
 第３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１２月２２日（水）   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７月１日～平成２２年９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 

意見の具申または勧告 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、２３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：高周波誘導結合プラズマ質量分析装置 １式  

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由 ：一般競争入札方式案件中単価契約を除き契約金額最大 

発注部局名：国立医薬品食品衛生研究所  

契約相手方：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 

予定価格 ：21,543,900円 

契約金額 ：19,950,000円 

落札率  ：92.60％ 

契約締結日：平成22年8月12日 

 仕様書に書いてある機器の条件は、だれがどのような手

続を経て決定しているのですか。 

条件設定は、この機械を使用する者で構成する内部研究委

員会の意見等を参考にしながら定めています。 

 契約を担当する方は何らかの視点で確認することはあるので

すか。 
委員会の最後の方に同席します。 

 この仕様書だと、特定のメーカーの特定の機種を想定しては

いないという建前にはなっているでしょうが、実際にこの条件

を満たす機械は世の中にどのくらいあるのか確認はされてい

ますか。 

日本全国広く照会をかけているわけではありませんが、研

究者から話を聴いた範囲では、恐らく数社あるのではないか

と聞いております。 

その数社は特定できますか。 検討する段階では、Ａ社、Ｂ社等ヒアリングは行っておりま

す。 

定価証明や納入実績など、サーモフィッシャー社以外の

ところの系列等についても、同じようなレベルで調査をか

けていますか。 

仕様書にマッチするかどうかというデータは取っていま

すが、金額の証明書までは取っていません。 

何故ここだけに絞って重点的に収集したりされるのですか。 

 
仕様書の検討の際に、今回の仕様書に最も近いものがサー

モフィッシャー社製のものだったので、そこの価格証明を取

ったということです。 

初めから特定のものを想定しているのであれば、その選

定のプロセスを適正にして、発注した方がよいと思わなく

当所ではリース機器などを入れる場合、機器を限定してこれ

に関するリースとして競争入札にすることはありますが、一式



もないのですけれども。 購入という場合、今まで特定して発注していませんでした。 

 今回納入したのはサーモフィッシャー社の代理店ではな

いのですね。 

当然代理店が入札のときには来ると思ったのですが、メー

カーであるサーモフィッシャー社が落札しました。 

予定価格は代理店のマージンを入れた価格になっている

のですか。 

代理店経由で照会をかけたので、入っているのではないか

と思います。 

予定価格は今回はメーカーから直接納入しているから実態

とは合っていないわけですね。 
代理店が札入れしてくるものだと想定していました。 

１者応札ではなかったことや、形式手続は一応整ってはおり

ますが、やはり競争性を働かせる、あるいは透明性がきちんと

確保されているということについては、なお御尽力いただきた

いと思います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：次世代医療機器評価指標作成事業再生医療分野 他３件 

