
平成２３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 
 

 

開催日及び場所 平成２３年１０月７日（金）  厚生労働省専用１８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４月１日～平成２３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１－１】 

審議案件名：汽船「せいしょう」甲板部等中間検査ドック工事 

資格種別  ：役務の提供（Ｂ、Ｃ、Ｄ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件の中で契約金額が大きい。１者応札。 

 調達方法の妥当性（関連資料１－２）  

発注部局名： 国立療養所大島青松園 

契約相手方：企業組合津田造船所   

予定価格 ：7,980,000円 

契約金額 ：7,192,500 円 

落札率  ：90.13％  

契約締結日：平成23年4月1日 

【審議案件１－２】 

審議案件名：汽船「せいしょう」機関部等中間検査ドック工事 

資格種別  ：役務の提供（Ｂ、Ｃ、Ｄ等級） 

選定理由 ：一般競争入札を実施している案件の中で契約金額が大きい。１者応札。 

調達方法の妥当性（関連資料１－１） 

発注部局名：国立療養所大島青松園 

契約相手方：株式会社大高商会 

予定価格 ：3,045,000円 

契約金額 ：2,768,073円 

落札率  ：90.91％  

契約締結日：平成 23年 4月 1日 

（調達の概要）同じ汽船の中間検査ドック工事である２つの調達について一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったと

ころ、各々１者応札で別々の業者が落札した。 

 甲板部とエンジン（機関部）とで検査の調達を分括した

ということですか。一緒にはできないんですか。 

ドックを保有しているところと、エンジン部は工場に持っ

て帰って、別々にやっております。一緒にした場合、ドック

がエンジン部に注文するということになりますので、中身の

手数料とかがあるような気がして、別個で注文しておりま

す。 

１者応札になっているんですけれども、１－１の方で見

積を取っているんですが、14ページで坂出造船所というと

ころの見積を取っていますね。そこからはなぜ入札という

ドックは、船を持っていきますので、高松市内ということ

で入札方法をかけております。 

 



か、応札が出ないんですか。 

高松市内に限るというのは、どのような理由からなんで

すか。 

 

何かあった場合、船員がすぐに行かないといけないのと、

ドック当日、船をドックまで持って行かないといけないの

で、余り遠方だと燃料とかがかかりますので、高松市内と限

定しております。 

そんなに高松と離れていないような気がするんですよ。

要するに、高松市内に限ると１個しかなくなってしまって、

隣の市町村とか隣接のところにも造船所はあるような気が

するんですけれども、そういうところがなぜ排除されたの

か疑問に思ったんです。 

私としては、高松市内ということにしたんですが、これは

別に今後検討の余地はあります。ただ、実際問題、高松市内

だとドックのときにすぐに見に行けるということで、そのよ

うな条件を付したところです。 

 

例えばドックに行けるところまで何時間かかるとかいう

のであれば、別に高松市内でなくたっていいわけでしょう。 

高松市内に限ったというのは、何か特別な理由があるのか

なと思ったんです。 

それは船員さんが見に行ったりするときの都合と、ドック

に行くときの時間ですね。それとドックが終わりましたら引

き上げに行きますので、その時間とかを考慮して高松市内と

しております。 

同じように、エンジン部の方も１者応札になっているん

ですけれども、エンジン部の予定価格を想定するための見

積はどこから取られているんですか。 

エンジンを製作しているヤンマーディーゼルから取りま

した。 

 

分割して発注したことについて、一応御説明はいただい

ていたかと思うんですけれども、それは裏付けといいまし

ょうか、これは蹴った方が安くなりそうだというところの

仕組みがいま一つわからなかったんですが、その辺はどう

いうことでしょうか。 

仕組みといいますか、エンジンと甲板部というのは、もと

もと別個の存在になっていますので、それで分けている次第

です。私としても、今まで分けていたので、こういう分け方

をしていまして、一緒にして高くなるか、安くなるかという

具体的な検討は、今のところしているわけではありません。 

甲板を扱う技術とエンジンを扱う技術が違うから同じ会

社には出せないとか、そういうことなんですか。 

全く別個ですので、そういうことになります。 

 

これは定期検査なんですね。 はい。年に一度の定期検査です。  

 例えば年に１回、来年ももう一回同じ方式でやると、高

松市ということに限定すると、やはり同じ会社しか応札し

ないということが予想されますか。 

 予想されます。ホームページに載せておりますが、応札が

今のところ１者なので。 

 

 逆に言うと、高松市にはこれらのドック工事をできる会

社は１者しかいないということですね。 

 エンジン部に関しては、サービスステーションの認定を受

けている会社が香川県に２社、四国には 10 社以上、対岸の

岡山にもありますので、該当数はあるんですけれども、エン

ジン部に関しては、地域を限定していないんです。ですが、

船の特殊なエンジンの取扱いに関して、ほかの業者さんは入

りにくいのではないかなと思います。 

 甲板部に関しては、高松市の条件を外したら応札の余地は

増えるのではないかと思っております。 

（分科会長の意見）何と言ってもこの２件は１者応札なの

で、１者応札は可能な限り避けるようにさまざまな努力を

されるべきだと思うんですが、小川委員が御指摘のように、

高松に限らなければもっと競争が働くのではないかという

御指摘がありましたので、これは年に１回のことですので、

こういう方式を続けるとずっとこの会社１者で、常に高い

割合で落札するということになりかねませんので、御検討

をお願いしたいと思います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：居住者棟更新築整備Ⅴ期その他工事実施設計・監理委託業務 

資格種別  ：建設関係コンサルタント（Ａ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件。 

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：新企画設計株式会社 

予定価格  ：15,015,000円 

契約金額  ：10,342,500円 

落札率   ：68.88％  



契約締結日 ：平成23年6月15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３者が応札し、入札金額が最も低い新企画設計(株)

が契約の相手方となった。 

技術評価の資料は８９ページ、入札後の評価点の資料は

１０６ページに載っているということですが、総合評価点

の内訳の資料は除いているわけですか。技術評価点と価格

評価点を足して総合評価点を出すのでしょうか。 

はい。 

それの資料はどこにあるのかなと思ってね。新企画設計

（株）は圧倒的に安いから、あえて出す必要もないという

ことですか。 

すみません、６６ページに評価点の計算方式が出ていま

す。 

価格評価点というのは何点になるんですか。60点ですか。

満点は幾らですか。 

66ページの評価値というのは幾らなのかなと思って見て

いたら、それが載っていないんです。全部金額が低いから、

要らないと言ったら要らないのかな。でも、計算で出して

いるんでしょう。価格評価は１位、総合で何位とか、最終

的に決めるのではないですか。 

106 ページに入札状況調書がございまして、その中に第１

回のところに総合的な評価点ということで書いてございま

す。一番左でございます。 

 

私が質問をしているのは、89ページのように技術提案書

の評価で３社それぞれ 35.8とか出ていますね。それから、

入札金額を合わせた総合評価点が 106 ページにあります

ね。 

 だから、89ページの技術評価点と金額の評価を加えた総

合評価点を算出するページがあって、それでこの 106 ペー

ジを見ればすっと納得できる。資料のつくり方だけの問題

ですけれども、次回からそうしていただけませんか。 

済みません。そのようにさせていただきます。 

それで総合評価点の結果、技術点の２位から逆転して新

企画設計が１位になったということですね。 

はい。 

 

（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３－１】 

審議案件名 ：ＰＬ配合顆粒外１０７品目（４月～６月） 

資格種別  ：物品の販売(医薬品)（Ａ等級） 

選定理由  ：指名競争。落札率１００％。調達方法の妥当性（関連資料３－２、３－３） 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：アルフレッサ株式会社  

