
平成２３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 
 

 

開催日及び場所 平成２３年６月２９日（水）  厚生労働省専用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  元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２３年１月１日～平成２３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：検査関係消耗品（ソルビン酸ほか248品目）の購入 

資格種別  ：物品の販売（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由 ：不落随契の案件の中で最も契約金額が大きい。 

発注部局名：関西空港検疫所 

契約相手方：株式会社関薬 

予定価格 ：8,046,680円 

契約金額 ：8,043,000円 

契約率  ：99.95％  

契約締結日：平成23年2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、３者が応札したが、３回の再度入札によっても予定

価格に達する入札がなく落札しなかった。最も低い入札額を示した(株)関薬と、予算決算及び会計令第９９条の２に基づ

く随意契約を行った。 

 

 電子入札の場合、１回目の入札でどの入札業者も予定価

格を超えているときには、どういう形でどういう情報を参

加した人に伝えるのですか。 

原則は電子入札ということではございますけれども、今回

のケースについては、紙入札での対応ということにさせてい

ただいています。 

紙入札ではどこまでの情報を伝えるのですか。すべて予

定価格を超えていますという情報だけを伝えるのですか。 

はい、そうです。予定価格に達しませんでした、と伝える

ことで、業者が入札会場で、入札の意思がないと手を挙げら

れると入札は打ち切りとなります。 

関空検疫所でこの消耗品というのは年に何回ぐらい
に分けてやるのですか。年に１回ですか。 

年に１回もしくは２回です。 

気になったのですが、３月３１日までの納期で、使うの

は結局翌年度になってしまうわけですね。 

 

当然単年度の予算ですので、そういうことはないようにと

いうことで、調達計画を立てるようにお願いはしております

けれども、結局は現場の方が必要ということであれば、予算

の範囲内で対応することになります。 

２回目、３回目の入札では、各社ほとんど 1,000 円
2,000 円の差で入れてきているというのは、総額という
のは相当この品目リストから想定できるのですか。 

あくまでも推測ですが、業者の方で金額というのは決めら

れていますから、業者さんが手加減できる金額の範囲での対

応なのでしょうが、1,000 円単位で後は仕切って落としてい

くというやり方なのだと思います。 

したがって、２回目、３回目、4,000 円落としたり、
5,000 円落としているとか、こう徐々にやっていってと

そこは推測でしかないのですけれども。 

 



いう、手探りでやっているわけですね。 

もう一つ確認しておきたいのは、結局不落だったと。そ

れで１番低い金額を提示した業者にもう一度見積りという

価格交渉をするわけですけれども、予定価格は言うのです

か。 

 

