
    

平成２２年度第２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１０月１日（金）   厚生労働省専用第１２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 

財務部 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４月１日～平成２２年６月３０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 ：国立療養所栗生楽泉園治療棟昇降機新設等整備工事実施設計業務 

資格種別  ：建設工事―建築一式工事（Ｂランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式案件中一者応札の案件で高落札率 

発注部局名 ：国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ：株式会社高橋建築設計事務所 

予定価格  ：７，１６４，１５０円 

契約金額  ：７，１４０，０００円 

落札率   ：９９．６６％ 

契約締結日 ：平成２２年６月２１日 

最終的には１者応札の案件ですが､仕様書を取りに来た

のは２者にとどまったという原因は、何か思い当たる節は

ありますか。 

 

通常、公告をするときは園内の掲示、ホームページ、あと

考えられるのは業界新聞への持込みなのですが、この調達で

は業界新聞への持込みが期間的に間に合わなくて、ホームペ

ージと園内掲示だけです。 

ホームページというのは厚生労働省のホームページです

か。 

栗生楽泉園のホームページです。 

そうすると、栗生楽泉園に出向いたり、ホームページを

しっかりチェックしていないと、こういう仕事が見つかる

チャンスは極めて少ないわけですね。 

そうですね。 

 

業界新聞に載せるか、載せないかの基準、あるいはどこ

のホームページに載せるかということについて、基準とい

うのはあるのですか。 

通知が以前に出ておりまして、ＷＴＯ等の額が大きいもの

については官報公告をする、運用上では、工事については金

額が大きいので、業界紙等への掲載と厚生労働省のホームペ

ージに掲載をしています。設計については、数十万円、数百

万円という単位でしたので、厚生労働省のホームページには

掲載をしていなかったという状況になっています。 

今のお話だと工事は厚生労働省のホームページ、本体の

ところに載せるけれども、設計等は載せないというルール

ということですか。 

ルールは明確には決まっておりませんが、栗生楽泉園のホ

ームページだけでは足りないだろうということで、工事につ

いてはそういう動きを取り入れていたのですが、設計につい



ては取り入れるのが遅れているという状況です。 

１者応札で 99.66％というのは、国民に対して説明責任

ということにおいて、かなり重大な懸念があるというふう

に考えます。園内の掲示及び園のホームページという周知

方法のみでは、やはり瑕疵があると言わざるを得ない。ル

ールが今までないというお話でしたので、工事案件ととも

に設計業務案件についても、どのような手段で公告をする

かということについて、しっかりした内規のようなものを

おつくりになって、今後、業務全般について周知、広報が

きちっとできるような手段を是非講じていただきたいと思

います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：高齢者会館増改修整備にかかる設計業務 

資格種別  ：建設工事―建設関係コンサルタント（Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式案件中、最低落札率 

発注部局名 ：国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ：有限会社寺石設計 

予定価格  ：４，５８４，３００円 

契約金額  ：１，６８０，０００円 

落札率   ：３６．６５％ 

契約締結日 ：平成２２年６月２９日 

これは極めて落札率が低かったわけなので、この値段で

この業者がちゃんと遂行できるかという調査というのが、

こういう場合はしないでいいのでしょうか。 

 

設計コンサル業務に関しましては、1,000 万円以上のもの

については低入札の調査をいたします。それ以下は、業者に

本当にできるかどうかを確認して、できるということであれ

ば、そのまま契約へ移行するということになります。 

本当にできるかどうかの確認というのはどういう判断で

やるのですか。発注者側が聞くだけなのですか。 

発注者が業者に対して確認をするだけです。 

先ほどの設計業務は総合評価落札方式でこの設計業務は

一般競争入札方式ですが、こういう場合は総合評価をやる

とか、この場合は一般競争にするとか、基準か何かがある

のですか。 

対象工事の予定価格が6,000万円以上になるものについて

は総合評価でやり、その部分の設計コンサル業務も総合評価

をやります。それ以外は通常の一般競争でやります。 

この工事は 6,000万円未満ということですか。 

 

