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別 紙 

委員からの主な意見・質問、それに対する回答等 
 

 

意 見 ・ 質 問 

 

 

回  答  等 

 

１ 平成 29 年産政府備蓄米買入契約（一般競争

契約）【整理番号３】 

・業務概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の入札は３者の応札があって、３者とも落

札したということだが、複数落札という仕組みに

なっているのか。 

 

 

 

 

 

・今回は第８回（29 年６月 20 日実施）というこ

とだが、今回の提示数量は前回までの残枠という

ことか。また、全量が落札されていないので、今

回以降も入札が行われたのか。 

 

 

 

 

・政府米の買入入札ということであれば、もっと

多くの応札者数となりそうだが、有資格者はどれ

だけいるのか。今回は３者だったが、毎回この程

度の数か。 

 

 

 

・国は、不作などによりコメの供給量が不足する

事態に備えて、適正備蓄水準（６月末）の１００

万トン程度を確保するため、毎年、播種前に２０

万トン程度を一般競争入札により買い入れして

いる。 

当該米穀は、市場に与える影響を避けるため棚

上備蓄し、放出を要する不足時以外は飼料用米等

の非主食用として販売している。 

 

・特別会計に関する法律施行令において、米麦の

買入契約を行う際の複数落札制度が規定されて

おり、これに基づき、今回のように提示した数量

の範囲内で低価の入札者から買入数量に達する

まで順次落札者とすることにより、一回の入札で

複数落札者を選ぶことができる仕組みとなって

いる。 

 

・29 年産備蓄米買入の入札は 29 年１月から各月

１～2 回実施。当初 20 万トンの提示数量に対し

て、予定価格を下回り、より低価で応札した者か

ら順次落札となり、第 8 回の掲示数量は、前回ま

での残数量となる。 

備蓄米入札は、６月まで実施することとしてい

るため、第８回が最終となった。 

 

・有資格者は 163 者。 

第１回の応札者は 71 者。応札を重ねることで、

落札者も増加するため、その後の応札者数は少な

くなる。 

 

２ 輸入麦買入委託契約（指名競争契約）【整理

番号 16】 

・業務概要 

 

 

 

 

 

 

・国は、食糧法に基づき、国内産麦で数量、品質

等を満たせない需要分について、国家貿易により

外国産麦を計画的に輸入している。 

 輸入量は年間約 500 万トン、主にアメリカ、カ
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・例えば３回に分けて入札を行っている銘柄の数

量をまとめて１回の入札にする、或いは同日に行

う複数の入札を１件にまとめるなど、それをしな

い理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

・入札単位は３～４万トンとのことだが、アメリ

カ産で、１船を二つの契約（整理番号 12（ｳｪｽﾀﾝ

･ﾎﾜｲﾄ 24,561 トン）及び 13（ﾊｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ･ｳｲﾝﾀｰ

9,690 トン））に分けている理由は何か。なぜ１

船で１銘柄にまとめられないのか。 

ナダ、オーストラリアの３カ国から輸入。 

 輸入に当たっては、輸出国における麦の買い付

けから我が国の所定の引渡場所へ搬送するまで

の業務とその付随する業務を輸入業者である商

社に委託することとし、指名競争入札を実施して

いる。 

 輸入業者の資格選考については、主要食糧とな

る輸入麦の安定供給を確保する観点から、一定の

資産・信用、経験の要件を満たし、契約が確実に

履行できる能力を有する者と判断した輸入業者

を有資格者として選考し、現在参加資格を持つ商

社は 12 社。 

 具体的な輸入業務は、実需者である製粉企業等

が国に対して需要月の４カ月前に買受申込みを

行い、これに基づき原則月３回の指名競争入札を

実施し、その落札者と委託契約を締結し、所定の

輸入手続きの後、国が当該小麦を買入れ、その後

直ちに製粉企業等に販売している。 

 