言わないです。 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件２】 

審議案件名 ：助産師等国家試験実施会場の賃貸借契約 

資格種別  ：― 

選定理由  ：公募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 ：中国四国厚生局 

契約相手方 ：学校法人 鶴学園広島工業大学専門学校 

予定価格  ：4,216,850円 

契約金額  ：4,216,850円 

契約率   ：100.00％  

契約締結日 ：平成23年2月1日 

（調達の概要）助産師等国家試験の試験会場を確保するため、公募を実施したところ、（学）鶴学園広島工業大学専門学

校のみが申請し、公募条件を具備していたため、会計法第２９条の３第４項に基づく随時契約を行った。予定価格と契約

金額は同額である。 

公募したということにおいてある種の競争性が働くわけ

ですけれども、公募というのは例えばどういう方法でやっ

ておられるのですか。 

比較的早い時期に試験会場を確保する必要がありますの

で、昨年につきましては、５月 10 日～21 日の２週間ぐらい

かけて公募をかけたわけなのですけれども、その公募要領を

つくって、中国四国厚生局が入居しております広島合同庁舎

の入り口の掲示板と執務室の廊下の前に、紙の公募要領を貼

り出し、それとホームページに掲示して公募を行いました。 

要するに、公募をして１者しか名乗り出なかったという

のは、入札でいうと１者応札みたいな感じになっているわ

けですけれども、もっとこれについていろいろ当たるとか、

尐しでも競争性が働くように、公募に応じてくれるような

宣伝の仕方を工夫する余地はなかったのですか。 

例えば看護師の国家試験になりますと、受験者数が 3,000

人という非常に大人数になるということもありまして、試験

日も全国統一になっているということもございまして、なる

べく１つの会場で試験を実施した方が、監督する方につきま

しても、受験者の方にも、受験会場の間違いとかも起きにく

くなるものですから、そういったところもありますので、な

かなかこれ以上の工夫が尐し難しいと思っております。 

結果として毎年毎年広島工大専門学校でずっとやってい

て、価格も向こうが提示するままになっているということ

はないですか。 

昨年はこの助産師を含めた６業種が広島工業大学専門学

校だったのですけれども、その前の年は、公募にかけても応

募がなくて、それぞれの試験で全然ばらばらの会場を使った

経緯もありますので、必ずしも毎年広島工業大学専門学校だ

ったわけではないです。今回、もう尐し価格の面で配慮でき

る余地はないのかという話もさせていただいたのですけれ

ども、相手方としてはそこの会場は昨年も国家公務員のⅡ種

採用試験の会場とか、いろいろな試験で使っている実績もあ

りまして、ほかの者に対しても、この会場で定めている料金

表に基づいた料金で貸し出しをしているので、うちだけ例外

というわけにはいかないというお話もありまして、結果的に

相手が提示した料金表に基づく金額になってしまったとい

う事情がございます。 

一括して受けられるかどうかという、公募の要領上はす

べてに応じられるというのが前提になっているのですか。

それとも、それは必須ではないけれども、たまたま応募し

てきた人が、６試験か７試験でしたか、できますと言って、

たまたまそうだったということとどちらですか。 

試験は９職種をこの日程で予定しているということで上

げておりますけれども、今回広島工業大学専門学校は６職種

だけ公募に乗って、残りの３職種は日程が合わないというこ

とで乗らなかったものですから、極端な話、職種ごとに違う

会場でそれぞれ手が上がってきて、決定するという余地もあ

りますので、全職種をやらなければいけないという縛りは特

に設けてはおりません。 



５ページの応募要領に「各個別の試験職種の応募も可で

あるので、申請書にその旨を明記すること」とありますね。

こちらからやれますかと言ったら、やれるところがいっぱ

いあるような気がするのですけれども、その値段における

競争というのが全く働いていないので、結果的にこの仕組

み自体が競争性が働く仕組み、形上は競争なのかも知れな

いけれども、安く契約するという仕組みにはなっていない

ような気がするのですが。 

 

我々としても、できるだけ安くいい会場を確保できればそ

れに越したことはないと思っておりますけれども、やはり国

家試験は先ほど申し上げましたとおり、同一日に同一時間、

例えばほかの地域より１分でも遅くなるというわけにはい

かないという、そういう厳しい条件の中で行うということも

ありまして、まずその日にそれなりの人数を収容できる会場

を確保するというのがどうしても最優先されてしまうとい

うこともあります。せめて公募をかけて複数者の手が挙がれ

ば、会場の条件と価格ということを勘案しながら、業者の決

定ということができるのかも知れませんけれども、なかなか

会場を貸し出す側も手が挙がってこないと、そういった価格

の競争というのがなかなか働きにくいというのはあると思

います。 

（分科会長の意見）やはり競争性が現実働きにくいとい

う非常に厳しい条件で、かつそういう条件の下で予定価格

と契約金額がぴったりと一致していて、価格を尐しでも下

げようという努力をされたのだと思うのですけれども、し

かし、それが一般国民の目にははっきりわかりにくいとい

うことで、不適切な案件とは思いませんけれども、今後い

ろいろ努力を継続していただければと思います。 

 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：液体クロマトグラフ用タンデム四重極型質量分析装置 一式 購入 

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の中で最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社バイオテック・ラボ 

予定価格  ：48,006,000円 

契約金額  ：48,000,000円 

落札率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成 23年 1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、３者が応札したが、予定価格を下回ったのは(株)

