
（別紙１）

平成25年6月12日
農林水産省

目標の
達成状況

○総務省の調達事例データベース
を活用するとともに、情報システムの
専門家であるCIO補佐官からの助言
を得て、仕様書等の見直しを図る。
（省全体）

○調達事例データベースへの登録
範囲を予算額80万SDR以上から10
万SDR以上に拡大。

○情報システムの調達に当たり、
CIO補佐官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。

○調達事例データベースへの登録
件数は、平成23年度と比較して23件
の増（11件→34件）。

○CIO補佐官の助言
　CIO補佐官から助言等を受けた件
数は、平成23年度と比較して35件の
増（35件→70件）。
　品質担保に留意し、公表性、競争
性を確保するための視点から、仕様
書の見直し（５４件）の指示及び確
認・助言（１６件）等を得た。
・業務内容の記載の明確化
・応札条件の緩和（業者資格、実務
担当者のスキル、経験年数の軽減
等）
・費用比較による再構築又は改修の
検討
・統合又は分割による調達規模又は
競争性の確保
・将来的な性能含めた記載内容の
適正性

○ ○引き続き、総務省の調達事例デー
ターベースを活用する。

○引き続き、CIO補佐官からの助言
を得て、仕様書等の見直しを図る。

○共同調達による物品・役務の調達
を拡大・推進する。
（省全体）

○本省：23年度に行った6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）に3品目（蛍
光灯、災害備蓄用品、配達）を加え
た9品目の共同調達を実施。

○地方機関：491地方機関のうち、遠
隔地や離島など共同調達の実施が
困難な4機関を除く、487機関におい
て共同調達を実施。

○契約単価については年度により変
動がみられるものの、契約事務手続
きの簡素化が図られた。

○ ○本省共同調達は、引き続き９品目
を実施するとともに、地方機関（離島
等にある機関を除く。）の共同調達
は、対象品目を拡大する。

○競り下げによる物品・役務の調達
の試行を拡大、推進する。
（本省）

○12件（シュレッダー、ワイヤレスア
ンプ、テレビ、携帯用プリンター、消
火器、スイッチ、パーソナルコン
ピュータ（ノート型）、回転椅子、プロ
ジェクター、カードプリンター、パーソ
ナルコンピュータ（ノート型）、ＰＨＳ
バッテリー）について競り下げを実
施。
　なお、ＰＨＳバッテリーは不成立で
あった。

○競り下げの実施により、開始価格
と最終価格で全体で約530万円の削
減を達成。
内訳は別紙のとおり。

○ ○平成23年度は2件、平成24年度は1件
が不成立となった。

○引き続き、価格下落の可能性のあ
る品目について実施する。

○入札・契約手続審査委員会にお
いて、予算額1,200万円以上の調達
に関する審査を実施する。
（本省）

○入札・契約手続審査委員会にお
いて、予算額1,200万円以上の調達
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
ける審査件数
・物品　16件（24年度案件　8件、25
年度案件　8件）
・役務　50件（24年度案件　14件、25
年度案件　36件）

○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の指
示（36件（24年度案件　13件、25年
度案件　23件））を行った結果、前回
一者応札案件の4件（平成24年度1
件、平成25年度3件）が複数者応札
となった。

○ ○引き続き、仕様書の内容や競争
参加資格の要件等、審査を行う。

○定期刊行物等について調達数量
及び種類の見直しを図る。
（省全体）

○平成24年度当初に定期刊行物等
について調達数量及び種類の見直
し。

○平成23年度に対し、部数で約
40％（約4,600部）、金額約で３６％
（約１億１千万円）の削減を達成。

○ ○調達の必要性を精査しつつ、必要
な調達に努める。

○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）

○平成25年度のパソコン、コピー機
等の国庫債務負担行為要求件数
（本省）は132件であり、そのうちの
32件については新規要求。

○平成24年度新規案件として138件
（契約金額約36億円）契約を行い、
次年度以降の調達に係る事務を軽
減（本省10件、約9億円、地方機関
128件、約27億円）。

