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平成２５年４月１日～平成２５年６月３０日

４３９件 １者応札案件　４件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

９件 １者応札案件　４件

（抽出率２％） （抽出率 100％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

（抽出率 － ％）

８ 件　 １者応札案件 ４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

１ 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

　特になし

事務局：生産局農産部農産企画課会計室
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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 ADAMS連携システムⅡ運用支援業務

（一般競争契約）

・当該契約の業務概要は。 ・ADAMS 連携システムとは、米麦の買入等で発

生する大量の支出決定等のデータを原課担当者に

おいて分散入力し、このデータを財務省の官庁会

計システムへ登録処理するシステムであり、商社

などの債権者へ迅速かつ正確な代金決裁を可能と

している。

また、米麦の買入及び管理事業に必要な資金繰

り等を的確に行うための収支を管理する機能や消

費税の確定申告に備えた支払取引に関する課税区

分を管理する機能を有しており、食料安定供給特

別会計を円滑に運営する上で重要なシステムであ

る。

このシステムを支障なく運用するため、システ

ム操作、システム運用環境の管理等に関する支援

等を行うものである。

・なぜ、１者応札となったと考えるのか。また、 ・１者応札となった原因分析のため入札参加を見

具体的な改善策はあるか。 送った理由について、入札説明書を受領した７者

にアンケートを実施し、４者から以下の回答を得

た。

①説明書を見ても業務内容、業務量、審査基準が

わかりにくかった。

②業務内容の一部に扱えないものがあった。

③業務コストに見合うメリットがないと判断し

た。

④専門分野、得意分野と異なる業務内容であった。

・具体的な改善策として、上の①の回答から、業

務関連資料が閲覧可能であることの口頭説明に加

え、入札に関する情報公開を行っている旨の説明

資料を追加するなどして積極的に情報開示を行う

こととする。

・応札者の条件を A、B ランクでなく、C、D に ・ランクについては、全省庁の統一基準であり、

しているのは理由は何か。 自己資金等の項目を 100 点満点で点数化し

ABCDと決め、予定価格の範囲でランクの目安



が示されているものである。

・今回の入札規模は、Cランクであるが、Cに絞

ってしまうと、入札参加者が限定され少なくなっ

てしまうことから、D ランクまで広げて入札参

加者の対象を多くしたところである。

２ 政府所有米麦情報管理システム保守請負業務

（一般競争契約）

・当該契約の業務概要は。 ・当該システムは、外国産米麦の輸入・買入・販

売、国内産米の買入・備蓄を行う業務に係る各種

手続きの簡素化やデータ蓄積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、利用者

は、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

５千名がシステム利用者として登録されている。

・保守の請負とは、システムを構築している業務

プログラム約 1,200本について、業務プログラム

の不具合及び政府所有米麦の売買等に関する要領

変更などに対応するためのプログラムメンテナン

スが主な業務である。

・なぜ、１者応札となったと考えるのか。また、 ・１者応札となった原因分析のため入札参加を見

具体的な改善策はあるか。 送った理由について、入札説明書を受領した７者

にアンケートを実施し、４者から以下の回答を得

た。

①競争参加資格の等級が参加資格と一致していな

かった。

②専門分野、得意分野と異なる業務内容であった。

③他の受注業務で多忙であった。

④自社の都合のため。

この他、自由記載欄には、情報公開をもう少し積

極的に行ってほしい旨の意見があった。

・具体的な改善策として、業務関連資料が閲覧可

能であることの口頭説明に加え、入札に関する情

報公開を行っている旨の説明資料を追加するなど

して積極的に情報開示を行うこととする。

・また、仕様書の要件としてシステム及び食糧業

務の内容について応札までに理解することとして

いたが、食糧業務の内容については業務開始まで

に理解することで足りることから、次回から該当



部分の仕様書要件を削除し応札希望者の負担を軽

減したいと考えている。

・応札者の条件で A ランクに加えて B ランクも ・この調達案件は、予定価格の規模において A

認めているが、これは変えることはできるのか。 となるが、広く応札者を募る観点から B まで認

めている。しかしながら、これを C、Dまで広げ

ることについては、システム利用者が一般事業者

約５千名に広く活用されていることから、請負業

者の倒産となった場合のプログラムメンテナンス

業務に与える影響が大きいことから、このような

リスクも考えながら対応している。

３ 政府所有米麦情報管理システム運用支援業務

（一般競争契約）

・当該契約の業務概要は。 ・２で説明した当該システムの運用支援業務は、

当省に設置している約 30 台のサーバーが常に支

障なく稼動していることの監視及びシステム障害

発生時の原因がハードなのか業務プログラムなの

かを切り分け、関係する保守業者等への連絡を行

い、速やかに復旧措置を行う業務であり、専門技

術者が当省に常駐している。また、今年度からは、

データーベースの修正が必要となった場合の修正

業務を追加している。

・なぜ、１者応札となったと考えるのか。また、 ・この入札については、２者が参加されたがその

具体的な改善策はあるか。 内 1 者が入札金額内訳書の記載誤りによる無効

となったことから結果として 1者応札となった。

・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 10

者にアンケートを実施し、７者から以下の回答を

得た。

①業務内容等がわかりにくくマニュアル等の閲覧

可能な資料が十分でなかった。

②競争参加資格の等級が参加資格と一致していな

かった。

③専門分野、得意分野と異なる業務内容であった。

