
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長

委　員

委　員

委　員

委　員

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 2 件

　　・審議件数 2 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 19 件

　　・審議件数 19 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 5 件

うち、参加者が一者しかいないもの 2 件

うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日

大和　豊子

苅田　正人

　うち、直近の随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないもの

難波　冨子

　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

案件全てを審査対象とした。

所見なし

公共調達審査会活動状況報告書

国立療養所長島愛生園

　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

平成22年10月20日



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審
議結果状況（所見）

国立療養所長島愛生園
他目的集会所・園内道路整備に係
る設計業務委託

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年8月5日

(株)黒川建築設計事
務所
岡山県岡山市南区新
保１１８７番地－１

一般競争入札
（総合評価）

12,600,000 所見なし

国立療養所長島愛生園
不自由者棟改修その他工事に係る
設計業務委託

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年8月26日

(株)黒川建築設計事
務所
岡山県岡山市南区新
保１１８７番地－１

一般競争入札
（総合評価）

3,260,000 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

国立療養所長島愛生園平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した会計法令の根拠条
文及び理由（企画競争

又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の役
員の数（人）

備　考
公共調達審査会審
議結果状況（所見）

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

国立療養所長島愛生園平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日

該　当　な　し



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

食器洗浄業務

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年4月1日

日清医療食品株式会社
                      中国支店
広島県広島市中区幟町１３
－１１ 明治安田生命広島
幟町ビル８Ｆ

一般競争入札 9,954,000
単契
③ 所見なし

消防設備保守点検

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年8月1日

有限会社　美浦防災
岡山環瀬戸内市長船町服
部１４９８

一般競争入札 1,426,740 所見なし

重油（A)(１種１号）
（１０月～１２月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月30日

株式会社　ネクステージ
岡山県岡山市北区白石東
新町３－１００

一般競争入札 11,550,000 単契 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 165,528 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 254,014 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 790,410 単契 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 86,089 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 261,066 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 861,316 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年7月28日

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

国立療養所長島愛生園平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日

野菜類(７月下旬）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生
事務部長　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年7月14日

野菜類(８月上旬）



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 99,375 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 221,193 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 924,983 単契 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 162,498 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 263,941 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 736,847 単契 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 112,953 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 215,798 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 898,983 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

野菜類(９月上旬）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年8月12日

野菜類(９月下旬）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月13日

野菜類(８月下旬）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年7月28日

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日 国立療養所長島愛生園



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 245,362 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 224,758 単契 所見なし

(有)山一青果
岡山県岡山市南区市場１
－１

一般競争入札 871,559 単契 所見なし

㈱本多
岡山県岡山市北区平野７６
５－１

一般競争入札 2,368,495 単契 所見なし

大森食品㈱
岡山県岡山市北区大内田
８２８－２

一般競争入札 68,628 単契 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 694,362 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 764,536 単契 所見なし

大西精肉店
岡山県岡山市北区丸の内
１－１－１８

一般競争入札 906,055 単契 所見なし

(有)三　愛
岡山県瀬戸内市邑久町山
田庄１４６－１

一般競争入札 926,331 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

漬物類(１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

肉類(１０月～１２月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

野菜類(１０月上旬）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

だし類（１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日 国立療養所長島愛生園

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

㈱本多
岡山県岡山市北区平野７６
５－１

一般競争入札 1,487,460 単契 所見なし

大森食品㈱
岡山県岡山市北区大内田
８２８－２

一般競争入札 959,649 単契 所見なし

㈱誠　屋
岡山県岡山市北区大内田
７１７－３

一般競争入札 3,537 単契 所見なし

乳製品(１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

ｵﾊﾖｰ乳業㈱
岡山県岡山市中区神下
５６５

一般競争入札 3,115,056
単契
③ 所見なし

ﾂﾙﾔ
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 1,640,400 単契 所見なし

㈱本多
岡山県岡山市北区平野７６
５－１

一般競争入札 1,358,701 単契 所見なし

㈱誠　屋
岡山県岡山市北区大内田
７１７－３

一般競争入札 358,212 単契 所見なし

大森食品㈱
岡山県岡山市北区大内田
８２８－２

一般競争入札 1,055,174 単契 所見なし

藤林商店
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明４４２９

一般競争入札 453,815 単契 所見なし

パン類(１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日
裳掛食糧企業組合
岡山県瀬戸内市邑久町虫
明4390

