
平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発の

うち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業に係る応募要領

１ 総則

平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸

海域の栄養塩管理技術の開発委託事業（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

近年、瀬戸内海をはじめ、主要な生産地で栄養塩不足によるノリ色落ち（品質の低下）

が頻繁に発生し、ノリ養殖業の経営のみならず地域経済に深刻な影響を与えている。

これまでの調査研究の結果、ノリの色落ちの原因は、秋季から春季における養殖シー

ズンに、ノリと栄養塩を競合する珪藻赤潮の頻発と海域の栄養塩レベルの低下に起因し、

その原因として水質規制効果の行き過ぎが挙げられているところである。

このため、新たにノリ養殖漁場における最低限必要な栄養塩レベルや色落ちの原因と

なる大型珪藻の抑制手法等を検討し、将来にわたりノリ色落ちを発生させることなく、

ノリを安定的に生産する体制の整備を図ることを目的とする。

(2) 概要

瀬戸内海東部海域における陸域、隣接海域、底泥からの栄養塩の供給過程など、栄養

塩類の収支を明らかにするための調査を行い、当該海域及びノリ漁場周辺海域における

窒素・リンの動態について解析を行うことにより、各調査海域への栄養塩の流入機構及

び流入量について把握する。

養殖ノリの色調維持や回復の機構を明らかにするため、ノリの窒素取り込み能等に関

する室内実験を実施するとともに、ノリ漁場において、栄養塩濃度とノリの色調の変化

等を定期的に調査する。また、大型珪藻等の植物プランクトンの環境要因に関する既往

データを収集、整理し、植物プランクトンの動態と環境要因との関係について解析を行

うとともに、植物プランクトンの主要な捕食者である動物プランクトンの採集調査や室

内培養実験を実施する。これらの結果を用いて、珪藻類の生理生態特性を把握するとと

もに、養殖ノリの環境収容力の推定を行い、栄養塩管理技術を開発する。

３ 予算額（委託費の限度額）

予算額（委託限度額）は、29,165,000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２５・２６・２７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14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年度海面養殖業振興対策事業のう

ち新たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業公

募参加表明書（別紙様式第１号）を「１６ 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4月4日から平成25年4月17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4月18日（木） 10：00～

場所：水産庁増殖推進部第1会議室（農林水産省南別館8階、ドア番号別812-1）

(2) 説明会に出席を希望する者は、平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たな

ノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業に関する説

明会出席届（別紙様式第２号）を平成25年4月17日までに「１６ 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年度海面養殖業振興対策事業のうち新

たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業提案

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。）

・予定している再委託先の、氏名又は名称・住所（再委託をする相手方が未定の

場合は、その相手方を選定する方法）、再委託を行う業務範囲、再委託の必要性及

び契約予定金額。

(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4月25日（木）17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

「１６ 問い合わせ先」とする。

(3) 提出部数

① 提案書 正１部、副２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「１６ 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

4月30日までに返却すること。）

閲覧（貸与）資料：沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業成果報告書（平成22

～24年度）

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１６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増殖推進部栽培養殖課栽培養殖専門官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

調査結果について、報告書に取りまとめ、10部（電磁記録媒体資料（ＣＤ－Ｒ）2部）

を「１６ 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 問い合わせ先

〒100-8907 東京都千代田区霞が関１－２－１

水産庁増殖推進部栽培養殖課栽培養殖専門官（農林水産省南別館８階 ドア№別814）

担当者 小畑 泰弘（おばた やすひろ）、

電話 ０３－３５０２－８１１１（内線６８２１）



別紙様式第１号

番 号

年 月 日

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 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年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発

のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業参加表明書

平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸海

域の栄養塩管理技術の開発委託事業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

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 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年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発

のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業に関する説明会出席届

平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸

海域の栄養塩管理技術の開発委託事業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

水産庁増殖推進部栽培養殖課長 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年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発

のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業提案書の提出について

平成25年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発のうち沿岸

海域の栄養塩管理技術の開発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年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発

のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業」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年度海面養殖業振興対策事業のうち新たなノリ色落ち対策技術開発

のうち沿岸海域の栄養塩管理技術の開発委託事業」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。


