
第４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 
 

本分科会については、厚生労働省公共調達中央監視委員会設置要網第７条第７項により、審議案件の回議をもって 

会議の開催に替えることといたしました。 

 

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１０月１日～平成２２年１２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で審議さ

れ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 

【審議案件１】 

審議案件名：過酸化水素低温プラズマ滅菌器 

資格種別  ：物品の販売（Ｂ等級） 

選定理由 ：随意契約の案件の中で契約金額が非常に大きい。不落随契 

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 ：14,962,500 円 

契約金額 ：14,962,500円 

落札率  ：100.00％ 

契約締結日：平成22年11月10日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１回目は二者が応札したが不落であった。２回目は

一者が辞退し、（株）メリオのみの一者応札となったが不落であった為、予算決算及び会計令第９９条の２に基づき随意

契約を行った。 

 ３回目の入札は行わず、２回目の入札に応札した１者と

予定価格と同額で契約を結んでいますが、全く競争が働い

ていません。 

２回目の応札額から推察すると落札額を下げられる可能

性があると思われますが、何故３回目を行わなかったので

しょうか。 

入札の回数については、「過酸化水素低温プラズマ滅菌器」

を含め７件の医療機器について、一般競争入札を続けて入札

しました。当園の機器の入札で再度入札は、２回までと入札

説明を実施しております。今回の入札では、１回目は２者の

入札がありましたが、２回目の入札で１者が応札を辞退して

おります。 

予定価格の金額内とならない場合は、入札を終了し、改め

て入札公告を実施していることから、入札は２回までしか実

施しておりません。 

入札会場でのやり取りとして２回目の入札が、予定価格と

の開きは少額であり、参加業者の意向を確認したところ、見

積書を提出する旨の発言があったため、再度見積書の提出を

求め契約の相手方を決定しました。 

応札者が少ないですが、公告の方法はどのように行いま

したか。その方法で充分でしょうか。 
 

応札者が２者と少ない理由は、「過酸化水素低温プラズマ

滅菌器」が特殊な滅菌器であるからだと考えます。この機種

は高熱滅菌器（オートクレーブ）に比べ、国内の販売メーカ

ーは「サクラ精機」のみで、Ｊ＆Ｊ社の機種と比較した結果、

従来使用のＪ＆Ｊ社の機種を選定しました。 



公告の方法は、庁舎内掲示及びホームページ掲載にて行っ

ており、国内の業者に呼びかけたもので、特殊な滅菌器のた

め応札が２者であったと考えています。 

応札者が少ないですが、既存の出入業者が有利になっ
ていることはないでしょうか。 

応札者が２者と少ない理由は、先程も回答したとおり、特

殊な医療機器であるため販売店も限られていると考えられ

ます。 

落札者は、既存の出入業者なのでしょうか。ウェブで検

索してみると、販売店が限られているようには思えません

が。 

 

落札者は既存の出入業者です。応札者が少なく、既存の出

入業者が有利になっているという御指摘があったことを踏

まえ、今後は、より多くの応札者が集まるよう広く周知を図

ります。 

品名などとして、仕様書には「ステラッド１００Ｓ」、
予定価格調書及び契約書には「ステラッド１００ＳＰ
Ｓ」とありますが、この差異は有意なもの（価格に影響
を及ぼすもの）ではないのでしょうか。 

正式の医療機器の登録名は「ステラッド１００ＳＰＳ」で

す。仕様書の段階で記入誤りがありましたが、これにより価

格に影響を及ぼすものではありません。 

では、価格証明書の資料には「１００S」と旧モデルとし

て「１００S－PSⅡ」が掲載されていますが、予定価格調書

の「ステラッド１００ＳＰＳ」とはどちらを想定している

のでしょうか。 

１００Ｓ－ＰＳⅡを想定したものです。 

 

