
平成２３年度第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 
 

 

開催日及び場所 平成２３年１２月２６日（月） 厚生労働省共用第６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７月１日～平成２３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：即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査 一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

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：国立医薬品食品衛生研究所  

契約相手方：独立行政法人  国立病院機構相模原病院  

予定価格 ：9,500,000円 

契約金額 ：9,500,000円 

契約率  ：100.00％  

契約締結日：平成23年7月20日 

（調達の概要）公募を行ったところ、（独）国立病院機構相模原病院のみ意思表示があり、特殊な技術及び設備等の条件

を満たすことが認められたため、会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

 

 最初の公募の方法というのはどういう方法だったのでし

ょうか。 

一応当所の調達の掲示している場所に 10 日間掲示すると

ともに、当所のホームページの方にも掲載しております。 

仕様書はどなたがおつくりになっているのですか。 仕様書は当所の研究部の研究者とともに、うちの総務部の

方でつくっております。 

予定価格はどういうふうに算出されたのですか。手続的

な面等、どういうところに着目して、積算されたのですか。 

予定価格は病院からもらった見積書でそのまま立ててお

ります。 

病院というのは相模原の病院ですか。 はい。 

 それはいつの時点で取っていますか。 応募と同時期です。 

事実確認をしたいのですが、今の松原委員の質問に関連

するのですが、21 ページで６月 23 日に公示をしています

ね。そして７月８日が意思表示期限ですね。25ページで７

月 11日付けで相模原病院から見積書が出てきて、950万円。

予定価格調書が７月 11日に予定価格 950万円と設定されて

いるのです。この事実関係には間違いありませんか。 

はい。 

公募されたときには、公募の中には当然予定価格の提示

はなかったわけですね。 

はい。 

そうすると、公募に応じる者は価格情報が何もないとこ

ろで手を挙げなければいけないということになりますか。 

はい。  

 もう一つ、事実関係の確認ですけれども、９～20ページ  はい。 



に至るまで、例えば平成 17年度の全国モニタリング調査、

分担研究者○○○、相模原病院とか、15ページに即時型食

物アレルギーの全国モニタリング調査、研究協力者○○○

さんとありますが、この種のことは過去ずっと相模原病院

が手がけてきたことなのですか。 

 

 今まで使えた厚生労働科学研究費が使えなくなったので

すか。 

 そうです。 

 23年度から科研費補助金がなくなって消費者庁に移った

ということですが、22年度までは公募ではなかったのです

か。 

 

 はい。 

23年度を公募にしたという理由がちょっとわからなかっ

たので、消費者庁から言われたということなのですか。 

 消費者庁としては、ここと随契してほしいということでは

あったのですが、当所としては他にできる機関はないかと広

く募集する義務があるかなと思いました。 

それは何か、国の方からの指導があったということなの

ですか。 

 特に指導とかはされてはいないです。当所としての判断で

す。 

ずっと今まで 13年度からですか、要するに公募ではなし

に随契でやっていたわけでしょう。それで 23年度から公募

にしたという、しかも他に、相模原病院以外に何かこうい

うことをやれる機関があってということですか。 

 基本的にはないとは思ってはいたのですが、ただ研究協力

者とか研究分担者がほかの病院にもいたりするので、もしか

して手を挙げるところもあるかもしれないということは考

えておりました。 

 結果的に相模原病院からの見積書の額で随契をやってお

られるので、なぜあえて公募をやられたのかなというのは、

その辺がちょっとわかりづらかったのです。 

 一般予算としてもらったのが初めてなので、最初は公募に

すべきかなと思った次第です。 

 

 先ほど予定価格の算出の方法についてお尋ねしたのです

けれども、これは事前審査調書の時点で既に予算額と所要

見込み額が入っていますね。これは恐らく予算満額をその

まま記載したという形になるのですね。そちらの所の方で

独自な積算というか、見積もりみたいなものは一応なさっ

てこれになっているのか、むしろこちらが積み上げていっ

てそのまま予算が認められたからこうなっているというこ

となのか、結果として病院の方が上げてきたもので予算を

上げて、そのまま全部ついて、そのまま執行してというふ

うにそろうべくしてそろっているのかというのはどうなの

でしょうか。 

推測ではないのですけれども、結果的ということになるか

と思うのですが、もともと科研費、補助金でやっていました

ので、他ではなかなかノウハウがないということで、先ほど

の資料にも今までの結果とかを全部つけて仕様書をつくっ

てみて、私どもでも予算を積算する上でほかにどういうとこ

ろができるのか、民間の研究機関とか、そういうものはでき

るかとは思いますけれども、とりあえず予算の積算について

は今までやっていたところに積算していただいたというこ

とでございます。それと昨年の実績を見て予定価格も作成し

たということです。 

 

補助金のときと同じ中身で予算をとって、外注というか、

委託というか、そういう形になったということですか。 

 

結果的にはそうなって、確かにそれを積み上げて検証すれ

ばいいのかもしれないですけれども、我々にも中身がどのく

らいの研究でどのくらいかかるかというところまでなかな

かわからなかったものですから、今、民間のいろいろな検査

会社とかがありますので、そういうところが結果的にもっと

安い金額で入札すれば、それに合った翌年度以降の予定価格

も立てられたのだと思うのです。ですから、全くどこもでき

ないということはないと思うのです。今、我々の研究所でも

人がいなくて外注している業務がありますので、そういう関

係からこういう外注という形にしたということです。 

 従来厚生労働科研費で行ってきた調査が、そうした補助

金が使えなくなったということにおいて、入札、競争性の

働く仕組みに転換する努力はされたと認識しております。

さりながら、実績のあるところが相模原病院だけで、そう

いう意味では当初からここしか応募がないというのはかな

り見込まれてはいるけれども、一応の努力といいますか、

姿勢はお示しになったという、そこは例えばある程度評価

できるかと思うのですが、例えば 23日に公示して、公示期

限が７月８日、２週間しかないとか、こういうところに工

夫の余地はなかったかとか、先ほど小川委員も松原委員も

 そうです、以前の金額をそのままということです。 

 



