
 平成２６年１１月２７日（木曜日）農林水産省第２特別会議室

 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２６年７月１日～平成２６年９月３０日

２５７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 ８件

９件　 うち、１者応札案件 ７件

（抽出率3.5％） （抽出率78％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

（抽出率22％）

一般競争 　５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 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） 　４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 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

(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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第２８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 
 

随意９０ 平成２６年度オンデマンド品種

情報提供事業（連携推進・評価試験対応型）

委託事業 

 

○ 応募表明書の提出は、企画競争では一般

的に採用しているのでしょうか。それとも、

今回、特別に採用されたんですか。 

○ 当局が発注する委託事業では、一般的

にまずどういった者が競争に参加表明して

いるのか、事前に知るために実施しており

ます。 

○ そうすると、あらかじめ提出を求めてい

る意味、事業者が応募表明書を出すメリッ

ト、デメリットというのは何かあるんでしょ

うか。 

○ 事前に把握したいということ以外の理

由はありません。それ以上は余りないので、

これ自体に意味があるのかどうかというこ

ともありますが、当局では事前に把握して

おきたいだけのこととなります。 

○ わかりました。  

○ この応募表明書の位置づけというのは、

もしも、応募表明書を提出したのだけれど

も、入札には参加しなかった時は、どのよう

なペナルティーがあるのですか。 

○ あくまでも当局でどういった者がいる

かというのを事前に把握したいだけであ

り、特段のペナルティでありません。 

 

○ このときには、何か表明することによっ

て、その後の本省との間のコミュニケーショ

ンが確立してできて、何か情報のやりとりと

いうのはあり得るのですか。 

例えば、このぐらいの見積もりになりそう

だとか、そういうことはないのですか。 

○ ありません。ないです。 

 

○ そうすると、一方的に何社ぐらいの企業

が参加するかということを知る程度ですか。 

○ そうです。 

○ わかりました。  

○ 入札の改善策についてはよろしいかと

思いますが、この事業のことをもう少しお聞

きしたいですが、埋もれていた品種をオンデ

マンドで引き出して実需者につなぐという

のはわかりますが、先ほどおっしゃったよう

に、業務加工用米のように、まだ開発されて

いないが、実需者からこういう要望があるこ

とを、この事業でそれを拾い出して、研究所

の方にこういうものを作ってくださいよ。と

○ 品種開発、例えば、米の品種開発であ

れば１０年はかかってしまう、そうなると

ニーズをもらってから品種を提供するまで

に時間がかかりすぎてしまうため、当事業

では、品種化されたものをデータベース化

し活用しようとするもので、その中からニ

ーズに合致したものをピックアップしてか

ら、お試し栽培をして、それから増殖をか

けたとしても、大体３年ぐらいで提供でき
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いうことを言うことですか。 ることが可能になるのではないかと考えて

