでございます

。 

○予算は単年度で計上されてございますの

で、この３億1,500万円は今年度限りの予算

額ということになります。 

○すみません、これも一般的な質問かもし

れませんけれども、飼料の入手が困難であ

ったというのが２者ほどアンケートである

んですが、これって市場に出ているのか、

それともそれぞれの業者が独自に努力して

集めなきゃいけないものなのか、それとも

市場から購入するものなのか、その辺はど

うなんですか。 

○そういう培養している物自体のロットが

少ないというか、それで奪い合いになるか

どうかは別として、そうすると、限られた

パイなので入手しようとしてもできないと

。 

○逆に時間をかければできそうというのは

、それはそういうオーダーをすれば作って

くれるからということなんですかね。 

○カビ毒ですので培養する者がおりまして、

そこから購入して業者さんが買っていると

いう状況です。 

 

 

 

 

 

○今回のケースはそうでした。 

 

 

 

 

○そうです。オーダーをすれば必ず培養して

そのものが成果としてでき、それを事業実施

者が購入できますので、可能性としては必ず

あるということです。 

○１つ関連する質問ですけれども、この応

札した日本科学飼料協会は、なぜ試薬があ

ったんでしょうか。 

○たまたまあったと。 

 

○それは、本事業実施分だけの在庫があった

ためです。 

 

○そうです。先に本事業実施者が在庫の試薬

を全て入手してしまったら残りがないので、

ほかの者が手を挙げられなかったというこ
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とです。 

○なぜ公示時期が遅れたんでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○じゃあ、次回からこういったことでは遅

れはないということですね。 

○過去の成果報告書はどういうふうにする

つもりなんですか。 

○何かそういった記載がありましたね。過

去の成果報告書が見たいとか何かっていう

のがありませんでしたっけ。 

○そうですか。あと、一般論になりますが

、こういったコメントに対しては丁寧に答

えているんでしょうか。 

○開示時期が遅くなった原因についてです

が、家畜の飼料に含まれる可能性がある有害

化学物質を家畜へ給与する試験というもの

を実施する場合には、飼料中にどの程度それ

らの物質が含まれているか、また、家畜に対

してどういった影響があるか、また、畜産物

へどのように移行するか等の国内外の科学

的な知見やデータ等を収集した上で飼養設

計というものを立てる必要というのがござ

います。このデータを精査するのに今回時間

を要してしまいましたので、公示時期という

のが遅くなってしまいました。 

○はい。早期に着手してデータ等を集めます

。 

 

 

○これまでの事業は単年度で実施されてい

ます。そのアンケートは勘違いされているか

と思います。 

○はい。コメントに関しましては、改善点等

含めて回答させていただいております。 

 

○先ほどの９ページの予算額のところの説

明でちょっと教えていただきたいですけれ

ども、この案件の場合はデオキシニバレノ

ールというのとニバレノールの豚への移行

調査ということなんですけれども、そのう

ちの6,000万円を使いましたけれども、予算

額のうち残っている分というのは同じよう

な飼料についての調査をまたやるものなん

ですか。 

○そうしますと、ここで件名がこういうふ

うな形で記載されていますけれども、新し

いテーマが決まると、この件名の名前の中

で予算執行していくということでよろしい

んですか。 

 

 

○同じような物質の場合もありますし、また

、全く別の水産物に対する飼料についての調

査を行ったりというものもありますので、特

にこれに関連するものだけということでは

ございません。 

 

 

 

 

○はい、おっしゃるとおりです。生産資材の

安全を確保するという意味で、いろいろな生

産資材が出てきますので、この生産資材安全

確保調査試験事業という事業名で３億1,500

万の枠を頂戴しておりますので、この中で生

産資材に係る試験事業については優先順位

をつけて執行しているという状況でござい
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○そうすると、この案件の場合はデオキシ

ニバレノールについての試験ですけれども

、そればかりではないということでよろし

いですか。 

○なるほどね。 

○書き方をもう少しわかりやすく書いてい

ただいたほうがいいかと思います。 

○逆に言えば、大づかみの予算という意味

ですよね、ある意味では、試薬がいろんな

ものを、これから飼料を使う場合があるか

らということですよね。 

○ちょっと疑問に思うのは、どうやってそ

ういう漠然とした広がりの中で予算額を決

められたのかなというのがある意味では疑

問に思うんですけどね。 

ます。 

○はい、そればかりではございません。 

 

