
（別紙１）

平成27年11月13日
農林水産省

平成27年
度に開始し
た取組

目標の
達成状況
（※）

○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。）。

○入札（公募）情報のホームページへの掲載
（仕様書の概要を含む。）件数は以下のとお
り。（本省）
476件（物品43件､役務393件、工事32件､測量
コンサルタント等8件）掲載（仕様書の概要等を
含む。）。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○仕様書の事前審査及び入札・
契約審査会において、仕様書へ
資料の閲覧が可能な旨の記載。

○前年度も一者応札であった競争入札案件
757件のうち、平成27年度の競争入札案件88
件で過去の成果物等関係資料を閲覧可能とし
た。（省全体）

A 　－ ○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）
がある場合には、公告期間中に
閲覧できるよう引き続き、実施す
る。

○工事関係の調達情報は、業界
紙への掲載を依頼。

○工事関係の調達情報の業界紙への掲載件
数は以下のとおり。（本省）
29件（工事15件、測量・コンサルタント業務14
件）。

A 　　－ ○引き続き、実施する。

○平成27年度における本省の物
品・役務等の発注見通し(公告及
び契約予定時期)を調達情報とし
てホームページに掲載。（四半期
毎）

○平成27年度上半期における本省の物品・役
務等の発注見通し(公告及び契約予定時期)の
ホームページへの掲載件数は以下のとおり。
（本省）
延べ762件（物品77件、役務282件、委託403
件）の発注見通しを掲載。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○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。
　本省の資格審査の窓口のほ
か、本省内発注部局において参
考資料を配付。

○入札（公募）情報のメールマガジン発信件数
は以下のとおり。
・本省において、27年度上半期末の登録者
17,624者（26年度末から1,828者増）に対し476
件（物品43件､役務393件、工事32件､測量コン
サルタント等8件）配信。

・なお、地方支分部局の一部（8農政局等）に
おける入札（公募）情報のメールマガジンの27
年度上半期末の登録者は約11,220者。
（26年度末から2,939者増）

A － ○引き続き、実施する。

○本省の入札（公募）情報のホー
ムページに、リンク先として地方
調達機関の入札等の情報を掲
載。

○本省の入札（公募）情報の入手者が、各地
方機関の入札等の情報も確認できるようにな
り、利便性が向上。（本省）

A 　－ ○引き続き、実施する。

○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
ケート調査を行って、要因を分析
し、改善策を検討。

○一者応札になった案件について、農林水産
省において参加しなかった業者へのアンケー
ト調査を実施して要因を分析し、394件（物品
59件、役務167件、委託168件）について改善
策を検討。（省全体）

A 　－ ○上記の①～⑦については、一
者応札の改善に取り組んでいる
ものの、個別事業によっては内
容の特殊性や専門性等により、
改善が不十分なものがあるた
め、今後も入札等監視委員等か
らの指摘を踏まえながら、公告期
間の十分な確保や仕様書の記載
内容の明確化、事業に係る参考
情報の提供の充実を図るなど、
個々の改善に向けた取組を実施
する。

○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
募要件や仕様書等を審査。

○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、入札において
一者応札(応募)になった案件及び新規案件等
について改善策の検討、応募要件及び仕様書
等の審査を実施（1,688件（物品276件、役務
858件、委託554件））。（省全体）

A 　－ ○引き続き、実施する。

○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。

○入札等監視委員会において一者応札となっ
た案件（第１四半期）のうち、93件（本省17件、
地方76件）を抽出して改善策を審議し、次期発
注に反映する。（省全体）

A 　－ ○引き続き、実施する。

○調達の必要性を精査するとと
もに、契約の適正性、競争性の
確保等を実施。

○年度途中であり、確定することは困難である
が、事務用物品等の調達について、平成25年
度上半期の5.9億円から6.0億円となり、同額程
度。（本省）

A 　－ ○平成27年度下半期の調達にお
いても調達の必要性を精査する
とともに、契約の適正性、競争性
の確保等を図り、事務用物品等
の調達について、平成25年度比
で同額程度に抑制することを目
指す。

調達改善計画で記載した事項

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（本省。地方機関において取り組める事項は取り組む。）

２）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

平成27年度農林水産省調達改善計画の上半期自己評価結果

（対象期間：平成27年４月１日～平成27年９月30日）

取組の効果 今後の対応実施において明らかとなった課題等実施した取組内容

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。

　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25年度比で同額程度に
抑制する。（本省）

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。



○本省：外務省、財務省、経済産
業省及び当省の４省庁で、前年
度までの９品目（事務用消耗品、
紙類（ｺﾋﾟｰ用紙除く）、OA機器用
消耗品、清掃用消耗品、ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、蛍光灯、配
達、災害用備蓄品）に新たにガソ
リンを対象品目として追加し、共
同調達を実施した。