高齢者会館の増改修工事が 5,700 万円ですので、この

5,700 万円分の設計委託業務ですので、これは総合評価落札

方式対象になっていないと思います。 

公告の方法はどのようにしたのですか。 星塚敬愛園内の掲示と、ホームページ、業界紙、この３つ

でやっております。 

これは５者が応札して、１者がどうしてもこの仕事を低

くてもいいから取りたかったのだろうと推察されますの

で、特段指摘はありません。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：中央合同庁舎第５号館８階他レイアウト変更工事 

資格種別  ：建設工事―建築一式工事（Ｃ又はＤランク）  

選定理由  ：一般競争入札方式案件中契約金額最大、低入札価格調査 

発注部局名 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：株式会社イズミ・コンストラクション 

予定価格  ：５９，８００，０００円 

契約金額  ：３９，２３８，５００円 

落札率   ：６５．６１％ 

契約締結日 ：平成２２年４月２７日 

低入札価格を調査するか、しないかの金額は、この件で

は幾らが基準なのですか。 

5,125万 7,143円になります。 

 

予定価格との比だと９割ぐらいになっているのですか。 予定価格は、税込みで 5,980万円になりまして、入札価格

が 3,737万円です。基準額は予定価格に対して９割ぐらいの

数字になっています。 

これは９位か 10 位ぐらいまでが低入札の対象になるの はい。 



ですか。 

12者の応札があって、低入札ではあるが、適切な競争が

働いたというふうに思います。10位までが低入札価格調査

基準額であったということは、もともと予定価格が高く、

過剰に見積もられていたということがあるのではないかと

疑念が湧く所もありますがこの件については特に指摘事項

なしということでよろしいと思います。 

 

【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（建築） 

資格種別  ：建設工事―建築一式工事（ＡまたはＢ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 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：石黒建設株式会社 

予定価格  ：７８９，６００，０００円 

契約金額  ：７８７，５００，０００円 

落札率   ：９９．７３％ 

契約締結日 ：平成２２年３月２３日 

履行期間が 3 月 26 日から 31 日の６日間ですが、これで

大丈夫なのですか。 

当該事業につきましては、22年度に繰越しを行っておりま

して、普通であれば国庫債務負担行為ということで複数年に

わたる契約ができればと思っていたのですが、単年度の予算

しか取れていなかったものですから、一旦は年度末で切っ

て、その後、変更契約を行って履行期限を延ばしています。 

こういう場合、22年度の仕事にして、ちゃんと発注する

ということはできないわけですか。 

 