御指摘しておられますけれども、要するに 950 万円という

価格の設定においてもう尐し透明に見える工夫、つまり 25

ページ、相模原病院から見積もりがあった金額がそのまま

予定価格 950万円になって、それで７月 11日の余り間がな

い７月 20日にもう契約が済まされている。予定価格が補助

金時代のお金をかなり踏襲していることにもなりますか。 

（分科会長の意見） 

発注者側と請側とが暗黙の了解があって、それで満額随

意契約になっているところの価格設定は、そういう言葉は

余りよくないのかもしれませんけれども、ある意味癒着と

いうような指摘を受けかねない見え方もしているので、や

はりそういうところに努力をする余地があったのではない

かなと。随意契約ということ自体、最終的にそうなったと

いうことはあり得る話かなという気はしますけれども、公

募期間とか価格の設定をもう尐し研究所としても吟味する

ような姿勢とか、そういうところに一定の努力の余地があ

ったのではないかなと感じました。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所宮古南静園公務員宿舎改修整備その他工事  

資格種別  ：建設工事－建設一式（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 大米建設 

予定価格  ：134,290,000円 

契約金額  ：127,050,000円 

落札率   ：94.61％  

契約締結日 ：平成23年9月30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者が応札したが、１回目の入札は不落となり、２

回目の入札は３者が応札し、（株）大米建設が落札した。 

１点だけお聞きしますが、総合評価落札方式という選択

肢はなかったのですか。 

 

6,000 万円以上のものに対しては総合評価に該当するので

すけれども、今回は、案件自体が屋上防水とか道路整備とか

簡易なものでございましたので、課長通知の方でそういう簡

易なものは総合評価でなくてもよいと出ておりまして、今回

は最低価格落札方式にさせていただいております。 

例えば入所者の安全とかいうことを考えていろいろな提

案をやった方がいいという例もありますね。そういう場合

には当たらない、と考えたということですか。 

今回は公務員宿舎がメインでございますので、そういう面

からすると、ハンセン施設のように、入所者の安全性の確保

という面からするとちょっと外れるという判断をさせてい

ただきました。 

（分科会長の意見） 

今回は比較的技術的に難しい工事ではないので総合評価

の方式をとらなかった。８月 10日に公示をして、十分な期

間をとって９月 30日に入札を行って、４者応札。１回目で

落ちなかったのですが、２回目で大米建設が落札したとい

うことで、94％。特に指摘すべきことはないように思いま

す。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター空調給湯方式検討業務 

資格種別  ：建築関係コンサルタント（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、設計・コンサルト関係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 山下設計  

予定価格  ：9,507,456円 

契約金額  ：7,350,000円 



落札率   ：77.31％ 

契約締結日 ：平成 23年 8月 15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者が応札したが、うち３者は予定価格を上回っ

ていたため、（株）山下設計が落札した。 

予定価格はどういう点に着目して、どのような手段で作

成されましたか。 

 まず、国交省の基準がありますので、国交省の基準に従っ

て作成しております。 

基準というのが設計でもないし、余りふだん見なれない

ような検討業務なのですが。 

 

検討業務ですけれども、基本設計に近い形でしたので、設

計の予定価格の基準が国交省にありますので、それを基準に

して予定価格を作成させていただきました。 

基本設計に準じるような立て方ということですか。 そうです、人工を拾いまして、予定価格の調書でいいます

と、直接人件費を拾いまして、それに対して諸経費、技術料

を拾って、予定価格を作成いたしました。 

この手のもので４者が競争しているのは珍しいなと思う

のと、入札価格に随分ばらつきがあるものですから、これ

が結果的によかったといえば多分よかったのでしょうけれ

ども、その辺こなれていないというのか、差があるかと思

うのですが、その辺はどういうふうに考えたらいいのでし

ょうか。 

実施設計ではなくて検討業務というところから、もしかし

たらこういう開きが生じたのかもしれないと思われます。 

 山下設計に事前に相談したり、他社と違う関わりをして

いたということはないですか。  

 それは特にないです。あくまで人工をこちらで拾いました

ので。 

コンサルタントもランクＡまたはＢというのはどういう

論拠でしょうか。 

 

今回 957 万円の予定価格ですので該当はＢになるのですけ

れども、直近上位が認められていますので、Ａランクまで含

めて公告いたしました。応札した４者はすべてＡランクの業

者です。 

先ほど予定価格を立てるときには基本設計とおっしゃい

ましたけれども、具体的には予定価格をつくられた方は人

工をどういうふうにして把握したのですか。 

 

今回該当する建物が結構広いので、それに対して建築、電

気、機械の人工をそれぞれ拾っていって、大体今回該当する

建物が 34ページの斜線部になるのですけれども、各建物の現

地調査で建築、電気、機械で１人ずつ拾っていきまして、ラ

ンニングコストとイニシャルコストを算出する項目がありま

したので、それに関わる人工をまた拾ったという形で積み上

げて、直接人件費を出しております。 

それは国土交通省の基準ですか。 

 

基準は特にないのですけれども、あくまで人件費を拾う方

法としてはこちらで拾いました。 

 先ほどの話ですけれども、入札の状況を見ましたら、山

下設計が一発で入っていますので何か理由があるのかなと

思ったのですが、それはないのですか。例えば山下設計が

過去においてこのリハビリセンターの設計に携わったと

か、そういうものはないのですか。 

 携わってはないです。 

 

