
平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち水産物の需給・価格

等の動向に関する情報の収集・発信に係る応募要領

１ 総則

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち水産物の需給・価格等の動向

に関する情報の収集・発信（以下「委託事業」という。）に係る公募の実施については、

この要領に定める。

２ 事業実施の目的及び概要

(1) 目的

我が国の漁業経営の安定や国民に対する水産物の安定供給を図るため、漁業者が市

場の動向に応じて効率的な生産を行っていく必要がある。

このため、本事業は、全国の主要漁港における主要品目の水揚量、卸売価格や用途

別出荷量、水産物の在庫量等、水産物の需給・価格の動向に関する情報を、水産関係

者等に広く情報発信し、市場の動向を的確に把握できるようにすることで、漁業経営

の安定や国民に対する水産物の安定供給を図ることを目的とする。あわせて、水産物

の食料自給率向上施策を迅速かつ的確に講じていくための基礎とする。

(2) 概要

主要漁港における主要品目の水揚量、卸売価格や用途別出荷量、水産物の在庫量等、

水産物の受給・価格動向に関する情報を収集・発信することにより、漁業者の経営感

覚を活かした効率的な生産に資するとともに、国が行う水産物の需給・価格安定対策

等各種施策の企画立案につなげるものとする。

３ 予算額（委託費の限度額）

予算額（委託限度額）は、６７，７６７，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）

以内とする。

４ 応募資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者

であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務

の提供等」を有していること（地方公共団体は除く）。

(4) 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5) 複数団体による提案も可とする。複数団体による提案とは、複数の団体が共同し