資格種別  ：― 

選定理由  ：随意契約案件中公募及び長期継続契約を除き契約金額最大、高契約率（100.00％）、随意契約の理由等の

妥当性 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：大阪大学 

予定価格  ：4,700,000円 

契約金額  ：4,700,000円 

契約率   ：100％ 

契約締結日 ：平成22年9月1日 

本件他３件については随意契約にすることは相当だと思

いますが、契約金額がどのようにして大体同じような金額

になるのか、教えて下さい。 

これは平成 17 年度から行っている厚生労働省と経済産業

省の合同検討会です。17 年度当初は 600 万円ぐらいで当初

の立ち上げ、そこまで要らないということで 400万円程度に

落ち着いたのものと思っております。  

下見積もりを取って、厚生労働省で予定価格を決めて、

正式な見積もりを取るという流れになりますね。 

そうです。 

見積書の内訳を検討なりチェックされているのか、それ

とも、全体の金額だけ見て、予算の範囲内だからいいだろ

うということですか。 

 予算の範囲内でおさまっているということで了解をしてお

ります。 

間接経費は、入っているものと入っていないものがあります

が説明してください。 
 間接経費が入っているのは国立大学だけだと思います。 

こういう事業は国から大学に研究委託をするというスタ

イルはとれないものですか。 

これは厚生労働省と経済産業省が双方とも予算要求をし

て取ったものを国立医薬品食品衛生研究所に仕事を依頼し

ていますので、この方法については、厚生労働本省と相談し

ながらやっていかなければいけないと思っております。 

こういうことができる研究機関や大学は一定程度限られる

でしょうから、随意契約としたことは、納得できなくもないで

すが、４件とも発注している業務内容はそれぞれの内容で違う

はずなのに、同一金額470万円と金額がそろっていて、なぜだ

ろうかということがあります。これはある種の研究開発を依頼

しているわけだから、特定の業務を研究機関に委託するとき

も、研究委託とかそういう形を取れないものなのでしょうか。 

ガイドラインを作成するので、ワーキンググループの検討

会費や、市場調査というものを行い、いろいろな文献からガ

イドラインをつくっていきます。実証実験をやらなければい

けないものは実証実験をします。 

これは、17年度から行っているのですが、いつまで続く

ものですか。成果みたいなものはあって、具体的に製品化

されるとか、その目途がつくなど、具体性のあるものなの

ですか。 

ガイドライン案の作成は何点かできております。審査、承

認するためのガイドラインを作成することが厚生労働省の

役割で、経済産業省は、そのガイドラインと開発指針をつく

って開発を進めていきます。実際にでき上がって承認があっ

たかどうかは、把握しておりません。 

今年度470万円一律ですが、来年度も続くような話ですか。 来年度もあります。 

それが具体的に何に使われたかという報告はあるのです

か。 

報告書は上がってきております。 

間接経費が基本的に何に使われたという報告は上がってい

るのですか。 
そこまでは行っていません。 



評価指標ガイドラインの検討会が、厚生労働省と経済産業省

でつくられていて、例えば再生医療分野のワーキングに、大阪

大学のこの研究者が入っていたということはないのですか。 

メンバーに入っております。 

あらかじめ特定してここに出そうということですか。 次世代の医療機器ですから、開発とか試験研究をやってい

るところは、その先生又は数人しかいないということで、メ

ンバーが決まっています。 

研究者が極めて限られて、その方が既にその合同検討会の再

生医療分野のワーキングに委員として名を連ねていて、評価指

標をつくる仕事を、例えば再生医療だったら大阪大学に出した

ということですか。 

はい。大阪大学に出して、そのガイドラインができたら、国

立医薬品食品衛生研究所で、再度安全性に関するものをチェッ

クして確認をします。 

 

それが厚生労働省や経済産業省から直にではなくて、国

立医薬品食品衛生研究所を介して仕事が出ていったという

ことは国立医薬品食品衛生研究所がこれの事務局を仕切っ

ているのですか。 

そうです。 

随意契約についてはよくわかりますし、十分説明できること

だと思うのですが、コストをそれぞれ厳密に積算していった

ら、あるプロジェクトは570万円に、あるプロジェクトは370

万円でいいというところもあると思いますが、470万円という

お金ありきで見積書などがつくられているプロセスが我々に

は疑念を抱かせます。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎他電気設備省エネルギー改修工事請負契約 

資格種別  ：建設工事―電気工事（Ａ又はＢランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式案件で1者応札案件中契約金額最大、総合評価落札方式未実施 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社山武 

予定価格  ：145,272,017円 

契約金額  ：110,250,000円 

落札率   ：75.89％ 

契約締結日 ：平成 22年 8月 6日 

１者応札になった背景というのは、何か思い当たる節はおあ

りになりますか。 

 

照明器具の省エネ工事であり、山武以外でも電気工事の施

工実績はあると思うので、研究所の特殊性を理解して、実績

等を有している会社であれば、他の業者でも施工は可能と思

います。 

入札公告はどのような形でしたのでしょうか。 研究所のホームページと、掲示、厚生労働省のホームペー

ジに掲載しております。 

これは３つの履行場所、工事場所を一括して発注してい

ますが、まとめて行うことと、分けて別々に行うことの損

得はどのように判断しますか。 

今回工事を行うに当たっては、設計会社に調査を依頼し、

その費用対効果等を踏まえた上で提案をしてもらいました。

それぞれの庁舎で設備等は違いますが、蛍光灯に効率的な安

定器を取り付ける手法については、どこの庁舎も同じとして

います。工事の進捗状況を確認しながら、統一的に工事を確

認していくというようなことを考えれば、３庁舎が同じ業者

のもとで工事を進めていくのは、より効率的ではないかと考

えます。 

やれる業者が世の中にいっぱいあって応じてくれるので

あれば、まとめてやった方が安くて効率的かもしれません

が、１者応札で競争性が働かなくて、実はばらした方が小

さいところがいっぱい入れたかもしれないかなと思います

が、その点はどうお考えですか。 

今回の工事については、研究室、実験室等の中にも入ってい

って、そのエリアの工事も含んでいます。条件としましては、

Ｐ３実験室での施工実績みたいなものも加えています。施工実

績のないような業者については、Ｐ３エリアの中の工事を果た

して任せられるのか、すこし疑問が出てしまいます。 

そんなに難しい工事ではないので、いろいろな会社が参入し

て競争が働くことが非常に大切なので、今後、１者応札を減ら

すように是非御尽力いただきたいと思います。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：国立総合児童センター（平成２２年度）改修工事に係る設計及び施工監理業務 



