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事務局：政策統括官付総務・経営安定対策参事官付会計室

指名競争
うち、

食料安定供給特別会計入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：令和３年２月１２日）
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委員会による意見の具申又は勧告の内容

［これらに対し部局長が講じた措置］

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答
等

意見・質問 回答等

抽
出
案
件
内
訳

物品・
役務等

随意契約（企画競争・公募）
 

随意契約（その他）
 

一般競争
うち、



別 紙 
 

委員からの主な意見・質問、それに対する回答等（第 51 回 令和２年 12 月 11 日） 
 

意 ⾒ ・ 質 問 

 

 

回  答  等 

 

１ 食糧麦備蓄対策事業における備蓄数量の確

認業務（入札番号７）［整理番号７］ 
（業務概要） 
 
 

 

 

 

 

 

 

◯我が国は⼩⻨の需要量の約９割を輸⼊に頼
っており、不測の事態に備え、製粉企業等が需
要量の2.3か⽉分の備蓄を⾏った場合に、国が
1.8か⽉分の保管経費を助成する事業を実施
している。本契約は備蓄事業実施者が⾏う2.3

か⽉の備蓄の実施状況を確認し、国に報告す
る業務である。多くの事業者が応札可能とな
るよう、北海道から沖縄まで全国を11のロッ
トに分けて⼊札を実施し、検量業務の許可を
受けた業者の中から選定している。本件⼊札
番号７は、１者応札で、⽇本穀物検定協会が落
札したところである。 

 

○備蓄数量の確認作業を⾏う倉庫の件数は、何
件ぐらいが対象になっているのか。 

○⼊札番号７番は、近畿地域の京都、⼤阪、兵
庫、奈良の４府県で21か所の倉庫が該当する。 
 

〇地域ごとに分ける基準や根拠はあるのか。 

 
〇全国に備蓄しており、地域毎にロットを分
け、全国規模の事業者以外でも参⼊しやすく
した。 
 

〇⼀者応札の対応として「具体的な改善策」で
内陸サイロと港頭サイロに分けて検討するとは
どのようなことか。 

〇港湾に近いところに拠点をもつ検量事業者
と全国津々浦々に拠点を持ち、内陸部までカ
バーできる事業者を考えた場合、港頭サイロ
と内陸サイロに分けた⽅が、競争性が⾒込ま
れる。実際にサイロの所在地で区分けをする
ことは可能と考える。 

 
〇仮に内陸と港湾を分けるとなると、トータル
のコストは増加するのではないか。基本料⾦が
単純に倍掛かると全体的なコストは増加する懸
念もあるが、それを補って余りあるほど港湾部
の⽅で競争による価格の低下が⾒込めるかよく
検討していただいた⽅が良い。 

〇当然港湾に特化すると、その分は安くなる
と推測するが、内陸の⽅がどの程度増加する
か積算しづらい。 

  



２ 令和２年度政府所有米穀の販売等業務に関

する調査等委託事業［整理番号 10］ 
（業務概要） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◯不適正事案発⽣の説明があったが、具体的に
はどのような内容か。 
 

 

 

 

◯この契約は、契約限度額か、あるいは精算情
報に基づく実費のどちらか低い⽅の額で⽀払す
るのか。 
 

◯実費が契約限度額を超える状態が続くようで
あれば、次の契約限度額の設計のときには考慮
されるのか。 
 

◯保管業者への調査業務に加え運送業者、カビ
確認業者へ拡⼤しただけで、なぜ、契約限度額
が令和元年度の 3,715 万円から令和２年度の
8,952 万円と２倍以上になるのか。 
 
◯受託事業体が本来は委託業者として再委託先
に対して指導、監督を適切に⾏う義務が有り、
受託事業体の責任の明確化の議論を昨年⾏っ
た。⼀者応札の改善策で、次年度以降について
は「受託者において、当該事業を実施させる等
の検討を⾏う」とあるが、本来⾏うべき受託事
業体に責任を持って指導、監督を⾏わせること
を検討しているのか。 
 