では、予定価格調書に「ステラッド１００ＳＰＳ」と入

っていますが、そもそも入札前に特定の機種を前提とする

ことは適正でしょうか。 

滅菌器は、１０年前に「ステラッド５０」を購入し、使用

して来た実績があることから、更新する場合ステラッド製が

最もふさわしい医療機器であると考えたものです。 

（分科会長の意見）応札者が２者と少なく、かつ、不落

随契となっています。競争性が全く働いておらず、且つ、

その努力も見られません。今後、同様のことが起きないよ

う改善に向けて努力願います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎防災システム更新工事 

資格種別  ：建設工事―消防施設（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：ニッタン株式会社 

予定価格  ：176,300,000円 

契約金額  ：173,250,000円 

落札率   ：98.27％ 

契約締結日：平成22年11月16日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１回目、２回目ともに二者応札で不落となった。３

回目は一者が辞退し、ニッタン（株）の入札額が予定価格を下回ったため、ニッタン（株）を落札者に決定した。 

２回目の入札までは２者が応札しましたが、３回目で１

者が辞退し、残りの１者が落札。競争性が働いているとは

言い難いのですが、応札者が少ない理由として考えられる

ことはありますか。 

当該工事の入札公告は、多数の業者に参加してもらえるよ

うに期間を従来の１０日間から１５日間に延長するなどの

工夫をしたところです。 

応札者が少ない理由としては、当所が感染症のウイルス等

を扱う特殊な研究施設であることから、業者が入札に際して

慎重となったものではないかと考えます。 

応札者が少ないですが、公告の方法は何でしょうか。そ

の方法で充分ですか。 

 

公告の方法は、厚生労働省大臣官房会計課施設整備室の指

導のもと、感染研及び厚生労働省のホームページへ掲載した

他、専門紙（4 社）へ情報提供を行ったところであり、より

多くの業者が入札へ参加できるように方策を講じたところ

です。 

（分科会長の意見）２者のみの応札で、３回目の入札で

１者が辞退。競争性が働いておらず、広告の方法など改善

に向けて努力願います。 

 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎中央監視盤更新工事 



資格種別  ：建設工事―機械器具設置（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：１者応札の案件の中で最も契約金額が大きい。 

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  ：54,383,000円 

契約金額  ：52,500,000円 

契約率   ：96.54％ 

契約締結日 ：平成 22年 10月 1日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１回目から（株）山武のみの一者応札で２回目で

落札した。 

１回目の入札から１者応札で２回目で落札しています

が、競争性が働いているとは言い難いです。本件工事は特

殊なものとは推察されず、また、予定価格も特に高額では

ないことから、一者応札になった理由は何ですか。 

応札者が少ない理由で考えられることとして、当所が感染症

のウイルス等を扱う特殊な研究施設であること及び当該工事

がより気密性の高い実験室等を含む空調の制御盤更新であっ

たことにより、業者が入札に際して慎重となったものではな

いかと考えます。 

「慎重となった」と言いますが、客観的には特別の技能・

経験などは必要なのでしょうか。不必要であるとすれば、

すなわち、心理的なものであるとすれば、これを取り除く

工夫が必要であると思いますがいかがですか。 

 

当該工事は、既存の空調設備を残し機能を維持させつつ、

それらを集中して制御するための装置（制御盤）を更新する

ものです。 

実験室については、気圧、室温、湿度等を微細に調整し保

持する必要があり、既存の空調設備と連動させてそれを実現

するためには、研究部の職員と詳細な事項を話し合うなど技

術的な検討が求められます。そのために業者が「慎重」とな

ったものと考えます。 

応札者が少ないですが、公告の方法は何でしょうか。そ

の方法で充分だったのでしょうか。 

 