いる事業です。 

○ 基本的に、既にある品種ということなの

ですね。 

○ そのとおりです。既に開発されたもの

をアーカイブしてデータベース化して使お

うとしている事業です。 

○ わかりました。  

○ 企画書の審査結果一覧の中の審査委員

の●●さんの箇所に「各研究体の財産である

品種系統を活用するには、農水の責任で実施

しなければならない」と記載されている意味

は、何をおっしゃっているのですか。 

○ この●●さんは、北海道の普及員のＯ

Ｂの方です。北海道の品種戦略は、道外に

は出さないという、要するに、この財産と

いうのは北海道のお金で育成した品種は、

外には出したくないということです。この

ため、こういう事業を全国的に展開するの

であれば、農水省自らがそういった財産を

ちゃんと責任を持って管理するような体制

を執らないと、この事業自体に北海道は協

力してくれないのではないか、という意見

です。 

○ それに対して本省の方は、どのようなス

タンスでいかれるのですか。 

○ 実は、もう３回ほど北海道には行って

おりまして、実際の流通をされているホク

レンさんの方々に説明して、主流の品種と

いうのは北海道が既に責任を持ってやるの

で、そこに我々はどうこうしようという訳

ではなくて、それよりも違うニーズに対し

て対応したいので、バッティングしないで

すという説明を申し上げました。 

北海道の方も、主力の品種、稲、麦、豆

は本事業では対応しませんので、それ以外

の果樹とか野菜は対応しようかという話

で、今、話が進んでいるところでございま

す。 

また、ちょうど各都道府県に対しても品

種情報の提供を募っている状況でして、北

海道も提供するという意思をいただいてい

るところです。 

○ 私たち消費者から見ると、できるだけ安

く、あらゆる農産物が手に入るという前提で

あれば、その辺の垣根を越えられるものなら

越えていただいた方が、より価格競争とか海

外との競争にも有益なんじゃないかなとい

○ ありがとうございます。 
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う感想です。 

なお、この委員会の業務領域を超えている

ような気がしますので、ちょっと感想という

ことで申し上げます。 

随７３ 平成２６年度実需者等のニーズに

対応した園芸作物のＤＮＡマーカーの開発

委託事業 

 

○ 改善点なんですが、学会等に周知してい

きたいということですが、周知方法を、少し

具体的に予定されていることを教えていた

だければと思います。 

○ 今年今まで行っていなかった取り組

み、今年、１０月頃から学会などにメール

で、このような事業を考えており公募する

ことを予定しておりますという情報提供を

したところであり、周知の取り組みを強化

したところです。 
○ お話を聞くと非常に専門性の高い事業

かと思いますが、他にこれに応募できそうな

組織というのは、説明書を受領された２者以

外にもいるのでしょうか。 
すごく絞られてしまうんじゃないかなと

いう気がしますが、実際、公募して応募でき

る者はいるのか教えていただきたい、それ

と、ご説明をいただいたときに、ＤＮＡマー

カー選抜育種というのが、今までよりすごく

短縮できると、それに興味があったんですけ

れども、どれぐらい、何年位が何年位になる

ものでしょうか。 

○ 最初のご質問についてですが、もちろ

ん研究プロジェクトのため、ある程度専門

性を持っていないと、この事業にそもそも

応募できないということなので、やはり日

本の農業研究を行っているという意味で

は、独法などが一番応募しやすいと思いま

す。 

それ以外ですと、大学、あるいは、園芸

作物であれば種苗会社等も少しは実施して

いるところはありますが、やはり国家プロ

ジェクト等、オープンに国の委託プロジェ

クトとしてやるには、企業としてはメイン

としては入りにくいところがあるため、大

学であるとか、あるいは理研、産総研等か

ら応募される可能性はあるかと思います。 

応募があった場合は、提案書を提出して

いただいて、審査をさせていただくという

ことを想定しております。 

 ２つ目のご質問について、ＤＮＡマーカ

ー選抜育種という方法ですが、これまでの

品種育成は、作物によっては１０年、特に、

果樹などであれば２０年、３０年という期

間が必要で、一言で何年になるとは言えま

せんが、最も効率的に進めば半分から３分

の１程度にはなると言われています。 

それは、どういう形質を導入したいかと

いうことが当然関係してくるんですけれど
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も、ＤＮＡマーカー選抜育種のメリットと

しては、毎回、ある時期まで形質を評価で

きない、例えば、花が咲くまでは形質がわ

からないものでも、ＤＮＡを見ることによ

り形質の評価ができるので、２週間程度で

形質が評価できるとか、果樹などであれば

一回に育てられる数がそもそも少ないです

が、ＤＮＡマーカー選抜育種を使うと、苗

の状態で多く育てて、その中から本当に必

要な形質を持つものだけを選別して育てる

ことができる等、期間の短縮だけではなく、

省力化や効率化することができるというこ

とが非常にメリットとして大きいのではな

いかと考えています。 

これによって、これまで専門性を持った、

職人的な選抜の技術が必要でしたが、ある

意味では本当に１人の者が簡単な機械にセ

ットするだけでできるというような客観的

な指標にもなるということで、ぜひこの方

法を推し進めたいとは考えているところで

す。 

○ 私の方からですが、契約相手方のところ

に「園芸ニーズコンソーシアム業務執行組合

員」という肩書きがありますが、これは研究

機構の肩書きなんですか。 

○ 当事業の実施につきましては、１つの

団体ではなくて幾つかの研究機関にコンソ

ーシアムを組んでいただいて研究を進めて

おりまして、そのコンソーシアムをつくる

際に、コンソーシアムの名前としたもので

す。 

○ この中の資料で、ここの名前が出ていま

すよね。契約書というか、その中にも出てく

るんですか。 

 