 

 
 
○政府所有⽶穀の販売等業務に関する調査等
委託事業は、安全性の信頼に影響を与えかね
ない不適正な事案が発⽣したことを受け、再
発防⽌の観点から、第三者機関による抜き打
ち検査などを⾏う事業である。令和元年度か
ら開始して２年⽬の事業で、令和 2 年度は、
倉庫業者に加え、運送業者、カビ確認業者、と
う精業者等の政府所有⽶穀の販売等業務の実
施者に対する監督、調査を実施している。 

令和２年度は、⼀者応札で⽇本穀物検定協
会が落札した。 
 
◯平成 30 年度に受託事業体の再委託先の倉庫
業者で保管していた⽶に⽔濡れ等が発⽣し、
国に許可なく農産物検査の証明印を偽造し、
不正に袋を⼊れ替えて正規品に仕⽴て直した
というもの。 
 
◯令和元年度は、契約限度額をオーバーして
業務を履⾏したため、契約限度額での⽀払と
なった。 
 
◯令和３年度からは、⼗分余裕を持った形で
調査業務が⾏えるよう予算を組んでいる。 
 
 
◯今年度は本格的に実施することとなった運
送業者、カビ確認業者の調査件数に加え、従来
⾏っている保管業者の調査件数も去年の 188
件から今年度は 500 件位まで増やしたため。 
 
◯本事業は今年度限りとし、令和３年度は受
託事業体へ⽀払う委託費に確認経費を盛り込
み、そのスキームの中で第三者機関を選定し、
指導、監督業務を⾏うことを検討している。 
 
 
 
 
 
 



◯確認のために受託事業体に対して更なる費⽤
を⽀払うというニュアンスに聞こえたが、恐ら
く受託事業体に幾らお⾦を積んでも結果はそん
なに変わらないのではないか。第三者の検査を
網羅的ではなくサンプリング的⾏い、受託事業
体の再委託先への指導状況について、「それがあ
るんだから、しっかり指導を⾏わないと」とい
う危機感を持たせるようなやり⽅もあるのでは
ないか。 
 
◯本スキームをこのまま維持するのであれば、
⼀者応札を回避する⼯夫として、カビ業者、運
送業者それぞれの業務に細分化して調達する⼯
夫はあると思うが、今年度限りで次年度は⾏わ
ないということであれば、その新たな⽅法を踏
まえた適切な契約の在り⽅、⼊札の在り⽅を検
討して頂きたい。 

◯委員より頂戴した御意⾒等を⼗分盛り込ん
だ形で検討してまいりたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◯同上 

３ 令和２年度政府所有米穀の販売等業務委託

契約［整理番号 380］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◯我が国では、不作等により⽶が不⾜する事
態に備え、政府備蓄を運営するための国内⽶
の買⼊れを⾏っている。10 年に１度の凶作や
作況 94 程度が２年続いても国産⽶をもって対
処し得る 100 万トン程度を適正備蓄⽔準とし、
原則毎年 21 万トン程度買い⼊れ、５年間保管
する。備蓄⽶を放出するような事態がなけれ
ば、保管した後に５年持越⽶として飼料⽤等
に販売している。 

また、輸⼊⽶は、ガット・ウルグアイ・ラウ
ンド合意（ＷＴＯ協定）に基づき 1995 年以降、
年間 77 万⽞⽶トンのミニマム・アクセス数量
が設定されており、国産⽶に極⼒影響を与え
ないよう国が⼀元的に輸⼊し、販売を⾏って
いる。 

