
入 札 公 告 
 
次のとおり一般競争入札に付します。 

平成２５年 ３月 ７日 
独立行政法人農畜産業振興機構 
契約事務責任者 総括理事 清家 英貴 

 
１ 入札に付する事項 
（１）件  名   平成２５年度砂糖の小売店販売価格の委託調査 
（２）委託内容   別添仕様書のとおり 
 
２ 入札参加資格に関する事項 
  次の要件のすべてを満たす者とする。 
（１）独立行政法人農畜産業振興機構「競争参加者資格審査等事務取扱要領（平成１５年

１０月１日付け１５農畜機第１５２号）」第６条及び第７条の規定に該当しない者であ

ること。 
「競争参加者資格審査等事務取扱要領」（抜粋） 

（有資格者としない者） 

第６条 契約事務責任者は、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及

び暴力団等の反社会的勢力に該当する者を有資格者にしないものとする。 

（有資格者としないことができる者） 

第７条 契約事務責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった

後３年間有資格者としないことができるものとする。これを代理人・支配人として使用す

るものについても同様とする。 

（１）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関し不正の行為をした者 

（２）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため

に連合した者 

（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５）正当な事由がなくて契約を履行しなかった者 

（６）資格審査申請書その他の資格審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者 

（７）資格審査の申請の時期の直前１年における法人税若しくは所得税又は事業税であっ

て納期の到来したものを当該申請の時までに納付していない者 

（８）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代

理人・支配人その他の使用人として使用した者 

（９）その他有資格者と認められない相当な事由がある者 

（２）前項に該当する者を入札代理人として使用する者でないこと。 
（３）入札時において、平成２２年～２４年度独立行政法人農畜産業振興機構有資格者名

簿役務等の「調査・研究」に登録された者であること。 



（４）下記の入札説明会に参加した者または入札説明書の交付を受けた者であること。 
 
３ 入札説明会の場所及び問い合せ先等 

（１）入札説明会の日時及び場所 
   平成２５年３月１５日（金） １３：３０より 
   東京都港区麻布台２－２－１ 麻布台ビル 
    独立行政法人農畜産業振興機構 北館１階会議室 

※ 出席を希望する場合は、その旨を下記宛に平成２５年３月１４日（木）１７

時までに「平成２５年度砂糖の小売店販売価格調査に係る業務委託」説明会

出席届をＦＡＸにより送信すること。ただし、出席者は各社２名までとする。 
（２）問合せ先 

独立行政法人農畜産業振興機構 調査情報部 中司（なかつかさ） 
E-mail nakatsukasa@alic.go.jp 
ＴＥＬ  ０３－３５８３－９８０４ 
ＦＡＸ ０３－３５８４－１２４６ 

（３）入札説明書 
   入札説明書等資料は（１）の説明会において配布するほか、下記の期間において

上記（２）の問合せ先で配布する。 
   ・配布期間 平成２５年３月１８日（月）～４月４日（木） 

 
４ 入札並びに開札の日時及び場所 
 （１）入札日時 平成２５年４月５日（金） １３時３０分～１３時４５分 
 （２）開札日時 平成２５年４月５日（金） １３時４５分～ 
 （３）場所 東京都港区麻布台２－２－１ 麻布台ビル  

独立行政法人農畜産業振興機構 北館１階会議室 
 
５．独立行政法人の契約に係る情報の公表 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する

法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の

状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 
これに基づき、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表すること

とし、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又

は契約の締結を行うためご理解とご協力をお願いする。 
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。 

（１）公表の対象となる契約先 
    次のいずれにも該当する契約先 
   ① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は

課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等と

して再就職していること 



   ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めてい

ること 
   ※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 
（２）公表する情報 

    上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契

約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 
   ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名

及び当機構における最終職名 
   ② 当機構との間の取引高 
   ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、３分の１以

上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上のいずれかの区

分に該当する 
   ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 
（３）当方に提供する情報 

   ① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及

び当機構における最終職名等） 
   ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 
（４）公表日 

    契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 
 
６．その他 

 （１）入札及び手続き等において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨に限る 
 （２）入札保証金及び契約保証金 
    免除 
 （３）契約書の作成の要否 
    要 
 （４）入札の無効 
    本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められ

る義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 
 （５）落札者の決定方法 
    「平成２５年度砂糖の小売店販売価格の委託調査」の開札の結果、入札の条件

で規定する無効の入札を除き、独立行政法人農畜産業振興機構契約事務細則（平

成１５年１０月１日付け１５農畜機第１５２号）第１３条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 
 
 
 
 



別添 
仕様書 

（平成２５年度砂糖の小売店販売価格の委託調査） 
 

１．契約期間 
契約締結の日 ～ 平成２６年３月３１日 

２．調査対象期間 
平成２５年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 

３．調査対象品目 
  砂糖（上白糖、グラニュー糖、三温糖） 
４．調査内容及び方法 

ＰＯＳ（Point of Sales，販売時点情報管理）情報を利用した砂糖の小売店販売価格調査 
① ＰＯＳ情報の提供 

    受託者は、全国 300 店舗以上から３の調査対象品目に係るＰＯＳデータを抽出し、独立行

政法人農畜産業振興機構（以下、機構という。）に対し、月別、業態別（スーパーマーケット、

生活協同組合、コンビニエンスストア）、地域別（北海道、東北、関東外郭、首都圏、中部、

関西、中国・四国、九州・沖縄の８地域）及び商品別の販売データ（販売金額、販売個数、販

売量及びそれぞれの来店客千人当たりの数値並びに平均価格）を提供すること。 
   ※各地域に該当する都道府県は以下のとおり 
   北海道：北海道 
   東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 
   関東外郭：茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県、静岡県 
   首都圏：東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 
   中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、三重県、愛知県 
   関西：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県 
   中国・四国：岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県 
   九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