○ ○翌年度予算要求を行う際に国庫
債務負担行為による契約が可能な
ものがあるかどうか検討を行う。

○汎用的な物品・役務の調達をする
際は、必要性を精査すると共に、契
約の適正性、競争性の確保を図り、
1割程度の削減を目指す。
(本省）

○昼休みの窓際の照明の消灯、コ
ピー機やプリンターに１枚当たりのコ
スト表示、物品の再利用等取組。
○発注部署による必要性及び発注
規模等の精査、継続発注時の競争
性の確認による緊急随意契約から
一般競争への移行に向けた取組。

○工事関係及び委託事業を除く庁
費類関係で約2割（約14億円）を削
減。

○ ○引き続き、身近な無駄の排除など
の経費削減に努める。

平成24年度農林水産省調達改善計画の年度末自己評価結果

（対象期間：平成24年4月１日～平成25年３月31日）

調達改善計画で記載した事項 実施した取組内容 取組の効果 実施において明らかとなった課題等 今後の対応



○施設工事において、原則、総合評
価落札方式を実施する。
（本省）

○施設工事において、総合評価落
札方式を実施。

○平成24年度に発注した一般競争
契約案件の23件（約558百万）すべ
てに総合評価落札方式を採用。

○ 引き続き、総合評価落札方式を採用
するよう取り組む。

○随意契約を改善するため、次の事
項に取り組む。（省全体）
・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。
・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。
・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。

○随意契約を改善のため、次の事
項を取組。
・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実施。
・外部委員から構成される入札等監
視委員会において、随意契約を優先
的に審議。
・委託先の決定に当たっては、外部
有識者から構成される審査委員会
による審査の上、決定し、その結果
をホームページにおいて掲載。

○審査等の件数
・入札・契約手続審査委員会におい
て随意契約2,156件のうち1,230件
（本省501件、地方729件）の審査を
実施。
・入札等監視委員会（外部有識者か
ら構成）において、随意契約2,156件
のうち、第３四半期までで121件（本
省33件、地方88件）の審査を実施。
・競争性のない随意契約によらざる
を得ない理由を個別案件毎に記載
し、公表を行った。
・委託先の決定（41件）に当たり、外
部有識者（計72人）を含む審査委員
会（21回）で審査・決定し、その結果
をホームページおいて掲載。

○ ○入札・契約手続審査委員会及び
入札等監視委員会の指摘、助言を
踏まえた上で随意契約の改善に取り
組む。

○公益法人が2年連続して随意契約
又は一者応札（応募）の改善。

○公益法人が2年連続している随意
契約、一者応札（応募）について案
件毎に見直し。

○一般競争入札（総合評価方式）へ
の移行（1件）、発注時期の早期化、
入札公告期間の延長等の改善によ
り、2件の一者応札が改善。

○ ○引き続き、一者応札の見直しを図
る。

○内部牽制を強化する。
（本省）

○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
監査事項とした。

○平成24年度の監査事項として随
意契約及び一者応札を明記。当該
監査事項に基づき、104カ所におい
て内部監査を実施し、改善を指導。

○ ○引き続き、監査事項に基づき内部
監査を実施する。

○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、事前に仕様書の内容の確認及
び落札方式の審査を行う。
（省全体）

○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。「調査・研究開発・広報業
務」の新規案件等について、事前に
仕様書の内容の確認及び落札方式
を審査。

○総合評価方式による契約
263件（コンピューター製品12件、施
設工事23件、調査業務205件、研究
開発11件、広報業務13件）

○総合評価方式の事前審査の実施
190件（調査業務166件、研究開発11
件、広報業務13件）

○ ○引き続き、総合評価落札方式によ
る入札を推進し、適正な入札等が行
われるよう事前審査を実施する。

○出張に際して、パック商品の利用
の拡大、チケット手配等のアウトソー
シングを実施する。
（省全体）

○本省及び地方支分部局でのパッ
ク商品の利用、本省においてチケッ
ト手配のアウトソーシングに対応。

○航空機を利用した出張約9,600件
（本省約5,700件、地方約3,900件）
パック商品等を利用した出張は約
8,700件（本省約5,000件、地方約
3,700件）であり、利用率約91％。

