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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（第５４回 令和３年１１月１８日） 

 

意 ⾒ ・ 質 問 

 

 

回  答  等 

 

１ 令和３年度政府所有米穀の販売等業務委託

契約［整理番号 110］ 

（業務概要） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇３者を選定しており、申込み予定数量は１者
当たり 20 万トンと⼊札公告で⽰され、それが 60
万トンに達するまで、価格の安い⽅から順次落
札しているが、輸⼊⽶の合意数量 77 万トンに対
して 60 万トンはどこから来ているのか。 
 

 

 

〇業者の申込み予定数量を 10 万トンに下げれ
ばもう少し単価が下がる可能性はないのか。 

 

 

○当該委託業務は、国が国産⽶と輸⼊⽶の買
⼊れを⾏い、保管、運送、かび確認等をした後
に、加⼯業者などの実需者に販売していたが、
平成 22 年 10 ⽉以降、買⼊後の保管管理から
販売に⾄る部分について包括的に⺠間委託を
⾏っており、その委託業者を選定するのが今
回の調達である。 

毎年度、⺠間事業者３者を選定しており、６
年間の契約期間となっている。通常の国庫債
務負担⾏為だと５年間が上限だが、この業務
が公共サービス改⾰基本⽅針の中での対象の
業務ということで、総務省の官⺠競争⼊札等
監視委員会での審議を受けて調達を⾏ってい
る。 

 競争⽅式は⼀般競争契約で令和３年度は５
者の応札があり３者を選定した。 
 
〇77万トンは⽞⽶トンであり、政府が買⼊れ
る輸⼊⽶とは別に、直接実需の業者が、SBS制
度で買い付ける量が約10万トンを予定してお
り、これを減じた67万トンを精⽶換算した数
量は60万トンとなる。このため、⺠間業者の申
込み予定数量は、１者20万トンを上限として
いる。 
 
〇10万トンにすると、おそらく逆に単価は上
がると思われる。現在、安い⽅から３者選んで
いるが、取扱数量を減らすと更に単価が⾼い
者が⼊ってくることが想定されるほか、業務
⾃体の業者のメリット、少ない取扱数量だと
⼊札参加者⾃体が確保できるのかどうかな
ど、また別の問題も出てくると思われる。 
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〇⼊札単価が違うのに、落札した３者の契約限
度額が同じ額になるのはなぜか。 
 
 
 
 
 
〇⼊札項⽬を設定するにあたって、取扱⼿数料、
保管経費、加⼯品⽤の運送経費、飼料⽤の運送
経費の４種類で⼊札をしているが、⺠間業者が
⾏う業務と⼀致しているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
〇安全性の確認業務など⼊札項⽬以外の経費は
どうやって決めているのか。 
 
 
 
〇⼊札は⾦額が⼀番安いところから落札される
ものと理解しているが、お⾦以外の⾯で落札に
優劣が付くようなことはないのか。 
 
 
 

〇⼊札の単価は４種類の単価（取扱⼿数料、保
管経費、加⼯⽤の運送経費、飼料⽤の運送経
費）で⼊札を⾏い、それぞれが予定価格の範囲
内で安い⾦額から落札した３者で上限の⽀払
額として３等分に割当てをしているため同額
となっている。 
 
○平成 23 年当初の調達は、取扱⼿数料だけで
⼊札を⾏っていたが、その後、官⺠競争⼊札等
監理委員会から、できるだけ⼊札で決める項
⽬を増やし、更に競争性を持たせるべきだと
いう議論があり、取扱⼿数料以外に保管経費、
運送経費についても⼊札の対象としてきた経
緯がある。 
 業務と⼊札項⽬の関係は、実際の業務の中
でも経費として⼤きい部分に対して単価競争
を⾏っているものと考える。 
 
〇国が設定し契約書に記載しており、公告し
た後に、⼊札の関連書類として契約書の案も
提⽰しているので、業者はそれを踏まえたう
えで応札している。 
 
〇業者は⼊札公告と仕様書の内容で、業務が
遂⾏できるという前提で応札しており、その
中で⼀番価格が低かった者と契約をするとい
うのが⼀般競争⼊札の仕組みのため、⾦額以
外での優劣は基本的にはない。 
 

２ 政府所有米麦情報管理システム OSS サポー

ト業務［整理番号 152］ 
（業務概要） 
 
 
 