予定価格  ：1,330,016円 

契約金額  ：1,330,016円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 23年 4月 1日 

【審議案件３－２】 

審議案件名 ：２５ｍｇプロトゲン錠外２６３品目（４月～６月） 

資格種別  ：物品の販売(医薬品)（Ａ等級） 

選定理由  ：指名競争。落札率１００％。調達方法の妥当性（関連資料３－１、３－３） 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：中北薬品株式会社 

予定価格  ：1,239,380円 

契約金額  ：1,239,380円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 23年 4月 1日 

【審議案件３－３】 

審議案件名 ：アレロック錠５外９７品目（４月～６月） 

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：指名競争。落札率１００％。調達方法の妥当性（関連資料３－１、３－２）  



発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：株式会社スズケン  

予定価格  ：1,192,609円 

契約金額  ：1,192,609円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 23年 4月 1日 

（調達の概要）指名競争入札を行い、６者が応札した。今回対象となった３件の調達はいずれも落札率が 100.00％と

なった。 

まず、これが指名競争でなければならなかった理由を簡

単に教えてください。 

 

22ページの選定理由書の方にもございますが、静岡県御殿

場市といいますのは、静岡県の中でも東京には近いのですけ

れども、比較的県内としては田舎の地域でありまして、業者

さんが尐ないということもありますが、10者以上の業者さん

が集まるということはまずあり得ないものですから、昔から

指名競争ということで行っております。 

 それと、医薬品でございますので、緊急に必要なときに余

り遠いところからでは、早急な調達が難しいであろうという

考えもございます。 

御殿場はそんな不便なところだとは思わないのですが。 東京から行きますと、交通機関等はいろいろ方法があるの

ですけれども、地理的条件といいますか、静岡県内の中でも

降雪のある地域でして、当療養所も積雪によって、いわゆる

公道と言われるようなところから上ってくるのにラジアルタ

イヤというんですか、そういうタイヤにはき変えないと上っ

てこられないということもあります。その辺のところ等、静

岡県東部にある業者さんであれば、多尐御理解いただいてい

るであろうと思います。 

23ページを見ると、スズケンは名古屋だし、アルフレッ

サとかいうのは千代田区なのだけれども、そういう業者が

指名されているわけですか。 

本店の所在地はそうですけれども、営業所さんは沼津とか

三島とかにございまして、そちらのほうにお声をかけさせて

いただいております。 

沼津、三島に支店がある会社に特定して指名していると

いうことですか。 

 

そうですね。御殿場市及び周辺市町といいますけれども、

やはり静岡県東部といいますと、ほとんどが沼津か三島に支

店、営業所等を置いておりまして、小山町、御殿場から伊豆

半島全域にわたってカバーしているという会社さんが多いで

す。 

どうも納得できないのですが、ラジアルタイヤでないと

いけないというのは、ラジアルタイヤぐらいどこでも持っ

ているのではないかと思うのだけれどもね。 

 それともう一つ、私の方から。 

 落札率が３－１も３－２も３－３も 100％になっていま

すね。これはどうしてそうなるのですか。 

 

予定価格の方が前回の納入価格のデータが出ておりまし

て、それと今回は一致したということであります。 

 薬価が変わるようなときには、お薬の方も会社によって入

れ替わりがあるのですけれども、ほとんど公定といいますか、

余り入れ替わりがない状態ですので、たまたま入れ替わりが

あるようなとき、薬の中であるＡという会社からＢという会

社が取った場合は、前回の納入価よりも低い価格で入札した

というときには、100％が九十九．幾つとかになるかと思いま

す。 

例えば資料３－１だと 107 品目について入札を求めてい

るわけですね。それぞれについて価格の札を入れるわけで

すか。 

違います。上にあります医薬品 585 と試薬 137 を合わせた

722品目について入札を行った結果です。 

アルフレッサが落としたのが３－１とか、そういうこと

ですね。 

そうです。 

 

中北医薬品が取ったのは 263品目ということですか。 そうです。中北さんは 722品目のうち 263品目。 

 いずれも 100％ということは、競争が全く働いていない

ということなのかな。これは結局、722 品目をやって、結

果的に今、見ているのは３件の契約ですけれども、ほかの

３者も何件か落としているわけでしょう。 

そうです。 

 



 この３件はみんな同じ 100％なのですね。 

だから、結局、昨年の予定価格をそのまま使って、しかも、

昨年も同じ６者の指名をしてしまっているから、結果的に

その６者が昨年これだけだったからということで、うちは

これだけということで、結果的には競争性というのは余り

働いていないような気がするんです。 

 つまり、ほかの会社よりも安く今年は納入しようという

インセンティブが働かないような形になっているような気

がしたんです。 

 

 今回こちらの方に出たのは、みんな 100％でした。 

 緊急性というお話をされましたけれども、それは仕様書

上、例えば発注後何時間以内に納入することとか、契約内

容になっていますか。 

 契約書にあります。  

だから、それがもし契約条件なのであれば、その契約条

件を提示した上で希望があれば門戸を開けておくというこ

ともあり得るのかなと思うのですけれども、万が一のこと

があっては困るということになってくると、もともとこれ

は競争性と矛盾というか、どうやって両立させるかだと思

うんですが、それほど特殊性というか、特別な何かがない

と、例えば、特別な経験スキルがないと履行できないよう

なもののようには見えないので、門戸を広げるというだけ

でも、そのように見せるだけでもけん制にはなるのではな

いかなという気がするのですけれどもね。 

ただし、心配な点があれば、それは仕様書上明記してお

いて、例えば本当に必要なのであれば、発注後 24時間以内

に納入できる体制を整えることとか、雪の場合もまた同じ、

それは免責されませんと。入れる業者はどこでもどうぞと

いうようなことではいけない理由はあるんですか。 

 特にありません。 

 

 でも、そもそも納入期間が４月１日～６月 30日で、その

間に落札した例えば 260 品目は、中北薬品が一括して納入

するのではないんですか。つまり、緊急に持って来いとか、

そういう案件ではないように見受けているんですけれども

ね。 

 

 その辺、薬の内容まで私どもはわからないのですが、恐ら

く薬剤課長の方から、そういうケースがあった場合にという

ことはあるかと思います。 

 契約書の中では、甲が指示する数量を指示された日時に指

定された場所に納入し、甲の事業運営に支障を来さないもの

とする辺りの文言が、緊急性とかということに該当した場合

の文言になるのかなとは思います。薬の内容が、これは緊急

性を要するものであるかどうかというところまでは、不勉強

でなかなかわかりません。 

 割とシンプルなことを伺っているのですけれども、３－

１について、107 品目はアルフレッサが落としたわけです

ね。 

 そうです。 

 

 これで履行期間（納入期限）というのは、４月１日～６

月 30日になっているのです。ですから、この 107品目は、

ばらばらであるか、一括でまとめてあるかは知りませんが、

４月１日～６月 30日までの間に、この 107品目は納入され

るのではないですか。 

 勿論そうです。 

 

だから、これは何か緊急にこれを持って来いとかいう調

達ではないわけですね。 

 これは結局、単価契約と言うんですかね。個別発注があ

って、それで収めさせるということになるのですか。数量

等未確定なのか、初めから入れるということが決まってい

るのだから、変な話、４月１日に、契約の翌日に全部持っ

てくればそれで済むし、成り行きで持ってくるものではな

 在庫として持てる数量というものも決まっております。 

 