○ 提案書の段階ではコンソーシアムの名

前は決まっていませんが、契約を締結する

際には、コンソーシアムの方で適宜名前を

決めていただいております。 
なお、コンソーシアムのメンバーにつき

ましては、提案書にそれぞれ書いていただ

いており、コンソーシアムの組織について

の記載がございます。農研機構がその代表

になっており、こちらで園芸ニーズコンソ

ーシアムの事務をされております。農研機

構との共同研究機関といたしましては、福

岡県、千葉県、栃木県等の県の他に、横浜

市立大学等の大学やかずさＤＮＡ研究所と
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いう組織が書いてございます。 

○ この研究グループというのがコンソー

シアムですか。 

○ はい、そうでございます。 

○ この執行組合員というのは、これは自然

人じゃなくて法人なのですね。 

ここでいっているのは、法人格というか、

組織体をいっているのですね。誰それという

個人の名前じゃないということですね。 

○ そうです。 

契約相手方としては、いわゆるコンソー

シアム全体と契約を結ぶということになっ

ておりまして、その代表機関を農研機構が

務めているという形になります。 

○ この共同研究機関の一個一個が執行組

合員ということでよろしいですか。 

 

○ そういうことです。 

いわゆる工事契約等のＪＶみたいなイメ

ージを持っていただければよろしいかと思

います。 

○ そうすると、自然人じゃなくてというこ

とですね。 

 それから、もう一つ、公募案件を十分に認

識してもらえなかったというところと、最後

のアンケートのところの繫がりなのですが、

大分アンケートの結果がばらついており、こ

の全体から読み取ってみると、どうも認識が

十分にされない可能性があったなという意

味なのでしょうか。 

○ どうしても専門性の高い事業内容とい

うことになりますので、やはり専門知識の

ある事業者でないと少し判りにくかったの

ではないかという反省はありますので、公

募案内や公示内容をもう少し判りやすい表

現にする工夫が必要であろうかと考えてお

ります。 

○ 参加しなかった理由というか、その辺と

か、次のページの改善すべき点とかいうのを

考えると、かなり答えがばらついていて、今

おっしゃったような、書かれているような十

分に認識してもらえなかったというふうな

バックグラウンドというのが余り読み取れ

ないなと思いましたが、この全体を見ると、

どうもちゃんとした認識ができなかったの

かなというふうに読み取れるのですが。 

○ アンケート結果では、公募期間のこと

もございますし、記載内容のことなども考

えられると判断しております。 

 

 ○ あともう一つは、今のご指摘について

なんですが、このアンケート自体は、ご説

明しております事業だけではなく、このプ

ロジェクト全体に対してのアンケート内容

となっております。 

○ 本契約案件だけではないということで

すか。 

 

○ そうです。本契約案件だけではなくて、

このプロジェクト事業全体に対してのアン

ケートです。公示の表題に、プロジェクト

名として「ゲノム情報を活用した」と記載
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していますが、ご説明差し上げた事業は、

黒で囲ってあります（２）の実需者ニーズ

のところとなります。 

ただ、アンケートについては、このプロ

ジェクト全体で徴取しておりますので、個

々の記載内容とこの課題事業との分析に相

違点が見受けられ、というのは、そういう

一因もあろうかと思います。 

随７２ 平成２６年度ゲノム情報等を活用

した薬剤抵抗性管理技術の開発委託事業 

 

○ 審査委員の点数が一覧になっておりま

すが、研究開発内容に実現可能性があるかと

いうところで、５人中３人の委員の方が、提

案のままでは一部実現が難しいと思える箇

所があると書いてあって、これはどちらかと

いうと上のほうではあることは理解するの

ですが、どの辺りの意見なんですが、契約に

当たってとか履行に当たって何か反映され

るんでしょうか。 

もしくは、単なる一つの委員の意見という

ことで、これはこれとして、もう完結しちゃ

うんでしょうか。 

 

