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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 輸入麦買入委託契約（指名競争入札）

【オーストラリア産 ASW 25,370トン】

・当該契約の概要は。 ・主要食糧である麦の安定的な輸入を確実に履行

するためには、一定の資産信用に加え、穀物貿易

に相当程度の経験を有する輸入業者に対して委託

を行うことが不可欠であることから、資産・信用、

実施体制、経験を資格要件として定め、委託契約

が確実に履行できる能力を有する者と判断した輸

入業者を競争入札の有資格者として選定し、指名

競争入札を実施して契約を行っている。

・ASWとは品種のことか。 ・オーストラリア・スタンダード・ホワイトとい

う主にうどんに使用される銘柄である。

・輸入委託とは、どこまでの業務なのか。 ・輸出国から買って日本まで運搬する業務を輸入

商社に委託している。

・輸入業者の入札資格要件は。 ・麦の輸出入を業務とすること、基準日の前日以

前の直近３か年平均で２万トン以上の麦の輸出入

の実績を有すること、日本において設立された法

人であり、自己資本 10 億円以上又は金融機関か

ら同額以上の融資が得られること、麦の輸出入の

業務に３年以上従事した経験者を有する役職員を

本店及び主たる海外支店等に各１名以上配し、当

該業務に従事させていること、申請者が輸出関係

諸法令の規程により罰金以上の刑に処せられた場

合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から２年を経過している

ことと定めている。

・輸入する際の保険加入条件があるのか。 ・海上保険や安全性の残留農薬検査で不合格とな

るリスクの担保ができる保険など 低限の加入に

ついて契約書で定めている。



２ 輸入米穀買入委託契約（指名競争入札）

【アメリカ産 うるち精米中粒種 12,000トン】

・当該契約の概要は。 ・我が国が国際約束したミニマム・アクセス数量

の輸入を確実に履行するためには、一定の資産信

用に加え、穀物貿易に相当程度の経験を有する輸

入業者に対して委託を行うことが不可欠なことで

あるから、一定の資産・信用、実施体制、経験を

資格要件として定め、委託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競争入札

の有資格者として選定し、指名競争入札を実施し

て契約を行っている。

・この契約は、産地指定が入札要件となっている ・産地を指定して入札を行っている。

のか。

・品位の確認はどのように行っているのか。 ・品位の確認については、輸入商社が第三者の検

査機関にお願いし、その証明書を国が確認してい

る。

・品位を証明する費用はどうなっているのか。 ・この買入委託契約の費用に入っている。

・うるち精米中粒種の確認は、検査機関が証明し ・国の職員が現物を見て判断するのではなく、例

て終わりとなるのか、国の職員が現物確認を行う えば、中粒種の場合、縦と横の長さの比が 2.0 以

のか。 上 2.9 までとの規格を決めており、検査機関が合

否の確認を行い証明書を出しているものである。

・契約数量（12,000 トン）が丁度、調達できる ・５％のアローワンスを認める契約をしている。

ものなのか。 実際運んでくる際に、例えば、水分が蒸発したり、

輸送途中のダメージを受けて買入しないものが発

生する場合がある。 終的に検量した数量につい

て、単価を掛けて支払いをしている。

・この入札は、年間何回ぐらい行うのか。 ・調達状況等で異なるがこのＭＡ一般輸入米入札

は、年間１２回ないし１３回程度である。



３ くん蒸倉庫におけるカツオブシムシ類の発生

調査業務請負契約（一般競争入札）

・落札率が低くなった理由等は。 ・本契約は、調査会社が１週間に一度当該倉庫に

出向いて調査を行うものであるが、既にその対象

となる倉庫に別の案件、例えば、衛生会社のネズ

ミ調査などで既に倉庫に出入りしている調査会社

の場合には、複数調査を併せて行えることから、

入札金額が下げられたものと考えている。

・この業務ができる会社の一定の要件などがある ・特定の業種がないことから、同種の調査（誘引

のか。 剤を用いた衛生害虫の発生の有無に関する調査）

を業務の一部として行っていることを条件として

いる。