いのではないかということだと思うのです。 

 実態としては、成り行きでいついつまでに３つ持って来

てくださいとかという履行のスタイルをとるんですね。違

うんですか。 

 そうですね。在庫で持っている数量というのがございます

ので、契約期間は４月１日～６月 30日の間ですけれども、そ

の間にその薬を決まった数量、うちに収めてくださいという

ものではないです。 

 その期間でこの薬品が足りなくなったから、来週納入し

てくださいとかというふうにして、ばらばらということで

すか。 

 そうです。 

 

 そうだとして、そのときの条件というのが、仕様という

か、契約条件になっているのか、なっていないのかという

のが先ほどの私の質問で、五月雤で来るのであれば、10分

後持って来いと言ったら無理に決まっているわけで、その

辺がどのぐらいのスピード感で対応しなければいけないと

いうことが契約条件になっているのですかという質問で

す。 

 契約書の中には、何分以内、何時間以内というのはないの

ですけれども、常識的な範囲だと思うのですが、発注して２

時間以内ぐらいではないかなと思います。 

 

 それは契約書に書かなくていいのですか。２時間以内だ

というのだったら、書かないと本当に対応できるところは

限られますね。近隣に倉庫がないと、逆に本当に２時間だ

とすれば、ほかは無理ですね。 

 だから、本当にそういう条件が必要なのだったら、必要

なりにちゃんと書いた方がいいような気がします。値段設

定に影響するのではないですか。 

 そういうことが頻繁に起こるようなところではないという

んでしょうか。うちの場合、急性期の病院ではございません

ので、そういうことがないように在庫管理というものは、薬

剤課の方でちゃんとやっていることではありますけれども、

もしそういうことが起きた場合にということで、指名競争を

する業者さんを指名するといったときの御説明の中では、そ

ういったことはありますよということなのですけれども。 

 競争性は 100％とはいかなくても、競争性確保と緊急性、

必要性を両立させていますと、堂々とおっしゃっているつ

もりなのかもしれないけれども、その辺をきちんと見せて

いただいて、納得感があれば、それはそれで仕方ないのか

なと思います。 

 ただ、先ほど雪の話をおっしゃられたり、４月～６月の

契約ですから、恐らく雪は降らないでしょうから、その理

由がこの期間に通用するのかというのもありましょうし、

どれが本当の決め手の理由なのかとか、その辺の説明がど

うなのかなとは思います。 

 

 

（分科会長の意見） 

これは全く同感で、指名競争入札、つまり指名であって、

かつ結果ではあるのだけれども、落札率がすべて 100％。

これはやはりちゃんと説明できないと、一般国民が納得し

かねる点が多々あります。 

指名競争にしなければならないのはなぜか、何故に御殿

場市周辺に限らないと、２時間後に持って来いとか、あく

る日に持って来いとかという条件が付いているならば、そ

れはそれで、それならば近隣に限って指名になるんだろう

なと納得できるんですが、そういう説明がなくて、周辺市

に限るというふうにして指名にしているのは、やはり説明

不足だという気がしますね。 

 結果落札率 100％で、前年度の予定価格がそのまま競争

なく入札になってしまっているという点も、やはり 100％

というのは何も競争力が働いていないということは、ちょ

っと説明力が不足しているので、この方式を続けていくと、

 

 



同じようなことがまた繰り返されると思うので、是非その

２つについては、今後工夫していただきたいと思います。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：天井走行リフター保守点検契約 

資格種別  ：－  

選定理由  ：公募の妥当性 

発注部局名 ：国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局伊東重度障害者センター 

契約相手方 ：株式会社トマト 

予定価格  ：1,774,500円 

契約金額  ：1,393,350円 

契約率   ：78.52％ 

契約締結日 ：平成23年4月1日 

（調達の概要）公募の結果、これまで保守点検を行ってきた(株)トマトのみが意思表示をしたため、会計法第２９条の３

第４項に基づく随意契約を行った。 

これは公募を実施した理由は何ですか。初めから契約に

向けた入札あるいは見積りの徴収というか、発注の形にし

なかったというところの理由がわかりにくいのですが、公

募という段階を踏まえる意味があるのでしょうか。 

 

 もともとここの天井走行リフターのメーカーさんが明電興

産株式会社というところでつくっているのですが、トマトさ

んがそこの代理店ということで、これまでずっと保守点検を

トマトさんにお願いしていた経緯があります。 

 それは一応メーカーさんが独自にやっているものなのです

が、保守点検をするに当たっての研修をきちんと行っている

というところで、こちらも安心して任せられるというところ

と、東海エリアでこちらのトマトさんが一番すぐ来てくれる

ような業者さんだったので、随意契約でずっとやっていたの

ですけれども、このトマトさん以外にもこの要件を満たすと

ころはないかどうかというところで、平成 19 年から始めた

ところです。 

平成 19年からずっと公募しているけれども、ずっとこの

トマト１者なんですか。 

はい。結局、ここが応募してきたのみとなっています。 

 

例えば初めから随意契約で、ただし価格だけでは決めな

くて、こういう資格を有することとか、やれることという

のを直接交渉するのと、用意ドンで出させて意向調査みた

いなものを公募という形でやることの意味合いがちょっと

わからないんですがね。 

 私どもは一斉にというか、できる業者がなかなか見つから

ないというのがありますので、入札とかを行っても、結局は

１者のみという状況になってしまうということが想定され

ます。 

 

 ですから、公募する意味がどの辺にあるのかなと思った

のです。 

 例えば今、おっしゃったように、ほかにいるかもわから

ないという話なのですが、一般の契約だと、公募という制

度は随意契約の中でもあるんですか。 

 一応公募を実施して、２者以上あれば、そこで入札をかけ

るということにしております。 

 

 例えば独法などの場合は、ほかにないかどうか確認公募

というものを取ることをやっているらしいのですけれど

も、国の契約の場合、明らかにその１者しかないだろうと

いうときに、あえて公募という形式をとって、誰かいませ

んかというようなことを、どういう形で公募をやられたの

かはわかりませんが、その意味がどの辺にあるのかなとい

うことです。 

 もともとは、この天井走行リフターの保守点検が確実にで

きるというところで、このトマトさんしかできないというと

ころで、随意契約をずっとやっていたのです。 

 それだと、本当に１者だけなのかというところで、公募を

かけたわけです。 

 

 公募というのはどういう形でやるのですか。 

 

 一応、ホームページの方に掲載をするという方法をとって

います。 

今の法令上、会計法かは知りませんけれども、その中に

公募形式というのもあるのですか。 

 

 公募形式というか、最初は随意契約だったんです。100 万

円以上は超えているんだけれども、契約自体はそこしかでき

ないというか、そこ以外だと不利益を被ってしまうというと

ころもあるので、随意契約をしていたのですが、どちらか随

契か入札かというところで、では今まで随意契約でやってい

るので、そうではなくて、一旦公募というものをやって、１



者以上あれば入札をしますよということになるので。 

 つまり、随契理由が乏しいから公募にしたということで

すか。そこがちょっとわからなかったんです。こういう公

募形式で取っているという理由がね。 

 随意契約をしていて、本当に１者しかないのかというとこ

ろで公募をかけたというところなのですが。 

  

 わかりました。15ページの予定価格はだれがどうやって

算出したのでしょうか。 

 

 これは明電興さんの代理店のトマトが、一応保守契約の規

定料というものがありますので、これを基に予定価格を算出

しております。 

 そもそもこの規定の単価というのはあるんですか。  単価はあります。 

 23ページの仕様書を見ると、明電興の天井走行リフター

の保守点検はそんなにややこしいものではなくて、これを

見ていると、どこかでないとできないという分野には読め

ないんだけれども、どうなんでしょうかね。 

 実際、特許とかも取っているところなので、ほかの会社で

見てもらえない部分もあると思うんです。 

 

