
 平成２７年９月１７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) 玉木 雅浩(弁護士)

 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２７年４月１日～平成２７年６月３０日

６２５件　 うち、１者応札案件 ９５件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 １７件

１０件　 うち、１者応札案件 ８件

（抽出率2％） （抽出率8％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ６件

（抽出率35％）

　１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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

　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

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

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３１回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要



一般競争 　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 ４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） 　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

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 31 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 
 

工事・競１ 農林水産省公務員宿舎（南青山）

独身寮ほか解体撤去工事 

 

これは共済組合との連名の発注というか、

契約だというふうに仰ったと思うんですけ

れども、具体的には独身寮の部分だけが農林

水産省の分ということですかね。 

はい。 

 

そうすると、契約上はこの契約金額の内訳

というのがそれぞれ出ると思うんですけれ

ども、そういう理解でよろしいですね。 

 はい。 

 

 その内訳というか、振り分けについてはど

ういう基準で農水省の分と共済組合の分と

されているのか、ご説明いただけますか。 

 建物の持ち分の解体撤去にかかる費用

を、それぞれが負担しているという分け方

です。 

そうすると、要するに共有部分に係る経費

は、例えば100分の45と100分の55だったら、

45対55で按分するイメージということにな

るんですかね。 

 はい。 

 わかりました。ありがとうございます。  

 公共工事の競争入札のほかの案件と比べ

ると、提案者数がほかのところは16件とか８

件とかと多かったんですが、この工事は３件

となっているんですが、何かその参加しにく

かった理由というか、金額が多いのでそれだ

け大きな工事ができるところが少ないとか

何か背景があったのかどうか、お聞きできれ

ばと思います。 

 営繕工事の契約は、年間で30件ぐらい発

注しているんですけれども、大体３者ぐら

いが平均で参加しているところです。 

 他の案件が、異例に多かったということで

すか。 

 他というのは今回の入札監視委員会の審

議案件ということでしょうか。 

 いえ、違います。別紙様式第１というとこ

ろを見ていただくと、６件の工事の競争入札

案件があったんですが、他の応札者が16者と

か11者とかある中で、本件は３者となってお

り、金額が大きいのでもっと参加する業者が

多いのかなと単純に思うんですけれども、そ

んなに深い意味はないんですが、どうなのか

なと思っただけなんですが。 

 応札者が16者とかというのは、こちら指

名競争をしていまして、指名で通知して入

札していますので多くなっております。一

般競争の総合評価でやっているものについ

ては、大体３者から５者が平均になってお

ります。 
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 わかりました。ありがとうございます。  

 執行調書で●●と●●に関しては、総合評

価点はついているんですが、その右のほうの

評価値と順位が記入がないんですけれども、

これは予定価格を超えているからなんです

か。 

 そのとおりです。 

 その場合、もともと予定価格を超えていれ

ば、総合評価はそもそもする必要がないのか

なと思ったんですけれども。 

 入札で開札して初めて予定価格をオーバ

ーしていることが分かります。 

 技術審査というのは、その前にされてい

る。 

 はい、技術審査の点数はその前につけて

います。 

 わかりました。 

 それから、技術審査の結果について、最高

点はＡ者の21点ということなんですが、この

Ａ者についての定義がどこにありますか。 

 これは採点の段階で業者名を出さずに、

恣意的な判断を避けるために、仮にＡＢＣ

とつけて採点を行っているというだけでご

ざいます。 

 そうすると、Ａ者がどなたかというのは別

の表に何か出ているんですか。 

 Ａ者は、●●です。 

 ●●というのは落札できなかった会社で

すか。 

 そうですね。執行調書をごらんいただき

ますと、総合評価の点数の合計⑤という欄

がありますが、上から21、17、20点となっ

ておりまして、この一番下の得点、21点、

17、20点とリンクしております。 

 なるほどね。そういうつなげ方をしている

ということですか。 

 そうです、はい。 

 Ａ、Ｂ、Ｃという名前でされているのは、

特定できないように。 

 そうです、はい。 

 わかりました。結構です。どうもありがと

うございました。 

 

物役・随３１２ 平成２７年度中南米日系農

業者連携交流委託事業 

 