バイオテック・ラボのみであったため、落札者に決定した。 

契約金額が予定価格とほぼ 100％で、予定価格自体も納

入実績どおり 0.9 というので、ほとんど 0.9 で予定価格が

つくられて、それで落札すればというのが、何となくそう

いう見通しの下にやっているみたいな感じになっているの

かなと思うのですけれども、この納入実績を取ったところ

はメーカーですね。 

はい。 

メーカーがなぜ納入金額を把握しているのですか。直接

メーカーが食品衛生研究所に納入した実績があるのです

か。 

18 年３月の納入がございましたので、その契約書を 10 ペ

ージ以降で確認しております。そのときも、バイオテック・

ラボさんが落札をしておるところなのでございます。 

なぜメーカーに納入実績を取るのですか。メーカーが何

を基に答えたかと言ったら、代理店の実績を基に答えてい

るのです。 

メーカーの方から納入実績を取る際には、定価が幾らであ

ったとか、納入金額が幾らであったとか、そこまで記載して

くださいというようなお願いというのは一切しておりませ

ん。今回の場合には定価と納入実績が記載されておりますけ

れども、記載されていない納入実績が来ることもございます。 

それでしたら、今回の予定価格というのは何に基づいて

つくられたのですか。 

今回は、納入実績表の提出がありましたので、これを基に

算出ということです。 

研究所としては要求している性能があるのはウォーター

ズ社製しかないわけですか。 

３社程度の聞き取り調査はしたのですが、液体クロマトグ

ラフがあって、それに接続して質量の分析をする装置なので、

今、持っている液体クロマトグラフにちゃんと接続できるか

どうかが一番重要なところなのですが、それを３社ぐらい聞

き取りしたところ、一番近かったのが日本ウォーターズ社の



製品になったということです。 

では事実上は決まっているわけですか。その性能を限定

すればウォーターズ社製のものしか入れなくなっていると

いうことなのですか。 

  

事実上はそうかも知れません。ただ質量分析装置だけでは

分析できませんので、今、持っている液体クロマトグラフを

使ってやらないといけませんので、もしやるとしたら、液体

クロマトグラフも一緒に買ってやるというようなことにもな

りかねませんので、それは最初に液体クロマトグラフを買っ

たときにその辺も一緒に予算があって、一緒に買えれば、そ

のときに液体クロマトグラフもうちは一般競争入札をして、

そこの製品になったというところがあります。 

液体クロマトグラフはウォーターズ社製のものなのです

か。 

はい。今あるのがそうです。 

ウォーターズ社製で、かつ何年か前にもそれを納入した

会社がバイオテック・ラボで、今回もバイオテック・ラボ

で、予定価格の 100％だったということですね。 

はい。 

 結局同じ製品をこのスタイルで予定価格を立てている限

り、毎回定価証明の 0.9を入れておけば、0.8999入れてお

けば取れるという、そんな感じの仕組みができ上がってい

るような印象を受ける。要するに材料がこれしかないわけ

ですね。ここに定価証明と納入実績をお願いしたら、次だ

って 0.9 で出てきますよ。だからそこから離れられない。

要するに、よそではもっと安く入れているとか、予定価格

が実はこれより低いかもしれないという何かがないと、が

ちがちになってしまっているような気がしますけれども。 

ほかの我々と同じような研究をしているようなところで、

これと同様のものの納入実績をこちらの方で調べることとし

て、これ以外に予定価格を算出できるような材料をなるべく

取って算出するように努力をしていきたいとは思います。 

（分科会長の意見）実績があると、それに基づいて予定価

格を算出して、過去の納入実績があるものが入れてきたこ

とにおいて、手続的には瑕疵がないかもしれないけれども、

やはりその仕組みに乗っかっている業者が常に高いパーセ

ントでこの仕事を取り続けるということになるので、そう

いう既定の路線になってしまわないようないろいろな努力

を今後していただく必要があるのではないかということ

で、御指摘させていただきます。 

 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：マイクロプレートスペクトロフォトメータ １式  

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 ：ナカライテスク株式会社 

予定価格  ：1,599,969円 

契約金額  ：1,598,625円 

契約率   ：99.92％ 

契約締結日 ：平成23年1月19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１６０万円を超えない財産の買入れ）に基づく随意契約

を行った。 

取っている見積書の位置づけなのですけれども、あくま

でも予定価格を決めるための見積書を出してくれという意

味の見積りなのか、これで一番安いところは契約できます

よという意味の見積りなのですか。 

 参考見積りをいただいたのは、予定価格を算出したいので

ということでいただいております。 

 

 

