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７６件 １者応札案件 １件
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１ 件　 １者応札案件 １件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

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 ０件
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契約の相手方が公益社団法人等の案件０件
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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

意 見 ・ 質 問 回 答 等

１ 輸入麦買入委託契約（指名競争入札）

【カナダ産 1CW 30,628トン】

・当該契約の業務概要いかん。 ・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。このため、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輸入業者

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。

・本件の 30,628 トンは、日本全体の輸入予定数 ・国内の需要量が約５７１万トンで、その約９割

量の何割を占めるのか。 の約４９１万トンが輸入予定数量。その輸入予定

数量のうちの約３万トンということになる。

・輸入産地国の選定はどのように行なうのか。 ・例えば、カナダ産 1CW はパン、オーストラリ

ア産 ASW はうどんに適しているなど産地国、銘

柄に応じて主要な用途が異なる。そのため産地国、

銘柄ごとに、実需者からの要望や在庫状況などを

把握して買入計画を立てている。

・指名競争の資格要件はどのようなものか。 ・以下の５点について確認している。

①麦の輸出入を業務とすること。

②直近３か年平均で、年間２万トン以上の麦の輸

出入実績を有すること。

③日本において設立された法人であり、自己資本

が 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。

④麦の輸出入の業務に３年以上従事した経験を有

する役職員を本店及び主たる海外支店等に各１名

以上配置し、当該業務に従事させていること。

⑤輸出入関係諸法令の規定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。



・予定価格を非公表としているのはなぜか。 ・毎月３回程度の入札を実施しているが、仮に前

回の入札結果の公表と次回入札実施までの期間が

短い場合、公表結果から予定価格の類推が可能と

なるため、適正な入札執行に疑念が生じることが

ないよう非公開としている。

２ 輸入小麦に係る残留農薬等の安全性検査業務

請負契約（入札番号２）

・当該契約の業務概要いかん。 ・不作等により輸出国で輸出規制が起きた場合な

ど食料需給ひっ迫時にも安定的な輸入を確保する

ため、現在の輸入先国のカナダ、アメリカ、オー

ストラリア以外で代替国銘柄輸入の可能性を事前

に選定しておく必要がある。このため、食品衛生

法の規定により厚生労働大臣の登録を受けた検査

機関又は厚生労働省が作成したリストに登録され

ている検査機関に代替国で生産された小麦の残留

農薬（約 600 品目）等について、安全性検査を

発注する契約である。

・本件が１者応札だったことを踏まえて入札公告 ・これまでも、入札公告期間を 2 週間、１カ月

期間を延ばすなどの検討はしないのか。 と延ばしてきており、今回は５１日間に延ばし分

析時間を確保するなどして参加意欲のある業者が

入札に参加しやすい環境を作っているところであ

る。

なお、農薬の検査対象品目約 600 品目全てを

一括して検査すると、業者が限定される懸念があ

るので、３ロットに分けて入札に参加しやすいよ

うにしているが、この入札番号２はかなり専門的

な部分や分析機材等の関係から対応可能な業者が

限られてしまったが、入札説明会には１０者来て

いただいた。今後とも広く入札に参加していただ

けるよう工夫することとしている。

・産地国の選定はどのように行なうのか。また、 ・産地国銘柄の品質については、パン用、麺用な

どのような国の麦を検査するのか。 ど用途によって加工適性が異なることから、製粉

企業や輸入商社の方々の意見を聞きながら産地

国、銘柄を選定している。現在輸入を行っている

カナダ、アメリカ、オーストラリアのほか、ウク

ライナ、ロシア、ドイツ、アルゼンチンなどを検

査している。



３ 輸入米穀買入委託契約（指名競争入札）

【アメリカ加州産うるち精米中粒種 10,000t】

・当該契約の業務概要いかん。 ・我が国が WTO協定に基づいてミニマム・アク

セス数量約 77 万玄米トンの輸入を確実に履行す

るため、一定の資産信用、実施体制、業務経験等

のを資格要件を満たし、委託契約を確実に履行で

きる能力を有すると認められる輸入業者を有資格

者として、指名競争入札を実施し、落札した者と

契約を行っている。

なお、契約の履行期間は定めず、契約ごとに船

積期間（輸入本船が輸出国の港に入港して船積完

了後出港するまでの期間）を定めている。

・日本の米の消費量と輸入量はどのくらいか。 ・国内消費量については正確な数字を持っていな

いが 近では約 800 万トン、輸入量は国家貿易

として約 77 万玄米トン、その他民間貿易で 100

トン程度ある。

・WTO 協定において、産地国や銘柄の指定はあ ・WTO 協定上では、国内市場へのアクセス義務

るのか が課せられているだけである。

なお、輸入を実施するに当たっては、実需者の

要望、輸出国の輸出余力などを勘案して輸入して

いる。

・MA 米 77 万トンの産地国別数量はどのくらい ・24年度の輸入実績として、アメリカ 36万玄米

か。 トン、タイ 28 万玄米トン、オーストラリア 6 万

玄米トン、中国 5 万玄米トン、その他約 1 万玄

米トンである。

・落札率 99.9％となった経緯は何か。 ・原因を特定することは難しいが、対象の入札で

は競争参加資格者 13 者中、初回入札で 7 者が応

札し、全てが予定価格を上回り不落札となった。

その後、4 回再入札を行いようやく落札できたと

いう経緯がある。

このため、結果として落札率が高くなったのでは

ないかと推測される。

・入札の実施は、どのような形で行っているのか。・原則として電子入札システムにより実施してい

る。参加者の応札結果等については、当該システ

ムにより各参加者に通知している。



４ 輸入米穀に含まれる鉛検査業務（随意契約 1）

５ 輸入米穀に含まれる鉛検査業務（随意契約 2）

・当該契約の業務概要いかん。 ・輸入米穀の重金属類の含有について関心が高ま

ったことへの対応として、農林水産省は、国家貿

易により輸入米を販売している者として、輸入米

穀に含まれる重金属類（鉛）の検査を緊急に行う

こととし、食品衛生法に基づく登録検査機関に委

託して行ったものである。

なお、２件の契約となったことについては、年

度内に約 450 点以上のサンプルを分析するとい

う緊急性や１つの分析機関の分析・処理能力が一

定以上の分析機関に依頼せざるを得ないことから

２者の登録検査機関と随意契約したものである。

・緊急性は理解するが、一般論として、競争入札 ・通常であれば、一般競争入札により分析機関を

ではなく随意契約の指摘を受けたときの説明の担 を選定し分析を委託することとなるが、

保はあるのか。 ① 多数（約 450点以上）の試料を早急（年度 1

か月以内）に分析し、データを蓄積する必要が

あること

② ①の事情を勘案すると、一定以上の処理能力

を有する複数の分析機関に依頼せざるを得ない

こと

から、本件の契約は会計法 29条の 3第 4項の「緊

急の必要により競争に付すことができない場合」

に該当するとして随意契約としたところである。

なお、契約の実施にあたっては、契約２者の内、

単価の安い方に多くのサンプル分析をお願いし、

単価の高い方にその残りをお願いするよう行って

いる。

・分析結果はどうだったのか、公表するのか。 ・国際基準に照らして特に問題があるようなもの

は見つからなかった。

なお、公表は、厚生労働省のモニタリング調査

実施と時期を合わせて行うこととする。

（25年８月 23日公表）

（注）予定価格を類推するやりとりは除いています。


