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１ ADAMS連携システムⅡ運用支援業務

（一般競争契約）

・ADAMSとは、運用支援業務の概要は。 ・国の支出・歳入の業務を行う場合には、

ADAMS 官庁会計システムがあり、当方で担当

する米麦の売買等の管理を行う際には、各担当職

員がこの ADAMS 連携システムを活用して各種

の会計経理計算を行い官庁会計システムに連携さ

せるシステムである。

・支援業務の内容については、３つに大別。

① 操作等支援：各種問い合わせトラブル対応及

び円滑な運用を維持するための軽微な修正設定

等、

② 本システムの環境管理等支援：サーバー及び

クライアントの環境管理やソフトウエアに関する

障害対応の作業支援等、

③ その他：円滑な運用維持を目的として担当者

が指示する支援等、

についてお願いする業務である。

・参考見積もりは、どのように活用するのか。 ・各業者がどのような手法で業務を請け負うのか

等を事前に把握すること、また、これを参考に予

定価格の算定に活用している。

・予定価格と落札率が非公表となっているがどう ・農水省のホームページには、契約情報が全て掲

いう意味なのか。 載されるが、この業務は、来年も再来年も契約す

る業務であり、予定価格や落札率を公表すると次

年度以降の入札に支障を来たすためホームページ

に掲載しないこととしている。



２ 政府所有米麦情報管理システムの保守の請負

業務（一般競争契約、総合評価）

・システム保守の請負業務の概要は。 ・政府が所有する米麦の買入から保管、運送、販

売に係る業務処理を全て電算化したシステムであ

り、インターネットを使って各業者（輸入商社、

卸売業者、加工業者、運送業者等）約 7000 名と

のデータ入出を 6 時～ 24 時の運用時間で行って

いる。特に重要な点としては、米麦の買入及び販

売に係る事務については電子入札システムを構築

して、全て電子入札を行っていること。

・この保守請負業務とは、制度改正、法令及び要

領改正に対応するためのシステム補修作業やシス

テム障害等に対する原因究明とそれに対するプロ

グラム修正、また、常時、利用者の利便性向上を

行いながら、事務の効率化・合理化ができるよう

にシステム改修を行う業務である。

・入札説明会には何社来たのか、また、なぜ１者 ・入札説明会は 2 社、なお、入札説明書の受領

応札となったと考えるのか。 業者は 10 社あったが、１者応札となった原因に

ついて、アンケートを実施したところ、

①過去の落札企業から落札できる可能性を考慮し

入札に至らなかった

②システムの詳細まで理解できなかった

③システムの多くが契約業者製品であったので入

札に勝てないと判断した

④他の受注業務で多忙であった

との、回答である。

・１者応札とならない具体的な改善策は。 ・これまでも公告期間中から積極的に仕様に関す

る情報開示等を行い、応札希望者との信頼関係の

構築に努めているが、今後とも、情報開示を行っ

ていることについて、これまで以上に積極的な周

知に努めることとする。

・具体的な情報開示とは。 ・システムの構成図やソフトウエアの閲覧、また、

関係する要領、マニュアル等を閲覧いただき、業

務内容や農水省における情報の取扱いの理解に努

めている。



３ 食糧麦備蓄対策事業における備蓄数量の確認

業務（一般競争契約）

・備蓄数量の確認業務の概要は。 ・食糧輸入麦は、従来、国が全量管理していたが、

平成 22 年 10 月から、国が買入れ即時に製粉企

業に売り渡す仕組みに見直した。これにより、備

蓄の実施主体も、国から、製粉企業に代わったこ

とから、在庫数量の確認を公正中立の立場の検量

人に委託することとし、その委託先をブロック毎

に毎年行う一般競争契約により決定している。

・検量人とは、どのような資格なのか。 ・港湾運送事業法に基づく検量事業について国土

交通大臣の許可を受けている者である。

・ブロック毎とは、どのような地域別なのか。 ・備蓄対策事業業者のサイロ所在地を１２ブロッ

クに分けており、例えば、１北海道、２東北、３

北関東、・・７静岡、愛知、三重・・１０四国、

１１九州、１２沖縄と地域で区切っている。

４ 政府所有米穀の菌叢試験業務

（一般競争契約）