 

 

 

 

 

○はい。試薬であったり、えさであったり、

それから肥料なんかの調査についてもこの

事業の中でやってございます。 

 

○個別の事業一つ一つを積み上げて予算が

作成されている訳ではございません。 

 

競54 平成２４年度輸出拡大リード事業のうち

国別マーケティング事業（中国における種苗の

市場及び輸出関連制度調査） 

 

 

○期間が短かったということを書かれてい

らっしゃいます。テーマからすると決して

緊急性があるとは思えないんですけれども

、なぜこんなに短くしか確保できなかった

んでしょうか、お聞きできればと思います

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今のお話だと、ほかの案件でも同じよう

になっているんですね。 

 

 

○国の予算のほうのキャッシュフローが詰

まりそうになって、国債発行法案の成立が微

妙な時期があったものですから、その間ちょ

っとキャッシュフロー上問題が生じないよ

うに、一部事業についてそのまま留保してと

どめておくという措置をとったものですか

らできなかったと。それが終わったので実施

することにしたんですが、年度末までの期間

が限られているものですから、やむを得ず公

示期間のほうを短縮することで事業期間を

確保してやったということで、そこはそうい

う事態がなければおっしゃるとおりもっと

早くやればよかったのかなということにな

ろうかとは考えております。 

○12月頃の発注案件が多いものは、執行停止

を受けたもの、中には予定どおりのものもあ

るかもしれませんが、当局関係の発注はみん

なそういった状況になっているものでござ

います。 

早目に終わったものは、予算上で執行できた



- 12 -

 

○そうですね。あと、落札率が97％と非常

に高いのはどういうことでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中国のことは、日本国内では判らないこ

とが沢山あると思われるんですよ。それで

、予定価格とこれだけ近いのは不思議だな

と。だから、恐らく一般から参考見積書を

集めておいたのかなという気はしたんです

けれども、そうではないわけですね。 

ものです。 

○落札率が97％と高い理由ですけれども、ま

ず予定価格の算定に当たっては、参考見積は

取っていないんですけれども、一般的な市場

価格、あと、人件費が多いものとか、あと交

通運賃がメーンとなりますので、そういった

ものは市場価格から積算しております。 

落札率が97％と高い理由としては、事業内

容が内容としては検討会の開催だとか現地

への調査、仕様書から読み取れるものですの

で、誰が積算しても大体同じぐらいになった

のかなというふうには感じております。 

○はい。 

 

随８ 平成２４年度輸出拡大リード事業の

うち国内セミナーや諸外国の食品輸入関係

者の招へい（オリエンテーション） 

 

 

○１ページの一番最後のパラグラフの「ま

た」以下のところのご説明なんですけれど

も、要するにこの部分であれば入札になる

んだけれども、そうでない内容で、その会

社の特性に依存する部分が強いので随意契

約にしましたということでよろしいんです

か。 

 

 

 

 

 

 

○この「また」というところの意味はどう

いう意味なんですか。 

 

 

○会社の特性といいますか、実際に輸出事業

に応募される会社というのは色々ございま

して、イベントをやっている会社もございま

すし、また、物流系の会社ですとかあります

が、民間事業者では、今回の事業などは色々

と実施することが多岐にわたっております

ので、実際に申し込まれる方を核にしつつ、

そういったノウハウを持っていらっしゃる

民間の事業者の方々と民間事業者の方々が

タッグを組まれていろいろとやられる部分

がございますので、そういったところも含め

まして随意契約ということにさせていただ

いております。 

○これは、いわゆる単に広報とか研究という

ような単一のものではなくて、我々農林水産

物、2020年までに１兆円という政策目標がご

ざいまして、それに向けて確実に数字を積み
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上げていく事業だということを説明させて