国内⽶及び輸⼊⽶は、買⼊れ後、販売するま
での間に保管・管理、販売先への運送、⾷糧援
助向けに輸出する際にはとう精、また、販売前
には安全性の確認等の各業務が発⽣する。 
平成 22 年 10 ⽉以降、国が⾏っていた保管、
運送、とう精、カビ確認、これら⼀連の業務を
包括的に⺠間の事業体に委託することとし、
販売等業務を⾏う委託先の事業体を選定して
いる。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
○契約限度額は予算を３者で割るので同額だ
が、⼊札では単価は３者とも違うということか。 
 
 
◯執⾏調書にある、単価に数量を乗じた総額を
⾒ると、３番⽬に位置している応札者が、保管
経費で予定価格を超過したという理由で落札で
きていないが、この落札決定はどのような考え
か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◯運送や保管などの業務の中で、得意分野が１
つあるよりも満遍なくできる⽅が良いといった
考え⽅か。 

選定に当たっては、備蓄の運営や国内⽶の
安定供給へのリスクを考慮し、令和２年度は
３者を選定しており、今回抽出された伊藤忠
⾷糧は、そのうちの１者である。 

委託契約の期間は、国内産⽶備蓄の制度上、
５年間保管してから販売するため、保管期間
の５年とそれを販売するための１年間、合わ
せて６年間である。 
 
◯⼊札では、単価に予定数量を乗じた総額に
換算し、競争するので、単価はそれぞれ違う結
果となる。 
 
◯⼊札公告で、⼊札書に記載する単価を取扱
⼿数料、保管経費、加⼯原材料⽤運送経費及び
飼料⽤運送経費、それぞれの単価が予定価格
の範囲内のものに限るとしており、当該応札
者については応札した単価が予定価格を超え
ていたため不落札となった。 

⼊札執⾏調書に記載の価格は、⼊札公告で
提⽰した計算式に基づいて算出された⾦額
で、落札者の順位付けを⾏うために便宜的に
算出した⾦額になる。 

⼀⽅、実際の⽀払⾦額は、⽶の需給などで実
施数量、規模が⼤きく変動することもあり、予
⾒しがたい業務であるため、各業務の単価を
⼊札させて当該単価に実施数量を乗じて得た
⾦額となり、⼊札⾦額の適正性は、あくまで各
業務の単価により判断する必要があると考え
ている。 
 
◯それぞれの業務について、全てに適切な単
価が設定されているべきと考えている。 

４ 会計情報連携システムⅡ運用支援業務［整

理番号 386］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 

 
 
〇⽶⻨の買⼊代⾦などの⽀払は、財務省会計
センターの官庁会計システムＡＤＡＭＳⅡで
⽀払データを集計し、⽇本銀⾏に対して⽀払
依頼をしている。 

本システムは、その前段階の⼿続を⾏い、⽶
⻨の買⼊代⾦などの⽀払事務の担当者の利便
性や効率性を考慮し、担当者⾃らの LAN ⽤パ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◯1 者応札の原因となっているｄｂＭａｇｉｃ
というのは、本システムのどの部分のデータを
管理しているのか。 
 
◯ｄｂＭａｇｉｃで作成されたシステムは農⽔
省全体で使⽤されているのか。 
 
 
 
 
 
◯本システムの更新時期はどうなっているの
か。 
 
 
◯独⾃システムを使⽤し続けると今後運⽤に困
ると思うが、⾒直さないのか。 
 
 
◯1者応札の改善策で検討した、システムの実⾏
環境が分かる資料を⼊札公告に添付するのはな
ぜ難しいのか。 
 
 
◯⼊札公告で⼀般競争参加資格が「Ｃ⼜はＤの
等級で格付けされている者であること」とある
が、それ以上の資格者も応札可能としてはどう
か。 

ソコンを使⽤して⽀払登録データを分散・複
数⼈で⼊⼒し、会計室の経理⽤サーバに蓄積
させ、官庁会計システムＡＤＡＭＳⅡが提供
する汎⽤媒体インターフェースの機能を利⽤
して同システムに登録され、⽀払⼿続が⾏わ
れる。 