 
 
〇輸⼊⽶⻨をはじめとする売買等について、
電⼦⼊札、電⼦⾒積り合わせ、運送、保管等の
業務をシステム化したものが、⽶⻨情報管理
システムであり、今回の調達は、これを構成す
る⺠間クラウド環境下の基本ソフトウエア等
の脆弱性対応に関する業務で、調達⽅法は⼀
般競争⼊札で⾏い、１者応札という結果とな
った。 
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〇⽶⻨情報管理システムのプロジェクト管理等
の⽀援業務や運⽤⽀援業務というのは、５年契
約で既に契約されているのか。 
 
〇今回調達した OSS サポート業務は単年度契約
だが、5 年間の複数年契約のプロジェクト管理
等の⽀援業務との関係はどうなっているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇最初に⽶⻨情報管理システムを国庫債務負担
⾏為契約した際に、単年度で OSS サポート業務
も⼀緒に調達したところ、両⽅の調達に応札し
た業者があるということか。 
 
〇OSS の脆弱性のサポートというのは、例えば
バグが⾒つかったとかセキュリティーホールが
あるということが分かったときに、対応するも
のだと思うが、成果物はどういったものか。 
 
 
〇OSS サポート業務に関しては、単年度契約だ
けれども、過去から同じ業者が落札しているの
か。 
 
〇今回の調達で、２者が関⼼を⽰して、⼊札は
１者だったので、今後はもう少し複数者が関⼼
を持ってもらえるようにするにはどうしたらい
いかが課題であると考えられるが。 
 
 
 
 

○国庫債務負担⾏為契約ということで、５年
間の複数年契約を結んでいる。 
 
 
〇⽶⻨情報管理システムは、５年を⼀巡サイ
クルとして⼤規模な改修を⾏っており、その
⼀つのプロジェクト管理等の⽀援業務は、ク
ラウド環境下の運⽤環境提供業務として５年
の国庫債務負担⾏為契約としている。 

これに対し OSS の脆弱性は、⽇々、年度ご
とに、様々な部分で対応する必要が出てくる
ため、５年間の国庫債務負担⾏為契約という
観点ではなく、その都度、調達仕様書の中⾝に
応じた形で OSS サポート業務は単年度契約と
している。 
 
〇然り。 
 
 
 
 
〇納⼊成果物ということで、作業後は作業報
告書という形で、常に脆弱性対応を⾏う都度
提出いただき、最終的には３⽉31⽇までに納
⼊成果物ということで、１年間取りまとめた
ものを書⾯で提出いただく。 
 
〇必ずしも同⼀業者が落札しているわけでは
ない。 
 
 
〇⼊札公告後に、より多くのIT事業者にその
調達情報を⾒ていただき、関⼼を持って応札
をしていただくということでは、そこは課題
と思っており、説明会をリモートで⾏うなど、
調達担当部署とも今後検討していかなければ
ならないと考えている。 
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３ 政府所有⽶⻨情報管理システム保守及び改
修業務［整理番号153］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
〇⽶⻨情報管理システムのなかで、歳⼊⾦電⼦
納付アプリケーションの開発もやっているが、
その開発が、今回のシステム保守、改修業務、改
修事業者の⽅には影響はないのか。 
 
 
 
 
 
 
〇来年度以降、歳⼊⾦電⼦納付アプリケーショ
ンがある程度固まり、保守及び改修事業の⽅に
も影響するとなると、今度はこちらの契約にそ
れを取り込んだ形で既存のシステム改修が出て
くるということか。 
 
〇１者応札のアンケートにある事業者の要望
は、機能改修においては調達仕様書に、画⾯・帳
票・ファイルなど、もう少し具体的に記載した
⽅がいいという意味か。 
 
〇今回の調達は、既存のシステムの中⾝をよく
分かっていないと総合評価の提案書を作れない
だろうし、他の業者はこれでは無理だろうと応
札しなかったと思う。実際に開発しているから
こその強みというのがあるのではないか。 
 

 
 
〇令和３年度の⽶⻨情報管理システム本体の
機能開発や改修、ハードウエア、ソフトウエア
の障害発⽣時の対応、システムのアプリケー
ション及びデータベース等のソフトウエアが
正常に稼働するための保守に関する業務で、
調達⽅法は総合評価落札⽅式の⼀般競争⼊札
を⾏い、１者応札という結果であった。 