○ ○引き続き、飛行機のパック商品の
ほか、各種パックの利用を推進す
る。

○カード決済方式の活用。水道料金
の支払いについて、カード決済を導
入する。
（本省）

○カード決済方式の導入に向けて関
係者等と協議。

○平成２５年１月使用分（平成２４年
１２月使用分）からカード決済方式を
導入。
これにより、事務処理の簡素化に加
え、料金の支払時のリスクが軽減。

○ ○平成２５年度も引き続き実施す
る。

○一者応札を改善のため、次の事
項を取組。
・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）情報を調達情報メール
マガジンにより配信登録者へ配信。

・工事関係の調達情報は、業界紙へ
の掲載を依頼。

・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。

・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。

・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。

○一者応札を改善のため、次の事
項を取組。
・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）情報を調達情報メール
マガジンにより配信登録者へ配信。

・工事関係の調達情報は、業界紙へ
の掲載を依頼。

・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。

・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。

・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（公募）情報のホームページ
への掲載件数は以下のとおり。
804件（物品76件、役務654件、工事
53件、測量・コンサルタント21件）

○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。
登録者11,514者に対し990件（物品
106件、役務804件、工事58件、測
量・コンサルタント22件）発信。新規
登録者は、1,751者の増（9,763者→
11,514者）。

○工事関係の調達情報の業界紙へ
掲載。件数は以下のとおり。
77件（工事25件×2誌、測量・コンサ
ルタント9件×3誌）

○一者応札になった案件（183件）に
ついて、参加しなかった業者へのア
ンケート調査を実施し、うち115件（物
品10件、役務55件、委託50件）につ
いて要因を分析。

○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
書等の審査を実施（133件（物品14
件、役務51件、委託69件））。
　前回一者応札案件の24件（平成24
年度21件、平成25年度3件）が複数
者応札となった。
　
○入札等監視委員会における、一
者応札の審議状況。
一者応札2028件のうち、第３四半期
までで、240件（本省68件、地方172
件）の審査を実施。

○ ○参加しなかった業者からのアンケート回
収に時間を要しているため、引き続き、ア
ンケートの趣旨を説明した資料を作成し、
より一層の協力を求めていく。
　また、今年度の一般競争参加資格申請
（建設工事・測量コンサル）において、調
達情報メールマガジンの普及を行ったとこ
ろ、3月で370件（建設工事約310件、測量
コンサル約60件）の新規登録があり、登
録時の普及啓発に即効性があることか
ら、新規登録用の参考資料を配付する。

○引き続き審査を実施すると共に、
新たな改善方策について検討する。



○ホームページのバナー広告掲載
の推進。収入確保のため、ホーム
ページへのバナー広告の導入する。
（本省）

○関係機関への聞き取りを実施し、
バナー広告導入に向けての課題等
を整理した。

○未実施 － ○中立性が求められる行政機関による広
告掲載については、その中立性を疑われ
ることのないよう、慎重な検討が必要。

○不用物品の売り払い。ネットオー
クションの導入。
（本省）

○ネットオークション導入に向けての
課題を整理し、デジタルカメラを平成
２５年１月に掲載（1月25日～2月12
日）し、入札(2月22日～2月25日)を
実施した。