 どうもありがとうございます。 

 抽出案件概要の下のほうで、中央開発が

558 点中 498 点を獲得して、前年度よりも上

回っていたということが採択したというこ

となんですが、これは、すみません、仮定の

話なんですけれども、もし下回っていたらそ

の後のプロセスというのはどうなるのでし

ょうか。 

 今回は集計表を付けてございますけれど

も、審査項目に対しまして委員の方々の採

点をつけております。合計の 100 点満点換

算というのが下のところにございまして、

前回は 87.6 点、今回は 89.2 点でございます。

この１者のみの集計に際しましては、まず

第１点といたしましては、委員の中でゼロ

点をつけた者がいなかったということと、

点数に開きがないかどうかというところを
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確認した上で、さらに昨年度と同様の１者

だったものですから、その比較対象といた

しまして 100 点満点換算をいたしまして、

改めて昨年度よりも企画がブラッシュアッ

プされているということを確認いたしまし

た上で、こちらの業者のほうに決定させて

いただいたということでございます。 
 ということは、もし昨年度よりも下回って

いても、ゼロ点がいないとか開きが余り多く

なければ、そこに決まるということなんです

か。 

 はい、それ以外に排除すべき点はないと

いう判断でございます。 

 わかりました。ありがとうございます。  

 過去３カ年の入札・契約状況ということ

で、参考見積もり業者が出てくるんですけれ

ども、実際に契約したのは中央開発ですけれ

ども、こういう場合、中央開発に対しても参

考見積もりは取ったりはしないんですか。 

 当然、業者からの提案が上がってきます

際に、見積書が上げられてきてございます

けれども、その見積もりが正しいかどうか

という客観的な判断をいたすために、当方

のほうで別の業者から見積もりをそれぞれ

取りまして積算を行っています。 

 この場合の見積もりというのは、契約が成

立した後の参考見積もりということですか。 

 業者決定した後の参考見積もりです。 

 中央開発と契約が済んだ後に改めてとい

うことですか。 

 契約の前に予定価格を積算いたします。

今年度の場合で申し上げますと、国の予定

価格を作成するときに、当初、契約候補者

である中央開発が上げてきた見積額が予算

を若干上回っていたものですから、再度見

積りを取り直しまして、その額をもちまし

て契約金額としております。 

 そうしますと、今回は参考見積もりは徴収

していない。 

 27年度のですか。 

 これは26年度というのは前回ですよね。  ええ。過去３カ年とございますので、27

年度は載せてはございませんけれども、27

年度も行っております、同様に。 

 このほかの業者から参考見積もりを取っ

てということですね。 

 はい、そうです。 

 わかりました。どうもありがとうございま

した。 

 

物役・随３３１ アジア太平洋地域における

農水産物・食品に関する冷凍・冷蔵技術普及
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支援事業（うち国際会議等開催によるフード