公告の方法は、厚生労働省大臣官房会計課施設整備室の指

導のもと、感染研及び厚生労働省のホームページへ掲載した

他、専門紙（4 社）へ情報提供を行ったところであり、より

多くの業者が入札へ参加できるように方策を講じたところで

す。 

（分科会長の意見）１者のみの応札であり、競争性が全

く働いていません。改善に向けて努力願います。 

 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：リアルタイム遺伝子解析装置 一式  

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、落札率100%の案件の中で最も契約金額が大きい。 

（単価契約を除く） 

発注部局名 ：国立感染症研究所村山支所 

契約相手方 ：株式会社チヨダサイエンス 

予定価格  ：7,729,155円 

契約金額  ：7,729,155円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成22年12月20日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、二者応札だったが、一者は予定価格を上回っていた

ため（株）チヨダサイエンスを落札者に決定した。落札額は予定価格と同額であった。 

２者が応札しましたが、１者の入札金額は予定価格を上回

っていたため、実質的には１者応札となり競争性が働いてい

るとは言い難いものです。 

また、入札額が予定価格と完全に一致していますが、何

故一致したのか考えられることはないですか。予定価格の

割引率や算定の考え方は適切だと説明できますか。 

 

 予定価格については、メーカーから定価証明及び割引率を

算定するための納入実績、その他複数業者から見積書を徴収

し、メーカーの納入実績及び業者の内一番高かった割引率で

算定しました。 

入札額と予定価格が一致したのは、販売業者が提示できる

限度に近い割引率で予定価格を算定したためと思われます。

予定価格の割引率や算定については、適切であると考えます 

応札者が少ないですが、公告の方法は何でしょうか。 

その方法で充分だったのでしょうか。 

 

当該物件の入札公告については、当庁舎の掲示板への掲示

及び当所のホームページへの掲載による方法で、従来の１０

日間の公告期間から１５日間に延長して行っており、充分と



判断していました。 

しかし、結果的に応札者が２者と少なかったため、より多

数の業者の参加を促す方法として、他庁舎（２庁舎）の掲示

板への掲示、公告期間の更なる延長等を検討しているところ

です。 

（分科会長の意見）２者のみの応札で、落札額は予定価

格と同額。競争性が働いておらず、改善に向けて努力願い

ます。 

 

 

【審議案件５】 

審議案件名：高速液体クロマトグラフ質量分析計2式の賃貸借 

資格種別 ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札方式を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。国庫債務負担行為（５０ヶ月） 

発注部局名：横浜検疫所 

契約相手方：日立キャピタル株式会社 

予定価格 ：106,552,005円 

契約金額 ：104,979,000円 

落札率  ：98.52％ 

契約締結日：平成22年11月18日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、６者が応札したがそのうち５者の入札額は、予

定価格を上回った。日立キャピタル(株)のみが予定価格を下回り落札者に決定した。落札率は９８，５２％。実質的には

一者応札。 

（分科会長の意見）６者が応札したが、予定価格を下回

ったのは１者のみ。実質的に１者応札と同じです。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：オートサンプルチェンジャ 

資格種別   ：― 

選定理由  ：予定価格が少額随契が認められる価格の上限に極めて近い。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：日本電子株式会社東京支店  