では、その中から一番安いものを選ぶという選択肢はな

いのですか。160 万円以下であれば随意契約をやるという

前提で話を進めているわけでしょう。であれば仮に予定価

格作成のためだけの見積書であっても、その中から安い業

者を選んでという選択肢もあるのでしょう。だから今回は

予定価格を算出するために参考見積りをもらっていて、そ

の後そこの業者以外のところも含めてここの業者からも本

当は取ればいいのかもわかりませんけれども、予定価格の算

出のために見積もりの提出を決めた業者があって、また契約

した業者もそこの中からの一番安いところの１者であれば、



３社と別の２社が出てきてやっているからなぜかなと不思

議に思ったのですけれども、それは何か理由があるのです

か。 

逆にそこに決まってやっているように思われるところもあ

ると思いまして、一応参考見積りをもらったところ以外のと

ころから正式な見積書を取って、業者を決めたというところ

です。 

ナカライテスクと岩井化学薬品は、新たに見積りをお願

いしたところという意味ですか。その中で一番安かったと

ころですか。 

 はい。それで予定価格よりも下回っていたところというこ

とです。 

 

先ほどの資料３の契約と時期的にかなり近いのですが、

そういう場合は一緒にしてできないのですか。 

 

一応１月を過ぎているような案件でございまして、これ以

外のものもたくさんあることは事実でございますけれども、

なかなか調達をやる人間というのも、うちの中で担当するの

が２人か３人くらいしかいませんので、そういうところもあ

ります。現実 160万円ぎりぎりなので、一般競争入札をやる

ということも、変な目で見れば数字合わせをして尐額随契し

ているという目もあると思いますので、なるべく一般競争入

札をやるよう努力をしていきたいとは思います。 

（分科会長の意見）手数がかかるにしても、160 万円ぎり

ぎりの案件だったら、入札にして一番安いところに下ろせ

ばそれなりに透明性というか、一般国民に対しても説明が

しやすいではないですか。今後できればそういう努力をし

ていただきたいです。 

 

 

【審議案件５】 

審議案件名：平成２２年度食品中の放射性核種に関する分析一式請負契約 

資格種別 ：役務の提供等―調査・研究（Ａ、Ｂ、Ｃ等級） 

選定理由 ：請負契約の案件の中で最も契約金額が大きい。一者応札 

発注部局名：国立保健医療科学院 

契約相手方：(財)日本分析センター  

予定価格 ：18,297,300円 

契約金額 ：17,829,000円 

落札率  ：97.44％ 

契約締結日：平成23年1月6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者応札となった。入札説明書を配布したのは３

者だったが、２者は入札を辞退した。 

こういう分析一式というのは毎年出るのですか。それで毎

年日本分析センターなのですか。 

今回が２回になりまして、２年目の契約になりまして、前

年も日本分析センターです。 

前年も応札は１者だったのですか。 はい。 

14 ページを見ますと九州環境管理協会にも入札説明書が

配布されていて、ウランについては履行不可能なので入札を

辞退することになっているのですが、今のままでは結果的に

これからもすべて１者応札になるのではありませんか。これ

を分けて、ウランはウランという形で九州管理協会も分析で

きるような契約の方式はできないのですか。 

分析して得られるデータの継続性と言いますか、そういっ

たものについては同じ業者でやっていただくというのが研

究者側の意向もありまして、分割して違う業者さんに依頼す

るというのも一つの手ではあると思うのですが、その辺のと

ころで難しいところもあるかなと思います。それと、仕様書

の説明をさせていただきますと、対象食品 20 試料、要は 20

の検体につきましてこの品目を検査すると。つまり、ウラン

だけはこちらに抜くというわけではなくて、この 20 検体す

べてを競争していただくこととなります。ですので、同じ検

体を２者で別々に、こっちでウランをやってください、こっ

ちはウランやらなくていいですよとやりますと、違う検体の

検査になってしまいますので、そこの精度の確保という観点

もございます。 

今、継続性と出たのですけれども、継続性は関係ないです

よ。継続性というのだったらこの仕組みを取っていること自

体仮装というか、形だけの入札になってしまうんですけれど

も。だからもし継続性を重視されているのだったら、随契で

やるべきだと思うのですけれども。 

我々の知り得ている情報の中ではほかにはありませんが、

逆に言うと、本当にここしかないのか、ほかにはできるとこ

ろが存在しないという証明を我々はできない、というところ

もございまして、手を挙げてくるところがあるのではないか

と待っている状態ではあります。 



 尐なくとも去年１者応札でこの業者、今年も１者応札でこ

の業者で、また今度やるとき１者応札でこの業者で例えば落

札率九十何％と、ずっと継続していくのだったら、これ国民

に対する説明ができないでしょう。１者応札にならないため

の工夫というのはどうなのでしょう。いっそのこと、どうし

ても駄目ならば公募方式にして、１者だったら随契すると

か。これだけの検査ができるアビリティのある会社は事実上

これしかないのですね。 

 