資格種別  ：建築コンサル（Ａランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式案件で設計・コンサルタント案件中契約金額最大、１者応札、 

発注部局名 ：雇用均等・児童家庭局育成環境課 

契約相手方 ：株式会社山下設計 

予定価格  ：22,260,000円 

契約金額  ：21,315,000円 

落札率   ：97.75％ 

契約締結日 ：平成22年7月30日 

指名競争のときは山下設計ですか。 そうです。指名競争を去年も５者で行った結果、山下設計

で、今年度は一般競争入札に替えたのですが、山下しか来な

かったので。 

指名競争のときは何者応札したのですか。 昨年度の応札者は５者でした。 

児童センターをつくったときは、どこが設計したのです

か。 

山下設計だったと思います。 

改修工事だから、内容的に難しい設計でないにも関わら

ず、他社は遠慮してしまうのですか。 

そこはよくわからないです。 

 昇降設備だけ履行期限がすごく短いのですが２０日間で履行

できるのですか。 
 できるという話を聞いていました。 

 既存の図面を持っているとかノウハウがあるから出来るので

全く新しい者が２０日で履行できるのですか。 
 何とも言えないです。 

 発注者側で１者応札の工夫の余地がないのであれば手詰まり

なのでしょうが、あえて探すとすれば、どこら辺にその障壁が

あるのですか。 

 

 施設が特殊で、劇場を持っていたり、円形劇場があったり、

子どもの遊ぶ施設が各階にわたってあるあたりに配慮しながら

やってもらわなければいけないので、なかなか入りづらいのか

もしれません。 

 新しい事業者が入った場合は、山下設計のときに渡す同じ図

面一式を渡すのですか。 
 一律、一式で渡します。 

 児童センターは今回のエレベーターなど、年次的に改修

工事の設計を発注しているのですか。 

 そうです。設計だけは全体部分として１本で発注をかけてい

ますが、工事は今回ですと昇降機分と本館部分と劇場部分と３

本に分けて調達をかけています。 

 これは単年度の設計委託ですが、長期の計画、年度をま

たがるようなある程度長期の計画の中の１年分ということ

なのか、何年かに１回こういうものがぽつんと１つ入るイ

メージなのですか。 

 長期計画の１年目として実施設計の委託です。 

 何か１者応札を防ぐ、回避できるような方法はないです

か。 

 官房会計課とも相談しながらやっていきたいと思います。 

 7 月 30 日に入札して、昇降機設置を 8 月 20 日までに設

計するのはよく知っているとちょっと無理で、期間を延ば

せば受注できたかもしれないので期間に何らかの工夫の余

地はなかったのですか。 

 今後は、このことを踏まえて検討したいと思います。 

 元設計だから、事務所の中にそもそもの原設計の図面が

あるだろうけれども、当然、他社がこの仕事を取ったら、

国立総合児童センターは、きちんとその元設計の図面とか

改修すべきスペックのすべての資料は提供するのですか。 

 はい、そうです。 

 そんなに難しい仕事だと思えませんので、しっかりきちんと

公告するなど、何とか１者応札を防ぐ努力を是非してくださ

い。そうでなければ随意契約についての詳細な理由書をつくっ

て堂々と随意契約で出せばいいのではないかと思います。 

 