て行う提案（以下「共同提案」という。）及び複数の団体が本委託事業の受託のため

に組織した任意団体（民法上の組合に該当するもの）が行う提案（以下「グループ

提案」という。）とする。共同提案及びグループ提案を行う場合は、水産庁との連絡

調整等を行うため、代表機関を選定すること。また、共同提案を行う全ての団体及

びグループ提案を行う団体を構成する全ての団体が参加資格(1)から(4)に記載する

全ての要件に適合している必要がある。なお、グループ提案を行う団体は、本委託

事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは

構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結

書等を予め作成する必要がある。

(6) 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（平成18年法律

第50号）第42条第２項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補

助金・委託費の割合が３分の２を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法

人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」（平成14年３月29日閣議決定）によ

り、原則として委託することができないので注意すること。

５ 契約期間

委託契約締結日から平成２６年３月３１日

６ 参加表明書に関する事項

(1) 参加表明書の提出

委託事業の公募に参加を希望する者は、平成２５年度水産物流通情報発信・分析

委託事業のうち水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信公募参加表

明書（別紙様式第１号）を「１７ 問い合わせ先」に持参、郵送（書留郵便に限る。）

又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）により提出す

ること。郵送等により提出する場合は次の期間内必着とする。

なお、共同提案の場合は、構成する全ての者の連名により提出すること。

(2) 公募期間：平成２５年３月７日から平成２５年３月２１日までの１０日間

(3) 受付曜日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く。）

(4) 受付時間：１０：００～１２：００及び１３：３０～１６：３０

７ 応募に係る説明会の開催

(1) 本事業に関する説明会を次のとおり開催する。

日時：平成２５年３月２２日（金） １４：００～

場所：水産庁資源管理部第一会議室（農林水産省本館８階、ドア番号本８７３）

(2) 説明会に出席を希望する者は、平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業

のうち水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信に関する説明会出席届

（別紙様式第２号）を平成２５年３月２１日までに「１７ 問い合わせ先」へ提出

すること。



(3) 説明会への出席は「４ 応募資格」に示す資格は要しない。

８ 応募する提案書の内容

(1) ６(1)の参加表明書を提出した者は、平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託

事業のうち水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信提案書（別紙様

式第３号）により、提案するものとする。提案書には、「２ 事業実施の目的及び概

要」を踏まえつつ、次の項目及び内容を提案するものとする。

① 事業の遂行体制

委託事業全体の調査・分析の構成、調査を担当する者の人数、役割分担並びに

経理処理能力（共同提案の場合は、構成する団体ごとの役割分担及び経理区分を

明確にすること。）に関する実施体制。

② 実施スケジュール

調査項目ごとに記載すること。

③ 再委託の予定（再委託とは、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わ

せることをいう。ただし、事務的業務（印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・

保管に類する業務）であって、再委託する金額が、委託費の限度額の５０％以下

であり、かつ、１００万円以下である場合を除く。）

(2) 経費内訳書（積算内訳）（別紙様式第４号）

委託事業を実施するために必要な経費のすべての額（消費税等の一切の経費を含

む。）を記載した内訳書

委託事業における委託経費のうち人件費の算定方法は、「委託事業における人件費

の算定等の適正化について」（別添１）により算出することとなるので、経費内訳書

の作成の参考とすること。

(3) 購入予定物品（別紙様式第５号）

９ その他の提出書類

(1) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

(2) 提出者の概要（会社概要等）がわかる資料

※グループ提案の場合は、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成す

る全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等

を併せて提出すること

(3) 同種又は類似の業務の実績（様式任意）

※共同提案の場合は、共同提案を行う全ての団体のもの。

１０ 提案書等の提出期限等

(1) 提出期限：平成２５年３月２７日（水）１５時まで

(2) 提案書等の提出場所及び契約条項等に関する問い合わせ先

「１７ 問い合わせ先」とする。

(3) 提出部数



① 提案書 正１部、副１部

② 経費内訳書（積算内訳） ２部

③ 購入予定物品 ２部

④ その他の提出書類 ２部

(4) 提出に当たっての注意事項等

① 提案書作成に当たり参考資料として、申し出があれば以下の資料を「１７ 問い

合わせ先」で閲覧（貸与）できるものとする。（なお、貸与した資料は、平成25年

３月２９日までに返却すること。）

閲覧（貸与）資料：本事業に係る前年度以前の調査報告書等

② 参加表明書の提出があっても、提出期限までに提案書を提出しなかった場合は失

格とする。提案書の提出に当たり、持参する場合の受付時間は、平日の１０時から

１７時までとし、最終日は１５時までとする。また、郵送等による提出は認めるが、

提出期限までに水産庁漁政部加工流通課企画調査班に到着しなかった場合は無効と

する。

③ 提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行うことは

できない。また、返却も行わない。

④ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。

⑤ 提出された提案書等は、非公開とし、提出者に無断で使用しない。

⑥ 競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。

⑦ 提案書等に使用する言語は日本語とする。

⑧ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

⑨ 「暴力団排除に関する誓約事項」（別添２）について、提案書提出前に確認しな

ければならず、提案書の提出をもってこれに同意したものとする。

１１ 契約保証金

会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金額は、

契約金額の１００分の１０とする。ただし、予算決算及び会計令第１００条の３第３

号の規定により免除する場合がある。

１２ 委託費の支払方法

精算払とする。ただし、予算決算及び会計令第５８条ただし書きに規定する協議が

調った場合においては、受託者からの請求により、必要があると認められる金額につ

いては概算払をすることができる。

１３ 成果品

調査報告書 ２部 年報（産地の水揚量・卸売価格、水産物の在庫量及び用途別の流

通情報）

電磁記録媒体資料 ２枚（ＣＤ－Ｒ）年報（産地の水揚量・卸売価格、水産物の在庫

量及び用途別の流通情報等）

２枚（ＣＤ－Ｒ）（水産貿易に関する情報）



を「１７ 問い合わせ先」へ提出すること。

１４ 成果品（著作権等）の帰属等

(1) この委託事業に係る研究の成果に関する次の各号に掲げる権利等（以下「特許権

等」という。）は、水産庁長官が承継するものとする。

① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権

② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権

③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権

④ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権

⑤ 品種登録を受ける地位又は育成者権

⑥ 著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定す

る権利を含む。）

⑦ 外国における前各号に掲げる権利に相当する権利

(2) 詳細な手続き等については、委託契約締結時の委託契約書のとおりとする。

１５ 実績報告書

事業が終了した場合は、実績報告書（様式は別途指示）を提出すること。

１６ その他

１７ 問い合わせ先

〒100-8907 東京都千代田区霞が関１－２－１

水産庁漁政部加工流通課企画調査班（農林水産省本館８階 ドア№本８７０）

担当者 岡野 正明（おかの まさあき）、庄田 洋子（しょうだ ようこ）

電話 ０３－３５０２－８１１１（内線６６１７）



別紙様式第１号

番 号

年 月 日

水産庁漁政部加工流通課長 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 印

※共同提案の場合は連名

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち

水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信参加表明書

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち水産物の需給・価格等の動向に

関する情報の収集・発信の公募に関する提案へ参加します。なお、別添のとおり資格審査結果

通知書（全省庁統一資格）の写しを提出します。

（担当者）

所属/部署

氏名

電話/FAX

e-mail

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること）



別紙様式第２号

番 号

年 月 日

水産庁漁政部加工流通課長 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 印

※共同提案の場合は連名

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち

水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信に関する説明会出席届

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち水産物の需給・価格等の動向

に関する情報の収集・発信の事業に関する説明会への出席を希望します。

（担当者）

所属/部署

氏名

電話/FAX

e-mail

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること）



別紙様式第３号

番 号

年 月 日

水産庁漁政部加工流通課長 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 印

※共同提案の場合は連名

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち

水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信提案書の提出について

平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち水産物の需給・価格等の動向

に関する情報の収集・発信委託業務を受注したいので、別添のとおり提案書を提出します。

（担当者）

所属/部署

氏名

電話/FAX

e-mail

（複数団体による提案の場合は、代表機関の担当を記載すること）



１．事業の遂行体制

２．実施スケジュール

３．再委託の予定

４．その他必要と認める事項

（注）内容は追加的に照会する必要がないよう、具体的かつ簡潔に記載すること。



別紙様式第４号

「平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち

水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信」経費内訳書（積算内訳）

区分 予算額 備考

調査費 ○○○円 旅費 ○○○円

△費 ○○○円

○費 ○○○円

□費 ○○○円

再委託費 ○○○円

合 計 ○○○○円

（注）１ 備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付する

こと。

２ 複数団体による提案の場合は、その構成する者ごとに積算内訳を作成する。

ただし、グループ提案の場合は、積算内訳に構成する団体の内訳を付すことでも可とす

る。

３ 必要に応じて備考欄に説明を付すこと。

４ 本委託事業における委託経費のうち人件費の算定方法は、別添１の「委託事業に

おける人件費の算定等の適正化について」により算出することとなるので、作成の

際の参考とすること。



別紙様式第５号

「平成２５年度水産物流通情報発信・分析委託事業のうち

水産物の需給・価格等の動向に関する情報の収集・発信」購入予定物品一覧

物品名 単価 員数 使用目的 耐用年数

（注）

本事業においては、「パソコン」、「デジタルカメラ」、「ビデオ」等の家庭汎用品の

原則購入不可（リース及びレンタルは可）とする。その他の物品もリース及びレンタ

ルを基本とする。

複数団体による提案の場合は、構成する団体ごとに作成すること。



（参考）委託費により購入する物品について

委託事業を実施する上で必要なもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るも

ののうち取得価格が30,000円以上の物品（以下「取得物品」という。）の取扱いについて

は、以下によるものとする。

（１）取得物品についての善管義務

支出負担行為担当官は、契約の相手方に対して、取得物品の管理について善良な管

理者の注意義務を課すること。

（２）取得物品の標示及び管理簿への登録

支出負担行為担当官は、契約の相手方に対して、取得物品に委託事業により取得し

たものである旨の標示をさせるとともに、委託事業ごとに管理簿に登録させること。

（３）取得物品引渡しの指示

支出負担行為担当官は、委託事業終了後、取得物品についてその利用価値その他に

ついて関係の物品管理官と協議し、その引渡しの要否を決定し、引渡しを要するもの

とした場合は、次の各号の事項とともに、引渡期日、引渡場所等必要な事項を定めて

契約の相手方に指示すること。ただし、契約の相手方が事情により引渡期限の延長を

支出負担行為担当官に申請してきた場合においては、その事情に応じてその期限を延

長することができるものとする。なお、その延長の期間は６か月を超えない範囲内と

すること。

① 契約の相手方は、支出負担行為担当官から取得物品の引渡しに関する指示を受け

た場合においては、その指示に従わなければならないこと。

② 取得物品の引渡しに要する費用は、委託契約に別段の定めをしない限り、支出負

担行為担当官の負担とすること。

（４）取得物品の引渡しを要しないものとすることができる場合

前項にかかわらず委託事業終了後、契約の相手方の報告に基づき支出負担行為担当

官の判断において取得物品の引渡しを要しないものとすることのできる場合は、次の

各号の場合とする。ただし、取得物品の引渡しを要しないものとした場合においても、

支出負担行為担当官はその旨を契約の相手方に通知し、その処分の方針を指示すると

ともに、取得物品の引渡しを要しないものと判断した事情等必要な事項を書面で明確

にしておかなければならない。

① 委託事業終了後取得物品について全く残存価値のないものと判断した場合、残存

価値の低いものと判断した場合、又は残存価値はあっても引渡し費用をかけてまで

引渡しを求めることが適当でないと判断した場合

なお、研究開発期間が５年以上である委託事業において、研究実施計画に基づき

初年度又は２年度目に取得し、以後研究開発期間を通じて使用する試験又は測定機

器、計算機器、撮影機及び顕微鏡であって、取得価格が100,000円未満のものにつ

いて、上記に該当することが明らかである場合には、あらかじめ、引渡しを要しな

いものとすることができる。

② 委託事業終了後に天災地変その他これに準ずる事故の生じた場合において、契約

の相手方の取得物品の引渡しが著しく困難であると判断した場合



（５）物品管理官との協議の時期

（３）における物品管理官との協議の時期は、原則として委託契約締結期間終了の

時期とする。ただし、委託事業の実態上、同一の相手方により数年間、当該委託事業

が継続して行われることとされている場合にあっては、当該委託事業の最終年度の契

約締結期間終了の時期とする。

なお、契約の相手方が取得物品を引き続き同種の事業で使用したい旨の申し出をし

た場合にあっては、当該同種の事業の終了の時期に取得物品の引渡しの要否を決定す

るものとする。この場合においては、支出負担行為担当官は、継続使用に係る実績報

告書を継続使用終了時に徴するものとする。