○ こちらで審査を受けた後に、実際に契

約を結ぶまでの間に、こちらで出た意見を

全て反映した研究計画書を作成していただ

いて、それを当方が承認した上で初めて契

約が成立します。 

そのため、これらの意見、こちらから要

望したものを反映していただけない限り

は、契約が締結できないことになっており

ますので、最初に挙げていただいた計画が

そのままだと５年間では厳しいと考えられ

る場合は、具体的には、ターゲットを絞る、

あるいは狙う方向性をもう少し厚くすると

いうようなことを改善していただいた研究

計画書を承認したものであり、現在、事業

を実施していただいている状況です。 

○ そうすると、ここでは抵抗性の発達要素

が云々という意見があるんですが、この辺り

も多少企画がさらにブラッシュアップされ

た形で、最終的にどなたが、局長が承認され

るということなんですか、実現可能性が出て

きたかなというところは。 

 

○ こちらのプロジェクトは、運営委員会

というものを持っておりまして、行政部局

の担当者及び外部の専門家の方に入ってい

ただいて、そちらで、まず承認していただ

いた後に、さらに技術会議事務局において

局長を含めた推進委員会に諮って、そこで

もう一度承認していただくという形で、最

終的にゴーサインをいただいているところ

です。 

○ お聞きしたかったのは、この７をつけた

審査委員に、もう一回確認するというより

は、また別の会議で承認するというような感

じになるんですかねというぐらいの話なん

ですけれどもね。 

○ 必ずしも全ての審査委員の方にという

わけではなくて、いただいた意見をこちら

で受け取って、それを反映していただくよ

うに、こちら側が進行管理を行い進めてい

くという前提で実施しております。 
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○ ２つありまして、先ほどの案件と同じで

すが、アンケートの結果のところで、当該契

約についての改善すべき点のその他のとこ

ろで、様式の統一化をしてほしい、電子ファ

イル（エクセル、ワード）をダウンロードで

きるようにしてほしいとあるんですけれど

も、現在は何になっているのですか。ＰＤＦ

とかになっているのでしょうか。 

○ 実は研究開発の公募につきましては、

全省庁統一のｅ－Ｒａｄというシステムが

ございまして、そちらのシステムを使って

応募していただくということになっており

ます。 

○ これを書いていらっしゃるということ

は、それが使いにくいということだと思われ

ますが。 

○ このｅ－Ｒａｄシステムというのは、

農水省独自で開発している訳ではなくて全

省庁・府省共通システムで、文部科学省が

運営しておりますので、そういった使いに

くいという要望があれば、関係部署に改善

を要望していきたいと思っております。 

○ ぜひ、これが入り口だと思いますので、

恐らくそんなに難しいことではないようで

したら階段を低くしていただければと思い

ます。 

 それと、私は、別の案件だと思っていたん

ですけれども、説明をお聞きすると随73とセ

ットですということですが、１者応札になっ

た原因と改善策がほぼ一字一句同じになっ

ています。 

やはりコピーアンドペーストのように感

じられますので、やはりそれぞれ、もうちょ

っと深掘りをしていただいて、もうちょっと

積極的な改善策を出していただければなと

いうふうに思います。 

○ ありがとうございます。 

○ 今回の予算は１億１,５００万円、平成

２６年度ということで、この次年度以降とい

うのは、別に複数年度の契約じゃないけれど

も、毎年度契約をしながら、この予算で計画

を立てていると、そういうことでよろしいわ

けですか。 

○ もちろん契約は、単各年度ごとでやら

せていただいているのですが、契約の時点

では次年度以降の予算というのはまだ決ま

っていませんが、想定としては、ある程度

５年間の計画に対して減額があることを前

提、或いは、研究の進捗状況によっては早

目に終わる課題、例えば、３年目までしか

矢印が書かれていない課題等ありますが、

こういうものは最初から５年間のプロジェ

クトの中であっても３年である程度見込み

が立つことを前提に始めているものです。 

そのため、全て同じ金額でいくというこ
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とはもちろん前提条件ではないんですけれ

ども、こういう形でプロジェクトは組んで

おります。 

○ この平成２７年度以降の予算は、特に、

本省の方で承認されているということでは

ないのですよね。 

 

○ この全体金額がどこかで承認されてい

る訳ではなくて、１年目の提案書のときに

前提条件として、あくまでも平成２６年度

に始まるときの金額であり、ここでは平成

３０年度まで同じ金額を書いてあるという

だけで、翌年度以降の金額がどこかで承認

されている又は保証されている訳ではあり

ません。 

随１０ 平成２６年度日本食・食文化の世界

的普及プロジェクトのうち日本食・食文化情

報発信拠点の設置（UAE） 

 