【審議案件５】 

審議案件名：国立療養所大島青松園居住者棟更新築整備Ⅳ期その他工事 

資格種別 ：建設工事―建築一式工事（Ａ及び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 

発注部局名：国立療養所大島青松園  

契約相手方：株式会社合田工務店 

予定価格 ：356,943,000円 



契約金額 ：334,950,000円 

落札率  ：93.84％ 

契約締結日：平成22年9月28日 

 総合評価の仕組みで、標準点になるためには入札で示さ

れた内容を満たしている場合が 100 点ということなのです

が、それは、具体的に何を、どこを見ればよくわるのです

か。 

 審査調書の評価項目実績などの入札応札条件を満たした場

合に 100点を与え。更に、技術提案書の内容によって加点を

行うということになります。 

実績とは 500 平米以上の増築をやっていることと、監理

技術者を専任で配置してあれば 100 点にしますということ

ですか。 

はい。 

 総合評価落札方式、３者の応札があって、２者は価格が

超えていましたので、１者が取得したということで、特に

指摘事項はありません。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：第一病棟等改修整備その他工事 

資格種別   ：建築工事－建築一式工事（Ｃランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式案件で低入札価格調査案件中契約金額最大 

発注部局名 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社太田組 

予定価格  ：241,762,000円 

契約金額  ：203,595,000円 

落札率   ：84.21％ 

契約締結日 ：平成22年9月21日 

３社のうち２社が低入札価格になっていますが、競争が

働いた結果と言えなくもないのかなとは思います。見積金

額が適正だったかどうかという疑問は若干残るけれども。

この件は、指摘事項なしとします。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：一般寮（夫婦寮）更新築整備その他工事設計委託 

資格種別  ：建設コンサルタント等（Ａ及びＢランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式の設計・コンサルタント案件中契約金額最大 

発注部局名 ：国立療養所多磨全生園 

契約相手方 ：株式会社山下テクノス 

予定価格  ：15,151,073円  

契約金額  ：13,650,000円 

落札率   ：90.09％ 

契約締結日 ：平成22年8月16日 

特に難しい設計内容でもないのにランクがＡ又はＢとい

うのは、何か理由がありますか。 

金額によって該当等級が変わってまいります。1,000万円

以上がＡ等級になりますが門を広げるために内部規程に基

づき直近下位まで入れて「又はＢ」としています。  

加算率評価点の業務実施方針で差がついているのですが、具

体的にどの辺で差がついたのですか。 

 

技術評価一覧の各項目に点数をつけ、集計した結果山下テ

クノスが 43点、Ａ社が 42.5点となりました。 

 評価表の上段はみんな同じような点数なのですが、業務

実績方針及び手法の項目のところで山下テクノスが 7.5 で

ほかのところが 5.5 に落とした点数になっているのです

が、具体的になぜ２点の差がついたのですか。結果的にこ

れで決まったわけですよね。 

主観的な要素が尐し入ってきます。 

 この会社は初めてですか。 山下テクノスは、初めてです。Ａ社は前年度取っています。 

特に指摘事項なしということにさせていただきます。しか

し、技術評価というところが明暗を分けたということであると

すると、何か客観的な仕組みというのは、工夫の余地があるの

ではないかという意見を付します。 

 



【審議案件８】 

審議案件名 ：国立療養所菊池恵楓園不自由者棟更新築整備その他工事にかかる設計 

資格種別  ：建築コンサルタント等（Ａ又はＢランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式の設計・コンサルタント案件中低入札価格調査を実施している唯一の案件 

発注部局名 ：国立療養所菊池恵楓園  

契約相手方 ：株式会社マック 

予定価格  ：37,390,000円 

契約金額  ： 8,400,000円 

落札率   ：22.47％ 

契約締結日 ：平成22年8月23日 

 この会社は、入札金額が他社に比べて大幅に低いですが技術

評価点もかなり高い点を得点していますね。 
はい。 

これは、予定価格をつくるときに建築や電気等に分けて

計算していないのですか。 

総合の計算式がありますので、総合で出しています。 

ちなみに分けるとすると、比率で電気設備に見合う部分

が幾らぐらいかというのはわかりますか。 

 工事費見合いでいきますと電機設備と建築で、建築が６と

すると、機械と電気が４という感じです。 

分けられないかもしれませんが、電気・機械設備は受注者に

技術者がいないので、200万円という金額で下請に出していま

すが、それが適正な金額なのか、要するに下請、孫請でしわ寄

せが来てこうなっているのかなと思ったのですがいかがです

か。 

業者が下請に対して出す金額で話はついていると思います。

その辺のことは業者間でやりくりをやっているかと思います。 

 

 低入札調査をクリアして、しかも技術評価点は極めて遜色の

ない点を取っていたというようなこともありますので、特に指

摘事項はありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：食器洗浄業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａランク） 