予定価格  ：1,598,625円 

契約金額  ：1,596,000円 

契約率   ：99.84％ 

契約締結日 ：平成22年12月15日 

（調達の概要）予算決算及び会計令第９９条第３号（予定価格が１６０万円を越えない財産の買入れ）に基づく随意契

約。 

何故に日本電子製ＥＣＡ－６００ＮＭＲに特定しなけれ

ばならないのか理由を明快に説明して下さい。 

本件で調達したオートサンプルチェンジャは、日本電子製

ＥＣＡ－６００ＮＭＲ用のものであり、日本電子製ＥＣＡ－

６００ＮＭＲは、現有のＮＭＲ（核磁気共鳴装置）の機種名

です。 

 本調達物件は、業務の効率性を図るために現有ＮＭＲに接

続して使用することから、現有ＮＭＲ装置制御ソフトウェア

により完全制御が可能であることは必要不可欠です。 

 また、効率性の観点からは、２０本以上の溶液測定用サン

プルの自動交換が可能であること、現有ＮＭＲ設置場所のス

ペースの都合上、ＮＭＲ装置の上部に設置することが可能で

あることが求められます。これらを満たす機器は、日本電子

製ＥＣＡ－６００ＮＭＲ用オートサンプルチェンジャ（２４

本）のみとなっています。 

この物品は、仮に随意契約によらないとした場合には、

競争性はあるのでしょうか。 

直接販売しているため、競争性はないと考えられます。 

この仕様は特定のメーカーしか納入できないものでしょ

うか。 

他社（アジレントテクノロジー（旧バリアン）、ブルカ）

から同様の機器は発売されていますが、いずれも自社のＮＭ

Ｒ装置にのみ対応したものです。他社製品では、機器を全く



制御できません。したがって、他社製品を納入することは不

可能です。 

（分科会長の意見）少額随契が認められる価格の上限に

極めて近い予定価格による随契の案件です。製品指定にわ

かりやすく明快な説明が必要です。 

 

 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：国立療養所宮古南静園宿舎等解体工 

資格種別  ：建設工事―建設一式工事（Ｂ及びＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施している案件の中で最も契約金額が 

大きい。 

発注部局名 ：国立療養所宮古南静園 

契約相手方 ：株式会社沖縄総建  

予定価格  ：79,245,000円 

契約金額  ：50,820,000円 

契約率   ：64.13％ 

契約締結日 ：平成22年12月8日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、４者が応札した。４者のうち最も低い額で入札し

た(株)沖縄総建に低入札価格調査を実施した上で、落札者に決定した。 

３１Ｐの入札状況によると、4 社とも低入札の状況にな

っているが、予定価格は適切に算定されているのでしょう

か。 

設計図書の作成は設計事務所に外注しており、積算方法に

ついては公共建築工事積算基準等の各省庁統一基準を、単価

については建物物価等の刊行物及び業者見積りを用いて適

切に算定しています。 

結果として、４者が応札し競争性が働いたことは評価で

きますが、高価格での落札のリスクがあったことは否定で

きないと思いますが如何ですか。 

 

問１の回答のとおり、工事費の積算については、公共建築

工事積算基準等の各省庁統一基準等に基づき適切に作成し

ているという認識ですので、入札前に高価格落札のリスクに

ついて考慮することは難しいと思われます。 

（分科会長の意見）応札した４者とも低入札。予定価格

の算定の適切性について検証が必要です。 

 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：病院等整備準備工事監理業務 

資格種別  ：測量・建設コンサルタント等（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している設計・コンサルタントの案件の中で最も契約金額が大きい。１者応札 

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 ：株式会社伊藤喜三郎建築研究所  

予定価格  ：9,649,500円 

契約金額  ：8,400,000円 

契約率   ：91.40% 

契約締結日 ：平成22年10月28日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、一者応札となった。落札率は９１.４％。 

 工事監理案件は、実質的に競争性がないように思います

ので、予定価格の算定が重要になると考えます。本件では、

適切になされていますでしょうか。 

国土交通省制定の「官庁施設の設計業務等積算基準・要領」

を用いて積算していますので、適切に算定されています。 

１５Ｐの特記仕様書によると、資格要件として「（２）

管理技術者等の資格要件」がありますが、これは何に基づ

くのですか？必要以上の規制になっていないのですか。 

当工事は外構の改修規模が大きく、かつ建物内の改修も広

範囲にわたることから、内容を勘案し資格要件を設定しまし

た。 

資料９の４１Ｐによると、整備工事の設計は伊藤喜三郎

建築研究所が行うことになっていますが、このことが一者

応札の要因になっていませんか。 

準備工事は独立した内容であり、整備工事の設計者でなく

ても業務の履行に問題はありませんので、このことが一者応

札の直接の要因になるとは考えられません。 

   

実施計画や実施設計を受託した業者と同じであれば、実質

的には随意契約なのではないでしょうか。 

 

