
   

平成２２年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第一分科会）審議概要 

  

【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 

  

開催日及び場所 平成２２年７月５日（月）   経済産業省別館１０２０会議室 

委員（敬称略） 第一分科会長  上野  淳  首都大学東京副学長 

委 員     小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構 

財政部 上席参事 

委 員     松原 健一  安西法律事務所 弁護士 

審議対象期間 原則として平成２２年１１月１日～平成２２年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件  １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、

不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。 
報告案件   ０件 

審議案件  １０件 

意見の具申又は勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

    

意見・質問 回   答 

 冒頭、事務局から、２６箇都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況の報告を行った。 

【審議案件１】 

審議案件名 ：国立精神・神経センター小型実験動物棟新築整備その他工事（空調）  

資格種別  ：建設工事―管工事（Ａ、Ｂランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式、低入札価格調査中契約金額最大 

発注部局名 ：国立精神・神経センター 

契約相手方 ：大成温調株式会社  

契約金額  ：６１６，３５０，０００円 

契約締結日 ：平成２２年３月２６日 

入札公告が掲示なわけですが、そのほかにホームページ

や、業界紙への掲載などの手段を講じなくてもよかったの

ですか。 

ホームページへの掲載は努力義務になっておりますので、

掲示だけでもいけるということで入札公告の方法をとって

おると考えられます。 

ここのセンターとしては普段からホームページは使わな

いところなのですか。 

すべて使っていないというわけではないようです。過去に

は使っていたこともあったようです。 

この対象企業は今回応札してきた３社以外にもあるよう

な気がするのですが、ほかの企業は入札しなかったという

ことですか。 

はい。３社以外にもＡクラス、Ｂクラスでの対象業者は多

数存在しますが、その３社以外の業者が入札説明書等を取り

に来ていないと応札してこられないということになるかと

思います。 

３社以外にも点数を付けていますが、これ以外にも会社

が参加したのですか。 

書類は出したけれど、入札に参加したのは３社ということ

になります。 

低価格入札になったのは何か思い当たる節はあるのでし

ょうか。 

この業者が同時に医療観察法病棟をやっており、どこより

も現場をよく知っていることや、資材の取引関係もスムーズ

で安く入手できるのではないかなと思います。また、職員の

手配等も医療観察法病棟と一緒に一遍にできますので、この

辺も安くなる原因ではないかなと思います。 

地域貢献度ということで加算点が付与されていますが、

地域貢献というのはどういう趣旨なのですか。 

地元貢献という意味です。災害とかボランティア活動での

実績というのもあります。 



地域拠点での実績の有無等による点数付けというのは、

どのような意味があるのですか。 

国土交通省が出している総合評価のマニュアルに基づい

て点数付けを行っているところです。 

これは低価格入札ですが、この種の規模で３者しか応札

がなかったということは、やはり競争性を高めるという工

夫をいろいろなさるべきではないかと思います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立がんセンター東病院老朽配管等更新整備工事 

資格種別  ：建設工事―管一式工事 １，１５０点以上（Ａランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式案件中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：国立がんセンター東病院 

契約相手方 ：東洋熱工業株式会社東京支店 

契約金額  ：１，８５８，５００，０００円 

契約締結日 ：平成２２年３月１１日 

これだけの工事で２者しか応札がないというのはいかが

なものでしょうか。 

官報掲載しておりますので、もう少し来てもいいのではな

いかと思うのですけれど。 

これだけの金額の工事で２者しか応札がなかったという

ことは、本当に競争が働いているのかという点でやはり国

民的な目線から見ると疑問を持たれるところなので、何ら

かの工夫なり周知徹底というのを努力いただくことが必要

ではないかという気がします。しかも極めて高い落札率で

落ちていますが、ほとんど競争が働いていないのではない

のかという批判がされたときに、説明が難しいのではない

かと思うのですが。 

この案件は２者なのですが、２回目で１者が辞退をしてお

ります。そして、今回落札業者との間で７回まで、入札を繰

り返しております。落ちるまでやりたいということでやって

おりまして、そこで高い落札率になったのではないかと思わ

れます。 

 

落ちるまでやりたいということは何か判断の余地がある

のですか。やめたければやめて仕切り直しができるんです

か。 

原則２回という中で、その場で３回目以降の実施の是非を

判断しているところです。第２回目の比率を申しますと、入

札金額が 104.5%です。落札するまでいこうと恐らく支出負担

行為担当官はここで判断したのではないかと思います。 

２者しか応札がなかったこと、それから高落札率だった

ということ。もっと競争性が働くようないろんな努力をし

ていただくべきではないかと思います。  

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立精神・神経センターサイクロトロン・画像情報解析センター棟整備工事（建築） 