 
〇プロジェクト管理等⽀援事業者には、運⽤
⽀援、保守・改修、OSSサポート、運⽤環境提
供、歳⼊⾦電⼦納付アプリケーション開発に
係る事業者が関わっており、それぞれ⼊札調
達を掛けて応札し、落札した事業者間でも連
携を取りながら⽶⻨情報管理システムの運営
を⾏っており、システムそのものの運営に影
響がないよう、歳⼊⾦電⼦納付アプリケーシ
ョンの開発業務についても取り組んでいる。 
 
〇然り。 
ただ、これから当⾯の次期の更改、システムの
運⽤の在り⽅についても検討しており、令和
５年度、６年度の次期の更改を検討しなけれ
ばいけない時期に来ている。 
 
〇然り。 
 
 
 
 
〇⽶⻨情報管理システムを最初に開発したの
が今回落札した業者であり、その後、単年度契
約で⾏っている保守・改修の受託は、開発した
業者が続いて落札している。 

調達仕様書を⾒て、開発した業者しか応札
できない内容にはなっていないが、受注機会
の増⼤という観点で今後、仕様書の内容も検
討したい。 
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〇技術審査会で CIO 補佐官の講評に、システム
が古いので、そろそろ抜本的に⾒直しを求めら
れている記載があるが、どのように考えている
のか。 
 
 
 
 

〇やはりシステムの作り⾃体が古く、なかな
か他の IT 事業者の応札意欲が湧くという感じ
にはなっていないことから、次期の更改のと
きに、このシステムの仕様書について、どの程
度精度を⾼めるかなど、受注機会の増⼤を踏
まえ、⾒直しを掛けた⽅がいいということは
課題だと真摯に受け⽌めている。 
 

４ 会計情報連携システムⅡ運⽤⽀援業務 
［整理番号 155］ 
（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇⼊札資格C・Ｄランクの者を⼊札の対象にして
いるが、前回の審議の際に、例えばＢランクに
少し広げるなど検討できないかという話も出て
いたが、その辺は何か対応したのか。 
 
〇データベースソフトの「dbMagic」の知⾒を持
っている⽅が少ない、「dbMagic」⾃体が古いと
いうことだが、現在のバージョンというのは、
どのぐらいなのか。 
 
〇検索で調べると「dbMagic」が使えるという業
者は結構いるようだが。 
 
 

 
 
〇⽶⻨の買⼊れ等に係る代⾦の⽀出決定及び
⽀出等を⾏うため、⾷料安定供給特別会計業
務の担当者が⾃らのパソコンを使⽤して⽀払
登録データを分散⼊⼒し、財務省が運営する
官庁会計システム（ADAMSⅡ）が⽤意してい
る汎⽤媒体インターフェースを活⽤して、
ADAMSⅡへの登録処理を⾏う機能と、消費税
の確定申告に備えた取引に関する消費税額・
課税区分の管理・集計機能、⽶⻨の買⼊れ代⾦
及び補助⾦等の管理事業費などに係る資⾦繰
りを的確に⾏うための収⽀管理機能であり、
当該システムを円滑に運⽤するために必要な
⽀援を⾏う業務。調達⽅法は⼀般競争⼊札で
⾏い、１者応札という結果となった。 
 
〇官公需、中⼩企業の⼊札機会を確保するた
めの C・D ランクとしていたが、来年度の⼊札
に向けて検討をしたい。 
 
 
〇「Magic xpa3.2」である。「dbMagic」⾃体が
汎⽤性のない⼀般的でないソフトであり、扱
っている事業者がなかなか応札して来ないの
が実情である。 
 
〇確かに「dbMagic」が使える業者はいるが、
事実、応札して来ないし、公告した際に当該業
者に対して当⽅から声を掛けられない。 
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〇この「dbMagic」のようなデータベースソフト
運⽤⽀援業務の⼊札を知らなかった事業者が多
くいて、何かの⼯夫で実はできるという⼈たち
が反応してくれれば、機会を損失しないのでは
ないか。 
 

〇特定の者に国側から、データベースソフト
運⽤⽀援業務の調達があるという、応札を働
き掛けるようなことは発注者綱紀保持の観点
から出来ないため、今後は周知⽅法を検討し
たい。 
 

