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229 件 １者応札案件　３件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

7 件 １者応札案件　３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 政府所有米麦情報管理システム保守業務

・業務概要 ・当該システムは、政府所有米麦の買入・保管・

運送・販売に関する各種業務を支援するための情

報を一元管理を行うためのシステムである。この

システムはインターネットを通じて各種の操作を

する仕組みになっており、職員以外に、輸入商社、

保管業者、運送業者、米麦販売業者等、米麦に関

係する事業者の社員約５千名がシステムを利用し

ている。

・保守の請負とは、システムを構築している業務

プログラム 4，872 本について、業務プログラム
不具合の改修や制度変更に伴う機能改修を行うの

が主な業務である。

・なぜ、１者応札となったのか。 ・１者応札となった原因分析のため、入札参加を

見送った理由について入札説明書を受領した６者

にアンケートを実施し３者から回答を得た結果か

らは、保守業務の内容である機能改修と業務アプ

リケーション保守の両方に対応できる技術者の不

足、要員確保に時間を要すると判断したというの

が主たる理由である。

・保守の契約金額の推移を見ると年により変動が ・保守業務も障害保守と適応保守に分かれてい

あるがどうしてか。 る。特に適応保守は、制度改正や事務合理化に伴

う機能追加などがあり年により大きく金額が変わ

る。

・予定価格の算出方法（人件費）はどうなってい ・市販の積算資料の単価に時間数を掛けて算出し

るのか。 ている。

・国がイニシアチブをとって、必要な内容だけ委 ・業務の進捗に合わせた定例会において説明を受

託している委託金額となっているのか。委託金額 けることとしているほか、最終検査は国の職員が

の妥当性はどのように判断しているのか。 行うこととなっている。

２ 農業共済再保険事務処理システムの機器及び

ソフトウエアの保守業務

３ 農業共済再保険事務処理システムの保守業務

・業務概要 ・農業災害補償法に基づく、農業共済事業の運営



に当たり、迅速かつ効率的に事務処理を行うため

農業共済組合等、農業共済組合連合会等、国の３

段階を通じたネットワークシステムを構築してい

る。

国の再保険システムは、農業共済組合連合会等

から再保険に必要なデータを受け入れ、再保険の

引き受け、損害評価等の事務処理を行っている。

当該システムについては、同システムを常に良

好な状態に保つため、保守業務の調達をしている。

２６年度からは、競争性を確保する観点から、

機器の障害発生時における修理、機器の定期点検

等を行う「システム機器等の保守業務」とシステ

ムの障害発生時の対応業務、システムの利用に係

る問合せ対応等を行う「システム運用の保守業務」

を分離し、調達することとした。

また、今回１者応札となったことを受け、入札

説明書受領者から応札を見送った理由等について

アンケートを実施。その結果等を踏まえ、以下の

対応により改善を図る予定である。

①業務内容の一部が自社の得意分野と異なる等の

理由により１者単独で業務を行えないような場合

は、当該分野を得意とする事業者との共同事業体

としての入札参加を可能とする。

②公告を早期また長く設定することにより事業者

の人員の確保等がしやすいようにする。

③応札者の資格要件について、システムの安定稼

動面を考慮した上で、今年度の仕様書に記した

ISO 資格を取得していない場合であっても、そ
れと同等の体制等を確保している者の応札を認め

る等の資格要件を緩和する項目を加えることを今

後検討する。

・機器の保守業務と運用の保守業務とに分離した ・システム利用に係る問い合わせ件数が増加して

ことにより予定価格が過去と比較して増加してい いること、過去の保守業務にはセキュリティー検

るのはなぜか。効率が悪くなっているのでないか。査業務が含まれていなかったことなど業務量が増

えたことによるものであり、単純な比較はできな

い。

・共同事業体での入札参加の見込みはあるのか。 ・事業者によっては、業務内容に得意、不得意分

野があり入札参加の障害となっているという意見

があるので、そのような事業者へは是非共同事業

体としての参加に期待したい。

・HP から入札説明書や仕様書の入手を可能とし ・仕様書の主要な部分については HPに掲載済み
てもらいたいという事業者からの意見があるよう である。ただし、入札説明書全体については、機



だが対応は可能か。 器の細かい構成部分やシステムのプログラムに係

る部分等が資料として付属しているため、HP に
掲載することが難しく、入札説明書の手交時にす

べての資料を配付することを HPに明記している
ところであるが、省内の他部局の事例も参考にし

ながら今後検討していく。

４ 輸入米穀の菌叢試験業務

５ 輸入米穀のカビ毒検査業務

・業務概要 ・菌叢試験は、国が輸入した米穀の付着している

カビの生育により、どのようなカビ毒が生産され

る可能性があるかを調査し、データに基づいた科

学的なリスク管理措置を検討するため、年間 250
検体調査するものである。

・カビ毒検査は、菌叢試験により産生菌の分布が

確認されたカビ毒を中心として、年間 100 検体
調査するものである。

・今回、カビ毒検査業務では、これまで契約実績 ・カビ毒は５種類指定しているが、当該業者は当

のない業者が落札しているが何か工夫をしたの 初、この５種類すべてはできないということで参

か。 加していなかった。今回技術的にクリアできたの

で参加できるようになったものである。

・菌叢試験業務では、入札説明会にきた業者が６ ・担当官としての推測であるが、菌叢試験では価

者で応札は２者であるがその差の理由は何か。 格面で強い業者がおり、その業者が応札に参加し

た場合、落とせないと考えたためではないか。

６ 平成２６年政府備蓄米契約

・業務概要 国は、米の不作等により主食用米の供給が不足

する事態に備え備蓄を行っているが、毎年６月末

時点で 100 万トン程度の在庫量を目途とし、26
年６月末の在庫数量は 91万トンとなっている。
備蓄米の買入れについては、お米が収穫される

出来秋の価格に影響を与えないように、米を作付

けする前に入札し契約をする手法をとっている。

26 年産米の入札は、25 万トンの買入目標を設
定し、第１回の入札では必要数量が確保できなか

ったため複数回入札実施し、第２回入札以降は買

入予定数量から前回までの落札数量を差し引いた

数量を提示し、25 万トンに達するまで合計６回
の入札を実施した。

26 年産米の入札概況は、主食用として流通す
る 26 年産米の生産目標数量が前年より 26 万ト
ン減少したこと等により、売渡申込者が、生産数

量目標の外数で生産することが可能な備蓄米に取



り組まれたことにより、第２回入札までに 24.5
万トンが落札された。

今回抽出された青森農協第１回入札について

は、26年度予算成立後の４月 25日に契約し、松
幸農産の第６回入札については、５月 23 日に契
約した。

執行履行期間は、実際の米穀を引き渡す時期で

あり、第１回入札は平成 26年 11月 21日以降平
成 27 年３月 13 日まで、第６回入札分は平成 27
年１月 13 日から３月 13 日までに米穀の引き渡
しを受けることとしている。

・買い入れる米の品種は決まっているのか。 ・政府備蓄米は、不足時に主食用で供給すること

を前提としているため、主食用の品種としている。

・玄米で買うのか。 ・備蓄期間を５年としているため、保管中の米穀

の品質を長期間維持するためには、玄米で買入れ

を行っている。

・入札方法に今後、改善される点はないか。 ・入札参加者が米の生産調整の一手法として、毎

年安定的に取り組める手法が必要であり、現行の

入札方法で 26 年産の目標数量 25 万トン全量が
落札できている状況を踏まえれば、改善が必要と

は考えていない。

７ 指名停止情報の説明

委員からは意見なし。
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