一般競争入札 1,345,764 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日 国立療養所長島愛生園

冷凍食品
 (１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日

乾物類(１０月～３月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月29日



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

株式会社　エバルス
医薬営業本部岡山第二支
店

一般競争入札 6,756,681 単契 所見なし

株式会社　セイエル
広島県中区幟町５－１２

一般競争入札 5,433,248 単契 所見なし

株式会社　サンキ
広島市西区草津港３丁目３
－３３

一般競争入札 4,234,578 単契 所見なし

成和産業株式会社
岡山機器試薬営業所
岡山市北区大内田828-4

一般競争入札 3,856,682 単契 所見なし

大光薬品株式会社
吹田市江坂町１丁目16-28

一般競争入札 4,149,831 単契 所見なし

光成薬品株式会社
大阪市中央区東高麗橋1-
12

一般競争入札 1,633,149 単契 所見なし

株式会社　エバルス
岡山市北区青江１丁目20-
48

一般競争入札 4,733,159 単契 所見なし

成和産業株式会社
岡山機器試薬営業所
岡山市北区大内田828-4

一般競争入札 2,406,369 単契 所見なし

高塚ライフサイエンス
                    株式会社
岡山市北区今１丁目8-9

一般競争入札 2,218,325 単契 所見なし

広島和光株式会社
安芸郡府中町緑ヶ丘６－４
０

一般競争入札 77,879 単契 所見なし

株式会社　サンキ
広島市西区草津港３丁目３
－３３

一般競争入札 83,769 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

検査試薬
（４月～９月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月28日

医薬品（第1・四半期）
（４月～６月）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則

岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月27日

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日 国立療養所長島愛生園



〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考

公共調達審査会審議
結果状況（所見）

株式会社　メリオ
岡山市南区豊成1-11-67

一般競争入札 6,453,526 単契 所見なし

成和産業株式会社
岡山機器試薬営業所
岡山市北区大内田828-4

一般競争入札 1,618,806 単契 所見なし

株式会社カワニシ岡山支店
岡山市北区今1-4-31

一般競争入札 818,790 単契 所見なし

西日本メディカルリンク
                    株式会社
岡山市北区西市114-2

一般競争入札 569,961 単契 所見なし

五洋医療器株式会社
広島県三原市宮浦4-3-1

一般競争入札 64,869 単契 所見なし

株式会社　エバルス医薬営
業本部岡山第一支店
岡山市北区青江１丁目20-
48

一般競争入札 626,176 単契 所見なし

サンウェルメディカル
岡山県岡山市東区瀬戸町
下７７－１番地

一般競争入札 2,496,165 単契 所見なし

ミドリ安全岡山株式会社
岡山県岡山市南区青江六
丁目１－１０

一般競争入札 623,280 単契 所見なし

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

医療用消耗品（上半期）

支出負担行為担当官
国立療養所長島愛生園
事務部長　　吉良宜則
岡山県瀬戸内市邑久町
虫明６５３９

平成22年9月28日

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日 国立療養所長島愛生園



〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文
及び理由（企画競争又は

公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の役
員の数（人）

備　考
公共調達審査
会審議結果状

況（所見）

※以下の①から⑤に該当する場合は、備考欄に当該符号を付すこと。
①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」と記入すること。
②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」と記入すること。
③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」と記入すること。
④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」と記入すること。
⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」と記入すること。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

国立療養所長島愛生園平成２２年 ４ 月 １ 日～平成２２年 ９ 月３０日

該　当　な　し