○本省：契約事務手続きの簡素化が図られ
た。
　 単価引き下げや総額の対前年度との比較
は以下のとおり。なお、総額については、予定
数量が契約単価に与える影響等を考慮する
と、単純比較は困難であるが、27年度契約に
おける予定数量ベースで試算した。総額が増
えているものは、単価アップした品目の影響等
によるが、①から⑩の総額全体でみると、約
1.2万円の削減となっている。

A

①事務用消耗品
　 対前年度同品目（285品目）において、270
品目が同額、15品目が単価アップ。
　 総額約20.7万円の増。

②紙類（PPCを除く。）
　 対前年度同品目（36品目）において、22品目
が単価引き下げ、7品目が同額、7品目が単価
アップ。
　総額約0.6万円の増。

③ＯＡ機器消耗品
　 対前年度同品目（23品目）において、19品目
が単価引き下げ、4品目が単価アップ。
　 総額約14.3万円の削減。

④清掃用消耗品
　 対前年度同品目（43品目）において、36品目
が同額、7品目が単価アップ。
　 総額約2.1万円の増。

⑤トイレットペーパー
　 対前年度単価アップ
　 ＠44.96円（税抜） → ＠54.5円（税抜）
　 総額約59.3万円の増。円安等に伴う紙価高
騰の影響によるものと思料。

⑥クリーニング
　 対前年度同品目（26品目）において、7品目
が単価引き下げ、19品目が単価アップ。
　 総額約25.8万円の増。

⑦蛍光灯
　 対前年度同品目（3品目）において、2品目が
単価引き下げ、1品目が単価アップ。
　総額約0.8万円の削減。

⑧運送等
　 対前年度同品目（78品目）において、54品目
が単価引き下げ、24品目が単価アップ。
　 総額約113.6万円の削減。

⑨災害備蓄用品
　 対前年度品目（4品目）において、全ての品
目が単価アップ。
　 総額約12.2万円の増。

⑩ガソリン
　  対前年度の直近の契約時（平成27年2月時
点）の同品目（3品目）において、1品目が同
額、2品目が単価アップ。原油の価格変動の影
響によるものと思料。
　 総額約6.9万円の増。
　

○地方機関：会計機関が設置さ
れている288地方機関のうち、離
島や新設などの4機関を除く284
機関で共同調達（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、プリンター用トナー
カートリッジ等の購入等）を実施。

○地方機関においても、契約事務手続の簡素
化が図られた。

○地方機関（離島等にある機関
を除く。）の共同調達は、引き続
き実施するとともに、対象品目を
拡大する。

○

○少額随意契約による調達案件
について、調達窓口等において、
仕様書等を提示し、同窓口の投
函箱に見積書の提出を可能にし
たオープンカウンター方式を実
施。

○少額随意契約による調達案件について、
オープンカウンター方式により272件を実施。
受注希望者が調達窓口の投函箱に見積書を
提出することが可能になったことから、見積合
わせにより調達する場合に比べ、透明性、公
正性の向上が図られた。（本省）

A － ○引き続き、実施する。

○

○予定価格が少額随意契約が
可能とされている案件について
一般競争入札を実施。

○予定価格が少額随意契約が可能とされて
いる調達案件のうち3件について一般競争入
札を実施。見積合わせにより調達する場合に
比べ、透明性、公正性の向上が図られた。（本
省）

A － ○引き続き、実施する。

○入札・契約手続審査委員会に
おいて、予算額1,300万円以上の
調達に関する審査を行い、仕様
書の内容等について指摘。

○入札・契約手続審査委員会において、公告
期間の確保、仕様書における発注内容の記載
方法、応札者に対する資格要件及び参考情
報の提供方法などを重点的に審査し、必要に
応じ仕様書の記載内容の修正等を指示。

○入札・契約手続審査委員会における審査件
数（予算額1,300万円以上）（省全体）
・物品　25件
・役務 175件

A 　－ ○引き続き、実施する。

○事務用物品等の調達

○汎用的な物品・役務の調達

　会計法令上、予定価格が少額随意契約が
可能とされている場合であっても、競争性、透
明性及び公平性を向上させる観点から、事務
負担、地域性等を配慮しつつ、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。

