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平成２５年３月２２日（金曜日）生産局第１会議室

小林和夫（公認会計士）　　阿部哲（法人監査役）欠席

早津花代（弁護士）

平成２４年１０月１日～平成２４年１２月３１日

９０件 １者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 1件

５件 １者応札案件 ０件

（抽出率６％） （抽出率　－％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 1件

（抽出率 100％）

２ 件　 １者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 1件

３ 件　 １者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

０ 件 １者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

０ 件 １者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

別紙のとおり 別紙のとおり

なし

事務局：生産局農産部農産企画課会計室

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］
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随意契約（企画競争・公募）
うち、
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うち、
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うち、

一般競争
うち、

指名競争
うち、
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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

輸入米穀買入委託契約（指名競争入札）

１【中国産うるち精米中粒種 13,000トン】

２【タイ国産うるち精米長粒種 6,000トン】

・当該契約の業務概要。 ・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。

・これらは、中国産、タイ産との産地を指定して ・中国産については、中粒種という品位・規格に

入札するのか。 適合するものであれば産地国は指定しておらず、

どの国でも応札可能である。それにより、調達コ

ストを削減できる利点があり、今回１のケースで

は、一番低い価格の中国産が落札されたものであ

る。

・タイ産については、タイ産の長粒種とし、輸入

港も那覇港を指定して入札を実施している。沖縄

は、泡盛の生産が盛んな地域であり古くからタイ

産米を原料としていることなどから、タイ産米を

指定して入札を実施したところである。

・輸入米の 低限の品質、例えば、日本の１等２ ・農産物規格規程において、粒の大きさ、水分、

等との品位などの指定はあるのか。 異物等割合などが決まっており、この品位に適合

するものを調達するよう入札公示の際に示してい

る。



・今回は中国産が入札で落札したが、他の応札で ・今回の産地国を指定しない入札については、中

はアメリカ産もあり、輸入先が偏ることがあって 粒種の品位であれば国は問わないということで、

も良いのか。 買入コストの低減に努めている。

・例えば、アメリカのカリフォルニア米といった ・一般輸入は、基本的に加工用等の用途で買入れ

産地を絞った入札条件はあるのか。 ているため、一定の品位条件が満たされれば、詳

細な産地を指定する必要はない。

・どのような品種・銘柄を輸入するかというの ・加工用に適したものであるか、安定的に供給で

は、例えば、国内の輸入米に対する需要も考慮す きる体制が整っているかなど様々な要素を勘案し

るとか、どのように行なうのか。 ながら決めている。

また、買入コストの削減や産地間の競争という

観点から、産地を指定しない入札も実施している。

・中粒種と長粒種の主な産地国はどこか。 ・中粒種は、中国、アメリカ、オーストラリア。

・長粒種は、タイ、ベトナム、ミャンマー、イン

ド、パキスタン等である。

・指名業者の入れ替わりはどのようなタイミング ・基本的に資格そのものは 大で３年間与えられ

なのか。 る規定となっているため、３年に一度更新してい

る。今の業者は 22 年から 24 年度の資格を有し

ている業者で、この３月 31 日で期限が切れるた

め、現在、申請受付及び審査をしている。

・判断基準として、過去の実績などの要件がある ・この一般輸入では、直近 3 ヵ年において 1 万

のか。 トン以上の輸出入の実績を条件としている。



３ 輸入麦買入委託契約（指名競争入札）

【カナダ産 １ CW 25,050トン】