 結果、これは代々トマトというところしかできなかった

ので、代々随契にしていたと。随契というのがかなり厳し

い目で見られるようになったので、平成 19年度から公募を

して、ほかに該当がないかどうかを確認するようにしたと

いうことですね。 

 はい。 

（分科会長の意見）相応の努力はしておられるということ

でまとめたいと思います。 

 

 

【審議案件５】 

審議案件名：国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院等整備工事（建築・電気・機械・LAN設備）監理業務 

資格種別 ：建設関係コンサルタント（Ａ等級） 

選定理由 ：一般競争入札を実施している案件（結果的に不落随契）の中で最も契約金額が大きい。  

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 ：14,021,700円 

契約金額 ：13,965,000円 

契約率  ：99.52％ 

契約締結日：平成23年4月25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者応札だったが２回入札しても落札しなかっ

たため、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。 

不落随契のときの金額の決まり方というのは、予定価格

はこれぐらいなのだけれども、これぐらいできませんかと

いう形で誘導するのですか。 

 

予定価格を言うことは避けておりますけれども、この資料

は入札書ということで、不落随契のときの入札書が 125ペー

ジ目に付いておりますが、実際は２回札を入れていただいて

おりました。 

 ２回目の札で不落随契に至ったということですが、金額に

大きな開きがあるとかいうお話はさせていただいておりま

すけれども、そのものずばりは言わないようにということで

は指示しているところです。 

ほとんど工事監理の場合、実質的に競争性が働いている

事案を見る方が難しいのかなというぐらい、今までここで

見せていただいた案件はそんな印象を持っているのですけ

れども、そうだとすると、結局事実上、不落随契あるいは

極めて近い形になることが多いように思うのです。そうす

ると、こういうふうに九十九．何％で収束しているものが

多いという印象を受けているのですが、予定価格は一応こ

ういうふうに目安として立てているけれども、これよりよ

り安く契約するには何か工夫というか、やりようがあるの

か。業者がその気になれば１円単位で下げられるのだから、

結局ここに収れんしてしまうのはやむを得ないということ

なのか。どんな感じなのでしょうか。 

この案件は、こういう高落札率という結果になりましたけ

れども、逆にダンピングも多いという実態はあります。 

そこは一概には言えないところでございますけれども、ま

ず、予定価格の算出については、国土交通省の方で統一基準

が出されておりまして、それに基づいて機械的に出しており

ます。それに対して、なるべく安く契約したいとは思ってお

りまして、一般競争入札をかけるのですが、その公告の方法

もなるべく広く、ホームページに掲示したり、電子入札シス

テムに載せるとかをやっているところではありますけれど

も、なかなか来ていただけない、こういう場合もあります。 

この件は妥当性を欠くとまでは全く思わないのですけれ

ども、元設計が伊藤喜三郎。それで工事監理業務の一般競

わかりました。 

 



争でも、ほぼ１者しか出てこないだろうと。 

 それで、１者出てきたところでも、初めは相当強気で、

2,500万とか出していますね。その辺の一連の流れの中で、

何か工夫の余地はないかなという気は私もするのですけれ

ども、全体として著しく妥当性を欠いているというところ

はないと思うのです。今後、いろいろな意味で工夫の努力

はしていただきたいなとは思います。よろしくお願いいた

します。 

 

（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６】 

審議案件名 ：国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院等整備工事（建築・電気・機械・ＬＡＮ設備）設計意図伝達業務 

資格種別   ：建設工事―電気通信工事（Ａ等級） 

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 ：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  ：4,966,500円 

契約金額  ：4,882,500円 

契約率   ：98.31％ 

契約締結日 ：平成23年4月25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。 

業務の中身がよくわからないのですけれども、実施設計

と工事監理と、この設計意図伝達との関係。わざわざこう

いうものを別途発注しなければ、どういう意味で回らない

のかということがよくわからないです。 

 設計意図伝達業務につきましては、国土交通省告示の中で

明記されておりまして、設計意図を正確に伝えるための質疑

応答、説明等を受けるという業務ということで規定がされて

おりまして、必要であるという認識でございます。 

 

工事監理等に含まれるというものではなくて、全く別の

人がやるべきものなのですか。 

 

これを発注する際には、工事監理というのは伊藤喜三郎に

限定しておりませんでしたので、他者が受注する可能性があ

りましたので、結果的には同じ伊藤喜三郎が工事監理を受注

したのですけれども、設計意図伝達と工事監理を随契するつ

もりはなかったので、別発注ということになっております。 

実際の予定価格を立てるときの積算のイメージなのです

けれども、これは何人工要るかといって単価をかけるよう

な積算の仕方なのですか。 

これも同じ先ほど言った国土交通省の基準の中に計算方

法が明記されておりまして、人工数がそれで出てくることに

なっております。 

設計意図伝達だから、設計者しかできない。したがって、

随契というのはわかるのですけれども、私自身それは納得

しているのですが、そうだとすると、設計業務委託のとき

に、そもそも設計意図伝達も含めて発注するという方が明

快で、疑念の入る余地がないと思うのですが、それができ

ない理由は何なのですか。 

設計をする時期と工事を行う時期が年度にまたがって、違

う年度で行う場合でしたので、同じ時期に発注できなかった

という事情がございます。 

 

  

たしか同じ議論を何度もしているような気がするのです

けれども、例えば国立小児のときに、工事発注で年度がま

たがるので、まず初めに基礎工事までしか工事発注できな

いと。そこでは相当程度の競争が働くが、２期に上屋の建

設は年度がその次なので、入札をかけると、当然その関連

性で同じ建設会社が取るという話がありますね。 

はい。 

 

それと同じように、年度がまたがるから設計と設計意図

伝達を一緒に発注できなくて、結果、設計意図伝達は随契

にならざるを得ない。そこのところがお役職的なというか、

公務員としての年度別に発注するというルールがしっかり

わかっておられる。公務員側はそれでいいのでしょうけれ

ども、我々一般人は、何だか知らないけれども、すごくわ

整備工事そのものに関しては、今、上野委員がおっしゃっ

たように、昔は工事も単年度で、２年目以降は随契というこ

とをやっておりましたけれども、最近は５年まで国庫債務負

担行為ができますので、工事本体の方を国庫債務負担行為で

ほとんどやっております。 

 ただ、上意につきましては、まだ単年度要求ということで



かりにくいことになっていて、結果、不透明になっている

なと。これはやむを得ないのですが、そういう疑念ではな

いが、疑問を感じざるを得ないと、正直にそう思います。 

 それで、やむを得ないのですか。 

動いている実態がございまして、こちらの方も可能であれ

ば、国庫債務でやるべきだと思っております。 

 

先ほどの前の案件と合わせてみると、恐らく前の工事監

理の案件も次年度以降は随契になるのですね  

はい。 

 

こちらも恐らく次年度以降は随契になるのですね。 はい。 

 そのときの金額も、要するに伊藤喜三郎が両方やるとい

うことが確定したときの予定価格というか、来年度の契約

金額も同じ積算というか、同じ考え方でやるのか。一緒で

あることが確定しているのだから、尐しそこで調整するか

とか、制度上どちらになるのでしょうか。 

やり方としましては、当然予定価格を再度計算し直しまし

て、見積合わせをするという方向になります。 

 

 先ほどの国土交通省の通達では、今回の設計と伝達と工

事監理業務というのは一緒にやるということになっている

のですか。合体というか、同じ業者がやると。 

設計と伝達と設計監理は同じ業者がやっております。 

 今回は、先ほどおっしゃったような予算の関係で、意図

伝達だけ。設計はまた別なんでしょう。 

設計は前年度に設定しております。 

 