 今回の空調給湯方式の検討は、そもそも今までどういう

方式だったものを具体的にどういうことでこういう検討業

務をされたのか、その辺の話をお伺いできませんでしょう

か。 

 今回ちょうど現在病院と講堂と本館を建て替えておりまし

て、それに伴いましてエネルギーの方式を見直しておりまし

て、そのために発注をさせていただきました。 

 何か必要性に迫られたということなのですか。これに基

づいて空調方式をまた新たに発注するということにつなが

っていくものなのですか。つまり検討業務というのはどう

いう位置づけなのかなということがわからなかったもので

すから。 

 

 今、説明しましたように、病院と事務本館の建て替え工事

を行っておりまして、このセンターの全体の中では病院棟な

どはエネルギーを多く使う建物になっております。エネルギ

ーセンターが１か所に集中して設けられているのですけれど

も、そこのエネルギーの使い方、今後の消費の仕方が大きく

変わってくるということが想定されます。既存の建物のエネ

ルギーの使用方法についても今の段階で見直しというか、確

認をして、今後もっと省エネにつながるような方策があれば

予算要求をして改修していきたいという目的がございまし

て、今回の検討業務を行うことになりました。 



具体的にこれに基づいて空調方式を来年度から本工事に

入るとか、そういうことではないのですか。 

 検討の結果で、これからそれを実際やるかやらないかとい

うのはまたセンターの方で、内部で協議をしていくことにな

ります。 

 

 基本設計でも実施設計でもない検討業務なのですけれど

も、どんな成果物を出さなければいけないかというのを教

えていただけますか。 

 

成果物としては 36 ページに一応一覧表を付けているので

すけれども、そこにランニングコストと、イニシャルがない

のですけれども、成果物としては 32ページから細かく書いて

おります。検討内容が２番になりまして、①としましては空

調と給湯方式を複数案提案していただいて、それについて②

としてイニシャルとランニング、あと CO２の排出量を含んで

検討していただく。あと概算工事費も出してもらうというこ

とになっております。 

（分科会長の意見） 

この件については大規模施設の空調給湯方式のシステム

の検討という、基本設計でも実施設計でもないのですけれ

ども、検討業務の発注で、ＢまたはＡランクで一般競争入

札で、応札が４者あった。業務の内容が尐しわかりにくか

ったので各社入札の金額に乖離があったかなという気もし

ましたけれども、今の御説明である程度どんな成果物を出

さなければいけないかというのは割方きちんと書いてある

ので安心しました。特に指摘事項はありません。 

 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：害虫駆除業務一式   

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の中で最も落札率が低い。 

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 ：日本美装 株式会社  

予定価格  ：4,727,940円 

契約金額  ：  837,900円 

落札率   ：17.72％ 

契約締結日 ：平成23年8月2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、最も低い金額を提示した日本美装（株）

が落札した。４者とも入札金額は、予定価格の半額以下だった。 

予定価格の設定の仕方を詳しく説明していただけます

か。 

 

 今回の件は入札が初めてでしたので、まず関東地方整備局

に予定価格の積算方法を照会しました。整備局では害虫駆除

の単価は設定しておらず、業者見積もりを徴収して、そこか

ら予定価格を算出しているということでしたので、入札に参

加しない２者から見積書を徴収し、項目ごとに安価な方を採

用し、算出しました。 

その見積書は何ページにあるのでしょうか。要するに予

定価格を算出するための見積書です。16、17ページかな。 

はい、16、17ページです。 

 

それらのうち、両者の安い方をとって設定したというこ

とですね。 

 そうです、各項目ごとに安いものを採用しました。 

 

 項目なのですけれども、そもそもこの項目を積算対象と

すること自体はどこの情報というか、作業責任者１名、作

業監督者１名云々というのはどこからの情報というか、ど

ういう決め方なのですか。業者から見積もりをとって決め

るときに、何も指定しないでやると項目も業者さんによっ

てばらばらですし、拾っている数量、何人拾うかというの

も２者でばらばらみたいなのですけれども、それを低い方

をとるといってもなかなか軸がないような気もします。 

 人件費については仕様書の中で作業責任者を１名配置する

こととか、各人数を定めておりますので、その人数で積算し

てもらいました。薬剤費についてもそれぞれの対象箇所ごと

に使用薬剤をある程度こちらで何種類か上げておりますの

で、それに基づいて算出していただきました。 

 

 

 余りこだわってもしようがないのですけれども、２つの

見積もりで人数のところが違いますね、数量。単価が違う

 ある程度対象箇所とか実施体制を定めておりますので、数

量まではこちらから指定は特にしておりません。 



のはそれは競争なのかもしれませんけれども、人数が違う

のと、こういう工事なのでよろしく見積もってくださいと

いうのは、それはそれでわかるのですけれども、逆にそう

いうふうにおっしゃられると。わかりますか、16ページと

18ページの数量のところが違うのではないかと。 

 

 今の例えば作業責任者何名とか書いてありますね。それ

はこちらから指定するのではないのですか。要するに発注

者の方がここに何人いてこういう害虫駆除の清掃をしてく

ださいとか、年間２回とか、そういうことは発注者の方で

やるのではないのですか。それに基づいて積算しているわ

けでしょう。 

 回数としては年に１回もしくは２回ということで設定して

いまして、作業時にグループで作業をしていただく想定をし

ていたのですけれども、その中で責任者を１人は必ず置いて

くださいということです。 

 