・同種の業務の実施経験は何で確認するのか。 ・これまでの調査実績に関する書類を提出しても

らい確認している。

・カツオブシムシとの判断は誰でもできるのか。 ・ある程度の知識を持っている者であれば同定は

可能である。仮に同定に判断を要する場合でも、

農水省の植物防疫課（検疫部署）への相談が可能

となっている。

・調査用トラップは誰でも入手可能か。 ・中国側から誘引物質の指定があり、当該誘引物

質が使用されているトラップを使用する必要があ

る。トラップは基本的に海外で製造されているが、

日本の代理店を通じて誰でも入手は可能である。

・倉庫単位に入札するメリットはあるのか。 ・県単位や地方単位、全国単位などで入札すると、

全国展開している大きな業者しか参加できなくな

ってしまい、入札参加を制限してしまうことにな

るため倉庫ごとに入札している。



４ 平成 24 年産国内産米穀買入契約（一般競争

入札）

・当該契約の概要は。 ・国は、米の生産量が不足して供給が不足する事

態に備え備蓄を行っているが、毎年６月末時点で

在庫量が 100 万トン程度になるように運用して

いるところである。その備蓄の運営が平成 23 年

度から棚上備蓄の方式になり、毎年 20 万トンを

買い入れて備蓄を運営していくということとして

いる。この備蓄米の買入れについては、米ができ

る出来秋に価格に影響を与えないように、作付け

前に入札を行い契約をする手法をとっている。

事前に入札を実施している関係で、契約日は８

月に契約し、執行履行期間は実際の米を引き渡す

時期 12月 11日以降３月 15日までに引き渡して

くださいということで契約を締結している。

・入札の参加資格要件は。 ・一般競争入札の参加資格要件は、参加資格に必

要な取扱数量と米の流通の法令に、罰金以上の刑

に処されて２年を経過しないものであるというこ

となど一般的な資格要件を定めており、多くの方

に参加していただきたいということで入札を実施

している。

・作付け前に入札することにした理由は何か。 ・実際に米が出来てしまうと、現物としての米の

取引が始まり市場の価格が形成されてしまうの

で、そこから政府米を買うとすると市場から隔離

してしまい市場の価格に影響を与えてしまうこと

から、その市場が形成される前の作付け前に入札

することとしている。

・２０万トン入札の具体的な手法は、また、産地 ・第１回の入札に２０万トンを提示し、次回入札

や銘柄は問わないのか。 には２０万トンから前回落札数量を差し引いた数

量を提示するように、２０万トンに達するまで複

数回入札を実施しているが、２４年産米は８万３

千トン程度の水準にとどまっている。

なお、産地も銘柄も問わないで行っている。



５ 平成 24 年度政府所有米穀の販売等業務委託

契約（一般競争入札）

・当該契約の概要は。 ・政府所有米穀（国内産米、ＭＡ米）について、

政府が買い入れ、その後の保管及び販売業務など

従来、国が個別の業者と直接契約していたものを

一括して受託事業体が包括的に請け負う業務委託

契約である。

・競争方式については、特別会計に関する法律施

行令に基づく複数落札制度を用いて複数の落札者

を決定している。

・契約状況として、８月２日に契約締結、履行期

間は、契約締結後から平成 30 年 3 月 31 日まで

６年弱の国庫債務負担行為による複数年契約とし

ている。通常、財政法では５年を超える契約がで

きないが、この業務は公共サービス改革法に基づ

く事業の対象となっているため５年を超える契約

期間となっている。契約金額は、24 年度の委託

業務の予算額を落札３者の取扱数量に応じて予算

額をそれぞれ割り振る形で限度額として契約して

いる。

・受託事業者が再委託することに関与しないの ・関与しないこととし、どこに再委託するか申請

か。 を受け承認の手続きは行っている。

・６年契約とは、どういう意味なのか。 ・国内産が５年間備蓄して入れ替えていく棚上方

式なので、５年間保管したものを５年経過後に販

売するということで６年間が必要となる。

・委託契約後の業務進行状況や実際支出の際は何 ・公共サービスの実施にあたり、これらの業務の

に基づいて支払うのか。 質を定めており、例えば、米穀の安全の確保、適

正流通の確保、備蓄の適正な運営など、この質に

対してどうであったかという実績について公表し

ている（23 年度契約の場合は適正に実施してい

るとして８月に公表）。