資格種別  ：－  

選定理由  ：随意契約中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：国立精神・神経センター  

契約相手方 ：株式会社フジタ  

契約金額  ：５７７，５００，０００円 

契約締結日 ：平成２２年３月２５日 

当初のものは一般競争でやっているのですか。 政府調達の一般競争入札です。 

契約金額が随契のときは、同じ落札率で落としているん

ですか。 

落してないと思います。高くなったと思います。 

既に契約されているものの積算のベースやポリシーが同

じでやっていれば、その時の落札率になるのが自然なのか

という気がしますが、積算根拠を業者からもらうなど影響

を受けていると問題だと思います。 

積算は設計事務所がやっていまして、そこから見積もりを

とっています。 

５億の見直しというのも設計コンサルタントの積算した

ものでやっているのですか。 

そうです。それをまた我々がチェックしています。 

この仕事はフジタではないとできないものなのですか。 これは工事エリア内ですのでフジタしかできません。 

なぜ一体に発注したかったのですか。 この工事は補正予算で追加されたものですから。 



随契になったとして値段がいいか悪いかですね。共通経

費とか仮設計費とか間接のものが業者は節約できると思う

んですが。 

 経費というのは一応、随契と決まっています。ただし、経

費につきましては随契になると同じ工事エリア内でやるわ

けですから、仮設物がいらないという形になり、それは低減

をかけております。ただし、落札率をかけることをしており

ません。 

随契が認められるからという前例であるから、これは随

契だと割方、安易に判断しているようなことがないのかと

いうことも少し検討していただきたいです。補正で急に決

まって、追加工事になったことはやむを得ない状況かも知

れませんが、国民から見たらよくわからないですね。 

また、金額についても前回の落札率を参考にして一定程

度の低減の可能性がないかどうか、検討をよろしくお願い

します。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：心身障害児総合医療療育センター多目的棟等耐震化工事設計業務 

資格種別  ：建設関係コンサルタント（Ａ、Ｂランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式、低入札価格調査 

発注部局名 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

契約金額  ：２３，１００，０００円 

契約締結日 ：平成２１年１２月１６日 

２者応札で、１者の方が極端に高いというか値段に随分

開きがあるのですが、このぐらいの金額になることはあり

えるのですか。 

はい。 

 

 

技術評価はそこまでの開きはないのですか。 技術点の評価は 41点と 38点ですので、そんなに開きがな

いです。価格点による差になっていると思います。 

低入札になるということは、予定価格の積算が高過ぎた

ということはないのですか。 

今回の予定価格は、国土交通省の出している積算基準に基

づいて計算をしておりますので、新築面積から算出した値に

当たりますので、問題ないと考えます。 

応札業者がなるべく多くなるような競争が働く工夫とい

うのは、全般に必要だというふうに感じております。今後、

工夫をしていただくようによろしくお願いいたします。 

 

【審議案件５】 

審議案件名 ：電気購入費  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：高落札率、長期継続契約、随時契約理由の妥当性 

発注部局名 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：東北電力株式会社栗原登米営業所 

契約金額  ：１３，３３０，７５２円 

契約締結日 ：平成２１年４月１日 

随契理由で長期継続契約だから、随契理由になるという

のは根拠になるのですか。 

会計法の第 29条の 12の「長期継続契約」の中に電気、水

道等ということで項目が明示されておりその中での電気が

該当しているものですから、それを長期契約の随契として整

理しました。 

長期契約できるのと随意契約ができるのとはまた別では

ないですか。あくまで長期継続契約ができるという規定で

あって、随意契約の根拠としては成立しないのではないで

しょうか。また条文はどう記載されているのですか。 

会計法の第 29条の 12では、「契約担当官等は、政令の定

めるところにより、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しく

は水の供給または電気通信役務の提供を受ける契約を締結

することができる。この場合においては、各年度におけるこ

れらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなけれ

ばならない。」となっております。 

随契の理由根拠が会計法第２９条の１２の規定だけでい

いのですか。他の電力供給業者もあるのではないですか。 

東北の仙台の法務局と契約している業者に確認したら、一

般事業所タイプのところは契約をとっても利益率があるの

で、入札に積極的に参加するという話はしていました。当園

の年間の電力使用量や電力等の契約の方式について話した

ところ電気の方の基本の契約が、一般的な電気業者にとって



は利益率が薄いというような説明をされていました。 

関連会社２社をいろいろ調べて、随契をされたというこ

とはよくわかりました。広告をして１者応札になっても、

場合によっては１者も応札がなくて、やむを得ず特定の業

者と随契になるということはあり得ますが、やはり、その

プロセスをとるべき余地はあったのではないかということ

において、いろいろ再検討をお願いしたいと思います。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：磁気脳波計測システム１式 