いただいております。 

○こちらの「また」書きですが、一般競争入

札で総合評価というのは、こちらに記載して

おりますとおり、財務省から示されている研

究開発ですとか、調査ですとか広報の業務に

ついては総合評価方式を採用することがで

きるようになっております。 

今回の業務は、それには当てはまらないも

のでございますから、総合評価を選べずに企

画競争を選びましたという説明でございま

すので、申しわけございません。 

○今回、２者から応募があったんですが、

このオリエンテーション業務というか、セ

ミナー実施とかは客観的にできる業者とい

うのは国内にもいっぱいあると思うんです

けれども、２者のみの提案になった理由と

いうのは何か分析されている部分はござい

ますか。 

 

 

 

 

 

 

○これは、先ほども国の予算関係の話がござ

いましたけれども、一度、８月に公募を実施

し、企画提案書もいただいた中で予算業務は

そういうふうに進むということになり、その

後において、ある程度執行できない期間が生

じたために一度公募を取りやめて、新たに1

1月26日に公示させていただいたという経緯

がございます。 

最初の８月の時点では３者から応募がご

ざいましたが、やり直した関係で一応２者集

まっていただいたんですけれども、数が少な

くなったという時間的なものも背景にござ

います。 

○企画提案の採点表を拝見すると、ＪＴＢ

さんのほうが実績があるというコメントが

書かれているですね。ページですと39ペー

ジ、40ページあたりの１番のところの記述

の寸評のあたりに実績があるということで

こちらのほうがいいんではないかというこ

とだと思うんですけれども、実績というの

は何をもって実績と、商談率とさっきおっ

しゃったんですけれども、あと、輸出の金

額を増やしたとか、そういったところを実

績とされていらっしゃるのか、あるいはち

ゃんと問題なくやったよとい 

○１つには、我々が行っている類似の事業で

、実際に応募いただいて採用されて、その業

務をきちんとやり通したというのは一つ実

績であると思います。あとは、そういった業

者は幾つかあるんですけれども、その中でも

きちんとやってもらったということについ

ての実績というところがあると思います。
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うのを実績とされていらっしゃるのか、そ

ういうのをちょっとお聞きできればと思い

ます。 

○その輸出額のアップとか、そういったと

ころまでは見ないということですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ありがとうございました。 

○もしそうであれば、この実績があるとい

うことが評価に影響するのであれば、新規

参入というのはかなり難しくなりますよね

。ですから、もっと実質的に提案内容で評

価するというようなことのほうが総評とし

てもいいんじゃないかと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

 

○あと、実施仕様書の中に契約限度額とい

うのを入れていますけれども、入れてあれ

ば当然それにぴったりの数字を出してきま

すよね。普通こういった数字を明確にする

ことはあるんですか。 

○わかりました。最後に、企画競争の入札

者が少ないのはなぜか、ＪＴＢ西日本だけ

ではなくて沢山あると思うんですけれども

、これは例えば農水省のほうでも公告がう

まくいっていないのか、なぜなんでしょう

か。 

 

 

 

 

○それも一応商談実績ですとかそういった

数はもらっていますけれども、私が知る限り

では、このＪＴＢ西日本自体はかなりいいほ

うではないかというふうには認識しており

ます。ただ、それだけではなくて、あくまで

もこのＪＴＢ西日本ともう一者との比較で

ございますので、あくまでそこは実績がある

というような書き方をしておりますけれど

も、この実績だけは特に絶対的な数値ではな

くて、あくまでも提出していただいた提案書

で見ているところが大きいということがあ

ります。 

 

○その点はおっしゃるとおりでございます。

その点につきましては、過去の事業の実施の

報告書なりをホームページに掲載しつつ、あ

とは説明会でも何回か来た方はわかってい

らっしゃる話であっても、かなり細かく説明

させていただいて、個別の相談にも応じるよ

うにしているところでございます。また、今

後ともその点については努力していきたい

と思っております。 

○委託契約書の中では、契約限度額という形

で出させていただいております。 

 

 

 

○これは、今回のことに関しましては、再入

札を行った時点でかなり時間的にタイトな

ところがございまして、その中で実際に仕様

書に定められている項目を達成できる者が、

応募される者の会社の希望ですとか、これま

での経験の中でご判断されて難しいなとい

うところがあったのかもしれませんが、だか

らといって仕様書をなかなか下位なものに

変えるとか、そういうことはできないので、

来年度につきましてはもっと早い段階で、も
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 しくは計画が決まる前の段階で、例えばホー