バリューチェーン構築に向けた冷凍・冷蔵技

術普及支援事業） 

 特に開催日のところなんですけれども、こ

れは恐らく地方の開催だと、もともと宿泊の

受け入れとかというのも、もともとのキャパ

が少ないと思われるので、特定してあげない

と、例えば何かアイドルのコンサートがある

とかなんかで全部が埋まっちゃうようなこ

ともあり得ると思うので、そのあたりの日程

というのはやっぱり項目としては結構大き

いのかなと思うんですけれども、そのあたり

いかがでしょうか。 

 そうでございますね。今回いろいろお話

を聞いたところだと、やはり国際会議がで

きるところというのは、そう多くないとこ

ろもあったりしたりしますので、できるだ

け今後はよく事前に準備をして、地方開催

の場合はできるだけ特定するようにはしま

すけれども、柔軟性を持たせつつやってい

くことが必要なのかなというふうに思って

ございます。 

 柔軟性を持たせるといっても、入札する業

者にそんな柔軟性を持たせていいのかなと。

見積もりしなきゃいけない立場にある業者

に、そういう柔軟性を持たせるような、そう

いう入札って、そもそもあり得るものなのか

なと思ったんですけれども、そういう例とい

うのは時々あるものなんですか。 

 その例があったかどうかというのは、私

どもは存じ上げませんけれども、今回の場

合は企画競争ということですと、一定額を

お示しした上で、この額の中で、我々から

見るとできるだけ長い座学の時間と長い視

察の時間で、一定のコストの中でできる日

程をつくってくださいと、そのためには２

日がいいのか、あるいは３泊までできるの

か、フライトの日程等を組んで提案をして

くださいという形で、調達を図ったもので

ございます。 

 そうしますと、本省のほうの考え方として

は、結局、業者が場所を自分で選定して、こ

こでやるとすればこういうふうな日程で、日

にちはこういう形でというのを業者が特定

をして、それに基づいて見積もりを出してい

くという形ですか。 

 はい、今回のシナリオではそういう形で

やってみたというものでございます。 

 そうしますと、例えばＡという業者とＢと

いう業者がいて、Ａという業者は場所が２カ

所ありましたけれども、どこでしたっけ。 

 福岡か、または鹿児島です。 

 福岡で、もう一方が鹿児島というふうな提

案をしてきたときに、これは比較できないん

じゃないですか。どっちの場所がいいのか比

較基準が別々。共通のものがないと比較でき

るのかなという疑問があるんですけれども、

それはいかがですか。日数もそうですし、場

所も別々だと、どっちのほうがいいというの

 お手持ちの資料に委託事業期間提案の審

査項目がございます。この中の４の２の国

際会議等の行程の企画というところで、読

み込めるというふうに私どもは考えており

ます。具体的には福岡の開催の場合、例え

ば移動時間が余りにも長過ぎるとか、座学

の時間が短いとか、そういうのを総合的に
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は、それぞれ審査委員の好みの話になってし

まって、基準設定があるわけでなくなってし

まうから、どうやってその審査委員は判定し

ていくのかなというふうに、ちょっと疑問を

持ったんですけれども。 

勘案して点数化された、比較できるという

ふうに思っておりました。 

 そうしますと、その時間のこととか費用の

こととか、そういう細目にわたる基準値を決

めて、どちらのほうがいいかということを判

定し、評価点を決めて、そこまでいかないと

具体的に客観的な比較というのができない

のかなと思うんですよ。だからここの４のと

ころでもって行程の企画という漠然とした

判定では、それだけの客観性に耐えるような

ことができるのかなと、ちょっと思ったんで

すけれどもね 

 改善点にございますように、開催場所を

２カ所提示して実施するということは今後

はしない方向ですので、こういうことはも

うないのかなと思っております。 

 わかりました。どうもありがとうございま

した。 

 

物役・競２４３ 平成27年度有機農産物生産

行程管理記録作成支援委託事業 

 

 ２つお聞きしたいんですが、初めから２年

の事業というふうに決めておられたんです

か。そうしたら複数年で契約をされたらよか

ったのかなと思うんですが、なぜそうしなか

ったのかということ、それと１者応札になっ

た原因として、前年度までの成果報告書とか

関連データがわかりにくかったということ

なんですが、そう答えた業者は説明会に来な

かった人ですか。今回もそういうふうに説明

したのに、同じような去年の成果報告書とか

を見ていただけますよと説明会で言ってい

たのに、そこに来なかったからわからなかっ

たのか、あるいは来た業者なんだけれども、

そういった説明が農水省のほうで十分でな

かったのでこういう回答になったのか、その

あたりを教えていただけますでしょうか。 

 １点目の複数年のご質問ですけれども、

確かにおっしゃるとおりかもしれないです

が、一応単年度ごとの契約ということだけ

を頭に持っておりました。複数年契約とい

うのは頭の中になかったというのが１つで

す。 

 ２つ目のその事業者の方なんですが、入

札説明会、そこには来なかったんですけれ

ども、事前にどういった業務ですよという、

事前の説明会にはお見えになっていまし

た。 

 そのときには、前年度の成果報告書など情

報提供しますよということを言っていらっ

しゃらなかったんですか。 

 今の成果物がホームページにも載って見

れますし、取り扱い説明書も当然見れるん

ですが、説明会でも当然出し得るものは出

しますよとは話はしてございます。基準が

わからないと回答している業者は入札して
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採用されなかった業者なんですが、どこを