公告の方法はどのようにされたのでしょうか。 官報と当院のホームページ、あと厚生労働省医薬食品局食

品安全部企画情報課検疫所業務管理室及び社団法人日本ア

イソトープ協会そういったところの公報を通して広く業界

の方にも伝わるようにしています。 

この契約に応じるかどうかということではなくて、やれる

ところがありますかというような形でのリサーチを積極的

にして、今のところ把握していないというのではなくて、調

べたけれどもそれはもうないということですか。 

こういった調達を科学院の方で行っていますよと、そうい

った入札案件がありますので、可能なところはどんどん手を

挙げていただく、あるいは入札説明書をこちらの方から送ら

せていただいたと、取りに来てくださいではなくてこういう

案件がありますので、是非可能であれば入っていただけない

かということです。 

（分科会長の意見）尐なくともそういうリサーチをする

御努力を是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：病院等整備工事（LAN工事） 

資格種別   ：建設工事―電気通信工事（Ａ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。総合評価落札方式未実施。 

発注部局名 ：国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

契約相手方 ：東光電気工事株式会社 

予定価格  ：234,000,000円 

契約金額  ：228,900,000円 

落札率   ：97.82％ 

契約締結日 ：平成23年2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、１回目は４者が応札したが不落であった。２回目

は２者が辞退し、東光電気工事(株)の入札額が予定価格を下回ったため落札者に決定した。 

これは総合評価落札形式にしなくてもよかったのです

か。 

 金額的に２億円を超えるので、ボリュームはあるのですけ

れども、内容が LAN配線とサーバーの設置ということで、比

較的簡易な工事なので、価格競争で問題がないと判断いたし

まして、一般競争入札にいたしました。 

予定価格調書というのが 176 ページにあるのですけれど

も、これはどのように算出したのかを、御説明していただ

けませんでしょうか。４者が応札したわけですが、２億円

台から５億近いものまで、金額が離れているのが気になり

ましたので。 

今回添付しておりませんで申し訳ありませんでした。内

容、積算の方法については、見積りによる部分は見積りを使

いますけれども、それ以外の配線工事等は国土交通省の統一

基準の単価で積算をしております。 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件７】 

審議案件名 ：睦ヶ池護岸等整備工事 

資格種別  ：建設工事―「建設一式工事」または「土木一式」（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 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社平野組 

予定価格  ：67,166,400円 

契約金額  ：54,285,000円 

落札率   ：80.82％ 



契約締結日 ：平成23年3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、応札した２者のうちより低い額で入札した(株)

平野組に低入札価格調査を実施した上で、落札者に決定した。落札率は８０.８％である。 

公告の方法ですけれども、園内の掲示、園のホームペー

ジかつ業界紙という、この種の発注では、大体こんな公告

の仕方が一般的なのでしょうか。 

一応、園内掲示とホームページは各施設でやりますが、業

界新聞の方は各施設の方から自主的にやるというところが

ございまして、この施設ですと業界紙へ掲載をしてもらった

という状況でございます。 

低入札案件なので、価格は安く上がったという評価なの

かもしれないですけれども、応札したのが２者ということ

はそんなものと考えるべきなのか、想定していたより尐な

い何かがあるのかということは、考えられますか。例えば、

履行期間が１か月以内となっていて、しかも年度末となっ

ていますけれども、これによる影響というのはないと考え

てもよろしいのですか。 

３者は来たのですが、１者は審査まで受けたのですけれど

も、応札には来なかったということでございます。 

（分科会長の意見）２月に入札公告をして、３月ほぼ３

週間でやれという仕事で、２者しか応札していなくてとい

うあたりで、もう尐し幾つかの者が応募して、競争力がも

っと働いてというような工夫の余地、例えば広報の方法や

履行期間、あるいはもっと早目にこういう仕事を公告する

というようなことで、なお一層の改良をする余地があった

のではないかなという感想を持ちました。 

 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立療養所菊池恵楓園 第三センター整備その他工事（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 ：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ：株式会社フジタ九州支店 