要は予定価格と実際の入札の乖離が甚だしいですから、

結局は人件費が全然実態に合っていない予定価格になって

いるのかなと。逆に言えば、予定価格が実態に合わせてつ

くられているのかなという疑問を持ったものですから、そ

の辺はどうなっているのかと思うのです。例えば実際向こ

うから作業をやっているときに、作業日誌とかを見て、実

際に予定価格に見積もっているこれだけの人員が張りつけ

られているかどうかはわかりますね。それは実際にこれだ

け張りついているわけですか。大体 20日とか 18日くらい。 

 大体参考見積もりですと 20日です。 

 だからこれですと、大体合計すると８～９人くらいの人

が 20日前後働いているという形で作業日誌というか、そう

いうものはわかるのですか。そうやっているのであれば、

発注者の方が予定していた害虫駆除業務が行われていると

わかるのですけれども、余りに離れているから本当に合っ

ているのかなという疑問を持つのです。 

 

人数の確認は作業日誌と当日立ち会いでも確認はしたの

ですけれども、実際のところ、まだ２月の方は実施してはな

いのですが、２月を実施しても多分 20 日間分も実際の日数

はかからないと思います。ですが、今回が初めての入札とい

うこともあって、こちらでも何日間が適当かわからなかった

ので、今回は業者の参考見積もりでその部分も確認した感じ

です。  

 ４者が応札していて、１者が落札した。公告期間も３週

間程度とれている。一見して特に強く指摘するべきことは

ないように見えるのですけれども、そういう意味で一定の

競争力は働いていると見受けられるのですが、各委員が気

にしておられるのは、やはり予定価格と落札の金額が極め

て大きい乖離がある。かなり低い、17.7％で落ちているの

で幸いだったのですけれども、これがもし予定価格をちょ

っと下回るところくらいで落ちていたら、結果として相当

税金を無駄遣いしてしまうことになるわけです。そうはな

らなかったので幸いだったのですけれども、したがって、

予定価格がどう設定されたのかというところに反省すべき

ところというか、見直すべきところがどうしてもあるので

はないかなということは指摘せざるを得ないと思います。

これを入札にしたのは今回が初めてなのですか。 

 はい。 

 そうすると、過去はこのリハビリテーションセンターの

害虫駆除は随契でやっておられたのですか。 

食堂、厨房に関しては随契でやっておりまして、その他今

回入っている利用者の宿舎棟などは職員作業で行っており

ました。 

 随契でやっていたときのお金の設定の仕方は、建物の対

象が違うので今回余り参考にならなかったわけですか。 

 そうですね、面積もかなり違うので。  

（分科会長の意見） 

 やはり予定価格の算出についてというところは今回かな

り指摘せざるを得ないので、次回以降ここはかなり慎重に、

合理的妥当な予定価格の設定の仕方に御努力をいただきた

いということで閉めさせていただきます。 

 

 

【審議案件５】 

審議案件名：医療文書統合管理システム保守  



資格種別 ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由 ：不落随契の妥当性  

発注部局名：国立障害者リハビリテーションセンター  

契約相手方：富士フィルムメディカル株式会社  

予定価格 ：2,047,500円 

契約金額 ：1,890,000円 

契約率  ：92.31％ 

契約締結日：平成23年7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、入札者がいなかったため、予算決算及び会計令第９

９条の２に基づき、システム導入業者である富士フィルムメディカル（Ａ等級）と随意契約を行った。 

システム製造業者のヤギー株式会社は競争参加資格を取

得していなかったということなのですか。要するに入札者

がなかったという話です。 

 

23ページに入札公告がありますけれども、こちらの方で今

回の競争参加資格がＢ、Ｃ、Ｄ等級と定めておりまして、メ

ーカーであるヤギー株式会社は競争参加資格自体を持って

おりませんでした。富士フィルムメディカルはＡ等級という

ことで、どちらも該当しないということでございました。 

だから入札に参加できなかったということですね。 できなかったということです。 

ちなみに前年度は相手方はどちらになるのですか。 

 

前年度に導入したものなので、初めての保守契約になりま

す。 

これは特にシステムの製造者とか導入業者でないとやや

こしくて参入できない業務なのですか、それとも比較的そ

ういうことはなく、Ｂ、Ｃ、Ｄの等級でもこういう業務は

こなせるものなのですか。 

こちらで思うには、主にパッケージソフトで組んでいるシ

ステムなので、導入業者か開発業者でないと難しいのかなと

思っております。 

 

もう一つ質問ですけれども、７、８ページに予定価格の

算出方法が示されていますが、これは見積もりをとったの

ですか、それともリハビリテーションセンターが独自にこ

ういう算出をされたのでしょうか。 

９ページにヤギー株式会社の見積もりがありますけれど

も、これはメーカーとしてどういう設定をしているのかとい

うことで見積もりをもらっております。 

 

結果としてそれがそのまま８ページの算出額になってい

るのですね。 

いや、数量だけこちらで流用しまして、単価に関しまして

は「積算資料」という冊子に情報処理の人件費が載っており

ますので、そちらの方を使っております。 

人工の人数と単位は合わせたということですか。 はい。 

これは結果的に使われていないからいいのですけれど

も、メーカーが 10 万円でいいと言っているのを 70 万円に

するとかいう作業の意味というか、定期点検で常駐でもな

いのです。常駐というか、フルタイムのイメージではない

わけですね。これをやる正当性というか、こちらの７と８

を比較すると、７をわざわざ計算するのは余り本件では当

たっていないような気がするのですけれども、それは何か

ルールなのですか。 

うちの方でもどれくらいかかるかを積算してみないこと

には、ヤギーの見積もりをそのまま使うわけにもいかないの

で、一応はうちの方でも算出して、どちらかを採用するとい

う方法をとっております。 

 

