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平成２８年３月３１日

平成28年度農林水産省調達改善計画

【調達改善の目的】

平成25年４月の「調達改善の取組の推進について （平成25年４月５日行政改」

革推進本部決定）及び平成27年１月の「調達改善の強化について（調達改善の取

組指針の策定 （平成27年１月26日行政改革推進会議とりまとめ）に基づき、）」

引き続き、ＰＤＣＡサイクルにより、透明性・外部性を確保しつつ、自立的かつ

継続的に調達改善に取り組むことを目的として、農林水産省調達改善計画を策定

する。

【調達の現状】

（１）競争性に関する分析

平成26年度の調達は、全体(少額契約を除く｡)で契約金額6,812億円(契約

件数約13,000件)の規模となっており、平成25年度に比べ契約金額▲29億円

（契約案件数約▲1,050件）減少した。

農林水産省が平成26年度に締結した契約案件を契約種別に分類した結果は

次表のとおり。
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上記の表のうち、競争性のある契約は6,214億円(契約件数約11,800件)で全

体件数の90.8％であり、競争性のない随意契約は598億円(契約件数約1,200件)

で全体件数の9.2％となっている。

競争性のない随意契約の内訳をみると、公共工事等や物品役務等は、前年度

に比べ契約金額▲49億円（契約案件数▲8件）減少しているものの、米・麦の

買入・保管等の項目を加えた全体額は382億円増加した。

なお、競争性のない随意契約については、今後とも事前審査において妥当性

を精査するとともに、競争性のある契約への移行について十分確認する必要が

ある。

また、応札状況については、次表のとおり。

一者応札（応募）の件数及び各契約方式に占める割合は、一般競争が2,679

（ ）、 （ ）、 （ ）、件 28％ 指名競争が０件 ０% 企画競争による随意契約が182件 29％

公募による随意契約が48件（16％）となっている。

前年度における一般競争のうち、一者応札となった案件が占める割合は27.3
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％であり、前年度と比べ横ばいとなっているため、一者応札となった原因の把

握及び分析を行い、発注単位や情報提供の一層の見直し等を図る必要がある。

（２）庁費等の調達に関する分析

平成26年度の農林水産本省（一般会計）の庁費等の調達金額は、平成25年

度に比べ57億円増加した。

平成26年度における庁費等の調達状況は次表のとおり。

、 、平成26年度の農林水産本省一般会計分の調達額約634億円のうち 主な調達は

委託事業約286億円、工事関係約71億円、情報システム関係約31億円、事務用品

の購入約７億円、調査業務約20億円、船舶取締等関係約111億円、船舶建造関係

約53億円ほかとなっている。
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平成25年度に比べ調達金額が57億円増加した主な原因は、委託事業及び調査業

務によるものである。

このことから、平成28年度の農林水産省調達改善計画においては、公共調達の

競争性及び透明性を確保するため、コストを考慮しつつ、以下の取組を実施する

こととする。

１ 調達改善の取組内容

【各府省庁共通の取組】

（１）一者応札の改善

平成26年度における競争入札のうち一者応札案件は2,679件ある。これら

、 （ 、 、 ）は地理的要因や 応札者側の理由 技術者不足 技術力 受注余力の有無等

によりやむを得ず発生してしまうものも多くあると考えられるが、一者応札

案件が多い以下のカテゴリーについて、新規参入者への情報提供や仕様書の

見直し等、それぞれ効果的と考えられる取組を実施し、調達コスト縮減を目

指す。

一者応札案件が 一者応札となる主な要因 一者応札改善の取組

多いカテゴリー

工事関係 ・他の同種工事の発注が ・半期分（四半期毎に見直

重なる等により、技術者 し）の発注見通しをホーム

や作業員が確保できな ページに掲載し、事業者へ

い。 早期に情報提供を行う 難。（

易度Ｂ）

・入札公告の期間が短 ・調達情報メールマガジン

い。 により配信登録者へ配信

し、入札情報を速やかに提

供できるよう図る （難易。

度Ａ+）

・あわせて、事業者に対し

て資格審査の際や発注窓口

において、調達情報メール

マガジンの登録を促進す

る （難易度Ａ+）。

・業界紙へ入札情報の掲載

を依頼し、広範囲に情報提

供する （難易度Ａ+）。
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国有林野の管理 ・業務が専門的であるこ より多くの事業者に調達情