予算上、21 年度で予算を取っておりますので、まず 21 年

度に契約を行う必要があります。最初から 22 年度を履行期

限に設定するべきだとは思うのですが、国庫債務負担行為が

今回については取れていなかったので、年度末の履行期限に

して、その後、繰越しの手続を行った上で変更契約するとい

うことで行っております。 

なぜ 21 年の早い時期に入札をして発注しなかったので

すか。21年度当初予算としてあったわけなら、どうしても

こなさなければいけないので、最後、ぎりぎり２月になっ

て公告をしたというふうに見えますが。 
 

これは補正予算でついた工事です。その後に 12 月に設計

の調達をし、それが終わりまして、約１～２か月後に今度は

総合評価の今回の調達を行ったところです。また、省内の事

前の審査を２月４日にかけており、その後、２月 16 日にこ

ちらの公告をしたということになっております。 

発注者としては、本当の工期は何日を想定しているので

すか。 
 

今回工事は、計画通知と手続の業務がありますので、具体

的に何月というのが設定しづらいものではあるのですけれ

ども、この発注当時は 21年度末を想定しておりました。 

年度末ぎりぎりになって、工事が年度内に完成する見込

みがないのに、年度の予算を消化するために、とにかく発

注してしまうということですが、８億もの仕事が１週間で

できないですよね。 
 

補正予算で予算取りをしまして、翌年度に繰り越すことも

踏まえて予算を取っていて、総合評価落札方式でやっており

ますので、技術に係る提案書等々提出する際も、業者も６日

でできるわけがないというのはわかると思いますので、その

際にどれぐらいの工期かというところは、施設整備室等に確

認を取って、その場で全部伝えているということだと思いま

す。 

22年度に改めて工事だけ発注するような感じになってい

るわけですよね。設計までやって 22年度発注というのは、

予算を流すということで無理なわけですか。 

その場合は、22年度の予算を確保しないといけないという

ことです。 

契約しないで、予算をそのまま繰り越すことはできない

んですか。 

21 年度の補正予算で予算がついて、21 年度に契約しなか

った場合は、不用になってしまうんです。 

形だけでも 3月 31日を履行期限にしなければいけないの

ですか。契約は年度内にやっても、実態はこうなりますと

かと書くことに支障はあるのですか。 

もう少し工夫するのであれば、工期を変更することがある

と記載しているところを、工期については、省の担当者に必

ず確認するという記載にするくらいしかないのかなと思い

ます。 

予算制度とか、年度内消化とか、国庫債務負担行為や何か

のいろいろな手続が背景にあるんでしょうけれども、これ

は国民の目から見て、すごく不自然に映ると思います。 

 



【審議案件５】 

審議案件名 ：社会保険板橋寮及び社会保険板橋独身寮解体工事一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随時契約中不落随契以外で契約金額最大、高契約率（１００％） 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：株式会社瀧島建設 

予定価格  ：９，９０５，３５２円 

契約金額  ：９，９０５，３５２円 

契約率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

当初は 21 年度に一般競争入札を行っていて、21 年度中

にできなかったところを 22 年度に随意契約を結んで履行

させていますが、21 年度実施分と 22 年度実施分の合計金

額は 21 年度当初の落札額と全く変わっていないというこ

とですか。 

全く変わっていないです。当初の落札価格と同じです。 

実態としては元の契約が履行されただけですか。 はい。 

21年度で９者応札になって、割と正当な競争が働いて、

瀧島建設が 2,370 万円で取ったということがはっきりして

いれば、間に合わなかったわけだから、残りの 940 万円は

随意契約でということですか。 

はい。 

 

事故繰越しをしなかった理由は何かあるんですか。 もともとの契約方式は社会保険庁の東京社会保険事務局

が廃止になりまして、顧問弁護士の先生とも相談しまして、

支払い義務だけは契約上、国の方で引き継いで払うというこ

とにしていましたので、発注者が消滅したということで、法

律改正でこういう形になりました。通常、組織が存続してい

れば、発注者の東京社会保険事務局が地元の関東財務局に協

議をして事故繰越をするんでしょうけれども、今回はそこが

12 月 31 日で発注した組織が廃止になってしまったというこ

とです。 

廃止することが決まっているのに何故 12 月ごろに入札

して発注されているわけですか。 

日本年金機構法で財務大臣に協議をして日本年金機構に

承継する国有財産を定めるということになりまして、515 か

所、結果的に承継したんですけれども、その際に、この板橋

を含め、財務省と、最終的に、これを出資すると決まったの

が 12 月末でした。そういったこともありまして、そこから

でないと出資するか、しないかというのが公式的にははっき

りしなかったということです。 

特に意見はありません。  

【審議案件６】 

審議案件名 ：電気供給契約 

資格種別  ：物品の製造または物品の販売―（Ａ、ＢまたはＣランク） 

選定理由  ：一者、高落札率 

発注部局名 ：国立感染症研究所ハンセン病研究センター 

契約相手方 ：東京電力株式会社多摩支店 

予定価格  ：３０，２９１，０４１円 

契約金額  ：３０，９９１，０４０円 

落札率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 



入札公告掲示とございますが、具体的にどういう方法な

のですか。 

 感染症研究所の調達案内という形でホームページに掲載を

しております。あと、紙として、ハンセン病研究所に掲示と

いう形を取っております。 

この案件について、応札できる、いわゆる能力というか、

そういうことができる業者はほかに何社ぐらいあると想定

されるんでしょうか。 

いわゆる第二電力と言われるダイヤモンドパワーとかエ

ネットが入札説明書を取りに来ました。 

落札率が 100％というのは何でしょうか。 

 

100％というのは、予定価格の立て方といたしましては、

東京電力の価格を予定価格の参考価格という形で計上して

いるところです。 

これは、実際にはどのくらいの業者がいるという想定で

こういう作業をされているのですか。 

 