○ 企画競争の審査結果が載っていて、３０

４点満点中１７９点。 

１００点満点ですと大体５８点位なので

すが、これは類似案件の落札者の点数と比べ

るとやや低いようにも感じますが、それはど

うでしょうか。 

○ 同類のベトナムの事業発注の際にも、

大体同じような点数になっています。 

○ 決して極端に低いわけじゃない訳です

ね。 

結局、１者応札になると、実効性があるか

ないかだけを見て、例えば、点数がもっと低

くても落札できるのですよね。 

○ 事業実施という点で評価するところで

すけれども、仕様書どおり実施できるので

あれば、そういうことになります。 

○ １者応札だと、実質的により良いものを

選べなくなってしまうので、ぜひ改善をお願

いしたいと思います。 

 

○ 先ほどご説明の時には、常設の情報発信

拠点だということだったんですけれども、後

のご説明では６ヶ月で終わってしまうとい

うことだったのですが、これは６ヶ月間の常

設ということなんでしょうか。 

○ 現在、動いているのですけれども、入

札が終わった後の９月からスタートしてい

まして、事業を年度内に終わらせることか

ら６ヶ月間ということで常設しておりま

す。 

 

○ それで、そのような事業だということで

は判るんですけれども、アサツーさんのスケ

ジュールが載っていますよね。来年の２月に

は閉鎖をすると。ウェブサイトもフェイスブ

ックも閉じてしまうと。 

○ 実は、この事業の他の事業で、ＪＥＴ

ＲＯに対する輸出サポート事業というのを

行っています。 

今回のこの事業にもＪＥＴＲＯの事務所

との連携を行うこととしており、この事業
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これは、この６ヶ月間をやれば終わりという

訳ではなくて、本来はそこから輸出なりに繫

げていくということだと思いますので、その

次にどう繫げるのかというのがちょっと判

りづらいんですけれども、よろしければ、こ

の６ヶ月間の先の繋ぎ方について教えてい

ただけますでしょうか。 

で収集した事業のネットワーク、特に、Ｂ

ｔｏＢの輸出業務などをＪＥＴＲＯに提供

して、今後、毎年１回、２月にガルフード

という大きな見本市を開催する予定である

ため、ここで集めた情報を提供して繫げて

いければということは考えています。 

○ わかりました。個人的には、そのウェブ

サイトを、ちゃんとＪＥＴＲＯさんに繫いで

いただいて、買い手さんが買おうと思ったら

閉鎖されていたということがないように、う

まく引き継いでいただければと思います。 

○ 承知いたしました。ありがとうござい

ます。 

 

競８６ 平成２６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 

 

○ １者応札となった原因として、業務内容

が多岐にわたって専門的であり、ご説明を聞

くと難しいような気もするのですけれども、

例えば、分割発注みたいなものはこの業種だ

と難しいのですか。 

○ 種苗産業界全体のオープンイノベーシ

ョンという根本の事業内容が多岐にわたっ

ており、一貫して行うことが必要であった

ことから、今回、分割することは難しかっ

たです。 

来年度以降は、調査の幾つかは減らせる

と考えておりますので、分割する必要はな

くなるというふうに考えております。 

○ 先程のご説明で、契約の複数年化は国の

制度により難しいということだったのです

けれども、案件によっては複数年契約ができ

ると考えますが、どういうものが複数年にで

きるのかということを教えていただけます

か。 

○ 予算は、原則、単年度主義を採ってい

るため、当然ながら複数年契約でやりたい

と言っても、事業内容は単年度で分けても

できるでしょうということで財政当局との

打ち合わせにより単年度になる場合があり

ます。 

これだったらできる、これだったらでき

ないとかいう、具体的なご説明は難しいと

ころでございます。 

今年度は、今回の事業も複数年化という

要望があったのですけれども、単年度でも

できるという判断をした上で事業を進めた

というところでございます。 

基本は、単年度主義というのがございま

すので、それに沿ってやっていくというこ

とで、例えば、２年かけて建物を建てると

か、或いは、途中で切ることができないと
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いったものは２年間とか３年間になろうか