　入札・契約手続審査委員会において、予算
額1,300万円以上の調達に関する審査を実施
する。（省全体）

　共同調達による物品・役務の調達を推進す
る。
（省全体）

　－

　少額随意契約による調達案件について、当
省の調達窓口等において、仕様書等を提示
し、同窓口の投函箱に見積書の提出を可能に
したオープンカウンター方式を引き続き実施す
る。
（本省）

○本省の共同調達は、引き続き
10品目を実施し、案件毎に単価
等の変動について検証を行い、
調達方法等の見直しを検討す
る。
また、今後も調達規模の適正性
や費用効果に配慮しつつ、共同
調達等を実施することが効率的
かつ効果的と考えられるものに
ついては、他省の実績も踏まえ
ながら、品目の拡大等について
検討する。



○平成27年度上半期に国庫債
務負担行為による複数年度契約
（157件、約504億円）を実施。

○平成28年度の国庫債務負担
行為として、市場化テスト、システ
ム関係、事務機器等の賃貸借及
び保守等の新規案件を要求（132
件）。

○複数年度契約を行うことで、次年度以降の
調達に係る事務の軽減が見込まれる。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○地方機関を含めた本省での一
括調達8件（行政情報システム用
パソコンの賃貸借及び保守等（約
244.5百万円）、パソコン用ライセ
ンスの購入（69.3百万円）、ウェブ
カメラ等の購入（約36.1百万円）、
作物統計調査に利用するソフト
ウェアの購入（24.8百万円）、銀
杯等の製造（約16.7百万円）、タ
ブレット型パソコンの購入（約16.6
百万円）、国家公務員身分証
カードの購入（約8.5百万円）、タ
ブレット端末の購入（約3.5百万
円）を実施。

○地方機関での入札関係事務が省略され、事
務処理が簡素化。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○

B ○平成27年4月にCIO補佐官の
異動があったため、下半期の研
修実施に変更。

○平成27年度下半期（10月）に１
回開催。

○情報システムの調達に当たり、
CIO補佐官等から助言を受けな
ければならない範囲を予算額80
万SDR以上から10万SDR以上と
して対象を拡大。

○CIO補佐官等から助言又は確認を受けた件
数は、予算額80万SDR以上の7件に加え、10
万SDR以上の17件、10万SDR未満の14件、総
計38件であり、助言を受けた35件で仕様書の
見直しを実施。（省全体）
　具体的な助言内容は、以下のとおり。
・業務内容の記載の明確化
・機密データの取扱に関する注意喚起
・応札条件の緩和（契約締結から履行開始日
までの期間延長等）
・将来的な性能を含めた記載内容の適正性

A 　－ ○引き続き、CIO補佐官等からの
助言を得て、仕様書等の見直し
を図る。

○仕様書の中に、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記載。

○システム開発等(89件)の仕様書の中に、共
同事業体による参加も認めることを記載。
（省全体）

A 　－ ○引き続き、仕様書への記載を
推進する。

○入札・契約手続審査委員会に
おいて随意契約の審査を実施。

○入札・契約手続審査委員会において、随意
契約555件（本省256件、地方299件）の理由及
び契約相手方等の審査を実施。（省全体）

A 　－

A 　－

○

○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
理由等をホームページで公表。

○随意契約を行った1,651件（公共工事278
件、物品・役務1,373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
た理由等をホームページで公表。

A 　－

○総合評価方式による契約を実
施。

○「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
実施。

○総合評価方式による契約（省全体）
1,610件（コンピューター製品20件、公共工事
1,378件、調査業務157件、研究開発24件、広
報業務31件）

○「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件数は
以下のとおり。（本省）
154件（調査業務102件、研究開発23件、広報
業務29件）

A 　－ ○引き続き、実施する。

○

○近距離の外勤でIC乗車カード
が使用可能な区間において利
用。

○事務処理の簡素化に加え、出張者の立替
払の負担が軽減。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○水道料金の支払いについて、
平成25年１月からカード決済方
式を導入し、27年度も引き続き実
施。

○事務処理の簡素化に加え、料金の支払い
時のリスクが軽減。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○旅費業務
　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。
（省全体）

○水道料金の支払い
　カード決済方式の活用（本省）

　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。

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。

○総合評価落札方式による入札
　コンピュータ製品等、公共工事、調査、研究
開発及び広報業務ほかについて、原則、総合
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。（省全体）