実施図面作成業務と工事監理業務は、関係する事案であり

ますが、同一業者である必要はなく、競争が成り立ちますの

で、実質的随意契約とは考えておりません。 



実施設計を受託した業者が工事監理業者と同じであれ

ば、予定価格の算定の基礎となる資料の作成に関与してい

るのではありませんか。 

予定価格は、国土交通省制定の「官庁施設の設計業務等積

算基準・要領」のみを用いて算定しており、同算定に伊藤喜

三郎建築研究所の関与は全くありません。 

 

（分科会長の意見）実施計画及び実施設計を受託した業者

が１者応札で落札しており、事実上の随意契約。説明に妥当

性が見いだせません。 

 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：病院等整備工事（建築） 

資格種別  ：建設工事―建築一式工事（Ａ等級）  

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。低入札価格調査実施 

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 ：株式会社フジタ関東支店 

 予定価格  ：6,913,200,000円 

契約金額  ：4,599,000,000円 

落札率   ：66.52% 

契約締結日 ：平成22年12月10日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、技術提案は７者が提出したが、入札に参加したの

はそのうち４者であり、総合的に評価値の最も高い(株)フジタが、契約の相手方となった。 

フジタには加算点として 15 点が算定されていますが、

この点の実施確保について発注者はどのようにして把握

するのですか。 

 技術提案の実施確保については、契約書においてその履

行義務を明記しており、工事期間中に監督職員がその実施

について確認を行うこととしています。 

（分科会長の意見）この案件については特にありませ

ん。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：国立総合児童センター（こどもの城）エレベーター６・７号機更新工事 

資格種別  ：―  

選定理由  ：随意契約の案件の中で最も契約金額が大きい。不落随契 

発注部局名 ：雇用均等・児童家庭局 

契約相手方 ：日本オーチス・エレベーター株式会社関東支社  

予定価格  ：33,390,000円 

契約金額  ：32,760,000円 

落札率   ： 98.11％ 

契約締結日 ：平成22年12月7日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１回目は応札業者がなく不調に終わったため、

再度公告入札を行った。日本オーチス・エレベーター(株)のみが応札したが入札金額が予定価格を上回り、不落となっ

たため、予算決算及び会計令第９９条の２に基づき随意契約を行った。 

 当初の入札の際の公告方法はどのようなものでしょう

か。１者入札だったようですが、その方法で充分だったの

でしょうか。 

  

今回の入札においては、ホームページ及び中央合同庁舎５

号館１階への掲示により入札公告を行ったところ、これまで

同様の入札公告の方法により実施し、複数業者からの応札が

あったものもあり、入札公告の方法としては問題がないと解

しています。 

特に難しい工事のようには思えないのですが、１者入札

の原因に心当たりはありますでしょうか。 

 

今回の工事に関しては、改修の対象となるエレベーターが

特注品であったこと、また、工事内容も全体更新ではなく部

分的な更新であったことから、１者応札となったと思われま

す。 

８Ｐの随意契約理由書によると、入札参加資格を拡大し

て再度入札を行った旨の記載があるが、日本オーチスのよ

うな大手が入れないような入札参加資格になっていたの

ですか。入札参加資格を厳しくしすぎたおそれはないでし

ょうか。 

 
 

今回の入札について、予定価格が３３，３９０，０００円

となっており、厚生労働省における入札参加資格の等級Ｃに

該当することとなります。 

このため、入札公告においては、等級Ｃ及びＤの入札参加

資格としたところでありますが、応札が無かったことから、

等級範囲を拡大し、入札を行ったものです。特に、大手の業

者の場合、そのほとんどが入札参加資格がＡ又はＢ等級であ



るため、１回目の入札公告で応札できなかったものでありま

す。 

 （分科会長の意見）「こどもの城」は毎回同じ問題が起

きています。抜本的な見直しが必要です。国民に対する説

明がつきにくいと思われます。 

 

 

 

 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については資料の配付をもって報告を行った。 

 

                              【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） 

 