今の話ですけれども、厚生労働省で 77万 2,000円と言っ

ているのは、これはどういう勤務形態なのでしょうか。要

するに６時間とか、そんな話なのですか。つまり先ほどの

話、10 万円と乖離がありますから、だから厚生労働省とし

ては本件の保守一式の契約に当たっては何を目的にしてこ

ういう単価を持ってこられたのかなというのがあると思う

のです。それを教えていただけますか。 

ヤギー株式会社の見積もりで単位が人月となっておりま

すので、その単位に合う単価を探すと思ったら、「積算資料」

に載っている 77万 2,000円が妥当ではないかと考えました。 

 

 結局「積算資料」だと常駐みたいな形になってしまうの

でしょうね。だけれど、ヤギーの方は定期訪問だから何か

あれば行く形ではないのですか。要するに常駐ではなしに

月に何回とか、あるいはトラブルが発生したときとか、定

期点検ですから定期的に何回か行くという話で 10万円と設

定しているのではないのですか。だから設定が全然違うも

のを比べても余り正確な予定価格の算定方法にならないの

ではないですか。 

導入業者なのでそうのような見積もりとなったのではな

いかと思います。 

当初導入の契約時点で、契約以後１年間の保守も込みで契

約していたかと思います。 



加えてお伺いしたいのは、22 年度は富士フィルムメディ

カルが保守をやっているのですね。 

そのときの、22年度の保守の契約金があるわけですね。 

その金額が富士フィルムメディカルは頭にあって、不落

随契ですけれども、九十何％の落札率の金額を提示するこ

とは彼らにとってはかなり容易だったということはありま

せんか。つまり１年間経験があるわけだから。 

 作業内容は富士フィルムの方でわかっていたと思いますの

で、金額の提示も容易にできたかなとは思います。 

 

（分科会長の意見） 

これは応札した業者がなく、不落随契ですけれども、応札

がなかったということには幾つか背景があるような気がし

ます。まず、システムの製造者、導入業者でないと、１年

目は導入者あるいは製造者が保守をしたわけですけれど

も、２年目からやはり入札にしなければいけないというこ

とで努力はされた。努力をされたことはわかるのですけれ

ども、製造者、導入業者以外の者が、既存のシステムの保

守を全然別の業者が参入するのはまず１つ難しいというこ

とが考えられます。 

もう一つは、Ｂ、Ｃ、Ｄのランクに設定されているわけ

ですけれども、ヤギーはその資格がなかったし、富士フィ

ルムはＡランクなのでそれも参入する資格がなかったとい

う、二重の不落に至るというか、応札に至らない背景が２

点目としてありますね。 

３点目として２人の委員が指摘しておられるように、予

定価格の設定について考え方が定かでないのと、しかし背

景として前年度は富士フィルムがやっていたわけだから、

そういう意味での経験があるというか、競争力がそもそも

そこで働かなくて九十何％の落札率になる背景もあるとい

うことが指摘できると思います。 

そういう意味で今回は一定の努力をされていろいろ悩ま

れたのだと思うのですけれども、次年度以降、これはもう

一回繰り返されることになりますね。保守のいわゆる公募

といいますか。そのときにはやはりそういう指摘を受けな

いように、先ほどランクのことを工夫するとかおっしゃっ

ていたような、そういう外から見てわかりやすい努力を是

非していただくようお願いし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６】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎フリーザー室改修工事 工事監理業務  

資格種別   ：建築コンサルタント（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、設計・コンサルト関係案件の中で、応札者が「１者」である。  

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社 安井建築設計事務所  

予定価格  ：3,739,599円 

契約金額   ：3,465,000円 

落札率   ：92.66％ 

契約締結日 ：平成23年9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者応札となり、（株）安井建設設計事務所が落

札した。 

改修工事なのですけれども、元設計は安井なのですか。  元の設計は別に、C･C 設計事務所というところが設計して

おります。 

これは特に難しい工事ではないのですね。 

 

そうです、今、既存のフリーザー室内の天井を抜きまして、

その空いたスペースに大型ラックを下に置きまして、上下に

フリーザーを置くということになっております。 

参加資格種別Ａ、Ｂ、Ｃというのは、この件ではどうい 予定価格上ですとＢかＣになるのですけれども、昨年度も



うふうにしてＡ、Ｂ、Ｃになるのですか。 

 

当方で工事管理の方をやっておりまして、そのときも応札者

が１者か２者という現状でしたので、そこをランクを広くし

まして応札の機会を増やすことをねらいでＡ、Ｂ、Ｃと範囲

を広めました。 

これは元設計というか、私はちょっと言葉を正確に理解

しているかわからないですけれども、このフリーザー室改

修工事の設計業者さんが別にいるということなのですか。

この建物全体を仕切っているという意味ではなくて、フリ

ーザーの改修でも設計業者さんがいて、そこは今回応札し

てこなかったということですか。 

はい、工事の設計事務所は C･C設計事務所というところで、

今回落札した安井建築さんともう一者交付をしたトウ建設

設計事務所さんとは全然関係のないところが設計しており

ます。 

  

これをＡにまで広げるのはこの研究所の裁量的な判断で

決められるということですか。 

はい。 

 

 予定価格はどうやって算出されたのでしょうか。人工で

自動的に機械的に計算できるものなのでしょうか。 

まず、33ページの予定価格調書の写しにあります１の（ロ）

のところで、この単価の摘要のところに書いてあります国交

省の業務委託技術者の単価の平成 23 年度を採用しておりま

して、１人の人工で 59 日という 10月１日～12月 28日まで

の平日の日にちを（イ）の業務日数に入れて出しております。 

 

競争性が働くことを配慮して、Ａランクまでランクを拡

大された。３週間の公示期間をとっておられる。これはホ

ームページではなくて掲示だけですか。 

まず、うちの方でも公告を紙媒体で出しまして、あとは感

染研の入札のホームページにもアップしまして、それと同時

に電子入札の方にもアップしております。 

（分科会長の意見） 

そういう努力もされたけれども１者応札だった。特に指

摘できることはありませんけれども、できるだけこういう

努力をお続けいただくようよろしくお願いいたします。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成２３年度国立総合児童センター改修工事設計及び工事監理業務  