直せば通るんですかとか、なぜ落ちたかわ

からないというような主張のところなの

で、余り細かく言うとだめなのかなという

ことです。そういったことは答えていない

です。 
 そうなんですね。その業者に関してはわか

りました。ただ、今ご説明いただいたように

成果報告書とか、ここを見たらわかりますよ

ということをさんざんおっしゃっているわ

けですよね、説明会とかで。そうだとしたら、

この改善策では役立たないというか、既にや

っていることなのに、もう一回こういうふう

にわかりやすい情報を提供をするというの

は、さらなる改善策にはつながらないのかな

と思うんですけれども。 

 ただ、これまで提案していたのはプログ

ラムなので、ソースコードを、この画面は

このようなプログラムでできていますと

か、そういったデータを提供しますよとい

うところまで言っていなかったので、それ

があれば専門の人であれば、取扱説明書と

プログラミングを見ると、ここをこう直せ

ばいいなというふうに判断できるというこ

とです。 

 もうちょっと丁寧に説明をすべきだった

という。 

 もうちょっと出すべきものを出せばよか

ったのかなと考えています。 

 わかりました。ありがとうございます。  

 関連するかもしれないんですけれども、こ

れがソフトウェアの開発だったら、本来技術

的にはできる業者ってものすごくいっぱい

世の中にありますよね。特にその中で農業に

関する基礎知識がないとできないような作

業なんでしょうか。 

 単に、表計算できますというだけだと、

システム会社であれば普通の人はできるは

ずです。ただ、この事業というのは、実際

の農家の方の生産現場でどんな記録をつけ

ているんだとか、その実態とか、こうして

ほしいという声をやっぱり聞いた上で、じ

ゃ、一番ふさわしい帳票を作ろうというこ

とが必要になるので、やはり農業とか生産

現場を知っている人で、そういう知識がな

いとできないということがあります。 

 なるほど。そうすると、今後応札者をもし

増やしていく可能性として１つ考えられる

のは、そういったニーズであるとか、現場の

ニーズみたいなものを要領よくまとめて、こ

ういうのがありますと提供してあげれば、も

っと何か多くの業者さんが参加してくれる

のかなと思うんですけれども、そのあたりは

いかがでしょうか。 

 確かにそうかもしれないですけれども、

我々も実際の現場でどういったものを使っ

ているかという、最新のというか、今どん

なものをやっているかというのがよくわか

らないというのがあるので、そういったと

ころはやはり調査していただく必要がある

かなと考えています。 

 わかりました。ありがとうございます。  

 全部で46ページにわたるような提案書で  
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ある一方、入札説明会から入札まで７日間と

いうことで、よくもこれだけのものを１週間

で作れたなと。ということは、これは作れる

人は限られてくるから、もう落札できる人も

限られてくるのかなというような、ある意味

では公平に見えるんだけれども、全体的に見

ると明らかに不公平じゃないのかなという

ような疑問も出てきます。ですから、これが

一般競争入札がよかったのかということも

よくわかりませんが、具体的には、ちょっと

申しわけないんですけれども、もう少し改善

の余地あるかなという感じはいたしました。 

 結構です。どうもありがとうございまし

た。 

物役・随４８ 平成27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） 

 

 結局、格付協会しかないということですよ

ね。今後そうしたら随意契約をする必要があ

るのかなとちょっと思いました。非常に広範

囲にわたっている業務ですし、実際入場でき

るのが協会だけだとなると、透明性といって

も現実的には難しいのかなと思うんですけ

れども、今後出てくる、そういった資格を有

する別の業者が出てくる可能性があっての

お話なんでしょうか。 

 限りなく難しいとは思っておりますけれ

ども、そこの部分はなるべく透明性を持た

せたほうがいいのかなということで、公募

という形をとらせていただくことを検討し

ています。 

 よろしいですか。  

 はい。  

物役・随３３７ 平成27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文

化週間の開催事業（極東ロシア） 

 

 １点だけお伺いします。 

 ２者しか提案者がなかったというのは、こ

れは想定より多かったのか、少なかったの

か、いかがでしょうか。 

 通常、やはり提案というのは、２者から

４者の間で提案しております。大体ほかの

ところもやはりその地域によってイベント

会社とか団体とか、そういうところはやは

り地域性を持って提案してくる。北海道は

やはり近いので極東に強かったりします。

今回はユジノサハリンスクというところで

やりましたけれども、１つは昔の日本の豊
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原市といった日本の領土であったというこ

とが北海道とつながっていたということだ

と思います。もう一つは、ウラジオストク

という提案がございました。ウラジオスト

クも、やはり違う業者がそこに近いという

ことで、今回はやはりロシアという特殊な

国ということもあって、２者ぐらいが妥当

かなと思っております。 

 わかりました。要するにやっぱり地域的な

もので制約が強いんだということですかね。 

 はい。 

物役・競１３４ 平成27年度収入保険制度検

討調査事業（個人経営体） 

 