・当該契約の業務概要。 ・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。

・これはカナダ産を指定して入札を行なったの ・輸入麦の場合、産地によって特性があり、例え

か。 ば、パン用はカナダ１ CW やアメリカ DNS、お

菓子用はアメリカ WW、うどん用はオーストラ

リア ASWなどそれぞれ用途適性がある。

この入札では実需者の要望に応じ銘柄を指定して

輸入したものである。

・例えば、カナダ産が少し不作となったら、同じ ・実需者（製粉企業）によれば、日本の消費者の

ような銘柄で別の国から輸入することになるの 嗜好は非常に厳しく、原料麦を少し変えても消費

か。 者は敏感に気づいてそれが売上げに直結すること

から、用途適性の違い等から安いからと他の銘柄

へと簡単に替えることはできない。

・契約の船積期間（24 年 12 月 21 日～ 25 年 1 ・この期間に、輸出国の港に集めた麦を、輸入本

月 20日）とは具体的に何か。 船に積み込みし BL（船荷証明）を発行し出港す

ることである。

・指名業者の資格要件において、自己資本１０億 ・１契約（１本船）が大体１０億円程度となるこ

円以上あること又は金融機関からの同額以上の融 とから、確実に履行していただけるよう同等の規

資が得られることにしている理由は何か。 模の１０億円以上の自己資金を持っている、ある

いは、銀行等から借りられるだけの会社の信用力

があるところに参加いただきたいとの理由で条件

を定めている。



４ 政府所有米穀のカビ毒検査業務請負契約

（一般競争入札）

・当該契約の業務概要。 ・政府所有米穀に付着するカビによるカビ毒の生

産の可能性について調査を行い、科学的なデータ

に基づいた適切なリスク管理処置を検討するた

め、政府所有米穀の菌叢等試験業務により生産菌

の分布が確認されたカビ毒に関する検査につい

て、食品衛生法に基づく登録検査機関に委託して

行なう業務である。

・なお、この業務は、100 点のサンプルをランダ

ムに抽出して調査し、今後のリスク評価いわゆる

基準ができたときに、新たにカビ毒検査を行うた

め、その適切な検査頻度を設定することや、関係

機関への情報提供等に活用するためのものであ

る。

・リスク管理とは、何のリスクなのか。 ・カビ毒というリスクに対して、我々が政府米を

販売する際にどういう頻度で検査すべきか、また

検査の必要があるかどうかを含め、今後のカビ毒

検査のあり方を検証するためのものである。

・単価契約の単価とは、何の単価か。 ・３種類のカビ毒（オクラトキシン A、シトリニ

ン、ステリグマトシスチン）を一つのサンプル米

100 グラムからこの３つの毒を調べるのにかかる

分析費用の単価である。

・検査業務の市場調査にあたっては、各検査機関 ・検査業務の専門性や高度な技術を駆使した上で

の原価の内訳や工数などを検証できるようなもの のカビ毒検査が行われているので、コストの積み

とするなどの検討が必要ではないか。 上げによる価格としていると認識しているが、各

検査機関の価格内訳等についてどこまで検証する

ことができるか検討することとする。



５ 就農支援資金貸付状況等調査業務契

（一般競争入札）

・就農支援資金制度の概要。 ・就農支援資金制度は、新たに就農しようとする

青年等であって、就農計画を作成し、都道府県知

事の認定を受けた者（認定就農者）又は当該青年

等を雇い入れて就農させようとする者であって、

就農計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた

者に対して必要な資金を都道府県青年農業者等育

成センター又は農業協同組合等から無利子で貸し

付けるものであり、当該必要な資金の原資につい

ては、国から３分の２を都道府県に無利子で貸し

付けた上で、都道府県が残りの３分の１を負担負

担し、都道府県から都道府県青年農業者等育成セ

ンター又は農業協同組合等に必要な資金を無利子

で貸し付ける制度である。

・当該契約の概要。 ・就農支援資金制度の的確な運営及び就農支援資

金の利用を促進する目的で、この資金の借受者の

方の経営状況を把握するため、就農支援資金（就

農施設等資金）を活用し就農した認定就農者から、

就農支援資金の活用状況等について聞取調査等を

実施し、結果を取りまとめ、冊子形態（電子媒体

含め）の報告書を作成するものである。

・調査対象者は何名とするのか。 ・就農支援資金を借り受けしている、就農後５年

以内の者と１０年以内の者をそれぞれ５ブロック

毎に４名以上、全国で２５名ずつ選定することと

している。

・調査を請け負う者の条件は。 ・農業に関する知識を有する者であって、連絡受

付担当、調査担当、報告編集担当をそれぞれ１名

以上確保することを条件としている。

・調査業務の目的は。 ・就農支援資金を今後も有効活用することを前提

として、新規就農者にとって何が課題となってい

るのか又、成功事例を整理して今後の制度に生か

していくことが目的である。