経営関係 とや、履行場所の多くが 報の周知が可能となるよ

山間地域であることか う、

ら、実施可能な事業者が ・調達情報メールマガジン

少ない。 により配信登録者へ入札情

報を速やかに提供できるよ

う図る （難易度Ａ+ （再。 ）

掲）

・入札に係る公告期間の長

期化を図る （難易度Ｂ）。

・業務が専門的であること

から、公告期間中に、業者

が契約の履行に際して参考

となる資料（過去の成果物

等）を閲覧できるようにす

る （難易度Ａ）。

・造林事業等において ・半期分（四半期毎に見直

は、適期に事業を実施す し）の発注見通しをホーム

る必要があるため、特定 ページに掲載し、事業者へ

の時期に事業の発注が集 早期に情報提供を行う 難。（

中する場合があり、事業 易度Ｂ （再掲））

者が零細で、すでに事業

を実施している場合に

は、同時並行的に他の事

業を実施するだけの人的

余裕がなく、臨時的に人

員確保することも困難。

各種システム保 ・他の同種業務の発注が ・半期分（四半期毎に見直

守等関係 重なる等により、作業員 し）の発注見通しをホーム

が確保できない。 ページに掲載し、事業者へ

早期に情報提供を行う 難。（

易度Ｂ （再掲））

・前回１者応札（応募）で

あった案件については、発

注の早期化を図るよう、入

札・契約手続審査委員会に
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おいて発注時期を審査す

る （難易度Ｂ）。

・仕様内容が不明確であ ・調達情報メールマガジン

ったり、公告期間や履行 により配信登録者へ入札情

期間が短い。 報を速やかに提供できるよ

う図る （難易度Ａ+ （再。 ）

掲）

・入札に係る公告期間の長

期化を図る （難易度Ｂ）。

・半期分の発注見通し（四

半期毎に見直し）をホーム

ページに掲載し、事業者へ

早期に情報提供を行う 難。（

易度Ｂ （再掲））

・情報システムの専門家で

あるＣＩＯ補佐官等からの

助言・支援を得て、仕様書

等の見直しを図る （難易。

度Ｂ）

・入札・契約手続審査委員

会において、前回１者応札

（応募）であった案件につ

いては、仕様内容が不明確

であったり実績等の応札条

件が過度に厳しくなってい

ないか等を事前に審査す

る （難易度Ｂ）。

・他の業者が構築したシ ・業務が専門的であること

ステムに係る業務の場 から、公告期間中に、業者

合、入札において当該シ が契約の履行に際して参考

ステムの構築業者が有利 となる資料（過去の成果物

で受注見込みがないと業 等）を閲覧できるようにす

者側が判断した。 る （難易度Ａ （再掲）。 ）
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また、上記カテゴリーに限らず、全体的な取組として、引き続きの次の事