と思いますが、基本は、年度ごとでやって

いくというのを基本理念でやっているとい

うことでございます。 

○ それは、単年度でやりなさいよというの

は、国の制度の基本ですか。 

○ 国の会計自体が単年度主義というのが

根本的にございます。 

競９３ 平成２６年度産地表示適正化対策

事業委託事業①（農産物及び農産物加工品） 

 

○ 要件は、先ほどおっしゃった位しか緩め

るのはなかなか難しいということになるの

であれば、この要件を満たす機関というの

は、把握されている限りで、この応札者以外

にも複数あるのですか。 

○ まず、分析を請け負っている事業者さ

んというのはホームページ等を確認しただ

けでも５、６社ございますし、これは平成

２４年度から実施をしている事業ですが、

平成２４年度当初は、説明会等にも７者程

度参加いただいているということで、分析

できるところというのは複数あると思いま

す。 

ただ、１００点以上のバックデータがあ

るかどうかというのは、どの業者からもお

示しいただけていないものですから、もし

かしたら各業者ではまだ１００点というも

のをお持ちでなかったのかもしれないとい

うところかなと思います。 

○ 改善策の３番のところで、平成２６年度

においては農産物及び加工品としていたが、

加工品、お米以外と米穀と分けるということ

で、これは何を意味しておられるんでしょう

か。 

○ 農産物及び農産物加工品ということ

で、仕様書に品目を列挙してあります。 

この中から、最低２つ以上選んでやって

くださいということで、現行でお願いをし

ている訳ですが、米につきましては、専門

・得意とされている事業者も複数あるとい

うことですから、米だけを別発注にするこ

とで１者応札ではなく複数の応札が見込め

るのではないかということを考えておりま

す。 

○ わかりました。 

 今、初めからのご説明を聞いていて、産地

偽装ということで最近割とよく言われるの

が牛肉だと思うのですけれども、これは、こ

こを見ると牛肉というのがあるのでしょう

か。 

○ この産地表示適正化対策事業というの

は、現在、３事業がありまして、１本目が

今回ご説明をした農産物及び加工品、２本

目が畜産物及び畜産物加工品、３本目が水

産物、水産物加工品ということで３事業に

分かれておりまして、牛肉、鶏肉、豚肉は

畜産物及び畜産物加工品の事業として行っ

ております。 
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○ わかりました。  

○ この案件概要のところで、先ほどご説明

がございました原産地ごとに１００点以上

を収集するという条件を見直すということ

なのですけれども、この場合、単なる公示の

日にちを延ばすとか、そういうものと違って

プロジェクトの品質を変えていく訳ですか

ら、この辺について、例えば、１００点だっ

たのを７０点にしますという時に、手続とい

うのは何か特別に取られるのですか。 

○ まず、この１００点のバックデータが

必要だということについてなのですが、こ

れは私どもの関係している独立行政法人農

林水産消費安全技術センターなどが実用化

する際に、この位は必要だというふうに考

えているというところなどを踏まえて、１

００点というところを設定したところで

す。 

 この１００点というのは、分析そのもの

の精度に関わるものではございません。 

分析結果を基に、外国産と判別するのか、

国産と判別するのかという、その判別関数

を作る際にバックデータが必要になってく

るということになっております。 

当然、このバックデータが少なくなれば

判別関数自体の妥当性というのが低くなる

のではないかということも当然想定をされ

る訳ですけれども、今まで私どもが求めて

いたのは、外国産の可能性が高いか、国産

の可能性が高いかという、その一言だけを

求めていたところなのですけれども、今後

は、分析結果を報告していただく時に、例

えば、過去のバックデータと照らし合わせ

てどの位の状況、位置にあるのかというの

をグラフ上でプロットしていただくような

調査結果の求め方というのもあるのではな