 だから、工事監理となぜ一緒にしなったのかというのは、

先ほどの国土交通省の通達通りにやればいいのに、なぜ

別々にやったのかなと。 

 

設計と整備工事が同じ年度に終わるものについては、当然

一緒に発注をします。 

 

 工事監理と意図伝達をなぜ一緒に契約をやらなかったの

か。 

 意図伝達は設計者でないとできない業務でございまして、

工事監理は設計者でなくてもできる業務でございますので、

工事監理については一般競争入札をいたします。 

 要は、工事監理と意図伝達は別々の業者でも構わないわ

けですね。 

 構わなかったということです。 

 

（分科会長の意見）これが随契であることは、妥当性を欠

いているとは思いませんので、設計者しか設計意図伝達は

できない。だから随契だと。 

 しかし、年度がまたがるから、設計業務と意図伝達は一

緒に発注できなかった。これもよくわかります。 

 しかし、結果として、やはり年度がまたがるという理由

で随契になっているということはわかりにくいので、今後

もしいろんな工夫ができるのならば、さまざまな打開策を

いろいろ検討していただくということを希望いたします。 

 結果、これは工事監理は別会社があり得るわけですけれ

ども、同じ会社が設計して、同じ会社が意図伝達をやって、

同じ会社が工事監理をやっているわけですね。だから、同

じ会社の中で工事関連の意図伝達をしているわけです。ダ

ブルでわかりにくい結果となってしまっていて、お役所の

手続は規定にのっとってやっているけれども、結果として

は極めて奇妙になっているなという感想を述べさせていた

だきます。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：国立保健医療科学院清掃業務 

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落札率が非常に低い。  

発注部局名 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：株式会社和心 

予定価格  ：53,538,450円 

契約金額  ：11,098,500円 

落札率   ：20.73％ 

契約締結日 ：平成23年4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、１２者が応札し、最も低い入札金額を提示した（株）

和心が落札した。落札率は 20.73％。 

これは低入札価格調査はされたんですね。 

 

はい。 

 

そこのところを説明していただけませんか。 本件につきましては、低入札調査をさせていただきまし

て、先方に対しましては、今回仕様に書いております面積に

ついて、漏れていないかどうかというところから確認をさせ

ていただきました。 

 当方の見積りの中では９名で日常清掃を行うということで

想定しておりましたけれども、株式会社和心の方からは４名

でできるということで積算が出ております。その４名につき

ましても、単価につきましては東京都の時間当たりの最低賃

金で４名でできるということで提出がございました。 

 また、その他経営状態等についても問題なく、あるいは当

方で求めていた要件についても用意しているということで、

誤った積算ではないということでございましたので、当方と

しては、契約者として選定いたしました。 

９名で行うというのに、実際は４名でできるという話な

のですけれども、それができるというのは何を根拠にして

いるんですか。我が方は、９名必要だと見積もっていたわ

けですね。それで向こうは、和心という会社は４名ででき

ますというのは、なぜできるのか。そこがちょっとわから

ないですね。 

そこにつきましては、当方も先方が４名でその清掃は時間

単位面積でできるということで算定したと認識しておりま

す。 

 ただ、現実としまして、本当に４名でできるかどうかとい

うのは、その調査の段階では、当方の方でできないと言い切

れないかと思います。 

つまり、予定価格算定のために見積を依頼した業者は、

見積書を出すときに、逆に言えば９名で出したのは、何を

根拠にして出されたのですか。 

 

それはこちらの方から見積を依頼した業者の方は、この面

積を、例えばトイレ清掃であるとか、通路清掃であるとか、

コピー清掃といったところをやるに当たりまして、やはりフ

ロアーが８階まである建物であるとか、地下２階、地上５階

の７階建ての建物であるとか、そういった移動時間等も込め

て９名ということで算定したと思います。 

それは発注するときも、必要だと認識したわけでしょう。

だけれども、４名だというのだったら、果たしてできるの

かなという疑問は湧きますね。 

現実のところですけれども、この９月までの清掃の体制

は、業者の方の日報をいただいているのですが、９名でやっ

ておりました。 

昨年度までは、どこだったんですか。別のところですか。 昨年度までは、建物総合管理という形で契約をしておりま

したので、日本不動産管理という会社が清掃業務の実施をし

ておりました。 

釈然としないのだけれども、日本不動産管理というとこ

ろと東京美化というところに参考見積を出させているんで

すか。それを参考にして、33ページのように予定価格をお

決めになったのですか。 

はい。 

 

あと、日本不動産は、見積を 5,400 万円とやっているの

に、入札は 2,700 万円で出しているんですね。しかも、和

心というところは、またそれの半分以下の 1,000 万ちょっ

とでできるといって、低入札を調査したら特に問題ない。

何か釈然としないですね。 

 それも見積は４名だし、できないという判断はできない

んですか。低入札価格調査を出したわけでしょう。できる

と向こうは言い張っているのだけれども、実際できなかっ

たということなんですね。違うんですか。 

向こうの算定は４名だったけれども、実体制として９月末

までは９名でいたということであれば、当然４名ではできな

いのではないかと。 

 

 低入札価格調査をした時点で無理だという判断はしない

のですか。結果がよければ OKという判断なんですか。 

 

 まず、株式会社和心さんの方が札を入れた際に、４名でで

きるという根拠があるからこそ入れられたと。低入札調査を

した結果でもそれで、これでお受けするという。 

 結局、結果から言えば、この和心さんというところは、

落札したいがために低入札で出したということなんです

ね。 

結果としては、契約を取りたいがために、この額で来られ

たということだと思います。 

 



（分科会長の意見）一連のプロセスに何か疑念とか問題が

あるわけではないのですけれども、疑念を抱かざるを得な

いのは、落札率 20％に落ちていると。そうだとすると、予

定価格の設定が本当に妥当だったのかどうかということ

は、やはり検証していただいた方がいいと思うのです。 

 しかしながら、もしこの程度の落札の値段でできている

とすれば、これは毎年更新なんですね。このぐらいの価格

でできるのであれば、その前年度まではもしかしたら過大

なお金を無駄に使っていたのではないかという疑いも抱け

るわけですね。だから、その辺はやはり検証していただく

必要があるのではないかなと考えます。 

 プロセスについて、特に問題があったわけではないので

しょうけれども、そういう希望を申し上げておきます。 

 １つ解せないのが、日本不動産管理が参考見積ではある

のだけれども、5,400 万円で出していて、実際には入札の

ときに 2,700 万円で仕事を落札しようとしたというところ

の倍近い水準の差というのも解せないというか、理解しに

くいところなので、その点もよろしくお願いいたします。 

 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：戸山庁舎総合管理業務請負契約 

資格種別  ：役務の提供等－建物管理等各種保守管理（Ａ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、１者応札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 ：東京ビジネスサービス株式会社  

予定価格  ：151,595,658円 

契約金額  ：141,771,000円 

落札率   ：93.52% 

契約締結日 ：平成23年4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者応札で東京ビジネスサービス（株）が落札

した。 

 １者しか応札がなかったということは、何か考えられる

理由はありますでしょうか。 

 

一昨年前までは２者ということで、複数者入札がありまし

たので、23 年度に関しては、特に思い当たるところがない

のですけれども、たまたま応札者が尐なかったというだけで

はないかと思います。 

 ただ、24 年度にかかる話については、今、競争参加資格

種別のところでＡ等級のところだけと申し上げましたが、24

年度からはＡ、Ｂ、Ｃ等級に拡大して、多く広くまとめると

いう方針になっております。今の状況はそういうことなの

で、たまたま今回は１者だったということですが、私どもと

しては推測できるところがございません。 

入札の日が遅いような印象を受けるのですけれども、結

局、ここから変わりましたということですね。もう尐し早

くできないものなのかなということについては、どうなん

でしょうか。 

 

