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平成26年３月３１日

平成26年度農林水産省調達改善計画

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）に基づき、平成24・25年度に引き続き、農林水産省調達改善計

画を策定し、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とする。

【調達の現状】

当省の平成24年度の調達［別紙１参照］は、全体(少額契約を除く｡)で契約金

額約5,778億円(契約件数約13,600件)の規模となっており、そのうち公共工事等

は2,156億円(契約件数約4,400件)で全体金額の37％を､物品役務等は1,076億円

(契約件数約8,800件)で全体金額の19％を、米の買入・保管等が2,546億円(契約

件数約400件)で全体金額の44％を占めている。

契約形態別では、競争性のある契約(一般競争､指名競争及び競争性のある随意

契約)は5,623億円(契約件数約12,300件)で全体金額の97％を、競争性のない随意

契約は155億円(契約件数約1,300件)で全体金額の３％となっている。

なお、一般競争件数9,780件のうち一者応札件数は2,014件の20％となっている。

平成24年度の農林水産本省一般会計分の調達額約547億円のうち、主な調達は、

委託事業約245億円、工事関係約95億円、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８億円、船舶取締等関係約108億円、船舶建造関係

約11億円ほかとなっている。

このことから、平成26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

【重点的に取り組む分野】

１）一者応札の改善

一者応札については、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、入札公告の早期化を図ったことで入札公告等の確認時期を逸

したことなどもあり、発注単位や情報提供の見直し等発注側の努力により改

善できる場合もあると考えられることから、次の事項に取り組む
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① 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。

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。

③ 工事関係の調達情報は、業界紙への掲載を依頼する。

④ 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。

⑤ 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。

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。

⑥ 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ホームページの構成等を見直す。

⑦ 一者応札になった案件について、参加しなかった業者へのアンケート

調査に際し、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

配布するとともに、アンケート調査により要因を分析し、改善策を検討

する。

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。

⑨ 外部委員から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。

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24年度比で５％程度の削

減を目指すものとする。

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 ・本省共同調達は、
調達 の調達を推進する。 引き続き９品目を実

（平成25年度は、外務省、財 施する。
務省、経済産業省、農林水産 ・地方機関（離島等
省の本省の共同調達において、 にある機関を除く。）
９品目（事務用消耗品、紙類 の共同調達は、引き
（コピー用紙を除く。）、ＯＡ 続き実施するととも
機器用消耗品、清掃用消耗品、 に、対象品目を拡大
トイレットペーパー、クリー する。
ニング、蛍光灯、災害備蓄品、 ・調達費用の削減を
配送）について実施。また、 図る。
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地方機関の共同調達では、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等を実
施。）

競り下げによる物品・役務 ・引き続き、価格下
の調達を引き続き実施する。 落の可能性のある品
（平成25年度は、13品目実施 目について実施する。
し、11品目が契約成立。） ・調達費用の削減を

図る。

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1,300万円以 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。 の確保等を図り、事

務用物品等について
５％程度の削減を目
指す。

・国庫債務負担行為による複 ・調達に係る事務の
数年度契約の活用を図る。 効率化を図る。
・地方機関を含めた本省での ・調達費用の削減を
一括調達を推進する。 図る。
（平成25年度は、銀杯、身分
証ＩＣカード、衛星通信端末
を実施）

【継続的な取組等】

昨年度まで調達改善の取組等にて実施し、適正な調達に資する継続的な取組

については、今年度も同様に実施する。

１）情報システムに係る調達の見直し

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 総務省の調達事例データベ ・情報共有による調
調達 ースについては、登録の一層 達担当者の能力向上

の推進等を図ることにより、 を図るとともに、仕
引き続き活用するとともに、 様書の適正性及び競
情報システムの専門家であるC 争性の確保を図る。
IO補佐官からの助言を得て、 ・調達費用の削減を
仕様書等の見直しを図る。 図る。

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
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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。

２）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24年度は平成23年度比で135件（約９％）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 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。

② 外部委員から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。

③ 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。

３）施設整備費類の調達の見直し

調達改善の対象 調達改善の取組内容 調達改善の目標

公共工事の調達 施設工事において、原則、 ・品質の確保を図る。
総合評価落札方式を実施する。 ・調達の競争性の確

保等を図り、調達費
用の削減を目指す。

４）その他の取組

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、公共工 ・品質の確保を図る。
式による入札 事、調査、研究開発及び広報 ・透明性・公正性の

業務ほかについて、原則、総 確保を図る。
合評価落札方式を実施する。
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。

旅費業務 出張に際して、パック商品の ・地方支分部局での
利用の拡大、チケット手配等 実施を検討する。
のアウトソーシングを実施す ・事務コストの低減
る。（本省において実施中） を図る。

水道料金の支払 カード決済方式の活用 平成26年度も引き続
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い き実施する。

ネット取引を活 カード決済方式の活用 平成26年度から、少
用した物品調達 額の物品調達に当た

り、試行する。

ＥＴＣカード カード会社（年会費、カード 平成26年度も引き続
発行手数料（無料））の有効 き実施する。
活用

不要物品の売り ネットオークションの推進 平成25年度は適した
払い 不要物品が発生しな

かったが、売り払い
に適した不要物品が
発生した場合は、ネ
ットオークションの
利活用を検討する。
（平成24年度は、カ
メラの売り払いを実
施。）

５）内部牽制の強化

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。
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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 ： 大臣官房経理課長