予定価格  ：1,129,809,450円 

契約金額  ：782,250,000円 

落札率   ：69.24% 

契約締結日 ：平成23年2月28日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、８者が応札し、総合的な評価値が最も高い(株)

フジタが契約の相手方となった。いずれの入札金額も低入札価格調査基準相当価格を下回った。 

 

 これは総合評価落札方式で、かつこの案件については低

入札価格だったのですけれども、216ページで、入札金額を

比較しますと予定価格に対してこの株式会社フジタだけで

はなくて、各者かなりアンダーで入れていますね。これは

何か思い当たる節というものはありますか。逆に言うと、

予定価格が高すぎたのではないでしょうか。 

私どもの積算に関しましては、国土交通省等で基準が示さ

れておりまして、それを採用しての価格設定をしております

ので、高いという認識はありません。 

 

予定価格に対して低入札価格調査の基準は 90％なの
ですか。 

低入札価格調査基準は直接工事費、共通仮設費、現場経費、

一般管理費という各項目が積算上ございまして、その各項目

において率が定まっておりまして、直接工事費ですと 10 分

の 9.5 の金額となっているのです。後は共通仮設費ですと

10分の９、現場経費だとすると 10分の７、一般管理費等は

10 分の３の金額のトータルが低入札価格調査基準の価格に

なるのです。 

215 ページの予定価格調査がありますが、そこの４番で

低入札価格調査基準を出しているのですけれども、これは

予定価格の９割なのですか。 

 簡単に言うと 0.7から 0.9の間です。   



９割にしてしまうと、ほぼすべてこの８者が９割以上で

入札しないと低入札価格調査の対象になるわけですね。調

査基準が高いかなという、そういう認識はないのですか。 

低入札の計算方法につきましては、各省統一の計算方法を

用いておりまして、確かに国土交通省が中心になって策定し

ておるのですけれども、各省庁それと同じ基準で運用してい

ます。 

低入札の入札企業は、例えば株式会社フジタについては

決算内容について問題がほかにあるとすれば契約の履行が

果たせるのかどうかというようなことを発注者側が判断す

るわけですが、今回はどういう状況だったのですか。 

 すべて問題ないという判断で契約されています。 

この 253 ページからの決算内容財務状況についてのコメ

ントというのは、銀行の書類の通知という意味ですか。253

～256 ページはだれがだれにあてて書いたものなのでしょ

うかね。 

 

 済みません、確認させていただきたいと思います。 

（後日、「税理士事務所に依頼し、提出させたものである。」

と回答。） 

恐らく低入札価格調査の一連の資料の中で、銀行は信用

状況についてある種の判断、コメントをしていて、253～256

ページは決算内容についてどこかの機関が何か資料提供し

ていて、それらを総合して、先ほど小川委員から御指摘が

あったように発注元として、ここに発注して差し支えない

という判断を下したわけですね。多分一連のプロセスをち

ゃんと取っておられると思うのですが、この資料はどこか

ら出て、それらに基づいてこの発注元がどういう判断をし

て、どういう通知をしたかという資料を加えておいていた

だいた方が経緯がちゃんとわかるという意味で、資料補足

をお願いできませんでしょうか。 

 

 はい。わかりました。 

（後日、「資料の確認は園長、事務部長の施設幹部が行い、

問題なしと判断し、その結果を支出負担行為担当官（事務部

長）から（株）フジタ宛て通知した。」と回答。） 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件９】 

審議案件名 ：ビックアイホール舞台機構設備ワイヤーロープ交換工事 

資格種別  ：「機械器具設置」でＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者。  

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社サンケン・エンジニアリング 

 予定価格  ：14,850,000円 

契約金額  ：14,700,000円 

落札率   ：98.99% 

契約締結日 ：平成23年1月27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者応札となった。落札率は９８．９９％。 

公告方法はどのようにされたのでしょうか。 

 

 公告につきましては、私どもの庁舎のところに公告を貼

り出す場所がございますので、そこに公告を貼るという形

でやっております。通常の案件と同じやり方であります。 

掲示だけですか。  ホームページも載りますので、そちらでも全国の事業者

の方がごらんになれることになります。 

本件の公示場所施設には、設置場所のどこかには掲示は

されていないのですか。 

 恐らくされていないかと思います。 

この案件は、会計課で取り扱うことについて、ほかに選

択肢がないのか、つまり書類を渡す場所であったり、実際

に札を入れる場所がみんな厚生労働本省になっているの

ですが、制度上難しいのですか。 

 