一応、業界の皆様にどれぐらいの日にちを設けたらという

ことで、大体の目安で１週間ということで、今回３月 23 日

にしております。 

 もし新規の者が入った場合に、引き継ぎ等々もございます

ので、そこは引き続き情報収集をして、必要な日にち等を開

けたいと思っております。 

 ただ、それでももし１週間等で問題ないということであれ

ば、今年同様に 23 日ぐらいに日にちを設定していくと思い

ますが、もし要望等々ございましたら、それよりも以前に日

にちを多く設けるように配慮したいと思います。 



だれに要望を聞くのですか。 

 

 建物総合管理の保守の管理で、私どもの入札に参加できる

者というのがある程度わかりますので、もしくは、今年はな

かったのですけれども、昨年度入札に参加していただいた会

社とか、そういうところにお聞きして、実際のところはその

期間が適当かどうかというものを再確認したいと思います。 

ぎりぎりにする運営側というか、官側のメリットという

のはあるのですか。 

 

私的になりますけれども、私としては長期間設けて、引き

継ぎがうまくいくように等々の配慮が必要ではないかと思

いますが、今まで考えてこられた方たちは１週間程度でいい

と判断していたと思われます。 

普通は１週間では無理ではないですか。無理なところを

何とかやってきて、仕方がないから合わせていただけでは

ないですか。多分、業界の慣行を丸のみするからやれるだ

けで、働いている人がそのままで新しい会社がみんな丸ご

と引き継ぐとか、きっとそういう何となしの業界の慣行で

やっているからね。 

 まともに考えたら、１週間で人を雇って、４月１日から

フルで稼働できるはずがないと思うのです。ですから、そ

の辺何でしょう。支障があるなら仕方がないですけれども、

特に支障がないのであれば、ぎりぎりのところをぎりぎり

セーフというのではなくて、尐し余裕を持ってやって、何

かマイナスがないのであればですけれども、何を気にされ

ているのかがちょっとわからないです。 

 済みません。私も４月に異動になってきて、その前の皆様

がどのように考えていたのか全て理解しているわけではな

いのですけれども、委員がおっしゃるとおり、この引き継ぎ

等々を考えると、それなりの必要な日数を設けたいと私の中

では思いますので、それが２週間でいいのか、３週間でいい

のか、１か月必要なのかというのは、引き続き検討事項とし

てさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

ちなみに、前年度の契約の会社はわかりますか。  同じところになります。 

（分科会長の意見） 

だから、同じところが落ちるのだろうから、ぎりぎりや

ればいいやという意図が見え隠れしますね。これは何とい

っても１者応札で、競争性が働いているとは一般国民から

は見えにくい。公告の仕方も、官報または掲示となってい

て、幅広く周知できるような方法を工夫しているようにも

見えないし、どうせ今までの会社がやるのではないかとい

う暗々裏の想定の下に、ぎりぎり年末に入札しているとい

うところで、１者応札で競争性が働いていないという結果

になっているから、次年度以降、こういうことを繰り返さ

ないように、尐なくとも競争性が働くように、今、Ａ、Ｂ、

Ｃまで拡大するという意思表明がございましたし、松原委

員の御指摘から、担当者も来年からは、やはり相当程度の

期間を十分準備期間として取れるような入札日に設定した

いという意思表明がございましたので、来年からは是非そ

ういう工夫を積極的にしていただいて、競争性が働いて、

タックスペイヤーからもよくわかりやすい仕組みにしてい

ただくよう、強くお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：試験研究業務及び事務補助等のための人材派遣業務 

資格種別  ：役務の提供（Ａ、Ｂ又はＣ等級）  

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、単価契約の１者応札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 ：ＷＤＢ株式会社  

 予定価格  ：2,760.45円（１時間あたり） 

契約金額  ：2,278.50円（１時間あたり） 

落札率   ：76.00％（２４件の加重平均） 

契約締結日 ：平成23年4月1日 



（調達の概要）人材派遣業務２９件について一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２４件の業務につい

てＷＤＢ（株）が１者応札で落札した。 

継続ですか。新規ですか。 29件の中には、新規のものと継続のものと両方あります。 

 内訳としては、きっちりとは数えていないのですけれど

も、大体６～７割程度が継続で、残り３～４割ぐらいが新

規かと思われます。 

資料の構成について質問したいのですけれども、今日配

られた６～９ページは、要するに入札書ですね。これは抜

粋という意味ですか。二十何職種あるわけですね。 

 はい。 

 

それらを全部載せるのは紙が膨大になるから、抽出して

示したという意味ですか。 

 

 今回、最終的には４者ということになっておりますけれ

ども、最初にお配りした資料を見ていただきたいと思いま

す。当初、この分科会でご審議いただく案件として、この

ＷＤＢ１者だけで呼ばれていて、それに対する資料という

ことで当初出しておりまして、その後のやりとりの結果、

４者分まとめてということになって、追加分を今日お渡し

した資料で出したということでございます。 

わかりました。 

 もともと出ていた資料は、57 ページ以降のＷＤＢの会

社のものしか入れていなかったけれども、たとえば、分類

１の薬品部への人材派遣業務については、実は今回配られ

た資料のアドバンテックが落札しているのですね。 

 はい。 

それで、分類５は元資料にはなかったけれども、こ
れもアドバンテックが取っていると。分類８はリクル
ートスタッフィングが落札しているとか、そういう意
味ですね。 

はい。 

結果として１者応札ではなくて、ちゃんと応札は４者や

っていて、落札もほとんどがＷＤＢだけれども、そのほか

の会社３者もそれぞれ契約を取っているということです

ね。 

 はい。 

それぞれの分類番号の業務の入札ごとに競争が働いて

いたか。結局、この資料はそれぞれの業務の応札状況が１

者、１者、１者だったのかがわからないのですね。 

 

 それを言いますと、それぞれ全部１者、１者、１者とい

う形になっています。それで一番初めの資料も１者と書か

せていただいています。 

例えば分類１の業務についての入札は４者が応札して

いるのですか。 

 分類１については、応札したのは１者です。 

わかりにくいですね。尐なくとも分類１から分類２９ま

でで、そこには例えばＷＤＢは幾らの札を入れていて、ど

こには入れていない、テンプスタッフ株式会社はどことど

こには入れていて、他には入れていないとか、そういう表

がないとわからないではないですか。 

それについては、開札調書を入れております。 

 

55 ページの右端に落札業者が載っているのですけれど

も、入札事業者は載っていないから、落札業者以外に入札

業者はあるのですか。例えば１番についてはアドバンテッ

クが落札しているけれども、リクルートが入札したり、WDB

が入札したり。その結果、一番安いのがアドバンテックで

すよという資料があるのですか。 

 その資料は、ここには付けておりません。 

結局これは競争力が働いているかどうかなのだけれど

も、分類１についてアドバンテックが 2,479円の単価で落

札したことはわかるのだが、その他の会社は応札したのか

どうか。応札しているとすれば、幾らで入れているのかと

いう表のつくり方をしていただかないと、我々としては、

ちゃんと競争力が働いて、入札が機能しているかどうかを

チェックできないわけなのですが、それはどうなのでしょ

一応、添付すべき書類というところで必要なものは付け

ているつもりではいたのですけれども、それぞれの分類ご

との入札経過調書を付けておけばよかったのかなというと

ころです。 

 