○不要物品の売り払い１件を実施。
　これにより、20,001円の収入を得る
ことができた。

○ ○不要物品が発生した場合には、引
き続き、ネットオークションによる売
払いを検討する。

○調達改善計画の進捗把握・管理
等
計画の進捗状況について、四半期
毎に取りまとめ、見直しの必要が生
じた場合は計画を改定し、その内容
を公表する。

○平成24年度第1・四半期及び、第
2・四半期について進捗状況を取りま
とめた。

○平成24年度調達改善計画の結果
を踏まえし、平成25年度調達改善計
画の策定につなげる。

○ ○半期毎に進捗状況を取りまとめ
る。

○上半期終了時点並びに、年度終
了時点における計画の達成状況、
調達の具体的な改善状況等につい
て評価し公表する。

○上半期及び年度終了時点におけ
る改善状況等により評価。

○上半期終了時点及び年度終了時
点における計画の達成状況、調達
の具体的な改善状況について自己
評価を公表。

○ ○上半期終了時点及び、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。

○経理課及び各部局庁の職員によ
り構成する実務担当チームを設置す
る。

○経理課及び各部局庁の経理・用
度担当課長補佐により構成する実
務担当チームを設置。

○経理課及び各部局庁の経理・用
度担当課長補佐との間で緊密に連
携しながら、調達改善を進めた。

○ ○２５年度計画では、大臣官房長を
総括責任者とした農林水産省調達
改善推進チームを設置する。

○問題点の抽出、取組に関する監
視、指導、助言等の観点から入札等
監視委員会の意見を求める。

○入札等監視委員会の委員に対し
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。

○ ○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。

○チームは、四半期に一度、定例会
合を開催する。ただし、定例会合以
外のの会合も、必要に応じて開催す
る。

○定例会合のほか、臨時を含め
チーム会合を５回開催。

○各チーム員が調達改善計画を推
進した。

○ ○原則として半期毎に定例会合を開
催する。ただし、定例会合以外の会
合も、必要に応じて開催する。

○計画に関する取組状況等につい
ては、ホームページにおいて公表す
るものとする。

○平成24年度農林水産省調達改善
計画の第1四半期及び第2四半期に
ついて進捗状況を取りまとめ、当省
ホームページに掲載。

○透明性を確保した。 ○ ○上半期終了時点並びに年度終了
時点における調達状況等を掲載す
る。

○入札等監視委員会による検証結
果について、予算監視・効率化チー
ム会合にかけて、必要に応じて計画
を見直した上で決定・公表する。

○平成24年8月31日に行われた予
算監視・効率化チームにおいて、入
札等監視委員会の委員の意見・助
言について報告。

○チームの了承を得た。 ○

－

○業績評価において、コスト意識を
持った効率的な業務運営に係る目
標を設定し、本改善計画に係る取組
が人事評価に適切に反映されるよう
取り組むこととする。

○農林水産省調達改善チーム委員
及び調達事務担当者等に対し、調
達改善計画の取組について人事評
価に反映されるよう指導。

○ ○引き続き、人事評価に適切に反映
されるよう周知を行う。

○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、公益法人
等との契約について、審査等を実施
する。
　平成２４年度農林水産省調達改善
計画は、本省において試行するが、
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。

○調達改善計画について、地方にお
いて実施できるものについて、取り
組むよう指導。

○地方においても入札等監視委員
会で一者応札、公益法人への支出
については重点的に意見・助言を受
けた。また、共同調達等の取組も実
施。

○ ○引き続き、取り組める事項につい
て、順次取組を進める。

○独立行政法人に対して、同様の取
組を奨励する。

○13の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。

○発出した公文に基づき、独立行政
法人でも取り組める事項について実
施。

○ ○引き続き、独立行政法人に対し
て、同様の取組を奨励する。

実施した取組内容 取組の効果 効果的な取組となった要因

○ＥＴＣカードの利用業務
　年会費及び発行手数料等の無料
提供業者の存在が確認できたことか
ら、年会費、発行手数料を無料とす
る条件で公募を実施。

年会費、カード発行手数料（再発行
含む）が無料（３２枚分）となり、１６,８
００円（従前単価は525円（税込）。）
の削減を図ることができた。

○その他の効果的な取組（調達改善計画で記載していない事項）

今後の対応

○平成２５年度も引き続き実施する。