 事務をこちらの霞が関でやっている都合上、どうしても

そうなってくるのですが、公告でありますとかそういった

ものの配付については、例えばこの施設でありますとか近

畿管内の厚労省関係の施設もございますので、そういった

ところに貼っていただくとかという対応は今後あり得るか

なと思っています。 



これは交換工事ですね。ワイヤーロープを交換した

りする元工事もこの会社ですか。 

ビックアイホールという工事自体は国土交通省の近畿地

方整備局が発注しておりまして、そこの施工者はわかりま

せん。ただ、ワイヤーロープという舞台機構装置自体はサ

ンケン・エンジニアリングが導入しております。メンテナ

ンスもここでやっております。 

予定価格はどのように作成されましたか。  サンケン・エンジニアリングが納入されたメーカーなの

で、サンケン・エンジニアリングから見積書を取ってヒア

リングをして査定して決めております。 

では、ほとんどサンケンですか。  サンケン・エンジニアリングから出てきた見積もりが

1,800 万円程度でしたので、内容を確認して高すぎるとこ

ろについてはヒアリングをして査定しています。 

高すぎると判定した、ここは高すぎるであるとか、
これが相当でないかという返事、打ち返しはここには
しているのですか。それともそれは内部で議論しただ
けで、こちらの評価あるいは結果は知らせてはいない
のですか。 

 ヒアリング自体はサンケン・エンジニアリングにしてい

ますので、当然一番高かったのがどこかというと人工の部

分が高かったので、こちらの 27,000円という人工があった

んですけれども、18,000円ぐらいのとび職の人工で十分で

はないかという話をして、回答はもらったわけではないの

ですが、こちらから金額的にはこれが適正ではないかとい

う話はしました。 

今の 18,000 円にして計算するとちょうどこの金額にな

るのですか。出された見積もりに対してここが高いのでは

ないか、これでできるのではないかと言うと、そこを減算

すれば、こちらで妥当と思っている金額が相手に伝わって

しまっている可能性があるのではないかと思いますが。 

この入札、１者応札ではございましたが、実際札入れは

３回行っております。当初の２回、予定価格に達しなかっ

たものですから、不落になりまして、その後、再度公告を

しまして、３回目で予定価格におさまるということで落札

決定いたしましたので、そういう意味では最初から私ども

の予定価格はサンケン・エンジニアリングの方で把握して

いたということはないだろうと思っております。 

 

１回しか行っていないような資料ですが。 

 

 当初の入札が１月５日に行っておりますが、その後、26

日の再度の入札で落札となりましたので、今回の資料とい

たしましては 26 日の分の資料のみを添付させていただい

ております。 

第１回としてサンケン１者が 1,400 万円ということで

第１回目で落札したような資料になっていますけれども、

これは違うんですか。 

再度公告しておりますので、開札の調書上は 26日の入札

の１回目という意味になります。 

そうすると、１回目は何者応札されたのですか。  １回目もサンケン・エンジニアリング１者です。 

結果的にはサンケン・エンジニアリング以外の会社も入

札してきたのですか。 

 ３回ございましたが、すべてこのサンケン１者の参加と

いうことになります。 

第１回目のときは幾らだったのですか。  第１回目は 1,500万円で入札されております 

見積もり、舞台装置のロープというのは、そのものを最

初につくったメーカー以外のメーカーとかそういうとこ

ろを当たって、そこからも見積書を取るということはしな

いんですか。ある程度市場化されたもの、特注かどうかわ

からないんですか。 

材料自体は金属なので、市場単価がありますので、それ

がそんなに業者によって大きく差がなかったもので、それ

をそのまま採用しています。 

そうであれば、なぜ予定価格の参考見積を取る業者をサ

ンケンにしたのですか。 

 既設メーカーなのでと思います。 

予定価格を決めるための見積もりをあえてここから取

ることの正当性というか、公平性ということだと思うんで

す。 

工事は実際にかかった材料と工賃で価格が決定するんで

すけれども、材料自体は市場価格がありますので、ある程

度想定できます。工賃は公共工事の単価があるので、それ

はこちらの方で単価を入れ替えております。一番問題なの

は、数量がどのぐらいかということだけなんですけれども、

ロープの長さが何 m 入っているかとか、そういったものは

既設メーカーでないとわかりませんので、そこの数量のみ

を参考にしております。 



金額を出させないでそういう技術的なデータだけもら

って独自の基準で積算するなり、それを別の参考見積もり

を出してくれるところに渡すなりしておればよろしいの

かなと思うんです。 

それはそのとおりと思います。以後、考慮します。 

 