うか。 

今の確認ですけれども、それぞれの項目について４者が

入札したのですか。 

 入札に４者が参加しておりまして、各々の業務の分類に

ついて実際に札を入れたのは１者。１者で落札ということ

です。 

複数が入って安い方というのは、逆にあるのですか。幾

つかはあるのですか。この１、２、３、４、５、６、７、

８の分類中で、これは２者入れて安い方が入りましたと

か。 

今回はございません。平成 19年からこういう形で包括的

に、１回の公告で二十数件とかを出しまして、実際に平成

22年度を例にとりますと、２者が札を入れた事例が４件と

いうのが過去の実績としてはございます。 

 そうであるので、今回はたまたまですね。たまたまＷＤ

Ｂが１者入れて、その価格になっている、落札していると

いうことです。 

例えば今やっているアドバンテックの１番があります

ね。これはほかの会社は入れていなかったということです

か。 

 そうです。 

 

では、全て１者入札か、要するに業者間で競争しないで

固定化してしまっているのではないかなというのがあり

ます。例えば９番は代々ずっとＷＤＢが競争入札で札を入

れているのではないですか。 

 

ＷＤＢの企業の特殊性といいますか、当研究所は研究職

の入札ですので、そういうちょっと特殊的な部分もありま

す。ＷＤＢという会社は、特定派遣の研究職の先駆けで４

万 5,000 ぐらい登録を持っています。過去からも落札して

いる経緯はあるのですけれども、そういうところで慣れて

いるというのもあるのかもしれませんが、そういう高い特

殊性がある契約形式になっているという形になります。 

ほかの会社でも、今、言っている各分類の業務について

研究職を派遣できるという形にはなっているのでしょう

か。 

 

 はい。抱えているスタッフの数だとか、こちらの提示し

ている要件がマッチングするとか、いろいろあるとは思う

のですけれども、一般事務の派遣とは違って、若干特殊性

はあるというところがございます。 

初め１者と書いてあって、今日は４者と出てきているの

だけれども、よく説明を受けると、今年度はたまたまなの

かもしれないが、一つひとつの分類の業務については１者

ですか。 

はい。 

研究職という特殊性があるから、そんなにはさまざまな

人材派遣会社が参入できるわけでもないわけですか。 

 

一般的に、今回この資料に書いてあるのですけれども、

リクルートスタッフィングとか、ある程度著名な、大手の

ところでも、やはり研究職というのは登録数が尐ないとい

うのが現実としてあるようです。 

 やはり WDB というところは、特化している部分が結構あ

るみたいですので、研究職の採用というか、入札の難しさ

というところがちょっと出ているのかなと思います。 

わかりました。 派遣会社でデータベースを持っていて、それぞれ案件ご

とに該当するスタッフ、送り出せるスタッフがいるかとい

うのを調査して、出せるという状況であれば札入れをする

という形になりますので、やはりそこはどういった人をど

れだけ登録しているかというところにかかってくるのだと

思います。 

あと、改善するとすれば、やはり公告日から入札日までの

期間が大体 10日強というところがありますので、この期間

をある程度大きく１か月程度まで設けるぐらいの対応をす

れば、周知期間も強制的な部分が多尐でも有効になるのか

なという気はしております。 

医薬品食品の分析あるいは補助という、ある意味特殊で

高度な技術職ということなので、その特殊性はよく理解で

きるのですが、初め１者応札で、次に出てきた資料は４者

で、しかし、たまたまなのだけれども、今年はそれぞれの

業種番号では１者応札だったというところでは、もうちょ

わかりました。 

 



っとわかりやすい資料を次回以降つくっていただくよう

にお願いします。 

 つまり、初めに配られた 55ページ以降では、落札が 2,479

円でアドバンテックと書いてあるんだけれども、これは１

者だけ応札があった結果なのか、４者で競って、結果アド

バンテックが 2,479 円だったのかということが一覧でき

るような資料に尐なくともしていただくということが、次

回以降、御努力をお願いいたします。 

（分科会長の意見）、特殊性がある職種なので、いろんな

人材派遣会社があまねくこれに参入できるわけではない

のでしょうけれども、やはりタックスペイヤーが疑念を抱

かないように、入札公告から入札日までは、今、おっしゃ

っていただいたように、できる限りきちっとした時間をと

って、相応の努力をしたということが痕跡としてわかるよ

うな努力も一方では必要ではないかと思いますので、次年

度以降、よろしくお願いいたします。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：安全性審査済の遺伝子組換え食品の検査法の確立と妥当性確認試験 

資格種別  ：―  

選定理由  ：執行の妥当性。 

 発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所   

予定価格  ：13,099,999円 

契約金額  ：11,000,000円 

契約率   ：83.97％  

契約締結日 ：平成23年6月1日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったが応札者がいなかったため、予算決算及び会計令第９９

条の２に基づき、昨年度までの契約者であった（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所と随意契約を行

った。 

これは毎年こういう検査法の確立というのを仕事とし

て出しているのですか。 

 

当所でやっているのは昨年からになりますが、事業とし

ては、消費者庁が始まる前からずっと行っているというこ

とです。なので、10年以上前からやっているとは聞いてお

ります。 

代々この農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究

所がやってきたんのですか。 

はい。 

 

去年は、やはり同じような仕事をこの研究所が受注して

いるわけですね。 

はい。 

 

専門的な研究所みたいなのですが、そもそもこういう試

験をやれるというのは、ほかにあるのですか。 

 

我々は事務方なものですから、専門的なことはわかりま

せんけれども、推測で物を言ってはいけないのですが、当

初こういう法律とか、いろいろな基準をつくるときに、厚

生労働省本省ではできないものですから、財団とかそうい

うところに委託契約をして、こういう基準を定められたも

のと聞いております。 

 そのままそれを継続してやられていましたけれども、昨

今の財団とか、そういうものに対する随契が問題あるので

はないかということで、入札形式に変わったものと聞いて

おります。入札形式でやったところ、昨年度については、

同じ独立行政法人が入札に参加して応札をしたということ

でございますが、独立行政法人の方で入札に参加したこと

が問題になったと聞いております。それで民業圧迫になる

のではないかということで、今回は参加を見合わせたとい

うことでございます。 

 我々もそういう仕事を本当に民間でできないかどうかと

いうのは、実際公告して、応募しないとわからないところ



がございますので、入札制度に載せて、一般競争入札にか

けたという経緯でございます。 

そうすると、当所の公告というか、どういう形で情報発

信をしたのですか。 

公告方法は、通常どおりホームページにも載せています

し、10日以上の公告期間を設けております。 

この業務内容というのは、やることを淡々とやれば一応

履行できるようなものなのか、それとも研究成果と言うの

ですか、定量的には必ずしも達成できない研究の成果とい

うか、考えること自体が業務みたいな、そういうものなの

ですか。 

 

ただ単に実験をするだけとか、そういうわけではなくて、

おっしゃるように、考えて基準等を定める、その案を出す

というところまで業務として外注しておりますので、かな

り特殊ではあると思います。 

 

独立行政法人が競争入札に参加すると民業圧迫になる

というのは、ちょっとよくわからなかった。ここは随契理

由にも書いてあったから、本当にそうなのかなということ

を考えたんです。これは独法が考えている話なんですね。

独法がそう判断したのでしょうか。 

はい。私どもの方は、昨年度入札に参加していただいた

ので、当然参加いただけるものと考えていたのですけれど

も、独立行政法人の方で入札への参加を控えるべきという

判断があったと聞いております。 

 

独法だから、国の運営費交付金か何かで運営されている

わけだから、その意味で、もし民業がこういうことができ

るのならば、運営費交付金で運営している独法が参入する

のは、競争力という意味ではやはり不公平でしょうね。そ

ういう判断はあってもいいと思うのだけれども、さて、果

たしてこれは入札にかけても本当に意味がある入札にな

るかどうかですね。だけれども、一般的に随契は極力やめ

ろという主張があるので、無理やり入札に出しても、応札

するところは独法以外はほとんどないというのは見え見

えな案件なわけですね。もしかしたら民業が参入するかも

しれないけれども。 

そういう可能性もあるということで、入札を実施するこ

ととなったと考えております。 

 