いかと考えておりまして、それを用いるこ

とによって妥当性を下げずに判断できるの

ではないかなと考えているところです。 

○ そうすると、先ほどの別の組織のところ

で一応ガイドラインとして示された１００

点というのは、こちらの農林水産省本省のほ

うで、その辺は判断で点数を減らすことはで

きるという解釈なのですか。 

○ 事業の信頼性を求める上で１００点と

いうものを、私どもでこの事業を立ち上げ

る際に設定したものですので、私どもの方

で信頼性を低めない程度に１００点を変え

るということはできるというふうに考えて

おります。 
競６８ 平成２６年度収入保険制度検討調

査事業における仮保険料率算定手法等検証

事業 
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○ ここで収入保険制度というのは、農家と

か畜産業者が天候等による、災害による収入

が得られなくなったときに、それを国が補填

するための制度ということでよろしいです

か。 

○ 農業経営全体の収入に着目し、農産物

の収量減少のみならず価格低下等による収

入の減少に対する補償を行う仕組みを現在

検討しています。 

○ 落札率５.２％というものの原因は大体

ご説明いただいたんですが、そちらの分析で

は、このインターリスク総研がたまたまそう

いう素地があったからこうなったという分

析なのか、それとも、保険会社というか、一

定の規模のこういう機関であれば、同じよう

なこういうぐらいの研究はふだん行ってい

るものだという話なのか、その辺、いかがで

しょうか。要は、今後こういう同じようなも

のを発注するときに、予定価格は見直すべき

なのか、それとも、これはこれとして特殊事

情として考えるのかというところをお聞き

したいんですが。 

○ 今回の事例では、特に、インターリス

ク総研において、これまでかなりの農業保

険に関する勉強会等の蓄積があったこと

は、この事業者特有の事情であったかと思

います。 

ただ、この収入保険制度に関しては、イ

ンターリスク総研以外の民間の保険会社等

の関心も非常に高く、検討を独自に進めて

いる社もあると思います。また、収入保険

制度への関心が非常に高いということで、

一定程度の人件費を抑制してでも入札に参

加し、受注したいという業者が出てくるこ

ともあり得るのではないかと考えておりま

す。 

○ ●●さんも１００万ぐらいなので予定

価格の１０分の１以下なんですが、もちろん

物によるのかもしれませんけれども、一番高

い●●さんでも半額ぐらいなので、そういう

意味では一般的にやっぱり低く、そちらが予

定されているよりは低く抑えられるんです

かね。 

その辺、分析結果なんですけれども、教え

ていただければと思います。 

○ 一定程度の人件費を抑制し、入札して

くるということは、ある程度避けられない

かと思いますが、当方といたしましては、

予定価格の積算は、やはり適切な価格で単

価を把握し、業務を遂行するために必要な

費用を積算すべきと考えております。 

○ わかりました。  

○ 今のご質問にちょっと追加なのですけ

れども、先ほどおっしゃったように再委託さ

れていて、あらた監査法人に頼まれているの

ですけれども、別の会社だから頼むと相当取

られると思うんですよね。 

そうすると、この金額では多分おさまらな

いんじゃないかなと、これは事業者としての

勉強費用の一つなんですかね。６０万じゃち

ょっと、どう考えてもおさまらない作業だと

は思うんですよね。 

○ ご指摘のとおり、業務量としてはかな

り分量がございまして、費用も当然かかっ

てくるものと考えております。けれども、

あらた監査法人につきましても、先程ご説

明したようにＰｗＣグループということで

世界的なグループの監査企業の一員となっ

ておりまして、そちらでも日本の農業保険

なり日本の保険というものに非常に関心が

高く、自主的な勉強会ということで取り組

んでおり、その蓄積を当事業で活用できる
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という事情は伺っております。 