項の取組を実施し、応札者の増加を図り、調達コスト縮減を目指す。

① 入札（公募）情報を調達情報メールマガジンにより配信登録者へ配信

する （難易度Ａ+ （再掲）。 ）

また、資格審査の際や発注窓口において、調達情報メールマガジンの

登録方法等に関する参考資料を資格申請者等に配付し、調達情報メール

マガジンの普及拡大を図る （難易度Ａ+ （再掲）。 ）

② 公告期間中に、業者が契約の履行に際して参考となる資料（過去の成

果物等）を閲覧できるようにする （難易度Ａ （再掲）。 ）

③ 農林水産本省の入札（公募）情報のホームページにおいて、地方調達

機関の入札等の情報が閲覧可能となるよう入札情報の提供を行う （難。

易度Ａ）

④ 一者応札（応募）になった案件について、事業者に対して、事業内容

に応じた電話等によるヒアリング又は任意のアンケート調査を実施し、

その結果を参考にしながら、参入拡大のための点検事項を活用し、一者

応札（応募）となった要因を分析し、改善策を自律的に検討する （難。

易度Ａ）

⑤ 外部委員により構成される入札等監視委員会において、一者応札にな

った案件について優先的に審議を行う （難易度Ａ）。

⑥ 入札（公募）情報をホームぺージに掲載（仕様書の概要等を含む ）。

する （難易度Ｂ （再掲）。 ）

⑦ 物品・役務等の発注見通しについても、半期分（四半期毎に見直し）

をホームページに掲載する （難易度Ｂ （再掲）。 ）

⑧ 入札・契約手続審査委員会において、前回一者応札（応募）であった

案件及び入札において一者応札（応募）になった案件の応募要件や仕様

書等の審査を行う （難易度Ｂ （再掲）。 ）

（２）地方支分部局等における取組の推進

これまでも地方支分部局等においては、事務用消耗品、再生紙、災害備蓄

品、官用車の交換、ガソリン等、事務機器（複写機、パソコン、システムサ

ーバー）等の賃貸借及び保守、封筒印刷物製造、健康診断等、小荷物等の運

送、官用車車検・点検整備等、プリンタ用トナーカートリッジ等の購入につ

いて、一括調達を実施してきたところである。

平成28年度にあっては、６官署において従来実施していなかった14件を一

括調達するとともに、７官署において従来より参加官署を拡大して29件を一

括調達する等、調達コスト縮減を目指す （難易度Ｂ）。

（３）電力調達の改善

電力調達について、平成28年４月からの電力自由化により、小規模庁舎に

係る電力においても複数業者が供給し得る環境となることを踏まえ、新たに
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一般競争入札または見積合わせに移行したり、これまで庁舎単位で調達して

いたものを複数の庁舎でまとめて調達するなどして、競争性を高めるための

方策に取り組み、調達コスト縮減を目指す （難易度Ａ）。

【重点的に取り組む分野】

（１）随意契約の改善

競争性のない随意契約については、事前審査において競争性のある契約へ

の移行について検討し、平成26年度は平成25年度比で27件（約２％）減少し

た。引き続き、随意契約を改善するため、次の事項に取り組む。

① 契約の相手方が特定される一部の調達案件を対象に、価格の見積根拠

等の精査を通じて価格交渉を試行的に実施する （難易度Ａ+）。

② 外部委員により構成される入札等監視委員会において、優先的に審議

を行う （難易度Ａ）。

③ 入札・契約手続審査委員会において 随意契約の事前審査を行う 難、 。（

易度Ｂ）

④ 随意契約による場合であっても、説明責任を強化することにより、効

、 。（ ）率化や成果の向上等 実質的な改善を重視する取組を行う 難易度Ｂ

⑤ 随意契約を行った案件について、契約の相手方の名称、契約金額、随

意契約によることとした理由等を、引き続き当省ホームページで公表す

る （難易度Ｂ）。

（２）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

汎用的な物品・役務等の庁費類について、コスト意識を持って調達の見直

しに取り組むこととし、特に、職員による調達の必要性の精査が調達金額の

削減につながりやすい事務用物品等について、平成26年度比で同額程度に抑

制するものとする。

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

、事務用物品等の 共同調達による物品・役務 ・本省の共同調達は
調達 の調達を推進する （難易度 引き続き10品目を実。

Ｂ） 施し、調達費用の削
（平成27年度は、外務省、財 減を図る。
務省、経済産業省、農林水産

、省の本省の共同調達において
10品目（事務用消耗品、紙類
（コピー用紙を除く 、ＯＡ。）

、 、機器用消耗品 清掃用消耗品
トイレットペーパー、クリー

、 、 、ニング 蛍光灯 災害備蓄品
配送、ガソリン）について実
施。

少額随意契約による調達案 ・少額随意契約に係
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件について、当省の調達窓口 る調達に関して、競
等において、仕様書等を提示 争性・透明性・公平
し、同窓口の投函箱に見積書 性の向上を図る。
の提出を可能にしたオープン
カウンター方式を引き続き実