来年度もやるんですか。同じ競争形式をとってやること

なんですか。 

随契なり、ほかの方式が許されるのであれば検討します

けれども、ただ、現状では入札が基本ということであれば、

引き続きそれに載せるしかないのかなとは考えておりま

す。 

こういう開発業務は、そもそもが国立医薬品食品衛生研

究所はできないものなのですか。 

 

多分、実際の細かい検査法に係るデータについて、私ど

もの研究所の技術者が、それが本当に適切かどうかという

ものを見ることはできるだろうと思うんです。 

 実際の業務に関与している部分というところは、そうい

う部分だと思うんです。実動部分ではなくて、本来民間に

出すものですから、民間に出したものが本当に適切なのか

どうかとか、そういうものを見るというか、そういう業務

はできると思います。 

国立研究所が国の業務としてのこういう検査法の確立

を運営費交付金で運営している独法に仕事を出して、税金

の二重使いみたいな感じがしないでもないんだけれども、

そんなことはないんですか。 

 独法は独法で定められた職務があるから、それのエキス

トラの仕事を国立研究所から依頼されているので、業務コ

ストを支出しているという理解ですか。 

独立行政法人としても、それなりの業務、実行財源とか

が必要なので、そういう業務をやられているのではないか

とは思います。 

 

見積書を見ると、直接経費の旅費とか試験研究費、消耗

品というのはわかるけれども、賃金というのは、この業務

のためにエキストラに臨時雇用する研究補助のスタッフ

の人件費という意味ですね。 

はい。 

だから、イニシアティブを取る独法の研究者の賃金まで

を研究所から支出しているわけではないわけですね。 

違います。 

 

これはそもそも競争性を見る入札業務にすること自体

はかなり困難でしょうね。しかし、随契ということについ

て一般的な公正性を求めている目が厳しいので、かなり一

はい。 



生懸命、先ほどの案件は公募をしたり何かして、今回はや

はり入札にしようとしたけれども、１者も現れなかった

と。したがって随契だということですね。 

 （分科会長の意見）この業務が妥当性を欠いたものかど

うかということを判断し、もしそういうことに該当するの

であれば意見を申し上げて、是正を求めるということがこ

の委員会のタスクなのですけれども、こういう案件で果た

して随契では本当にいけないのかどうかということは、ど

ちらかというとこの委員会のタスクではなくて、そもそも

が調達をつかさどっているところと十分な議論をしてい

ただくということが必要なのではないでしょうか。 

 だから、そういう意味で、監査指導室はこういう案件に

ついてどういう立場を取られるのか、どういう見解を取ら

れるのかということは、やはり議論をしていただいた方が

いいと思います。 

 

 

 

 

審査終了後の委員のコメント 

〈審議案件５と６に関する意見〉 

○上野分科会長 案件５番、６番の国立障害者リハビリテーションセンターについてコメントさせていただきます。 

 ５番で工事監理が出て、１者応札で、かつ不落だったのですけれども、結果として、元設計の会社が工事監理を１者応

札ということで仕事を得た。それはそれで一応の審議をしたわけです。 

 ６番になって、設計意図伝達というのは随契でやったと。設計者でないと設計意図伝達はできないので随契。これは独

立した案件としては納得できることなのだけれども、そもそもそういうことであれば、基本設計、実質設計のところに設

計意図伝達も含んだ発注をすればいいではないかという一般的なタックスペイヤーの見方はあるのだが、これは年度がま

たがるのでできませんと。それはそれで納得せざるを得ない。 

 それぞれが独立した案件としては、さはそうなのだけれども、さはさりながら、結果、ある会社が設計をして、設計意

図伝達の仕事を取って、かつ同じ会社が工事監理をして、同じ会社から同じ会社に工事監理のための設計意図伝達をやっ

ている。両者をつなぐと、妙にわかりにくいことになっていると思いませんか。 

○松原委員 設計と伝達業務の実態がわからないのであれなんですけれども、先生がおっしゃるような情報の流れだとす

れば、それは結局、同じ担当者が全部兼ねている。工事監理と設計意図伝達業務の担当者が別とも思えないのでね。恐ら

く同じですね。 

○上野分科会長 そうですね。 

 実際のところ、設計した設計マンが工事監理に週２回行って、その設計者が工事監理をもししているとすると、自己の

中でお金を回しているというか、税金のダブル使用みたいな感じがしないでもないのだけれども、これはそれぞれ独立し

た案件として審議するときは、著しく妥当性を欠くとは思えないので、それぞれの判断をしたわけだが、２つつないで見

ると、一体どうなっているのかなというのは、監査指導室はこれを課題として議論していただけませんか。 

〈審議案件７と８に関する意見〉 

○上野分科会長 これはそれぞれごく普通の案件と思えるんだけれども、まず、清掃業務の方はいろいろ積算して、相見

積も取って予定価格を決めていると。しかし、ビルメンテナンスの方の案件８番は、ある基準単価があって、それを組み

合わせて相見積なんかは取らないで予定価格を決めている。その２つのやり方は、特に清掃業務などは相見積を取らない

までも、ある種のそういうビルメンテナンスの基準単価みたいな仕組みで積算していくという仕組みが取れれば、清掃業

務の方だってそういう予定価格の立て方というのはできるのではないかと考えたんです。 

 だから、７番、８番をそれぞれ独立して見ていると、それぞれ妥当なように見えるけれども、厚生労働省の調達として、

システムとして、そういうことが一貫性を取れているのかなというのは、ちょっと気になりました。 

 かつ、審議案件７番の場合は、ある会社が相見積を5,000万ぐらいで出していて、それから間もなく行われた入札におい

て、その半分の値段で応札していると。これは一体何だろうというのが、書面上矛盾はないんだけれども、一般的なタッ

クスペイヤーから見ると、こういうことというのは何でしょうねときっと疑問を感じるのではないかと思って、率直に素

人の疑問として思いました。 

 それは私の個人的なコメントですけれども、是非そういう不分明なところはなるべく是正して、わかりやすく透明性を

確保するということは、かなり大事なことなのではないかなという気がしましたので、コメントをさせていただきました。 

○小川委員 清掃などの場合は、ああいう見積で人数とかの見積を出していますけれども、今までの実績があるわけです

から、それをベースにして何人とか、あるいはそれに対する単価などというのは、物価調査会とか、経済調査会がやって



いますから、ああいうものを参考にすれば、自分たちで積算できるような気がするんです。見積をとって、それをそのま

ま自分たちで借用するというやり方よりも、もっと説明しやすい積算方法ができると思うんです。あんな見積書と入札書

が莫大な開差額を生じるということはちょっと考えられないですけれどもね。それはないと思うんです。だから、ちょっ

と疑問に感じるようなことをやっていますね。 

○松原委員 今年のところは明らかに安過ぎで、正常ではないですね。だから、それを来年、これをベースにといったら

多分成り立たなくて、これは最賃割れですね。完全に赤字になってしまいますね。４人だったらいいですけれども、実際

に８人、９人を出して最賃を払っていたら足りないですよ。 

 だから、それは意図的にそうするのであれば、調達の観点からは安いからいいだろうということになるんですかね。こ

の場としてはなるのかもしれませんね。 

○上野分科会長 以上、私からも含めて、委員からのコメントを記録に残していただくようお願いいたします。 

 

 

 ２０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） 

 