ムページとか、あとはメールマガジンなんか

を利用して、農水省というか、輸出業務とし

てはこういった事業概要を考えていますよ

というような周知の仕方ですね、実際の事業

内容というのはその後に決定されるんです

けれども、こういった事業概略を考えている

というところを年度内にも行うように皆様

方に周知していきたいと考えているところ

でございます。 

随13番 平成24年度被災地における果実生

産・流通技術の実証研究委託事業 

 

○91ページのところなんですけれども、91

ページから95ページですか、別紙の記録に

ついて確認したということで、この別紙の

記録そのものがどこを指しているのかとい

うことと、この１ページに１枚で書かれて

いるというこのシチュエーションというの

は、背景はどういうことなんですか。 

 

 

 

 

○これお１人１ページでこういう形という

のは、これは何か普通連記でなくて、こう

なっているのは何か理由があるんですか。

 

 

 

 

 

 

 

 

○その場合、別紙という形ではなくて、も

うちょっと案件を特定していただいた上で

記載していただかないと、書類そのものの

正当性というのか、それがなかなか保証で

○別紙のところですけれども、お手元の配付

資料の89ページに企画審査検討経過記録と

してまとめていますが、これが別紙に当たる

ものでして、そういった議論を実際にこの書

面評価だとかヒアリングを行いまして、その

場での議論を踏まえて意見交換の概要とい

うことでまとめさせていただきました。それ

らの内容を各委員の方々が確認したという

ことで、91ページから95ページのような形で

記録をとらせていただいているというもの

になります。 

○実際には、記録作成者が議論が行われた内

容を起こして、その後にご確認をいただくた

めに、個々の先生方に同時並行して実際の記

載内容は問題ないかというところを確認し

ていただいております。その内容確認のため

に印鑑を押印していただきますが、一つの紙

にまとめてしまいますと、郵送と、その後返

送、郵送、返送というのが繰り返されるので

、それをできるだけ簡略化するために、１枚

ごとにこういう形で押印をいただいている

というところであります。 

○わかりました。その辺は反映できるところ

かと思いますので、検討させていただきます

。ありがとうございます。 
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きないんではないかと思うんですけれども

。 

○通し番号の88ページ、審査表フォーマッ

トということで、各５人の委員の審査の結

果が載っているんですけれども、これもう

少し拡大していただくと読みやすいんです

けれども、それは今後お願いします。 

 それで、それは別としてＣ委員なんです

が、真ん中のクレアンスメアードに関して

かなり厳し目の評価をされていて、例えば

研究機関の要件という一番右端のところは

、ほかの委員が軒並み10点のところでゼロ

点をつけておられて、ほかも、例えばＡ委

員が10点をつけているところでゼロ点とい

うのが結構あったりするんですが、この辺

、ここまで来ると何か誤解があるのかなと

いうふうにも思ったんですが、89ページの

下を見ると、各審査員の個別の判断の範囲

で採点されていると書いてあるのでこれも

範囲だということなんでしょうけれども、

随分差があるなと思うんですが、これは研

究テーマがある程度漠然としているからこ

れぐらいの差は仕方ないということなのか

、それとも何か独自の考え方でもうオーケ

ーということなのか、ちょっとそのあたり

何か検証されていたら教えてください。 

○ご指摘の点で、具体的なＣの委員の方々、

特にクレアンスメアードという提案に対し

て厳しめの点数がついているところでごい

ざいます。特に最後の10項目のところですが

、こちらに関しては、審査に係る要領を作っ

ておりまして、研究機関に求められている要

件として満たしているか、満たしていないか

という判断で２つの評価基準しかありませ

んと。満たしているということであれば10

点、満たしていないということであればゼロ

点と、どうしても中間の点がつきにくい要件

になっています。実際に企画提案ということ

で、その場でのヒアリングと書面での審査と

いうことになりますが、その辺は委員の先生

方によって内容を聞いた上でどういうふう

にご判断されるかという部分がありまして、

どうしても離れたように見えますが、評価基

準で10点かゼロ点にならざるを得ないとい

ところがあります。 

 