② ＰＯＳ情報の組み替え 
受託者は、３の調査対象品目の１kg 小袋のＰＯＳ情報について、日別の販売データを基に

各月毎に、別紙１のとおり平均価格、主要価格、特売価格及び特売比率を算出し、別紙２の

様式により提出すること。この場合の業態別対象店舗数はそれぞれ以下の条件を満たすこと。 
   スーパーマーケット：北海道、東北、関東外郭、首都圏、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄の８

地域それぞれから各 10 店舗以上、合計 130 店舗以上となること。 
          なお、機構からの要請に応じ、組み替え対象チェーン名称及び店舗数を機構に

知らせること。 
   生活協同組合：全国から４組合以上、合計 10 店舗以上となること。 
   コンビニエンスストア：全国から３系列店以上、合計 20 店舗以上となること。 



 ※契約期間中に、廃業等により組み替えデータ算出対象店舗に変更があった場合には、原則と

して機構に通知すること。 
５．提出時期 
   受託者は、１カ月のデータをとりまとめの上、原則として翌月 20 日（20 日が休日の場合には

前営業日）までに機構調査情報部に提出するものとする。 



別紙１ 
砂糖の小売店販売価格の種類と算出方法 
平均価格 店舗別・商品別の最高価格の単純平均とする。 
主要価格 価格を頻度別に順位付けし、上位３位までを出力。同回数の場合は高い価格の値

を上位に採用する。 
特売価格 店舗別・商品別に、最高価格×0.85 以下の価格を特売として抽出する。 
特売比率 全体販売日・商品数のうち、特売された販売日・商品数の比率とする。 
 

（各価格算出の材料となるＰＯＳデータの例） 

 2013/4/1 175 190円×0.85＝161.5
2013/4/2 178
2013/4/3 190

～
2013/4/29 170
2013/4/30 175
2013/4/1 180 194円×0.85＝164.5
2013/4/2 180
2013/4/3 194

～
2013/4/29 168
2013/4/30 164
2013/4/1 176 182円×0.85＝154.7
2013/4/2 141
2013/4/3 175

～
2013/4/29 153
2013/4/30 182
2013/4/1 157 188円×0.85＝159.8
2013/4/2 157
2013/4/3 188

～
2013/4/29 168
2013/4/30 175
2013/4/1 180 194円×0.85＝164.5
2013/4/2 180
2013/4/3 194

～
2013/4/29 168
2013/4/30 164

a社 ※印 上白糖 1kg

b社 ○印 上白糖 1kg

a社 ※印 上白糖 1kg

b社 ○印 上白糖 1kg

c社 ▲印 上白糖 1kg

い店

ろ店

は店

 

（具体的な算出例（上表の事例の場合） 
種類 算出例 
平均価格 ①各店舗別・商品別に各月の最高価格（赤字）を抽出する。 

②①の価格を単純平均する。 
 (190+194+182+188+194)÷5=189.6 円 

主要価格 
 

180 円が４回、175 円が４回、168 円が３回なので、上位３位は 180 円、175 円、168
円の順となる。 

特売価格 特売価格帯は 141～164 円（青字）となる。 
特売比率 6（特売価格（青字）での販売日数）÷25（全体日数）×100＝24(%) 
注：2012 年４月の場合。この表では抽出日数は５日であるが、実際には１ヶ月単位で毎日のデータ

を抽出する。 



別紙２ 
 

砂糖の小売店販売価格結果

（単位：円/ｋｇ）

業態 糖種 地域 平均 対前月 対前年同

価格 価格差 月価格差 Ａ Ｂ Ｃ 価格 比率（％）

スーパー 北海道

東北

関東外郭

首都圏

中部

関西

中国・四国

九州

全平均

北海道

東北

関東外郭

首都圏

中部

関西

中国・四国

九州

全平均

北海道

東北

関東外郭

首都圏

中部

関西

中国・四国

九州

全平均

コンビニ

生協

三温糖

平成  年 月分

当該地域における主要価格 特売

上白糖

グラニュー糖

上白糖

グラニュー糖

三温糖

上白糖

 
 
 



 

 

 

「平成２５年度砂糖の小売店販売価格委託調査」説明会出席届 

 

 

平成  年  月  日  

 

独立行政法人農畜産業振興機構  

契約事務責任者 総括理事 清家 英貴 あて  

 

 

住 所  

法人名 

 

 

「平成２５年度砂糖の小売店販売価格委託調査」説明会への出席を希望します。 

なお、説明会への出席等に関する担当者は下記のとおりです。  

 

 

記  

 

（担当者）  

所属・役職  

担当者氏名  

電話番号  

FAX番号  

E-mailアドレス  

 

 

※ 出席者が複数の場合は、お手数ですが出席者それぞれについて所属・役職等を記

入して下さい。 

 

 