 当初、18年に行ったときには５者説明会に来まして、その

説明会は戸山、村山、ハンセンの各庁舎の契約担当が出まし

て、合同の説明会を行いました。次の年から環境省が提案し

ている環境に配慮した契約では、東京電力の環境係数が基準

点で上回っていましたので、東京電力がずっとやっていまし

たが、今年は戸山庁舎につきましてはエネットがその基準を

満たしていたので落札したという経緯です。 

この環境に配慮した基準ができるのは、今おっしゃって

いるエネットとか、ダイヤモンドパワーとかいうのはでき

るのですか。 

はい。 

戸山庁舎のときは、条件は同じだったのですか。 条件は同じです。要するに、最初にやった 18 年のときに

はこの基準は一切設けていません。 

エネットが落ちたときの予定価格はどういうふうに決め

たんですか。 

東京電力の価格を参考に決めました。 

 

では、何で今回、エネットの価格を基にして予定価格を

立てなかったんですか。 

今年はエネットが落としましたが、昨年は東京電力でし

た。 

普通、予定価格立てるときに、参考価格として、これま

での実績とかいうのは参考にして下げるというようなこと

はしないんですか。 

単価につきましては、東京電力の単価だけしか使っていま

せん。 

 

予定価格を立てるときに、東京電力の単価もそうですけ

れども、エネットのこれまでの実績というわけで、厚生労

働省に供給できたわけですよね。だから、なぜそれを参考

にして予定価格を立てなかったのですか。実績で、エネッ

トは戸山庁舎があったということであれば、そのときの単

価も参考にすれば予定価格を下げられるのではないです

か。 

過去のうちの実績といたしましては、当初は新日鉄が落札

しましたが、次年度以降からは東京電力がずっと１者で落札

をしていたものですから。 

電気の単価というのはどこでも同じ金額で入るのです

か。 

会社ごとに定価を持っていますので、例えば、エネットで

すとキロ単価で 0.1円安いとか、そういうところで決まって

いますので、どこで応札しても値段的には同じ金額で入れる

というように考えています。 

前に他社が入ったときに、その翌年度の予定価格は下が

った方の新単価みたいなもので出されたのか、また元に戻

って、従前のものになったんですか。 

 元に戻しました。東電の単価を使いました。 

 

東京電力のまま下げさせるというのは現実的なものとし

ては想定していなくて、東電ならこの値段みたいになって

しまうのですか。 

以前の戸山の入札は、東京電力も新日鉄も、東京電力の価

格よりも大幅に下がっていたという記憶はあります。 

 

随契は認められないからしょうがなく入札にしていると

いうことですか。 

ほかの会社、例えば、エネットも今回、入札説明書などを

取りに来ておりますので、その気があれば当然応札すること

はできたと思いますので、やはりこれは入札案件にしないと

いけないと思っております。 

環境配慮が影響したということになるんですか。ほかの

エネット等はそこまで厳しくされたらできないとか、そう

戸山庁舎では基準に全部合致しており、ハンセン病研究セ

ンターも条件は全く一緒ですので、それはないと思います。



いうことはないんですか。 

 

契約電力が 50 キロワット以上は原則、入札をしなさいとい

う形の環境省の通知は出ていますから、感染症研究所として

は、全部入札でやりましょうという形で決めております。 

エネット側にしてみれば、できない理由は何ですか。 

 

第二電力と言われる会社は、落札しても自分で電線を引い

て持ってくるというわけではないので、結果的には東京電力

の設備を借りるような形になると思いますので、多分、その

辺の金額とかも考えているんではないのかなと想像いたし

ますけれども、詳しいことはわかりません。 

やはり競争が働くような仕組みを一生懸命考えるという

のも、国民に対しての説明責任など、いろいろありますの

で、本件については万やむを得ないという感じなので特に

指摘事項はありませんけれども、今後、競争が一定程度働

いて、少しでも効率のいい調達ができるということについ

て、いろいろ頭をめぐらせていただくということを希望い

たします。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：22年度磁気共鳴断層撮影装置システム保守 

資格種別  ：役務の提供（Ａランク） 

選定理由   ：１者応札、高落札率 （１００％） 

発注部局名 ：国立障害者リハビリテーションセンター 

契約相手方 ：シーメンス旭メディック株式会社 

予定価格  ：１９，４２５，０００円 

契約金額  ：１９，４２５，０００円 

落札率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

保守契約と言った場合、契約金額の中に修理とか部品交

換とか日常的に生じる、特に突発的な大事がない限りは含

んでいるという理解でいいですか。サービスというか、人

件費比率が高いような保守なのか、それとも、実質的には

部品交換とか、原材料費みたいなものがこの 1,900 万円の

中の大半を占めるようなイメージなのですか。 

内訳としては、人件費に占める割合がほとんどです。消耗

品などが占める割合の方が微々たるものだと思います。 

 