 私の個人経営者としての素朴な感想なん

ですが、これは収集データとして、所得税の

青色申告決算書の１ページから２ページ云

々とあるんですが、多分、公益法人とかそう

いったところから調査協力を依頼されれば、

じゃ協力しましょうというのがあるのかも

しれないが、例えば私自身、民間企業の方が

来て、農水省のこれこれの仕事をしているの

で、申告書の過去何年分の写しをくださいと

言われたって絶対出さないですよね。となる

と、何か、もともとこれは民間企業が参入す

るには余りふさわしくないような事業内容

なのかなという気がしないでもないんです

が、そのあたりいかがでしょうか。 

 この調査は、収入保険制度の設計のため

ですので、農業者の収入データを適切に把

握をするということが必須の取り組みにな

っており、この事業内容を変えることは難

しいと考えております。また、今回、調査

対象を個人経営体と法人経営体とに分けて

事業を実施をしておりま、法人経営体を対

象とした調査については、個人農家が法人

化したいわゆる１戸１法人、限りなく個人

経営体に近い農業者の方も調査の対象に含

まれますが、今年度については、法人経営

体を対象とする調査は、民間事業者を中核

機関とする共同事業体が実施をしておりま

す。調査に当たっては、農水省から調査を

委託されて、調査を実施している旨を明記

をした調査協力依頼文書を農水省から出さ

せていただいて調査を実施をしているとこ

ろです。そういった工夫をすることによっ

て、収入データは、収集が難しい非常に貴

重なデータだと思うが、調査の協力は得ら

れているところです。今後ともこういう形

で取り組んでまいりたいと思っています。 

 ２点お聞きしたいと思います。まず１点目

として、１者応札となったと考えられる要因

の一つとして、民間の保険会社からの回答だ

と思うが、全国地域で個人経営体の調査を実

施する体制を有していなかったという回答

があります。これは法人経営体を対象とした

 まず１点目ですが、個人の方が、ハード

ルが高いのはなぜかということについてで

すけども、単純な理由としては、調査経営

体数が個人の方が多いということが１つ大

きな理由として挙げられるかと思います。

例えば収入データの収集は、個人が約4,000
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調査でも同じで、法人も全国に散らばってい

ると思うが、なぜ法人経営体を対象とした調

査の場合は、数社から応札があって、個人経

営体を対象とするとハードルが高くなるの

か。 

もう一つは、１者応札の改善策として統計リ

ストを提供するということが書かれている

が、去年も１者応札だった。去年の時点でこ

れを考えられなかったのか。 

経営体で法人が約1,300経営体です個人の

方が、調査経営体数が多いので、そのあた

りがややハードルが高くなっている理由か

と思います。ただ、それも事業を遂行でき

る調査員が確保できれば実施は可能であ

り、絶対できないというようなものではな

いかと思っています。 

 ２点目の統計リストの提供についてのご

質問ですが、こちらについてはそういった

情報が提供できるのか、昨年度の時点では

確認が取れませんでした。今年度、統計部

と調整をしたところ、そういった手段が可

能だということが、判明しましたので、今

年度、統計リストの提供を一部実施しまし

た。今後の調査についても、こういったリ

ストの提供をしてまいりたいと思っていま

す。 

 はい、わかりました。  

 入札説明会参加者へのヒアリング概要が

ございますけれども、今回落札されたこの公

益社団法人全国農業共済協会とヒアリング

対象の●●は何か関係のある団体なのか 

 両者に関係はありません。 

 関係ないのであれば、もしも条件さえ整え

ばこの●●、ここも個人の農家とつながりが

強いので、いろんなデータを提供することが

できれば、入札に応じられるようになるとい

うことか。 

 はい。恐らく●●は、事業実施の実現性

が比較的高い団体ではないかと思っていま

す。 

 わかりました。どうもありがとうございま

した。 

 もう一点だけ教えてください。当委員会の

最初に説明のあった別紙様式の第３という

表について、この案件に関して予定価格欄が

無記入なんですけれども、何か意味があるん

ですか。 

 こちらのほうは公表資料のほうからとっ

ていますので、公表できないデータという

ことで記載していないところです。 

 予定価格はあるけれども、こちらの表の上

では記載しないということですね。 

 はい。 

 わかりました。どうもありがとうございま  
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した。 

物役・競１８５ 平成27年度農業経営継承円

滑化推進委託事業 

 

 これは相談窓口というと、将来的にも割と

ずっと続けていかれるような予定というの

がおありなんですか。 

これは予算がつくかどうか次第というこ

ともございますが、我々としては近年、大

規模な経営、法人経営がどんどん増えてき

ておりまして、これをきちんと次世代に継

承していかないと農業も持続していかない

ということでございますので、我々として

は継続的にこの窓口は設置していきたいと

考えています。 
 そうすると、さっきのコンピューターのソ

フトウェアの開発じゃないけれども、何か途

中から参入しにくくなるみたいなことがな

いような何かそういう工夫を、ちょっと私、

今浮かびませんけれども、そこをぜひご検討

いただければと思います。 

 承知いたしました。事業の実施に当たっ

ては工夫してまいりたいと思います。 

物役・競１６５ 平成 27 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 

 