資格種別  ：建築関係建設コンサルタント（Ａ、Ｂ又はＣ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。  

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  ：26,103,000円 

契約金額  ：20,475,000円 

落札率   ：78.44％ 

契約締結日 ：平成23年7月7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、２者が応札したが、技術点も価格点も高い（もう

１者は価格点が０点）（株）山下設計が落札した。 

２者応札なのだけれども、楠山設計は 7,200 万円で山下

設計が 1,900万ですか。 

 

当日やってみましたところ、私たちも驚いてしまいまし

た。実際問題、資料をとりに来ていただいたのは今回 13 者

ございました。今まで過去ずっと１者しか来なくて、１者応

札という形だったのですけれども、今回総合評価に変えさせ

ていただきましたら資料の方は 13 者とりに来ていて、実際

には２者来ていただけたという、以前よりも尐し改善が図ら

れているのかなと思います。今後やらせていただければ、ま

た尐しは増えるのかなと。やはり初めての建物で、いろいろ

な総合施設ですので、ちょっと時間が足りないのでまた来年

度検討しますというところが何社もあったので、来年は尐し

変わるのかなと思ったりしております。 

 

こどもの城の元設計は山下なのでしたか。  山下です。 

従来１者応札ということですけれども、落札率で一応変

化というか、この 78％はどう評価されるのですか。余り変

わらないのですか。それとも一応尐しは率は下がっていた

競争原理は多尐働いたと思うので尐し下がっているのか

なという印象はあります。大体もう尐し上くらいで業者さん

は持ってくるのかなという感じでしたけれども、やはり総合



りするのですか。 

 

評価をやったことによって多分危機意識は持っていただけ

たのかな、そこで下がっているのかなと思います。 

 

いいとか悪いとか物差しがないのであれなのですけれど

も、これは工事設計と工事管理を一緒にしていますね。そ

の辺の基準、今回の考え方はどういう意図で一緒にしたと

か、本来原則はどちらとかはあるのでしたか。 

 

特に原則はないのですけれども、建物自体が結構総合的な

いろいろな施設がありますし、建築を管理するためのポジシ

ョンですとか業者さんが入ったときに、ある１か所に工事事

務所を置いてもらうしかないので、余り複数のものを置ける

ようなポジションがないので、そこら辺も踏まえて、常に子

どもたちが出たり入ったりするような建物ですし、劇場もあ

りますので、余り表立っていろいろな建物を周りに建てられ

てしまうと形式上もよくないですし、いろいろな問題もある

ということから総合的、全体的にやらせていただきました。 

工事管理が入ることについてはどうですか。設計は同じ

なのかな。 

余り一体として考えてしまうと建物にいろいろ入ってい

ますので、管理している最中についてもほかの会社とかがい

ろいろ入ってしまうとやっかいだなというのもあるので、な

るべく１個にまとめてもらった方がいいのかなというのが

当方の考えでした。 

競争性の観点からは余り関係なくて、そういう現場とい

うか、ここの都合ということなのですか。競争性の観点で

一緒にすることがどちらに働くとかいうのは、特に御意見

はないですか。 

 

今回そこら辺の視点はなくて、建物の状況を見ながらとい

うことをメインに置いて、一番最初そもそも今まで１者応札

だったので、そこを改善しようということに最大限努力し

て、そこに力点を置いたので、今の御意見も踏まえて、また

今後いろいろ考えていきたいと思いますけれども、建物の構

造上、なるべくコンパクトに１者にまとめた方がいいのかな

というのが一番大きいです。 

（分科会長の意見） 

ずっと１者応札で続いてきたこどもの城を総合評価落札

方式にしていただいたこと、ＡまたはＢと拡大していただ

いたことなどで競争力が働くようにという御努力の跡は評

価させていただきたいと思います。残念ながら楠山が 7,200

万と何だか冗談みたいな金額を入れているのですけれど

も、松原委員が御指摘のように、設計と管理を別に出せば、

そこでそれぞれ競争力が働いたかもしれないということで

すが、これは非常に複雑にいろいろな機能が入り込んでい

る複合施設なので、設計と管理は一体にした方が業務がつ

つがなく進みやすいだろうという御判断、それは妥当な判

断かなという気もいたします。とにかく何とか２者応札に

こぎつけて、落札率 78％なので前進していると思いますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 秩父学園東棟・西棟スプリンクラー設備設置工事  

資格種別  ：管工事（Ａ又はＢ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。不落随契（１者応札、不落札）  

発注部局名 ：国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局秩父学園 

契約相手方 ：昭和工業 株式会社  

予定価格  ：103,875,563円 

契約金額  ：103,845,000円 

契約率   ：99.97％ 

契約締結日 ：平成23年7月21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、１者応札となったが、２回入札を行っても落札

しなかったため、予算決算及び会計令第９９条の２に基づき、昭和工業(株)と随意契約を行った。 

 ４者資料を請求してきたけれども１者になってしまった

というのは、ほかの３者はどうして入札しなかったのか、

何か理由があるのですか。 

 ３者に理由を確認いたしましたところ、やはり震災の影響

で人の配置が難しくなったという理由で辞退されたようで

す。 



人が集まらないということですか。  人の手配が難しくなったということです。 

スプリンクラー設置工事というのは法律ですか、消防法

か何かで。 

 消防法の改正です。 

決められていて、今、やらなければいけないという。 もう改正されて、まさに今、やらなければいけないという

工事です。 

 義務づけられているわけですね。  はい。補足説明いたしますが、消防法が 19 年６月に強化

されまして、既設の建物は 24年３月 31日までにちゃんと法

律に適合させることとされていますので、今年度契約を行い

ました。 

総合評価方式を採用したけれども、結果的に余りそれが

期待する効果には至らなかったということなのですね。 

 はい。 

これはＢランクとなっていますけれども、先ほど別のと

ころが工夫として、尐ないことが見込まれるから、あらか

じめ広げておくのだというところがあったのですが、その

見通しと、例えばランクを広げることをお考えになること

はありますか。 

初回の契約は該当等級の上位または下位と決まっており

まして、それがために該当はＢ等級なのですけれども、工事

からしますと上位の方がいいであろうということで施設側

が判断されてＡ、Ｂと決めたと聞いております。 

 