○ これは、こういう国家プロジェクトに参

加して勉強ができる機会があるということ

自体が組織にとってはメリットがあるとい

うことなんでしょうかね。 

○ そうだと思います。 

○ 今後、農業者にとって大切なテーマの業

務だと思うのですが、これほど安い金額を提

示したとなると、今回の案件以外に何かを狙

っているんじゃないかなとうがった見方を

してしまいます。そういったことはないと思

うんですけれども、一定程度の人件費は確保

して下さいというふうに、逆に、農林水産省

の方から適正な人件費を取って下さいとは

言えないんですかね。 

○ 入札価格について、一定程度の人件費

を計上するよう、こちらから指示するのは

難しいのですが、こちらとしては、仕様書

に記載した事業内容をきちんと遂行できる

事業計画かどうかをきちんと確認する必要

があると思っており、今後も、しっかりと

確認をしていきたいと思っております。 

○ どうもありがとうございました。 ○ ありがとうございました。 

競７ 平成２６年度土地改良事業用地補償

・管理業務従事者育成実務研修業務 
 

○ １者応札となった原因で、今年度入札を

行った云々が不調となったためということ

なんですけれども、これ、不調になった経緯

とかをちょっと教えていただければと思い

ます。 

○ 前回の業務につきましては２者が参加

いただきまして、開札を２回実施いたしま

したが、予定価格に達しなかったと聞いて

おります。 

○ それは、今回の落札者も含まれているん

ですか。 

○ はい、そうです。 

○ 過去の実績を見ると応札者が５者、３

者、３者、それで今回１者になっているんで

すけれども、今回の特筆性みたいなものはあ

るんでしょうか。 

専門的だとかいうのは出ているんですけ

れども、それは多分前も同じだと思うので、

今回の特筆性があれば教えていただきたい

と思います。 

○ 平成２３、２４年につきましては同じ

内容の研修なんですが、外部講師は１名、

それ以外の講義につきましては国の職員が

行うという内容でやっておりました。 

平成２５年度からは、このように民間の

講師を選定をいただいて講義を行っていた

だくということになりました。私どもでは、

平成２５年度に３者参加いただいておりま

すので、平成２６年度につきましても３者

以上の参加はあるものと思っており、この

業務の発注をさせていただいております。

そのため、前年度と特段の違いはございま

せん。 
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○ 特に特筆性がある訳ではないけれども、

業者の都合かなとか、いろいろ分析はできる

かも知れませんけれども、そういうことです

ね。わかりました。 

 

○ 案件概要の改善策のところなのですが、

講師の確保が難しいということで、公告期間

中に有資格者名簿を閲覧可能とされていま

すが、閲覧可能なので、そこの先生に電話を

して、先生は幾らで講師料を取っておられま

すかということを聞けますよということで

対応可能だということの理解でよろしいん

でしょうか。 

○ そうでございます。その名簿と申しま

すのが、有資格者名簿の氏名と勤務先が県

別に綴られたものを閲覧していただくよう

にしたいと考えております。 

なお、有資格者の皆さんは、民間企業に

お勤めになられております。 

○ わかりました。  

○ 入札執行調書なんですが、この●●とい

うところが欠席されたんですけれども、これ

は後で指名停止の原因か何かになるんです

か。 

○ この事業者は、入札に参加する予定だ

ったんですけれども、当日、会社の都合に

より欠席されたものであり、これについて

は指名停止の対象にはなりません。 

なお、落札決定した後に契約を辞退する

ような場合には、指名停止の対象となりま

す。 

○ ありがとうございました。  
競６２ 平成２６年度ミャンマー及びイン

ドネシアにおける官民連携によるフードバ

リューチェーン構想の策定 

 

○ 執行調書で、ブレインワークスさんが技

術点は一番低いのですが、価格点で圧倒して

落札されています。 

これ自体は総合評価ですので、別にそれが

ダメという訳ではないのですが、先ほど人件

費の抑制ということができたということな

のですけれども、他者と比べても多分ここは

抜きん出て低いので、分析の結果で結構なん

ですけれども、この者において何かメリット

があるということなんですかね。 

○ この事業者からは、落札決定後、契約

前に任意でお話を伺い、仕様書に定める業

務が実施できると言っていただきましたの

で、それを疑う理由はありませんので、提

示した価格で業務が実施できると信じてお

りますが、担当者限りの推測としては、こ

の事業者は、少なくとも、国際部の同様の

調査で過去に業務を実施した経験がござい

ませんが、この業務に大変興味を持たれた

のではないかと推察をしております。 
○ この事業は実施中でいらっしゃるわけ

ですね。 

実施状況といいますか、期待に十分応えて

くれているのかというところをちょっとお

聞かせいただけますか。 

○ 率直な感想を申し上げますと、担当者

としては技術点が高いところの方が業務は

しやすいところがございまして、本事業者

には技術点に相応の対応をしていただいて

おります。 
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当然ながら、仕様書に定められた範囲中

で、当方としても執行管理をちゃんとさせ

ていただき、日々やりとりをさせていただ

いているというところでございます。その

ため、仕様で定めた業務はやっていただい

ています。 
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