選定理由  ：一般競争入札、1者応札  

発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：日清医療食品株式会社  中国支店 

 予定価格  ：9,954,000円 

契約金額  ：9,954,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成22年4月1日 

 公告の方法は何ですか。  公告の方法は、邑久光明園内の掲示とホームページです。 

 何故、公告日及び入札日が３月のぎりぎりの時期になっ

たのですか。 

 施設の特殊な事情がございまして、入所者の自治会への

説明、了解が必要でした。その時間が尐したったのと、も

う１点は、４月１日からの予定にはしたのですが、業者が

いるのかという部分が心配でしたので、事前に数者に声を

かけて、現場を見てもらっていたため、尐し入札公告・開

札が遅れたという実態があります。 

 入札の意向を示した会社というのは、複数社あったのです

か。 
３者来ました。 

 最後まで、その３者は応札する意向を示し続けていたの

ですか。 

 ２回ぐらい現場を見に来られて、そのときは意思は示されて

いました。 

３月２９日に落札してから手配して４月１日からやれ

るはずがないので事実上決まっていないと４月１日から

やれないと思います。本当に特殊な事情があれば随意契約

にしてしまった方がすっきりするのではないかと思いま

す。最後まで３者で競争が働いたという説明ですが、事実

上もうここが取るから、もう人を雇うとか、いろいろ準備

を進めてくれという話になっていないとどうなのかなと

いう疑念があります。本当に４月１日から業務を始めてい

ますか。 

 具体的に今言われたようなことはしていないと思いますが、

若干一般の病院とは違う面もありますので、実態を見てもらう

ため声をかけた３者のうち１者は、当園に入っている業者もあ

ったので聞いたところ、人の手配が難しかったので応札できな

かったということは言っていました。 

 



予定価格は日清医療食品社の見積もりをそのまま採用

していますよね。さっきの数者から取ったときは、もっと

高かったんですか。 

 ３者すべてに言ったのですが、出してくれませんでした。 

日清医療食品社しか出さなかったのですか。  はい。 

本件は、時期が切迫していたということであれば、そうい

う理由から随意契約にして、平成23年度については、なるべ

く早い時期から準備をして、適切な予定価格を練って、本当

の意味での競争力が働く一般競争入札にするという努力をす

るべきであるということを参考意見とさせていただきます。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：事務用消耗品 

資格種別  ：物品の販売（事務用品類）（Ｃ及びＤランク） 

選定理由  ：指名競争入札の妥当性  

発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：株式会社東備事務機販売 

予定価格  ：2,026,837円 

契約金額  ：1,810,508円 

落札率   ：89.33％  

契約締結日 ：平成22年9月30日 

 どうして２者の指名でやる必要があったかということに

ついて説明してください。 

島に２つの施設があり、橋が20年前ごろにかかったのです

が、逆に業者にお願いしなければ来てもらえないという事情も

あったように聴いております。岡山市から30キロ離れており、

この時点で、取引のある２者を指名しました。ただし、前回の

中央監視委員会で、当園の医療用消耗品の指導を受け、平成23

年度から、ホームページ掲載、園内掲示して一般競争契約を行

うように準備しており、事務用消耗品についても、平成23年か

らは一般競争入札を実施するように準備を行っています。 

施設の特殊な事情やちょっと遠隔ということで、なかな

か応札してくれる業者が尐ないのではないかということ

で２者指名にしたわけですが、諸般の状況を鑑みて、来年

度からは一般競争入札に改善されるのですね。 

はい。今、そのように準備を進めております。 

 

等級の考え方なのですが、どういう根拠で、どれぐらい

の裁量というか判断の余地があるものですか。 

金額によってこのランクというものがございまして、そのラ

ンクから上位と下位を選ぶということですが、これは本来Ｄ等

級であり、一番下の等級なので、その上位を加え、Ｄ等級及び

Ｃ等級としております。 

ほかにＤ等級とかＣ等級は、岡山市内でも事務用品を売っ

ている業者は結構あるような気がするのですが、なぜこの２

者になったのかなと疑問に思ったのですが、何か理由がある

のですか。 

 

２者に限らずに、年間を通したら、小さい金額から何者

か来ている業者がいるのですが、期間的に月に１回しか来

れない業者であるとか、その辺を加味して、一応もう２～

３者声をかけたのですが、ちょっと今回は応札できないと

いうことで、検討はしたのですが、２者の指名になってお

ります。 

来年度からは一般競争入札で競争力が働くようにご尽力を

いただくということで、是非よろしくお願いいたします。 
  

 