この事案はＡ、Ｂだったのですか。 失礼しました、ＡとＢです。該当等級はＢでございますが、

一応条件としてはＡ、Ｂ両等級で出しております。 

そうすると、１ページの参加資格ランキングのＢランク

というのは、結果としてＡ、Ｂランクにされたのですね。 

参加資格としてはＡかＢ等級ということですけれども、昭

和工業はＢ等級だという意味でございます。 

入札公告のときはＡまたはＢで公告されたのですね。  公告はＡまたはＢで公告しています。 

入札公告が 21日、これは総合評価ですので技術資料提出

依頼日が 22日、依頼して技術資料を提出する期限はいつだ

ったのでしょうか。 

 期限が７月４日です。 

 

特にその期間が短過ぎたということはないのでしょう

ね。通常このくらいでしょうか。 

入札公告の翌日から起算して 10 日以上とっていますの

で、通常どおり期間はとれたと思っています。 

制度についてなのですけれども、こういうふうに事前に

技術資料を提出させる場合に、結局提出があったかなかっ

たかというのは残りの希望者について事前に伝わるのです

か。入札の時点で、あるいはその何日か前に、もう資料を

出したのはおたくだけだから、どっちにしたっておたくに

決まるよみたいな話は事実上伝わるものなのですか、それ

とも最後まで、入札の当日まで明かさないのですか。 

電子入札システムでやっていますから、そこは最後までわ

からないでやっています。 

 

それはどの瞬間に、入札して見ないとわからない、入札

して見たら実はもともと技術資料を出しているのはおたく

だけでしたと後でわかるのですか。 

 開札してからわかります。 

結果これは不落なのですが、不落の後、価格を決めるの

はどういうプロセスで決めるのですか。 

 

不落の後、その業者に見積書の提出を依頼いたします。今

回は不落の後、提出いただいた見積書の金額が予定価格を下

回ったということで、随意契約でやらせていただきました。 

 そうすると、不落になったのでもう一度見積もりをくだ

さいと頼むわけですね。 

 はい。 

そのときには予定価格はこんなものだというような暗示

はないわけですね。 

 暗示はないです。 

そうすると、たまたま不落でもう一度見積もりを出して

もらったら 99.9％になったということなのですね。 

 はい。 

これは重度の障害の人たちのためのスプリンクラー設置

なので、慎重を期すために総合評価にされたと。 

 そうです、安全性を重視してということです。 

 

（分科会長の意見） 

当該はＢランクであったけれども、幅を広げるためにＡ、

 



Ｂにされた。それで入札公告から技術資料提出の期限まで

は 10日とってある。結果、東日本大震災の影響等、４者の

問い合わせがあったけれども１者しか応札しなくて落札で

きなかった。99.9％というところが気になるけれども、特

に指摘することはないということにさせていただきます。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：放射能検出器等の調達  

資格種別  ：物品の販売－精密機器類（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の中で契約金額が非常に大きく、落札率が高い。１者応札  

発注部局名 ：横浜検疫所 

契約相手方 ：株式会社 江田商会  

 予定価格  ：50,247,309円 

契約金額  ：46,725,000円  

落札率   ：92.99％% 

契約締結日 ：平成23年9月5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者応札となり、（株）江田商会が落札した。 

この納入期限はだれがどういう判断で、どのように設定

したのですか。 

 この機器ですけれども、発注が当然いろいろな自治体か

らも多数出ておりまして、この機器の一部の部品が相当期

間準備に要するということで、このくらいの日数がかかる

ということになっています。 

そういうものを誰からの情報を基にどなたが判断され

たのですかということなのです。 

 

この情報なのですが、NaI 検出器、ゲルマニウム検出器

を製造販売している業者に問い合わせまして、最低限５か

月かかるということだったものですから、それを基にこち

らの方で５か月はかかるということで設定させていただき

ました。 

それが今回納入に係る機器のメーカーに、この機器を想

定して確認されたということなのですか。 

 

 当所としましては仕様をつくるために機器の選定等を行

いまして、選定した機種を基に仕様をつくらせていただい

たのですが、その機種の販売メーカーに問い合わせて決定

させていただきました。 

資料を拝見すると、特に予定価格算出調書などを見る

と、この機器をサプライできるのは江田商会以外にも、三

紳工業とか可能性のあるところはほかにもあるのですね。 

 あります。 

それらは何で入札に応じなかったのですか。 

 

見積もりをいただきましたので、これはやっていいもの

かどうかわからないのですが、三紳工業さん、尾崎理化さ

んにこういう形で入札をやっていますよというお話は内々

させていただいたのですが、参加はしていただけませんで

した。その理由について我々もそこまで突っ込んで聞くわ

けにいかないものですから、やっておりません。 

神戸と横浜と２所ですか、やっていますけれども、別々

に調達するということはないのですか。そういうことは考

えられないのですか。 

 