（分科会長の意見）これは舞台機構設備を納入した会社が

１者応札で取った案件で、しかも 99％なんですが、予定

価格の調査にもいろんな理由をおっしゃいましたけれど

も、この会社の資料を使っていてヒアリングまでされてお

られる。かつ、１者応札で九十何％。これは国民の目から

見て、もう尐しわかりやすく公開・透明性というのを努力

する手段があったのではないでしょうか。できる限りそう

いう努力を今後していただかないと、これは非常にわかり

にくい案件だなという印象を持ちました 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：平成22年度硫黄島仮設事務室設置工事 

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。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：鹿島建設株式会社 

予定価格  ：49,950,000円 

契約金額  ：48,930,000円 

契約率   ：97.96％ 

契約締結日 ：平成22年12月22日 

（調達の概要）会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

現地でこういうコンストラクターがいるというのは鹿

島に限られるのですか。 

 

はい。重機等を持っているのは鹿島だけという事情がござ

いまして、なかなかそういった設備を新たに持ち込んで工事

を請け負っていただける業者が出るかどうかというと、相当

難しいのではないかと思っております。 

予定価格は、いわゆる積算的に単価と数量で導き出した

ものですね。 

予定価格は３者見積もりをもらいまして、それを査定して

決定いたしました。 

３者からですか。 はい。 

こういう業者から見積もりを取って予定価格を立てる

ときと、積算基準を使って立てるときの使い分けの基準は

どのようになっているのですか。 

 

まず設計積算は我々の方でやりまして、積算の単価を決

めるのに離島ということで、各専門業者に、例えば電気工

事は電気工事屋さん、機械は機械屋さんという形で、そう

いうように専門のところから見積もりを取って３者比較を

して一番安いところで単価を設定したということです。総

価で幾らという見積もりで３者ということではございませ

ん。 

現場には特殊性がありますけれども、使う材料とかはみ

んな持ち込むのですか。 

はい。持ち込みです。 

運び賃とかいった先ほどの間接経費というか現場経費

的なものはよけいにかかるかもしれないけれども、元の材

料費というか仕入れ費は変わらないのですか。特殊性はな

いのですか。 

 

はい。 

 

業者の見積もりを参考にしたというのはどの部分を参

考にしているのですか。 

 

各項目について一応３者見積もりを取りまして、うちの

方で刊行物と比較しまして、離島の割増とかを比較しまし

て見積もりの単価を査定してこちらで単価を設定したとい

う形にしています。 

硫黄島に鹿島の重機があるから鹿島に随契にするとい

うよりも要は緊急性があるかどうかということなんです

か。補正予算が付いて４月からやらなければいけないとい

うので海上自衛隊などは船で運ばなければいけないから

１つは補正予算が成立したのが 11 月 26 日と、その後、

１月下旪には現地に資材を運んで工事を開始しないと納期

には間に合わないという計算がありましたので、そうする

と、遅くとも 12月の中旪には実際に契約を発注しないと間



間に合わないとか、そういうことなんですか。 

 

に合わないという中で、その短期間の中で準備ができるか

ということになると、鹿島以外には非常に難しい状況だっ

たろうと。新たに参入する業者さんということになります

と、硫黄島という非常に特殊な環境の中で、機械を用意し、

そこで働ける人員を確保してやっていくということになり

ます。 

実際に今回の平和祈念硫黄島特別対策事業というのは

４月１日から始まる事業なのですか。 

 

そのように当初予定しておりましたけれども、震災の関

係で人員の輸送、航空自衛隊の輸送機で運びますが、被災

地の支援にほとんど振り向けられてしまいまして、それが

できなくなりましたので、やむなく工期を７月まで延長と

いうことになっております。 

 （分科会長の意見）予定価格の積算について普通やるの

は単価と数量と離島という特殊条件、そういうところでで

きるだけ客観的な算出根拠を持って透明性を確保すると

いうことは努力の余地があったかもしれない、慎重を期す

余地があったのではないかと思います。 

 

 

 

 

 ８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） 

 