資格種別  ：物品の製造、物品の販売、役務の提供（Ａ、Ｂ、Ｃランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式中金額最大、高落札率 

発注部局名 ：国立精神・神経センター 

契約相手方 ：エレクタ株式会社 

契約金額  ：４５５，７００，０００円 

契約締結日 ：平成２２年１月２２日 

１者応札で高落札。１者しか応札がなかったという背景

は何かございますか。 

 

資料提供招請の時期に公告を開始し、意見招請の手続きを

踏まえていくうちに現在この機械を日本で販売できるのが

２社しかないということがわかり、仕様書の作成の段階につ

きましても、意見招請を受けながら可能な限り２社が参加出

来るように仕様書をつくってきましたが、最終的に納期の方

がどうしても片一方が３月の納期だと対応しかねるという

ことで、入札から脱落をして１者入札になったという経緯で

す。 

予定価格というのは、どのようにして決定されたんでし

ょうか。 

定価証明をメーカーから調達しまして、納入実績のある国

立センター施設、独立行政法人の国立病院等に価格照会をい

たしまして、値引き率の参考とさせていただきました。当セ

ンターではコンサルティング会社からも市場価格の調査結

果を情報提供いただきました。その中で定価×以前の納入実

績の値引き率をかけたものと業者から出てきた参考見積、コ

ンサルティング会社からの調査価格の結果というところで

比較をしまして、最も当センターに有利な金額となりました

価格を予定価格として決定いたしました。 

もし今回応札しなかったＡ社が応札の意思を示していた

として、予定価格はどのぐらいになったのですか。このコ

ンサルにお願いしているものも、機種に依存しないのです

か。 

見積もりにつきましては、仕様書をコンサルには渡してお

り、仕様書の内容が妥当かどうかを見てもらい、この仕様で

納まる機種なら幾らぐらいで買えるかという相談をしてお

ります。これだけ特殊な機械になりますと、ある程度もう機

械も特定されてきてしまうというのが現状にあります。 

単年度予算の仕組みの中で、年度末までの納品に期間が

足りなかったというのは単年度予算制度が、何かいろんな

ところに軋轢や矛盾や無駄を生んでいると思います。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：放射線治療システム一式の調達 

資格種別  ：物品の販売（Ａ、ＢまたはＣランク） 

選定理由   ：総合評価落札方式案件中契約金額最大、高落札率  

発注部局名 ：国立成育医療センター 

契約相手方 ：日本電子応用株式会社 

契約金額  ：６１４，２５０，０００円 

契約締結日 ：平成２２年２月１９日 

この放射線治療システム一式について、仕様書に当ては

められる業者は何社ぐらいあるのですか。 

２社のメーカーから応札がございました。 

２者しかないということですか。 資料提供招請の官報公告をしたところ８社から資料提供

いただいておりできるだけ幅広く応札していただけるよう

な内容の仕様書をつくるよう努めましたが、結果的には２者

応札しかなかったという結果となっております。 



２社というのはメーカーか、あるいはメーカー系の商社

さんなんですか。 

メーカーで２社でございます。 

予定価格抜きにして計算したときには、順位を付けると、

どっちがこの計算式だと優位なんですか。 

 

応札仕様から見ますと、もう１社の方が優位ということで

す。ただ、幅広く応札が可能となるように現場にも協力いた

だいて、余り特殊性を持たせないような幅広い仕様にしたつ

もりでございます。 

なるべくスペックは精査して、１者応札にならないよう

な努力されたことがわかりました。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：ガンマセル40イグザグター 

資格種別  ：物品の製造若しくは販売（Ａ、ＢまたはＣランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式で一者応札案件中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：国立がんセンター中央病院 