・毎月 40 万トン前後の買付けを安定的に行う必

要があるため、毎月 3 回入札を行っている。 

仮に入札をまとめて行うとなると、契約数量が

かなり大きくなってしまい、積地港においては、

集荷が困難になる、或いは、船積遅延が発生する

リスクがあることに加え、着地側においても受け

入れるサイロスペースの確保の問題といった支

障が生じることから、現在は３～４万トン程度の

ロットでの入札を行っている。 

 

・アメリカ産の銘柄であるｳｪｽﾀﾝ･ﾎﾜｲﾄとﾊｰﾄﾞ･ﾚｯ

ﾄﾞ･ｳｲﾝﾀｰは、他銘柄と比較して実需者からの港毎

の買受申込数量が少ないことが多く、それぞれを

単独で輸送するのではなく、配船の効率性を考慮

して、１船に積み合わせて輸入している。 

 

３ 輸入麦類オクラトキシンA濃度測定請負業務

（一般競争契約）【整理番号 54】 

・業務概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オクラトキシン A は、麦類に感染するカビが作

るカビ毒である。 

現在、オクラトキシン A は、厚生労働省で食品

衛生法の基準を設けていないが、発がん性を有す

る可能性が指摘されており、農水省は麦の輸入者

の立場で、安全な麦を供給する責務があるため、

麦中のオクラトキシン A の含有実態を把握する
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・今回が初めての入札ということで、執行側、参

加者双方とも入札の見通しを立て難かったと思

うが、予定価格に対する落札率が非常に低い

（52.5％）ことについては、可能性としてどうい

うことが考えられるか。 

 

 

 

・オクラトキシン A は一般的なカビ毒なのか。 

民間では結構この検査を行っているのか。 

 

 

 

 

 

 

・発がん性や危険性を考慮し、当該検査を今回か

ら初めて行うとのことであり、全てのカビ毒をチ

ェックすることはできないと思うが、その中でオ

クラトキシン A を調査するとの判断はどこで行

ったのか。何か基準はあるのか。 

 

ことは重要である。 

国際的にはコーデックスが 0.005mg/kg（５μ

g/㎏）という低い（厳しい）基準を設けており、

食品衛生法で厳しい基準が設定されたときに、適

合した麦を輸入する安全性検査の体制を整える

ため、農水省として今年度から輸入麦のオクラト

キシン A の含有実態を把握するための調査を開

始した。 

 

・一般的なカビ毒の検査料金は、１検体、２万円

から２万５千円である。 

当該事業計画では、125 検体と検査点数も十分

にあること、検体が届く度の検査の必要がないこ

とから、ある程度の検査の効率化が図れるため、

落札業者は１件当たりの価格を低く設定できた

と推察。 

 

・国際基準も設定されている既知の一般的なカビ

毒で、応札者以外の検査機関も参入は可能。 

 入札説明会には６者が参加しており、興味はあ

ったと思うが、検査手法の最初の検体調製行程で

1 検体 10kg の全量を粉砕することを指示してい

るため、検査機関によっては、応札困難と判断し

たと推察。 

 

・国際基準や国内基準が設定されていたり、また

はその検討がされているもの等、リスク管理の優

先度の高いものについて、米麦中の含有実態を把

握し、必要に応じて、輸入時の検査体制の構築を

進めている。 

４ 政府所有米麦情報管理システムの更改に係

る設計・開発プロジェクト管理等支援業務（一

般競争契約）【整理番号 68】 

・業務概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・政府所有米麦情報管理システムは、政府所有米

麦の売買等に関する各業務を支援するため、売買

等に関する情報を管理し、各種データ間の連携を

図り、関係者のニーズに応じた情報を機動的に提

供するシステムであり、現行のシステムは平成 26

年４月から稼動している。 

 本調達は、平成 30 年度末に現行システム運用

機器等賃貸借契約の満了に伴い、新たな米麦シス

テムの設計・開発、移行及び新たに構築する運用

環境の整備支援についてのプロジェクト管理等
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・入札説明書受領が 12 者ありながら、応札者が

２者となった。入札するに当たり、技術的な困難

性等があったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・米麦システム自体の開発と、今回のプロジェク

トの管理支援は、どちらか一方しか入札に参加で

きないようであるが、予め仕様書等で制限をかけ

ているのか。 

 