５ ⾷糧⻨備蓄対策事業における備蓄数量の確
認業務（⼊札番号２）［整理番号 93］ 
（業務概要） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

〇この契約は毎年繰り返し⾏われているが、今回
の履⾏期間のみ令和 3 年５⽉１⽇から令和４年
３⽉ 31 ⽇までと４⽉が抜けているのはなぜか。 

 
 
 
 
〇ブロックを 11 か所に分けているので、本来、
調書には 11 契約あると思うが、今回の調書には
７件しかない。残り４件については１回⽬の⼊
札で契約できたということか。 

 
 

 
 
◯外国産⾷糧⽤⼩⻨の備蓄については、即時
販売⽅式の導⼊により、平成 22 年 10 ⽉以降、
⺠間備蓄に全て移⾏し、不測の事態に備え、国
は、製粉企業等が需要量の 2.3 か⽉分の備蓄を
⾏った場合、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、保管経費の⽀払確認のため、第三
者的な⽴場で在庫数量の確認ができる検量⼈
の選定を⾏い、外国産⾷糧⽤⼩⻨を備蓄して
いる倉庫業者等に出向いて、毎⽉ 2.3 か⽉の在
庫を確認して、農林⽔産省に在庫の確認報告
を⾏う業務である。 

今回の⼊札では、港湾運送事業法の検量機
関として登録してある機関の中から、北海道
から沖縄まで 11 か所に分けて⼀般競争⼊札等
を⾏ったが本審査対象の⼊札番号２の応札者
は１者であった。 
 
○本来であれば履⾏期間は４⽉から３⽉ 31 ⽇
までだが、前年度の３⽉に⼊札した際、不落札
となり、再⼊札を４⽉に⾏ったため、翌５⽉か
らの履⾏期間となった。 
そのため、４⽉の１カ⽉分の数量確認業務

は、書類審査を国で⾏っている。 
 
〇調書に載っていない残り 4 件は少額随契で
⾏ったため、調書への記載の対象外となるた
め今回の調書には載っていない。 
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〇そうすると 7 件の契約は全て再⼊札というこ
とか。 
 
〇では、４⽉については、数量の検査ができなか
ったということか。 
 
 
〇検量⼈の業務は、在庫がどれぐらいあるのか、
何トンあるか確認することだと思うが、専⾨的
な数量確認業務とはどれぐらい難しいのか。 

 
 
 
 
 

〇⼊札公告の資格要件について、港にあるサイロ
の中の数量を確認するには、前提として法的に、
この検量事業の許可を持っていないと測量でき
ないのか。そうでないなら、数量の確認だけで
特に専⾨性を求めないものであれば、こういっ
た資格を外すか「⼜は関連する資格」を求める
ことによって、１者ではなく、もう少し裾野が
広がる余地もあると思うが。 

 
 
 
 
〇資格を持っていても不正を働かれたのでは意
味がない。単に資格だけあればいいというもの
ではないと考えるが。 
 
 

〇然り。 
 
 
〇その１カ⽉は検量⼈による検査が出来なか
ったということで、国が書類審査で確認して
いる。 
 
〇国が⾏う貿易で、検量業務の資格を持って
いる者は、検査業務の資格を⼤体持っており、
確認業務の⼀⽉の期の中で、例えば保管中に
何か品質で損傷品が発⽣した場合は、⾷⽤と
しての製品ではなくなるため、⾷糧⻨備蓄事
業の在庫からは外すことになっており、専⾨
性という観点から⾔えばこの辺が該当する。 
 
〇港湾での検量業務が法的に港湾運送事業法
の検量事業者の許可を受けている者でないと
出来ないのかは確認したい。しかし、現実的に
は、港湾荷役の全ての検量、検数業務につい
て、港湾運送事業法に基づいた許可を受けて
いる者が第三者的な⽴場として実施している
のは事実である。 

⾷糧⻨備蓄事業は、備蓄した数量に対して
補助⾦を払うので、資格を持っている⼈の確
認というのが確実性の担保の意味で重要と思
われることから資格要件として付している。 
 
〇資格要件について、港湾運送事業法の検量
事業者の許可を受けている者でないと検量す
ることが出来ないのか確認し、今後、内部で検
討したい。 

（注）予定価格が類推される内容は除いています。 