 もう過去２年同じところが１者応札にな

っていますよね。それで改善策の①として、

専門分野を分割するとか、人数の調整をした

いということなんですが、なぜ平成25年度事

業が終わってからそういう改善策をされな

かったのでしょうか。そのときには分割して

ほしいとか、人数が多過ぎるというような要

望は出なかったんでしょうか。 

 アンケートの結果では、仕様書の内容が

わかりにくいといったものしかなくて、本

音の部分が聞き取れていなかったのかなと

いうことはあります。 

 これは、来年以降もまだあるんですか。  事業終了が29年度ですので、まだ来年以

降もございます。 

 では、相当力を入れて参加しやすいような

条件を整えていただければと思います。 

 

 私のほうからですが、この事業内容だと、

今回落札した会社は今後とも継続して事業

をやっていくことになるんじゃないかなと

思うんですけれども、現実的には、入札じゃ

なくてもっと別の方法で、そのかわりもっと

その事業内容を審査できるような形態とい

 すぐには思い当たりませんが、検討して

まいりたいと思います。 
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うのはございますか。本省にはいろんな審査

機関があるじゃないですか。ですから、競争

入札でないやり方で、ただし、その提案内容

についてより審査を細かくするというか、そ

の金額も含めてというのはできませんか。と

いうのは、このままだと値段的にもある意味

では言いなりになった金額で入札が続いて

いって、競争相手が出てこないと。そうする

と、一番心配なのは事業内容もそうですけれ

ども、金額が妥当なのかどうかというところ

が、もうちょっと安く本当はできるのに、言

い値でもって落札せざるを得ないというよ

うなことになってこないのかなという心配

を感じるんですけれども、そういうふうな仕

組みはとれないんですかね。 
 そうですね。結構です。どうもありがとう

ございました。 

 

物役・随３５５ 平成27年度アジア植物遺伝

資源ネットワークの構築委託事業 

 

 アンケートの結果のところで、７番の記述

式のところを読むと、公募によらずに実施主

体を決めてもよいのではないですかと、かな

り諦めぎみのコメントがありますが、かなり

専門性の高い事業だと思うんですが、事業を

分割するなどの工夫をしたら、民間でも応募

はできるというふうに見込んでいらっしゃ

るんですか。 

 そうです。先ほど申し上げた包括的提案

というのは、やはり国が主体となって進め

るべき部分もあるんですが、その中でちょ

っと細分化することによって、民間事業者

等も応札できるような事業が出てくるもの

というふうに考えております。 

 では、その説明会のときにかなりそのよう

にわかりやすく説明をしてあげてください。

アンケート調査を見る限り、あきらめている

ように思われる業者が多いかと思いますの

で、よほどそのハードルを下げてあげるよう

な仕組みをつくっていただければと思いま

す。 

 はい、ありがとうございます。 

 関連してですけれども、これは細分化して

こうやると、例えば大学の研究室の単体の研

究室とか、そういったところも手を挙げる人

が出てくるんじゃないかと思うんですけれ

ども、そういういわゆる大学の研究室単位で

も応札というのは制度上可能なんでしょう

 研究室単位というか、大学として応募す

るということは可能でございます。 
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か。 

 はい、ありがとうございます。  

 私のほうから。研究課題の公募に係る審査

集計表というところで、一番左のＡ氏、Ｂ氏

というんですけれども、これって名前を特定

できますか、どなたか。 

 審査委員としてということですか。 

 そうですね。  Ａ氏がそのどの者かというのを特定する

のは、この場ではちょっとできないです。 
 できれば、これは具体的な名前にしていた

だいて、それぞれの評価者が責任を持って自

分がこれをしたんだというふうにしたほう

が、結局そのほうが透明性があって説得力が

あるというか、これだとね。 

 そうですね。審査委員をお願いする段階

において、こういうふうに公表されますと

いうことを事前に同意していただかないと

いけませんが。 

 だから結局、その審査した人に責任を持た

せるためにも。 

 公表資料においてもということですか。 

 この資料は外に出るわけじゃないですが。  この資料においてはということですか。 

 はい。私たちが見る時点で、そういうふう

にしていただけるとありがたいかなと。 

 はい、内部資料という形でございました

ら、用意することは可能です。 
 どうもありがとうございました。  
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