実態として何名か常駐しているのですか。 

 

いえ、常駐ではなくて、年４回、こちらに来ていただいて

総合点検していただくことと、故障なり、調子が悪いという

ことがあれば、随時来ていただいて対応していただくことに

なっております。 

回線をつないで、常時リモート診断みたいにしているの

ですか。 

電話回線１本引いて、システムとつないで常時見てもらっ

ているような感じになっています。 

例えば、設計ですとか、ほかの案件だと、積極的に内訳

をつけて発注者側で積算できているんですけれども、どう

してもこれだと定価の何％みたいな、物みたいな積算にな

ってしまっていますね。だから、専門的過ぎてちょっと無

理なのかもしれませんけれども、適正かどうか、全く検討

の材料がないんですよね。予定価格の、何が適正なのかと

いうところの基準となるものが定価だけのようなのですけ

れども、それはもう無理なんでしょうか。こちらで、もう

少し積極的に適正な金額は幾らかということに対して検討

することというのは難しいのでしょうか。 

国内でシーメンス製のＭＲＩを設置してあります東北大

学と岡山大学から、契約実績、年間幾らかかっているのか、

それに対する定価を調査して、一応、うちの方も、それにな

らって予定価格を作成しております。 

 

事実上、この保守はシーメンスでないと、別な会社が別

なＭＲＩを保守していることと違って、日常的にシーメン

スのＭＲＩを保守している人でないと実際には難しいとい

うことも働くんですか。 

 

メーカーでありますシーメンスに確認しましたところ、非

常に強力な磁場を発生する特殊な装置であることと、特許関

係もありまして、メーカーであるシーメンスしか保守はやっ

ていないということでした。 

 

この予定価格はどういうプロセスで、どういう算定根拠

で出てきているのですか。 

 

予定価格はシーメンスで定めている定価がございまして、

それにほかの医療機関、そこの契約実績の割合、定価に対す

る割合を求めて、それでうちの機器に対する保守定価に掛け



て予定価格を出しているということではあるんですけれど

も、結果、落札率 100％になっています。 

では、それは 100％になって、予定価格になりますね。

中身はシーメンスの予定価格でつくったという形ですか。 

そうですね。東北大学も岡山大学も契約率が 74％と全く同

じになっています。 

毎年度、入札によって保守契約をしておられるわけです

ね。平成 21年度も同じようなことが起こっているわけです

か。 

はい。21年度も同じです。 

 

構造的にかなり無理がありますよね。国民の目からは非

常に見にくいというか、何かよくわからないというか、そ

ういうところについて、今後、機器導入の時点からの仕組

みも含めて、国民に対する説明責任ということも含めて御

尽力をいただくようにお願いしたいと思います。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：ドクダミ抽出物に関する慢性毒性・発がん性併合試験 

資格種別  ：― 

選定理由  ：調達方法の妥当性、高契約率（１００％） 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：（財）食品農医薬品安全性評価センター 

予定価格  ：３１，５００，０００円 

契約金額  ：３１，５００，０００円 

契約率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

途中で被験物質がメチルチオアデノシンからドクダミに

変更してますが、それが随契になるのですか 

当初はメチルチオアデノシンで入札しておりまして、あと

から被験物質の変更ということで、変更契約を結んでおりま

す。そのときに、当初から年度計画でやっておりますので、

それ以降、随意契約という形です。 

19年度からやっているのですか。 はい。 

メチルチオアデノシンを４年間やるという契約を結んで

いて、メチルチオアデノシンが供給できないからというこ

とで、契約の目的が達成できないことになったのですか。 

はい。 

 

ドクダミでもいいということなんですか。基本的な部分

が変わってしまったんで、損害賠償があるかもしれないけ

れども、契約変更ではなしに、そのものが遂行できなくな

ったということにならないですか。 

被験物質の変更は、慢性毒性とか発がん性をやるわけです

ので、被験物質の変更というのは軽微な変更だと考えて、そ

のまま継続しています。 

 