本契約は本システムの運⽤保守を⾏う。令
和 2 年度は、１者応札で株式会社城⻄システ
ムが落札した。 
 
◯データの管理だけではなく、データの⼊⼒
や検索を⾏う画⾯など、本システム全体がｄ
ｂＭａｇｉｃで作成されている。 
 
◯当局のみである。官庁会計システムＡＤＡ
ＭＳⅡを導⼊する以前は、独⾃システムで⽀
払データを集計し、⽇銀へ⽀払依頼を⾏って
いたが、官庁会計システムＡＤＡＭＳⅡ導⼊
後に⽀払データを受渡できるように独⾃シス
テムを改良したのが本システムである。 
 
◯政府所有⽶⻨情報管理システムの更新時期
や管理サーバの機種更新時、Windows の更新
時期など、逐次更新している。 
 
◯他の汎⽤的なデータベースソフトを使⽤し
たシステム開発を検討したが、開発費⽤が⾼
く断念している。 
 
◯実⾏環境を公にすることはセキュリティ対
策上、サーバ攻撃を受ける可能性が⽣じるた
め、適切ではないとの当省のＣＩＯ補佐官の
回答があり、⼊札説明会での⼝頭説明とした。 
 
◯Ｄ等級以上の者を応札可能とするか検討す
る。 
 

５ 政府所有米麦情報管理システム保守及び改

修業務［整理番号 387］ 
（業務概要） 
 
 

 
 
◯本システムの対象業務は、⽶⻨の買⼊契約
業務、政府⽶の販売等管理業務、外国産⽶⻨の
販売業務、政府が売買を⾏った後の出納経理



◯平成 30 年度改修の基本設計と詳細設計は富
⼠通が担当しているが、システム本体も富⼠通
が開発したものか。

◯富⼠通の以外の事業者が本システムを改修す
るうえで、何か困難な壁のようなものがあるの
か。

◯実際に富⼠通以外の事業者が本システムの業
務を受託したことはあったか。

◯⼊札では、富⼠通以外で応札したことはある
か。

業務等であり、売買契約件数で年間約 2,000
件、荷渡指図書の発⾏件数で約 6,000 枚の取
扱がある。貿易業務課の業務担当や輸⼊商社、
⽶・⻨の買受事業者等に必要なＩＤとパスワ
ードを付与し、情報セキュリティに⼗分配慮
したうえで、インターネット上で⺠間クラウ
ドを活⽤して本システムを稼働・運⽤してい
る。

本システムの保守及び改修業務は毎年「単
年度契約」にて調達を⾏っており、令和２年度
の調達では、運⽤保守に加え、契約番号の⾃動
採番機能の追加や備蓄⽶における検収から在
庫段階への⼿続などのシステム化、ＴＰＰや
⽇ＥＵの交渉結果を踏まえた電⼦⼊札システ
ムの開発である。

今年度の調達では、⼀般競争⼊札（総合評価
落札⽅式）を⾏ったが不落となり、富⼠通株式
会社と随意契約を結んだ。

〇富⼠通が開発したシステムであり、旧⾷糧
庁と総合⾷料局情報管理システムとして運⽤
し、その後の組織再編を経て現在の政府所有
⽶⻨情報管理システムに名称変更を⾏い、保
守改修を繰り返しながら運⽤している。

◯他社開発のシステム改修に別の事業者が参
⼊する難しさはあるが、本システムについて
は事業者参⼊に⽀障が⽣じないよう、システ
ムの可視化やスリム化、分かりやすいマスタ
ー設計等に努め、仮に富⼠通以外の事業者が
参⼊しても⽀障が⽣じないよう業務引継ぎを
業務仕様書等に定めている。

◯この保守改修業務で⾔えば、富⼠通以外の
落札はない。

◯昨年は本システム改修後の初年度で、複数
事業者が⼊札説明書を受取には来たが、富⼠
通以外は応札していない。引き続き複数応札
となるよう努める。

（注）予定価格が類推される内容は除いています。
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