
- 1 -

平成２９年３月３１日

平成29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）調達の契約種別

平成27年度の調達は、全体(少額契約を除く｡)で契約金額6,088億円(契約

件数約12,300件)の規模となっており、平成26年度に比べ契約金額▲724億円

（契約案件数約▲700件）減少した。

農林水産省が平成27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。



- 2 -

上記の表のうち、競争性のある契約は5,966億円(契約件数約11,300件)で全

体件数の92％であり、競争性のない随意契約は122億円(契約件数約1,000件)で

全体件数の８％となっている。

これらについて、前年度の割合と比較すると、金額ベースで７%、件数ベー

スで１%が競争性のない随意契約から競争性のある契約へ移行した。

（２）調達の応札状況

平成27年度に締結した契約案件の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2,513

（ ）、 （ ）、 （ ）、件 28％ 指名競争が０件 ０% 企画競争による随意契約が179件 27％

公募による随意契約が29件（10％）となっている。

これらについて、前年度の割合と比較すると、企画競争による随意契約が２

%減少、公募による随意契約が６%減少したものの、一般競争は横ばいとなって

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。

（３）調達経費の内訳

平成27年度に調達した経費の内訳は次表のとおり。
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平成27年度の農林水産省の調達額6,088億円の内訳は、公共工事1,655億円、建

設コンサルタント等226億円、米・麦の買入・保管等3,022億円、国有林野の管理

経営581億円、船舶関係38億円、各種システムの賃貸借・保守・改修等101億円、

物品関係 44億円、役務関係 521億円となっている。（＊） （＊）

それぞれ他の内訳区分で計上した物品・役務を除く。（＊）

このことから、平成29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、別紙１及び別紙２の取

組を実施することとする。

【自己評価の実施方法】

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。
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【調達改善の推進体制】

（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。

（４）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29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。

（５）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。



重点的な取組、共通的な取組

目標達成
予定時期

○ 随意契約における価格交渉の推進

【本省】
　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。
　また、将来的に地方支分部局等へ
取組を拡大することを検討する。

　価格交渉については、平成28年
度から試行的に実施しているが、
現在の取組をより一層推進する
必要があると認められるため。

A＋ 28
　価格交渉による効果が見込
まれる案件については積極的
に取り組む。

平成30年３
月まで

【本省】
　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、調達窓
口で仕様書等を提示するほか、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。

28

【地方支分部局等】
　既にオープンカウンター方式を実施
済みの部局等においては、調達案件
について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。
　オープンカウンター方式を未実施の
部局等においては、それぞれ事情が
異なることから、メリット・デメリットを
考慮しつつ、同方式の活用について
検討する。
　なお、調達窓口等において事務ス
ペースが狭いなど仕様書等の提示が
困難な場合は、ホームページ上での
公示について検討する。

29

○ 少額随意契約の更なる改善

【本省及び地方支分部局等】
　会計法令上、少額随意契約が可能
とされている場合であっても、事務負
担、地域性等に配慮しつつ、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。

　競争性や公平性等を向上させる
観点から、効果的であると認めら
れるため。

A 28
　競争性、公平性及び透明性
の向上を図る。

平成30年３
月まで

【本省及び地方支分部局等】
　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。

A 24

　一者応札（応募）になった案
件を審査又は審議することに
より、透明性や公正性等の向
上を図る。

平成30年３
月まで

【本省及び地方支分部局等】
　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
件及び入札等において一者応札（応
募）になった案件の応札（応募）要件
や仕様書等の審査を行う。

Ｂ 24

　一者応札（応募）になった案
件を審査又は審議することに
より、透明性や公正性等の向
上を図る。

平成30年３
月まで

【本省及び地方支分部局等】
　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。

A 24

　一者応札（応募）になった案
件を審査又は審議することに
より、透明性や公正性等の向
上を図る。

平成30年３
月まで

【地方支分部局等】
　事務用物品等について、当省の官
署間における一括調達や他府省庁と
の共同調達を行っているところである
が、平成29年度においても引き続き
実施品目の拡大や参加官署の拡大
を検討し、調達コスト縮減を目指す。

Ｂ 24

　従来実施していなかった品
目の追加または参加官署の
拡大を２０件以上の契約にお
いて実施し、調達コスト縮減を
目指す。

平成30年３
月まで

【地方支分部局等】
入札（公募）情報の調達情報メールマ
ガジンによる配信が未実施の部局等
において、事務負担や地域性等に配
慮しつつ、導入を図る。

A＋ 24

　調達情報メールマガジンに
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。

平成29年９
月まで

【地方支分部局等】
　未実施の部局等においては、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。

Ｂ 24

　物品・役務等の発注見通し
をホームページに掲載するこ
とにより入札予定の情報提供
を図る。

平成29年９
月まで

【地方支分部局等】
　公用携帯の電話料金契約につい
て、使用率等を勘案し、必要に応じて
回線数や料金プランの見直しを行う。

Ｂ 29 前年度の支払実績を下回る。
平成30年３
月まで

地方支分部局等における取組の推進○

A＋

　オープンカウンター方式の
実施により、見積合わせで調
達する場合に比べ、公平性や
透明性の向上を図る。
　また、ホームページ上の公
示やメールマガジンの配信を
活用し、オープンカウンター方
式により実施している調達案
件を広く周知することで競争
性の向上を図る。