軽微な変更になるようなものですか。 はい。ドクダミにしてもそうですけれども、既存の添加物、

約 400ありまして、それを厚生労働本省と相談しながら、随

時、年間何件かやっておりまして、被験物質が確保できなか

ったら次のものをと、そういうスケジュールでやっておりま

した 

平成 19年から４か年計画の事業であると。ずっと続けて

いるから、同じ業者であることが適当と判断されたから随

意契約であると。そこまではいいんですけれども、そうだ

とすると、初年度の入札のときに、これは２年目、３年目、

４年目は当然随意契約で仕事がついてくるから、かなり頑

張って、低価格で一生懸命頑張って取れば、続いてくると

いうようなことにおいて競争性が働かないという恐れはな

いんでしょうか。 

19年当初、入札のときに、総事業費、４年なら４年の、こ

のぐらいかかりますよというのを参考に提示してもらって

入札しております。ですので、当初低くても、総額が決まっ

ておれば、そのままで行けるという考えを持っています。総

額を提示した中でも、ここの業者が一番低かったと聞いてお

ります。 

 

４年分の価格で初年度入札したわけですか。 

  

いえ、違います。参考に４年分の総額を提示してもらった

んです。それとは別に初年度の入札、年間の入札をやってい

ただきました。 

１年目だけ頑張れば、２年目、３年目は随意契約で、ほ

ぼ 100％に近い落札率で仕事がついてくる。この案件は、

随意契約自体は、それはそうだろうかなというふうに思い

ますけれども、４年間トータルの事業として見た場合はい

かがなものなんでしょうか。 

トータルの事業として、19年度の入札時に５者に対してト

ータルの金額を示していただいて、それとはまた別に年度の

入札を行った。入札を行って落ちたところが、総額と比べて

もまだ低いところだったんで、総額と比べれば金額としては

一番安いところを取れたと思っています。 



そうすると、４年前、平成 19年に各社が４年間の総事業

費と初年度のコストを示して、だけれども、入札自体は初

年度のお金で決めたわけですね。そのとき、平成 19年度に

示した、この会社の示した４年分の総額の経費というのは、

この後ずっと生きているんですか。 

４年間生きています。 

 

当初、この評価センターというところが４年分の事業費

を設定して初年度のお金で競争して仕事を取った。当初、

４年分の事業費というのは、衛生研究所が想定したコスト

よりも下回っていて、２年目、３年目、４年目は、そのお

金でずっと随意契約をしているということで、したがって、

全体としては競争性が働いているということなわけです

ね。 

はい。 

今、説明されたような形の随意契約理由で、予算決算会

計令に書いてあるような規定に基づく理由になるのかなと

いう疑問を持つんですが。 

継続性の観点からということで、問題ないと思います。 

例えば、事故繰越しとか何とか、事故があって、やむを

得ず翌年度にやったとか、そういうものとは違いますね。

最初から念頭に置いていたわけですからね。法令上からも

理由になっているのかなという疑問を持ちます。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：電子複写機（複合機）賃貸借契約 

資格種別   ：役務の提供（賃貸借）（Ｂ、Ｃ又はＤランク）（九州・沖縄地域） 

選定理由  ：入札金額の妥当性 

発注部局名 ：那覇検疫所  

契約相手方 ：株式会社ジムキ文明堂 

予定価格  ：１，１１７，９２０円 

契約金額  ：    ６，３００円 

落札率   ：０．５６％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

落札率でこの 0.56％の場合は、いわゆる低価格入札の調

査とかいうのはしないでよろしいですか。 

 