契約相手方 ：丸紅ユティリティ・サービス株式会社 

契約金額  ：１５５，４００，０００円 

契約締結日 ：平成２２年１月１３日 

この機器は、カナダのノルディオン社という会社しかつ

くっていないんですか。 

そうです。 

１社だけなのですか。 １社です。 

ここしかないということですか？ カナダのノルディオン社というのは、もともと医療用のア

イソートープの放射線の線源をつくっている会社で放射線

の線源に関して言うと、医療用アイソープで大体世界の３分

の２以上のシェアを持っていまして、世界 80 か国に輸出し

ています。医療用の放射線の薬品をつくっている会社でござ

いまして、実験機器もつくっているという性格がありまし

て、ここしかないというところです。 

機能的にガンマセル 40イグゼクター以外にも、ほかに外

国のメーカーであって、機能がほぼ同一のものというのも

ないのですか。 

 ないですね。 

随契にしたらよかったのではないですか。 

 

厚生労働省の医政局の監査指導室に相談をさせていただ

いたのですが、金額が１億円以上するものなので、手続き上

ほかの医療機器に倣って手続きをするようにとのことで、総

合評価の手続きを進めさせていただきました。 

１者応札ですけれども、結局６回入札したんですね。 

 

丸紅が唯一、輸入販売を行っているので、価格のイニシア

チブは入札をしていながら業者側が持っています。我々は予

算の範囲内でどこまで落とせるかというところで、予定価を

少し厳しく立てているものですから、応札するまでに６回も

かかったという内容です。 

日本で扱っている商社が丸紅に特定されるのですか。 

 

丸紅ユティリティ・サービス自体は丸紅社の子会社です

が、もともと原子力の発電事業の会社で、その中で線源の輸

入ですとか放射線医薬品の輸入を行っている業者なので、そ

ういった能力にたけているというところだと思います。 

 むしろ随契でもやむを得なかった案件をいろいろなこと

を鑑みて入札しているケースだと承りました。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：日本年金機構設立に伴うサイン（看板）切替工事 

資格種別   ：建設工事―建築（Ａ、Ｂランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式中契約金額最大、総合評価落札方式未実施、低入札価格調査 

発注部局名 ：社会保険庁  

契約相手方 ：株式会社乃村工藝社 

契約金額  ：１９７，４００，０００円 

契約締結日 ：平成２１年１１月１７日 

これは履行されたのですか。 履行されまして、検査の上、対価を払っております。 

こういうことができる会社というのは、２社しかいない 看板を制作して取り付けをするまでの過程が非常に短い



のですか。 

 

ということ。それから、広域に亘たりますので、日程的なも

のもありまして、今回は多数参加がなかったのかもしれませ

ん。 

事業者の方には、意向の確認はしないのですか。 一般競争入札で広く応募はしております。 

全国一斉に１つの会社でやる必要があるかとも思います

が、仕様を統一してやっていって積算して合理的に同じ方

法で全国一律にできるのなら、結果、価格が安くなったと

いうことなのですか。 

 

 運搬費が結構あって、製品代、それから製作費ですとか取

付け費、それから運搬費。全国に運搬するとか拠点から各事

務所に運搬するとか、流通経路の中にほかのものを運ぶとこ

ろで、今回の看板も一緒に乗せて運ぶとか、そういう部分も

多少安くなったところはあるとは思うのですが、過大の積算

がないようにチェックいたしました。 

一般競争入札で総合評価落札にしなかったのは、それで

も別に差し支えなかったのですか。 

総合評価落札方式は簡易工事を除くということです。これ

は既存の社会保険事務所の「社会保険」を「年金」とし、マ

ークを付けるということで、比較的簡易なので、総合評価の

対象としませんでした。 

特段の意見はございません。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：紙台帳の電子画像データ作成作業の監理等に関する業務（追加対応）一式 

資格種別  ：― 

選定理由  ：医療機器以外の随意契約中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：社会保険庁 

契約相手方 ：リコーテクノシステムズ株式会社 

契約金額  ：１２５，５５０，０００円 

契約締結日 ：平成２１年１２月２４日 

監理作業というのは、具体的にどういうことをやるので

すか。 

紙台帳等を画像化した業者が納品した画像化したハード

ディスクの中身をチェックし、こちらが示した品質どおりに

なっているかと、計画通りに進んでいるかというのをチェッ

クする。また、いろいろな照会などに答えて滞りなく進んで

いるかの照会対応。これらを含めまして、監理というような

形で一式、調達をしております。 

その元になるスキャンする作業がありますがそれも延長

したわけですか。 

市町村の方から紙で保存されている名簿が増えましたの

で、それをまず画像化する方も延長しております。当然、画

像化作業が延長しましたので、進捗監理をしなければいけな

い行程監理の方も延ばしたという形です。 

 期間が延長されて、同じ仕事が延伸されたわけですから

随意契約したということで、やむを得ないですね。 

 

  