④翌年度以降受注できないリスクがあり人材の計

画的な育成、配置が困難と考えた

⑤他の受注業務で多忙等、自社の都合のため。

・具体的な改善策として、今回の記載金額誤りに

ついては注意喚起するとともに記載例を示して間



違いの防止に努めることとする。また、①の情報

開示については可能な限り行っているところであ

るが、今後とも情報開示を行っている旨の説明資

料を追加するなど必要な情報を積極的に情報提供

することとする。

４ 平成２５年政府備蓄米買入契約

（一般競争契約）

・当該契約の業務概要は。 ・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毎年 20 万

トンを買い入れて運用しているところである。平

成２５年産米については目標数量を 25 万トンと

して入札を行っており今回の抽出案件は第８回目

の入札となっている。また、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。

・落札率が高いのはなぜか。 ・入札は全部で９回行われることから、入札を何

度か繰り返す中で、値ごろ感をつかんで落札者も

増え落札率が高くなっている状況である。

・25万トン買入数量はどのように決めるのか。 ・都道府県を通じて政府米の売渡業者に調査を行

い決めている。

・複数落札制度とはどのようなものか。 ・政府備蓄米について、応札者のうち予定価格よ

り下回ったものについて、予定数量の 25 万トン

に達するまで複数の者を落札させるものである。

なお、今年度は入札１回目で全量 25 万トンを

提示し、25 万トンに満たない分を再度入札公告

を行い、全体で９回の入札を実施した。

・25万トンは収穫量のどれくらいの割合か、 ・約 800万トンの内の 25万トンである。

・備蓄後（５年後）の販売用途は何か。 ・食用以外（飼料等）の用途で販売する。

・食用に転用されないような工夫はあるのか。 ・用途を限定して売却を行い、その米が食用に転

用されないよう流通を監視している。



５ 平成２５年度政府所有米穀の販売等業務委託

契約（一般競争契約）

・当該契約の業務概要は。 ・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落札者を決定

している。

・契約状況として、平成 25 年 6 月 26 日に契約

締結、履行期間は契約締結後から平成 31 年 3 月

31 日までの６年弱とし（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。）、国庫

債務負担行為による複数年契約としている。

・契約金額は、25 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それぞれ割り振る形で

限度額として契約している。

・契約金額は何トンの取扱いか。 ・外国産米の取扱数量を契約数量の割合で行って

いる。具体的には、MA 米 77 万玄米トンの輸入

数量から、受託事業体が扱わない SBS 輸入分 10

万玄米トンを差し引いた 67 万玄米トンの精米換

算（0.9）した 60万トンについて、取扱を決める

契約。

今回は、落札した事業体３者の取扱数量がそれ

ぞれ２０万トンであったので、これに応じた契約

金額となったものである。

・販売手数料の低価格入札については、どのよう ・本契約においては、国産の備蓄米について５年

に考えているのか。 間の保管管理に対する物品管理手数料が支払われ

るため、応札者はそれらの水準等を勘案した結果

と考えられるが、競争入札の手法についての見直

しに向けた検討を開始しているところである。



６ 国有農地等売払情報公開委託事業

（一般競争契約）

・当該契約の業務概要。 ・平成 21 年の農地法の改正を踏まえ、自作農財

産の処分を促進するため、非農業での利用を目的

とする財産の売払情報をインターネット上に公開

することにより、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者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

説明会及び応札者は１者であった。

・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。 ・本年度事業の仕様書において、情報誌作成配布

事業をとりやめるなど、４つの項目について業務

内容の簡素化を図ったところである。

・普通の不動産売買において依頼し売れた場合の ・本件は、情報提供のみをお願いする契約である。

仲介手数料は３％であるがこの場合はどうか。

・売買はどのように行うのか。 ・契約者のホームページ等の情報から、購入希望

者が国と契約することとなる。手法としては、原

則、入札によることとしているが、不落・不調と

なった場合は価格公表し先着順で申込み受付して

おり、契約者が国に支払いすることで所有権移転

となる。



７ 政府所有麦寄託契約（随意契約）

・当該契約の業務概要は。 ・国が買入れたアメリカ産小麦（WW 小麦）を

一時的に民間の保管業者に寄託し、売却するまで

の間の保管料等を支払う業務である。

・随意契約の理由は。 ・現在、食糧法に基づき農林水産省が買い入れた

外国産麦は、即時販売方式により国の買入れと同

時に実需者に販売しているところである。

今回、米国において商業栽培未承認の遺伝子組

換え小麦の自生が報告されたため、既に国が買い

入れた WW 小麦の実需者への販売を暫定的に停

止し、当該小麦の分析結果が陰性と確認されるま

での間、一時的に国が保管をする必要があった。

即時販売方式では実需者が決定する保管場所

（業者）において買入れ・販売を行うため、今回、

国が一時的に締結する寄託契約は、契約の性質又

は目的が競争を許さない場合に該当し、実需者が

決定した保管場所（業者）との随意契約により締

結したところである。

・落札率が高い点についてどう考えるのか。 ・倉庫業者の料金は届出制となっており、その額

を参考に予定価格を設定しているが、倉庫業者か

らこれに近い価格で応札されたため落札率が高か

ったと考える。

・保管業者が特定されてしまう原因は何か。 ・保管場所であるサイロは主に港湾地域にあり、

また実需者が使用するサイロは通常決まっている

ことから保管業者は特定されていると考える。

・同一保管業者でサイロ荷役に係る単価が異なる ・保管サイロの場所（港）が異なることや、サイ

のはなぜか。 ロ荷役（ローテーション作業等）機械の能力等の

差で単価が異なったと考える。

（注）予定価格を類推させるやりとりは除いています。