入札をしまして開札をしましたら、想定外の金額、それも

しかも３者とも低入札でございましたので、当方、想定外で、

入札を一時保留とし、所内において、いわゆる低額入札の調

査の案件ではありませんが、その入札の妥当性、低入札の公

正性を協議しまして、手順とか、入札の要件、妥当性、特に

問題はないと判断しまして、再度業者を招集しまして、業者

決定をしたということです。 

ルール上は低入札調査をしなくていいのですね。 そのように理解しています。 

１万 8,632 円の予定価格というのは、１年間の値なんで

すか。５年分のことを言っているんですか。 

いわゆる月額単価の予定価格でございます。 

保守契約をやっていますよね。これは随意契約になって

いるのですか。 

 はい、随意契約です。 

保守契約の中の単価というか、金額決定の、１枚当たり

幾らとかという金額は、どういうプロセスで決まっている

のですか。基本料金 4,000円、モノカラー4.5円とか。 

賃貸を取った当該業者との随意契約案件なのですが、こち

らの方から、これまでのうちの保守契約以上の単価では認め

られないということで、それ以上の単価ではできないとお伝

えしました。 

前回の契約の相手方であるリコーの機種を使っていたと

きと同じような値段の設定なんですか。 

 

 

今回の料金は、基本料金が 4,000 円、モノカラーが１～

1,000 枚 4.5 円、1,001～3,000 枚４円、3,000 枚以上が 3.5

円。フルカラーが１～1,000 枚までが 32.5 円です。21 年の

リコーの契約では、基本料金が１万 4,400円。モノカラーが、

１～2,000枚までが５円、2,001～5,000枚までが４円でした。 

これはセットにできないけれども、しようがないんです

か。月額料金と、あと、保守の方、どういう条件出せます

かみたいなことは、法令上の制約か何かでそれは無理だと

いうことを検討された結果なんですか。 

今回については、保守と賃貸を切り離したということです

が、今後は賃貸と保守はセットで入札手続をするということ

で、セットにすれば適正な賃貸ができてくるし、適正な保守

契約ができるということで、今回はその部分がすごく弱かっ



たのかなと思っております。 

案件自体は、すごく安く落ちたねということを確認した

ということなんですけれども、今日の案件を総合すると、

納入のときに頑張って低価格で取れば、保守が自動的にか

なり高い金額でついてくるからというようなことがもしあ

るとすれば、納入リースと保守ということを明確にちゃん

とリンクさせた、そういう競争をさせるということも、今

後、検討に値するんではないかというふうに強く思いまし

た。これは全体にかかわることとして指摘しておきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：医療用消耗品 

資格種別  ：物品の販売（医薬品・医療用品類）（Ｂランク） 

選定理由  ：調達方法の妥当性 

発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：株式会社メリオ 

予定価格  ：７，７２８，５４１円 

契約金額  ：７，４７２，４８５円 

落札率   ：９６．６８％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

今回、指名競争を行ったということですか。指名したの

は３者ですよね。今のページの一番下に「岡山県に支店・

営業所を有する業者のうち、営業実績があり」と書いてあ

るんですけれども、ここでの営業実績というのは、当該施

設との間で取引が過去にあったということですか。 

はい。 

Ａ、Ｂ、Ｃ、一通り全部に声をかけずにこの要件を設け

る理由というのは何ですか。 

特に探すというようなことはしなかったんですけれども、

見込みがあったところの業者を見繕って、その３者というこ

とでずっとやっておりました。 

ちなみに岡山県内には、業者は何社ぐらいあるのですか。 わかりません。 

指名競争にしてますが、一般競争ではだめなのですか。 

 

いえ、一般競争も可能と考えております。医薬品も、この

医療消耗品も、あと、試薬というのがあるんですが、単価契

約で件数がある。その方針で、この 10 月からは変えようと

いうことで、今、担当と努力しているところです。 

相当大規模な高機能病院でも、アスクルみたいな物品調

達業者を使って在庫を少なくして、しかし、注文すれば、

さっと来るということもありますけれども、そんなに難し

い医薬品ではないわけだから、例えば、本当に岡山地区に

事業所がある必要があるのかとか、安く、効率的に物品を

調達するためには、こういう条件をつける必要があるのか

とか、この医療施設に納入実績があるなしと言っても、素

人ながら、この医薬品のリストを見てみると、納入実績が

あってもなくても、点滴セットだとか、カテーテルだとか、

普通に、一定程度の会社ならば納入できそうだなという気

がします。もっと競争力の働く仕組みを是非これから考え

ていただくようにお願いします。 

はい、わかりました。実は 10 月からの契約は一般競争と

いうことで公告を張り出しまして、一般競争入札ということ

で処理しておりますので、これは本当に、４月から９月まで

とは言え、指名競争で行ったことは申し訳なかったと思って

おります。 

  