３）その他の取組

　国庫債務負担行為による複数年度契約の
活用を図る。（省全体）

　地方機関を含めた本省での一括調達を推進
する。（本省）

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。

○入札等監視委員会（外部有識
者から構成）において審議を実
施。

④　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。

  情報システムの専門家であるCIO補佐官等
からの助言を得て、仕様書等の見直しを図
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。

○入札等監視委員会において、随意契約（不
落随意契約を含む。）になった案件（第１四半
期）のうち、44件（本省9件、地方35件）を抽出
して審議し、次期発注に反映する。
（省全体）

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。

２）随意契約の改善（省全体）

○引き続き、実施する。

【継続的な取組等】

１）情報システムに係る調達の見直し（省全体）



B ネット取引に利用するクレジット
カード契約に係る応募者がなく、
実施できなかった。

○平成27年下半期に再度クレ
ジットカードの使用業務に係る契
約を行うこととし、インターネット
取引に適した物品の調達がある
場合には、同取引による調達を
実施する。

○ＥＴＣカード（年会費、カード発
行手数料（無料））の有効活用。

○年会費、カード発行手数料（再発行含む）が
無料（54枚分）となり、23年度比28,350円の経
費削減

A 　－ ○引き続き、実施する。

○

調達改善に係る物品・印刷・役務
の契約事務などの会計事務に関
する研修を実施。

会計事務に関する規程等を職員
がいつでも閲覧可能となるよう省
内のイントラネットに掲載し、会計
事務手続の共有化を図った。

会計事務担当者が基礎となる知識を習得し、
さらなる能力向上が図られた。

A 　－ ○引き続き、実施する。

○平成27年度の監査事項として
随意契約及び一者応札を明記。

○平成27年度上半期に11ヵ所において内部
監査を実施。（省全体）

A 　－ ○引き続き、実施する。

○経理課及び各部局庁の会計
担当課長補佐により構成する推
進チームを設置。

A －

○入札等監視委員会の委員に
当省の調達改善計画についての
説明を行い、随意契約や一者応
札についての助言を得た。

A － ○引き続き、外部有識者に取組
内容等を説明し、意見・助言等を
いただく。

○上半期において会合を1回開
催。

A － ○引き続き、開催する。

○平成27年度農林水産省調達
改善計画の上半期の進捗状況を
取りまとめ、当省ホームページに
掲載。

A － ○引き続き、実施する。

○自己評価の実施
上半期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、当省
ホームページに掲載。

A － ○引き続き、実施する。

○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
るともに、地方機関において取り
組める事項は順次取り組んだ。

A － ○引き続き、取り組む。

○独立行政法人に対して、同様
の取組がなされるよう、担当部局
長を通じて公文を発出。

A － ○引き続き、取組を奨励する。

平成26年
度に開始し
た取組

(※)
A：（定量的な目標）目標達成率90%以上
 　（定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組
B：（定量的な目標）目標達成率50%以上
　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、又は実施に向けて関係部局等（自府省庁内の他部局、地方支分部局、他府省庁）との調整を行った取組
C：（定量的な目標）目標達成率50%未満
　  （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、又は計画に記載した内容の検討を開始するまでにとどまった取組

５）内部牽制の強化

２　調達の推進体制

○ネット取引を活用した物品調達
　カード決済方式の活用（本省）

○ＥＴＣカード
　カード会社（年会費、カード発行手数料（無
料））の有効活用（本省）

○会計担当職員のスキルアップ
　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引き続き実施す
る。
　また、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。
（省全体）

　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。

実施した取組内容 取組の効果
○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）

実施において明らかとなった課題等 今後の対応

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27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。

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。

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。

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　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。

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。



（別紙２）

会議等名称：入札等監視員会
開催日時：
外部有識者からの意見 意見に対する対応

指摘する事項はない。

全省をあげての多面的なアプローチによるコスト削減と事務の省力化の跡がうかが
え、委員会を通じて抱いている認識とに相違はない。担当者の能力アップへの取り組
みも適切な対応である。

重点的に取り組む分野の各項目は、入札等監視委員会でよく指摘しているところであ
り、それぞれに対応がなされていることがよくわかった。取り組んだ件数で評価が出て
いる項目もあるが、諸事情により一者応札がどうしても発生してしまうため、引き続き改
善策をとってもらいたい。

一者応札の改善については、個別事業によっては内容の特殊性や専門性等により、改
善が不十分なものがあるため、今後も入札等監視委員等からの指摘を踏まえながら、
公告期間の十分な確保や仕様書の記載内容の明確化、事業に係る参考情報の提供
の充実を図るなど、個々の改善に向けた取組を実施する。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
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