（ ）。施する 本省において実施中
また、オープンカウンター

方式により実施している調達
案件について新たにホームペ
ージ上で公示するとともに、
メールマガジンにより配信登
録者へ配信し、速やかに情報
提供できるよう図る （難易。
度Ａ+）

会計法令上、予定価格が少 ・少額随意契約の範
額随意契約が可能とされてい 囲内における調達に
る場合であっても、競争性、 関して、競争性・透
透明性及び公平性を向上させ 明性・公平性の向上
る観点から、事務負担、地域 を図る。
性等を配慮しつつ、一般競争
等を活用するなど競争参加機
会の拡大について積極的に推
進する （難易度Ａ）。

汎用的な物品・ ・入札・契約手続審査委員会 ・調達の必要性を精
役務の調達 において、予算額1,600万円以 査するとともに、契

上の調達に関する審査を実施 約の適正性、競争性
する （難易度Ｂ） の確保等を図り、事。

、務用物品等について
・国庫債務負担行為による複 平成26年度比で同額
数年度契約の活用を図る （難 程度に抑制する。。
易度Ａ）

・調達に係る事務の
・本省におけるコピー用紙の 効率化を図る。
一括調達について、調達規模
の適正性や費用対効果等に配 ・調達費用の削減を
慮しつつ、調達対象の参加官 図る。
署を拡大するための見直しを
検討する （難易度Ｂ）。

・地方機関を含めた本省での
一括調達を推進する （難易。
度Ｂ）
（ 、 、平成27年度は 銀杯の製造
身分証ＩＣカード、身分証ス
トラップ、タブレット型パソ
コン、衛星携帯電話、モバイ
ルルーターの購入を実施）

（３）情報システムに係る調達の見直し
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情報システムの調達については、仕様書等の作成に当たり、情報システム

の専門的な知識が十分でない者も作成することがあることから、CIO補佐官

（ ） （ 「 」 。）・農林水産省全体管理組織 PMO 支援業者 以下 CIO補佐官等 という

からの助言・支援を得て、競争性の確保や効率的かつ効果的な仕様書を作成

、 。することで調達費用の削減が見込まれるため 引き続き取り組むものとする

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

情報システムの CIO補佐官等による情報シス ・情報システムの調
調達 テムの調達事務に必要となる 達に係る研修により

見積もり技法を含めた知識等 調達担当者の能力向
に関する研修を実施する （難 上を図るとともに、。
易度Ａ+） 仕様書の適正性及び

。また、情報システムの専門 競争性の確保を図る
家であるCIO補佐官等からの助
言・支援を得て、仕様書等の ・調達費用の削減を
見直しを図る 難易度Ｂ 再 図る。。（ ）（
掲）

システム開発等、単独の民
間事業者では業務遂行が難し
い場合は、適正な業務ができ
る共同事業体（対象業務を共
同して行うことを目的として
複数の民間事業者により構成
される組織をいう ）として。
参加を認めるよう、仕様書等
の見直しを図る （難易度Ｂ）。

【継続的な取組等】

昨年度に引き続き、以下のとおり適正な調達に資する継続的な取組を今年度

も実施する。

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

。総合評価落札方 コンピュータ製品等、公共 ・品質の確保を図る
式による入札 工事、調査、研究開発及び広

報業務ほかについて、原則、 ・透明性・公正性の
総合評価落札方式を実施する 確保を図る。。

なお 「調査・研究開発・、
広報業務」の新規案件等につ
いて、入札・契約手続審査委
員会で仕様書の内容の確認及
び落札方式の審査を行う （難。
易度Ｂ）

旅費業務 IC乗車カードの利用促進に ・事務コストの低減
より、出張の事務処理の効率 を図る。
化を図る （難易度Ｂ）。
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水道料金の支払 カード決済方式を活用する ・カード決済方式の
い とともに、複数年度にわたり 活用については、平