支援業務の調達を行うものである。 

 

・応札者の条件のうち、①品質管理体制の規格認

証、②情報セキュリティマネジメントの規格認証

は一般的なものであるが、③「プロジェクト管理

等実施計画書（案）の暫定版」については、契約

締結後３開庁日以内に提出しなければならない

ものであるため、これが困難と思われた可能性も

あるかもしれない。 

しかし、暫定版の作成に当たり何らかの資格が

必要ということもない。 

米麦システムを理解してもらえれば、これらの

条件は対応できるものと考え、必要最低限のもの

として応札者の条件に加えているものであり、特

別に難しい条件を付しているということではな

いと考えている。 

 

・この次の審議対象である米麦システムの設計・

開発業務の調達仕様書における「入札制限」の一

つとして、当該システム開発の調達における透明

性及び公正性の確保の観点から、この業務の応札

者は、緊密な利害関係を有する事業者ではないこ

ととの制限をかけている。 

 プロジェクト管理者は、進捗管理を行う上で、

設計・開発業者に対して厳しいことを言う立場で

あり、例えば、成果品に対してその見直しを指示

する立場であるため、馴れ合いとなるなどの懸念

を払拭する必要があり、これは総務省のガイドラ

インに基づいている。（「政府情報システムの整備及

び管理 に関する標準ガイドライン」2014 年（平成 26 年）

12 月 3 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定） 

 

５ 政府所有米麦情報管理システムの更改に係

る設計・開発業務（随意契約）【整理番号１】 

・業務概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（政府所有米麦情報管理システムの内容は、上

記４の前段に同じ。） 

 本調達は、平成 30 年度末に現行システム運用

機器等賃貸借契約の満了に合わせて、新たな米麦

システムの設計・開発業務を行うとともに、新た

に構築する運用環境への移行業務を行うもので

ある。 

 なお、本調達において設計・開発を行うシステ

ムの運用は、平成 31 年度から、「新たな情報通

信技術戦略」（平成 22 年５月 11 日 IT 戦略本部
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・今回は１者応札で不落随意契約となったが、そ

こまでの入札回数は何回か。 

また、１者応札の原因は何か。この前の審議対

象（プロジェクト管理等支援業務）での入札制限

との関係があるか。 

 

 

 

・設計・開発業務は総合評価方式で行い、プロジ

ェクト管理等支援業務は最低落札方式で行った

が、その違いは何か。 

 

 

 

 

 

 

・入札から不落随意契約に移行する際のルールは

決まっているのか。 

今回、不落随意契約となった経緯はどのような

ものか。 

決定）に基づく政府共通プラットフォームが提供

する基盤ソフトウェア上で稼動することを前提

とした情報システムに移行することとしている。 

 

・入札は本入札１回、再度入札２回の計３回実施

した。 

 また、１者応札となった原因として、不参加業

者に理由を聞き取った結果、プロジェクト管理等

支援業務での応札と重複したことや今回の設計

・開発業務についての仕様書策定支援業務に携わ

り参加資格がなかった等の理由であった。 

 

・設計・開発業務は、予定価格が 80 万 SDR（1

億３千万円程度）を超えており、また、技術要件

が複雑であることから総合評価方式による一般

競争を行い、一方、プロジェクト管理等支援業務

は、予定価格が 80 万 SDR を超えず、技術要件も

複雑ではないため、競争性を高めて多くの参加者

が期待できるよう、最低落札価格方式による一般

競争入札を行った。 

 

・予算決算及び会計令第 99 条の２で、再度入札

をしても落札者がいない等のときに随意契約に

よることができると規定されている。 

今回は、再度入札を２回（計３回の入札）行っ

た結果、落札しなかったため、入札執行責任者が

応札価格の状況を見て、先方に３回目の再度入札

の意向がないことを確認の上、入札を打ち切り、

不落随意契約として先方との価格交渉に移り、予

定価格をクリアーしたところで合意したという

ことである。 

 

（注）予定価格が類推される内容は除いています。 