○すみません、ちょっとお聞かせいただき

たいんですが、このリンゴのお土産用に持

って帰ってもらいましょうということです

よね。これはこのリンゴの件に関して３者

の方が提案を出されたのか、それとも大き

なもともとの被災地における果実生産・流

通技術ということで、ほかの２者は別の企

画を出されたのか、ちょっとその辺がわか

りにくくて、ちょっと教えていただけます

か。 

 

○実際に公募を行うときにはリンゴを限定

していません。被災地の果樹農家さんが実際

にこういった技術を使うことによって、今ま

で単純に売っていたものがより収益が上が

るだとか、また、流通の段階で加工業者さん

が儲かるだとか、農林水産業全体に従事する

方々が儲かっていくような仕組みをご提案

くださいというような大きな枠組みで公募

しております。 

 その中で、今回一つ審査の結果で良い点数

になっておりますが、リンゴの部分で、これ

を実際に事業として行っていただいており

ます。例えばクレアンスメアードは、むしろ
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その流通をどういうふうに見直していった

ほうがいいのかということで、ＩＴ関連のア

プローチで、実際に例えばクーポン券とか、

ホームページから注文することによって付

加価値をつけ、それでポイントみたいなのを

還元してもらい、よりリピーターを増やして

いくとか、ホームページの運営も考えていき

たいという提案内容であり、あともう一つ、

●●は、イチゴを核にして、それをシンガポ

ールとか、東南アジアに拠点を作り、日本の

農産物を生産しそこから売っていくような、

そういうこともできるんではないかという

ような発想のご提案をいただきました。 

○わかりました。ありがとうございます。

 これ、可能性としては期待があると思う

んですけれども、持っていく先で、例えば

検疫の問題だったり、あるいは本当にニー

ズがあるかというような相手先の市場調査

というのは今回入っていないわけですよね

。そういうのが、単純に考えると、その両

方がないと５年間やる意味がないんじゃな

いかなと思ったんですが。 

 

○ご指摘のとおりで、まさにそういったニー

ズを把握しないと自分たちの独りよがりの

ものになってしまいますので、そうならない

ように実際に現地のニーズも確認しながら

進めていきます。例えば、現在、実施してい

る研究で言いますと、主なターゲットは外国

人旅行者の方々になりますので、実際に日本

に来ていただいている方々に、こういったリ

ンゴを欲しいですか、こういった味はどうで

すか、酸っぱい、甘いだとか、あと色見もい

ろんな色を揃えて、どういったものならぜひ

持って帰りたいですか、どういった値段が一

番いいですかというのも実際にニーズとし

て把握しながら、また、当然被災地の方でそ

れを作る意思がないと意味がないので、それ

を県こういったリンゴを被災地の復興のキ

ーに位置付けていくかというところも含め

て調整をしますが、当然その辺は目途が立た

ないと、研究の見直しというところも考えて

いく必要があると考えています。 

○ありがとうございました。 
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○ぜひお願いします。 

○１ページ目の抽出案件の概要のところに

、なぜ企画競争でなければならないのかと

いうことを要約して書いておいてほしいん

ですね。別紙のとおりと言われても、こう

やって見てまた別紙も見ていくかというこ

となので、我々としてはやはりここの案件

概要のところで全体をつかんで、そして後

ろに持っていくと、見ていくということに

なろうかと思うんです。ぜひお願いします

。 

 それから、この予定価格と契約金額なん

ですが、これも先ほどの案件と同じように

限度額がありますので、ここの誤解を招か

ないように予定価格のところにこれは限度

額とか何かというのを書いておいていただ

ければよろしいかなというふうに思います

。ありがとうございました。 

 

 

○さっきの案件でちょっと言い忘れたんで

すけれども、随８で、●●委員がおっしゃ

ったようにここの「また」、随８のやつで

すね、「また、本事業は」というここの文

章が何か余りにも唐突なんですよね。総合

評価落札方式を認められるものは極めて財

務大臣との協議ということになっています

よね、これは総合評価落札方式ではなくて

ここも企画競争でやりましたとか、そうい

うことを書いていただければわかりやすい

んじゃないでしょうか。ありがとうござい

ました。 

以上で抽出した物品・役務等契約の審議を

終わります。 
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