カード番号を維持 難易度Ａ 成28年度も引き続き（ ）
実施する。

・複数年度にわたり
カード番号を維持す
る取組は平成28年度
契約から運用を開始
し、事務コストの低
減を図る。

ネット取引を活 カード決済方式を活用する ・カード決済方式の
用した物品調達 とともに、複数年度にわたり 活用については、平

カード番号を維持 難易度Ａ 成28年度も引き続き（ ）
少額の物品調達に当
たり、試行する。

・複数年度にわたり
カード番号を維持す
る取組は平成28年度
契約から運用を開始
し、事務コストの低
減を図る。

ＥＴＣカード カード会社（年会費、カー ・平成28年度も引き
ド発行手数料（無料 ）の有 続き実施する。）
効活用（難易度Ｂ）

電話料金契約 使用率等を勘案し、必要に ・調達費用の削減を
応じて回線数や料金プランの 図る。
見直しを行う （難易度Ｂ）。

内部監査 随意契約及び一者応札（公 ・内部牽制の強化を
募）の改善について、内部監 図る。

。査部局が行う監査事項とする
（難易度Ａ+）

会計担当職員の 会計事務手続に必要な知識 ・会計事務に関する

スキルアップ や能力を身に付けるため、省 研修の実施や規程等

内の年間研修カリキュラムと の共有化により、会

して、会計事務に関する研修 計事務手続に関する
を引き続き実施する。 知識や能力の一層の

また、会計事務に関する規 向上を図る。
程等を適切に整備し、職員が
いつもで閲覧可能となるよう
省内のイントラネットに引き
続き掲載し、会計事務手続の
共有化を図る。

さらに、会計に係る内部監
査の結果報告書についても、
省内のイントラネットに引き
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続き掲載し、共有することで
会計事務に必要な知識や能力
の向上を図る （難易度Ｂ）。

２ 調達の推進体制

（１）推進体制の整備

農林水産省調達改善計画の推進・自己評価等を行うために、以下の農林水

産省調達改善推進チーム（以下「推進チーム」という ）を設置する。。

総 括 責 任 者 ： 大臣官房長

副 総 括 責 任 者 ： 大臣官房参事官（経理）

メ ン バ ー ： 大臣官房予算課経理調査官

大臣官房予算課関係課長補佐等

大臣官房及び各局庁の会計担当課長補佐

オ ブ ザ ー バ ー ： 大臣官房検査・監察部調整・監察課会計監査室

（２）外部有識者の活用

問題点の抽出、取組に関する監視、指導、助言等の観点から、外部有識者

として入札等監視委員会の委員の意見を求める。

（３）推進チーム会合

推進チームは、原則として半期毎に定例会合を開催し、本計画に基づく取

組のフォローアップ等を行う。ただし、定例会合以外の会合も、必要に応じ

て開催する。

３ 進捗把握・管理等

計画の進捗状況については、半期毎に取りまとめる。

なお、見直しの必要が生じた場合等については、計画を改定し、その内容を

公表する。

４ 自己評価の実施

上半期終了時点並びに、年度終了時点における計画の調達状況、調達の具体

的な改善状況等について評価し公表する。

５ その他

（１）地方機関での取組

地方機関の入札・契約手続審査委員会、入札等監視委員会において、随意

契約、一者応札の契約について、審査等を実施する。

平成28年度農林水産省調達改善計画は、地方機関においても取り組める事

項について十分検討し、積極的に取り組むこととする。
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（２）独立行政法人への奨励

独立行政法人に対して、同様の取組を奨励する。