・政府所有米穀の菌叢試験業務の概要は。 ・MA 米（アメリカ産、タイ産等）にどのような

種類のカビが発生するのか、そのうち、カビ毒を

生産するものには、どのようなものがあるのかな

ど、全国から 200 点の MA 米を採取し、付着す

る菌の種類を調査する。調査は、食品衛生法に基

づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施

し、その結果は、MA 米のリスク管理措置を検討

するための科学的な基礎データとして活用する。

・調査検体は、契約検査機関に持っていくのか。 ・事故米発生以降、MA 米を販売する前にはカビ

状異物の確認及びカビ毒の科学検査を行ってい

る。これに用いた検体の一部を、この菌叢試験の

試料として活用している。

このため、カビ毒の分析機関から契約検査機関

に検体を送付し分析を行っている。



・販売前のカビ検査とはどういうものか。 ・米に含まれるカ状異物の目視確認と、カビ毒３

種類（総アフラトキシン、デオキシニバレール、

ゼアラレノン）について、科学分析検査を行って

いる。

５ 国有農地等売払情報公開委託事業

（一般競争契約）

・国有農地等売払情報公開委託事業の概要は ・平成 21 年における農地法の改正を踏まえ、自

作農財産の早期処分を促進するため、自作農財産

の非農業利用目的の売払情報をインターネット上

に公開するとともに、併せてその内容を掲載した

情報誌の配布を行うことにより、売払情報の周知

を図ることを目的に行う事業である。

・不動産業者は、どこでも入札できそうであるが ・インターネットで不動産情報の提供を行ってい

なぜ１者応札となったと考えるのか。 る大手２業者を含む７社について本件入札の情報

提供を行い、かつ入札説明書を提供したが、入札

説明会は２社、応札者１社とのことで興味を持っ

ていただけなかったと考える。

・１者応札となった原因について、アンケートに

よれば、本事業の業務内容が事業者の専門分野と

一致しなかったこと、安定的に受注できなければ

計画的な人員配置が困難であること及び人員の確

保が困難であるという理由から、応札実績のない

事業者が応募してこなかったことが原因と考え

る。

・１者応札とならない具体的な改善策は。 ・これまでも仕様書に過去の事業の実施例を添付

するなどして、できるだけ具体的に事業内容が理

解してもらえるよう工夫してきたところである

が、今後は細分化している業務を整理して業務内

容の簡素化を図り、仕様書を複雑な印象を与えな

いよう改善し、事業者の単年度契約に対する抵抗

感を軽減するよう努める。



・本事業による広告メリットは。 ・平成 23 年度において、本事業によりインター

ネットに掲載したものだけで約 1 億 7,000 万円

の売上げ実績がある。広告しなければ売却につな

がらなかったと考えられるので、効果はあると考

える。

６ 国有農地測量・境界確定促進委託事業

（一般競争契約）

・国有農地測量・境界確定促進委託事業の概要は。・農地法の規定に基づき買収した土地等は、国又

は都道府県が管理を行うこととなっている。

このうち取得経緯などから不動産登記がなされ

ていない又は境界確定がなされていないものが約

９割を占めていることから、国有農地の早期処分

に向けて、集中的に測量、境界確定及び表示に関

する登記を行う必要がある。

平成 21 年 12 月に施行された農地法等の改正

に伴い、すべての国有農地について計画的かつ早

期に処分手続を行うこととし、番地・公図がない

ため処分不能な国有農地について、国自らが、集

中的に測量、境界確定及び表示に関する登記を行

うために、土地家屋調査士が９人以上在籍する公

共嘱託登記土地家屋調査士協会又は土地家屋調査

士法人などに委託して行うものである。

・土地家屋調査士９名以上との契約条件の理由 ・この契約の測量面積が約２６ｈａであり、昨年

は。 の一人当たり３ｈａの実績を踏まえ、最低９名必

要との判断で条件を付けている。

また、測量して登記することが目的であり、測

量の結果を踏まえて、全ての現地隣接者と接触し、

境界の同意をとるためなどそれなりの人数は必要

と考えている。

・測量対象は農地だけなのか。 ・農地とは限らず、登記されていない国有農地の

うちいわゆる開拓地であり、大部分が山林・原野

や道路、水路なども対象になっている。