平成30年３
月まで

平成２９年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標
難易度
（※）

具体的な取組内容
取組の

開始年度
重点的な取組の

選定理由
取組の項目

○

一者応札の事前審査・事後審査の実施・強化○

少額随意契約におけるオープンカウンター方式の
推進

（オープンカウンター方式とは、発注者が見積りの
相手方を特定することなく調達内容・数量等を公
示し、参加を希望する者から広く見積書の提出を
募る方式をいう。）

　競争性や公平性等を向上させる
観点から効果的であると認められ
るため。
　地方支分部局等における取組
については新規に実施する。

別紙１ 



【本省及び地方支分部局等】
　電力調達（少額随意契約を除く。）に
ついては、平成28年４月からの電力
小売全面自由化により、小規模庁舎
に係る電力においても複数業者が供
給し得る環境となったことを踏まえ、
原則として一般競争により調達する。

Ｂ 28
　前年度と比較して競争契約
による調達件数を増加させ
る。

平成30年３
月まで

【本省及び地方支分部局等】
  ガス調達（少額随意契約を除く。）に
ついては、平成29年４月からのガス
小売全面自由化により、小規模庁舎
に係るガス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、競
争性を高めるための方策に取り組
む。

A 29

　新たに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
の向上を図る。

平成30年３
月まで

（※）
「調達改善の取組指針」（平成27年１月26日行政改革推進会議策定）を踏まえて、取組ごとに以下の指標に基づき難易度を設定。
・A＋：効果的な取組（特に新規性、創意工夫が認められる高度な取組）
・A　：発展的な取組（標準的な取組の定着を踏まえて、更に積極的に実施を検討すべき取組）
・B　：標準的な取組（各府省庁とも確実に整備すべき基本的な取組）
指針不掲載の取組である場合には、指針掲載の取組を参考に適当と考える難易度を設定。

○ 電力調達、ガス調達の改善
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情報システムの専門家であるCIO補佐官等による情報システムの調達事務に必要となる見積もり技法を含めた知識等に関する研修を実施する。

会計事務に関する規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。

会計に係る内部監査の結果報告書について、省内のイントラネットに掲載し、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。

クレジットカード決済の活用
・水道・電気・ガス料金の支払用クレジットカードやＥＴＣカードを有効活用する。
・クレジットカードの有効期限内において複数年度にわたりカード番号を維持する。

その他の取組

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。

具体的な取組内容

会計事務手続に必要な知識や能力を身に付けるため、省内の年間研修カリキュラムとして、会計事務に関する研修を実施する。

国庫債務負担行為による複数年度契約の活用を図る。

地方機関を含めた本省での一括調達を推進する。

本省の共同調達は、引き続き10品目を実施し、調達費用の削減を図る。
（平成28年度は、外務省、財務省、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。　）

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、情報システムの調達に係る仕様書等の見直しを図る。

情報システムの開発等、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。

IC乗車カードの利用促進により、出張の事務処理の効率化を図る。

随意契約及び一者応札（公募）の改善について、内部監査部局が行う監査事項とする。

新規・継続区分

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。

入札（公募）情報をホームぺージに掲載する（仕様書の概要等を含む。）。

業界紙へ入札情報の掲載（掲載料が無料であるものに限る。）を依頼し、広範囲に情報提供する。

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。

外部委員により構成される入札等監視委員会において、随意契約を行った案件について優先的に審議を行う。

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。

別紙２ 



「調達の流れ」イメージ （一般競争契約） 

・仕様書作成 
・競争参加者資格の決定 
・名簿作成 など 
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事
前
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入札・契約手続審査委員会（※１） 
による事前審査 
・調達内容、契約方式、資格要件等の審査
（チェックリストの活用） 
・一者応札防止策として仕様を検討 入札・契約手続審査委員会（※１）による事後審査 

（一者応札の場合） 
・一者応札改善のため入札辞退者等へのアンケート又は 
ヒアリングの実施及び原因分析 （点検事項の作成） 

入札等監視委員会（※２）による審議 

技術提案書の審査 
（必要に応じて業者からの 
プレゼンテーションを実施） 

別紙３ 

入
札
・開
札 

監
督 

（※１）会計担当職員等により構成。案件毎に随時審査し、審査調書により契約担当官へ報告。 
（※２）外部有識者として契約に関する学識経験等を有し、公正中立の立場を堅持できる者３名により構成。 
    一者応札及び随意契約等を中心に案件を抽出して審議し、議事概要をホームページで公表。（四半期毎に開催） 

（契約の申込み） 

最低価格 
落札方式 
の場合 

総合評価 
落札方式 
の場合 

検
査 

（業務履行中の監督） 
（業務履行後の検査） 請負契約及び一部の 

委託契約の場合のみ 
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