メ ン バ ー ： 大臣官房経理課経理調査官

大臣官房経理課関係課長補佐等

大臣官房及び各局庁の経理・用度担当課長補佐

オ ブ ザ ー バ ー ： 大臣官房評価改善課会計監査室

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26年度農林水産省調達改善計画は、主に農林水産本省内を対象に実施

するが、地方機関において取り組める事項は順次に取り組むこととする。

また、地方出先機関においては、公用車の利用率等を踏まえ、レンタカー

の利活用の可否を検討する。

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。



別紙　１

件数 金額(億円) 件数 金額(億円) 件数 金額(億円) 件数 金額(億円)

一般競争 2,907 1,959 6,744 731 129 499 9,780 3,189

指名競争 1,188 150 0 0 262 2,047 1,450 2,197

競争性のあ
る随意契約

223 40 792 197 0 0 1,015 237

4,318 2,149 7,536 928 391 2,546 12,245 5,623

(98.8%) (99.7%) (85.7%) (86.2%) (99.7%) (100.0%) (90.3%) (97.3%)

51 7 1,260 148 1 0 1,312 155

(1.2%) (0.3%) (14.3%) (13.8%) (0.3%) (0.0%) (9.7%) (2.7%)

4,369 2,156 8,796 1,076 392 2,546 13,557 5,778

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

合計に対する割合 (32.2%) (37.3%) (64.9%) (18.6%) (2.9%) (44.1%) (100.0%) (100.0%)

※　上記の件数及び金額は、平成24年度に締結した支出原因契約（少額随意契約を除く。）

平成２４年度農林水産省調達実績

公共工事等 物品役務等 米・麦の買入・保管等 合計

競争性
のある
契約

計

－ ７ －

小計

競争性のない随意契約



別紙　２　　

区　分 総　額 備　考

(億円)

245.3

2 工事関係 95.2 うち海岸災害復旧工事等　５８.３億円、魚
礁・漁港工事　２７.３億円

3 システムの開発・保守等 18.9

4 システム機器の購入、賃貸借等 11.7

5 事務用品の購入（備品・消耗品） 7.0 うち備品　１.８億円、消耗品　５.２億円

6 調査業務 8.1

7 通信費 7.1 うち統合ネットワーク　４.２億円

8 船舶取締等関係 107.9
うち漁業取締船用船料　７７.８億円、船舶
燃料費　１９.６億円、漁業取締飛行　５.８億
円、

9 船舶建造関係 10.5

10 その他 35.2

546.9

※　農林水産本省内の契約担当官等が調達した内訳である。

－ ８ －

合　　計

平成２４年度の主な調達の内訳

1 委託事業



別紙　３

１　平成２５年度　試行結果

　２５年度農林水産省競り下げ試行案件は以下の１３件（１１件成立）である。

区　分
実施日

(※)

競り下げ
参加者数
（登録した

者）

価格提
示回数

開始価格
(税抜)

最終価格
（税抜）

開始価
格から
の増減
率

競り下げ実
施に要する
経費（税抜）

必要経費
（税抜）

(円) (円) (円) (円)

ＣＤ－Ｒ（４０５０枚）の購
入 H25.9.12

2
(3)

33 186,000 150,000 19% 20,000 170,000

クッション封筒（４０５０
枚）の購入 H25.9.12

2
(2)

2 486,000 380,700 22% 20,000 400,700

金庫の購入 H25.9.18
3
(3)

5 698,000 663,000 5% 20,000 683,000

外付けハードディスク
等の購入 H25.10.10

3
(3)

19 458,000 359,450 22% 20,000 379,450

テレビジョンなどの購入 H25.10.10
2
(2)

5 758,000 740,700 2% 20,000 760,700

シュレッダーの購入 H25.10.21
3
(3)

4 334,000 329,000 2% 20,000 349,000

ドライブレコーダーの購
入 H25.11.1

3
(4)

9 1,057,000 1,023,660 3% 20,000 1,043,660

トナーカートリッジ等再
生業務 H25.11.6

2
(2)

4 130,200 100,500 23% 20,000 120,500

消火器の購入 H25.12.9
2
(4)

5 554,000 468,700 15% 20,000 488,700

パーティションの購入 H25.12.9
3
(3)

4 262,000 249,000 5% 20,000 269,000

ＯＡフィルターの購入 H25.12.25
2
(2)

27 554,000 330,150 41% 20,000 350,150

イーサネットスイッチの
購入 H25.12.25 【不成立】 - - - - 3,000 3,000

農林畜水産業関係補
助金等事務必携の印
刷製造

H26.2.6 【不成立】 - - - - 3,000 3,000

計 5,477,200 4,794,860 13% 226,000 5,020,860

２　平成２６年度の実施方針予定

競り下げの試行

※不成立案件の実施日は、実施を予定していた日である。

 平成２５年度に実施した品目やコストを考慮し、引き続き価格下落の可能性が高い品目について実施する。

－ ９ －


	1
	2
	3
	4