 これはまとめて購入の手続をした方がより価格を安く抑

えられるのではないかということで今回はまとめてやった

のですが、それぞれ検疫所ごとに調達することもできるこ

とはできます。 

会計機関は別ではないのですか、一緒なのですか。  会計機関は別です。 

それと先ほどの専門的な話、シンチレーション装置と今

回のゲルマニウム検出器とか NaIとか、サーベイメーター

ですか、これはどういうふうに違うのですか。同じ放射能、

原発の事故の関連だと思うのですが。 

 

 ゲルマニウム半導体検出器は例えばセシウムですとかヨ

ウ素、それを個々に核種ごとに詳しく調べることができる

のですが、NaI シンチレーションの方は大まかに放射性物

質が入っているのではないかというのを広くスクリーニン

グするための装置、サーベイメーターは測ろうとする食品

などに対して機械を直接当てて、放射性物質を帯びている

かどうかを事前に確認するような機械、簡単に言うとそん

な感じになります。 



ゲルマニウム検出器が一番細かく調べられるというも

のですか。 

 そうなります。 

仕様書上には今回のつくりは、参考の機種とか特定の機

種、メーカーをうかがわせる記載はないのですね。 

 ありません。 

実際のところこれを受け取った、見た業者さんとして

は、これで特定の機種が念頭に浮かぶのですか。それとも

サジェスチョンというか、どこかで伝える機会があるので

すか。 

伝える機会はないのですけれども、先ほど申しました見

積もりをとっているものですから、その段階で察してくれ

るのかもしれません。 

見積もりをとるときには参考機種を明示した上で見積

もりをとるのですか。 

 ある程度はこういう形のものが欲しいと明示はさせてい

ただきます。 

見積もりをとった何者か、３者４者あるのですけれど

も、日本の中にこれしかないわけではなくて、もっとたく

さんある中で幾つかを選択したということになるわけで

すか。 

 

 これはいつも横浜検疫所に来てくださっている業者さん

なのですが、顔を出してくれているものですから、ついつ

い顔を出してくれている方が来たときに、こういうものが

あるんだけれど出せますかと聞いて資料を渡したら、何日

か経ったら、うちだったらこれですねという感じで出して

いただいたのです。 

では、結構汎用性というか、扱えるものなのですか。こ

のセイコーイージーアンドジーのゲルマニウム検出器と

かは、それほど特殊なものではない、出入りした人がやれ

ないことはないというくらいのものなのですね。 

 そこは私どもはわからないです。どれだけ努力をされて

セイコーから元の金額を出してもらったかどうかがわから

ないものですから、簡単なのかどうかは私どもは申し上げ

られないです。 

公告方法はホームページですか。 ホームページと庁舎に張り出させていただきました。 

それで短縮されて、22 日から掲示でということなので

すか。 

 はい。 

 

短縮しないとなると、通常の処理をするとあと何日間く

らい延びるのですか。 

 通常ですと 50日になります。 

 

こういう案件は検疫所のほかに、例えば都道府県レベル

でこういう機器の調達を別途しているということはある

のでしょうか。 

 あります。 

 

三紳工業とか、そういうところは都道府県レベルの調達

で手いっぱいだったということは考えられる、あり得ない

ですか。 

想定としてはそういったこともあるのかもしれないと思

います。とにかく放射能検出器の発注が集中しているとき

だったとは聞いておりますので。 

 ただ、この機器自体がそういう東日本大震災のいろいろ

な状況に影響されて、もう払拭してしまっているとか、機

器の数自体が足りないということは別にないのですね。 

今ある日本の検査機器で足りているのかという点はわか

りません。 

 

 逆に言うと、この NaI検出器を調達するのに取り合いに

なってしまっているということはないのですか。 

そこはわからないです。 

 

 放射性物質の汚染に関わる食品検査という緊急性におい

て、かなり緊急に発注して 22 日公告、入札９月５日、こ

れはやむを得なかったかもしれません。応札者数が１者で

したけれども、そういう意味では三紳工業なども声をかけ

ていただいたというのはちょっと不適格かもしれません

けれども、応札に応じる可能性はあった。けれども、結果

として江田商会だけだったということですね。落札率

93％。やむを得ないですかね。特に強く指摘することはな

いということでよろしいでしょうか。 

 

 日本にある検疫所はこの２か所だけなのですか。 

 

検疫所の本所と言われるところは全国に 13 か所ありま

す。 

 ほかのところはこういうものを買う必要はないのです

か。輸出はこの２か所だけでやっているのですね。 

そうです、西と東でということでです。ただ、機器とし

ては東京検疫所も昔から所有しておりまして、要するにチ

ェルノブイリ事故があったので、そこら辺から入ってくる

輸入食品を検査していますので、もともと機器を持ってい

るところもありますが、今回の調達についてはこの２か所



だけだったということです。 

 趣旨からいえば、これは輸出用のためなのでしょう。 輸出には限らないです。 

 今回の購入する意図は。 今回の調達については国内の流通品です。 

輸出ではないのですか。 輸出ではないです。 

（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１０－１】 

審議案件名 ：液体シンチレーション測定装置一式購入契約  

資格種別  ：物品の販売（Ｂ、Ｃ又は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落札率が１００％である。１者応札。 

（関連資料 資料１０－２） 

 発注部局名 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：桑和貿易 株式会社   

予定価格  ：9,177,000円 

契約金額  ：9,177,000円 

落札率   ：100.00％  

契約締結日 ：平成23年9月30日 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ：ポータブルNalシンチレーションカウンター一式購入契約  

資格種別  ：物品の販売（Ｂ、Ｃ又は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落札率が１００％である。１者応札。 

（関連資料 資料１０－1） 

 発注部局名 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：桑和貿易 株式会社   

予定価格  ：4,697,658円 

契約金額  ：4,697,658円 

落札率   ：100.00％   

契約締結日 ：平成23年9月30日 

（調達の概要）２つの物品の調達について一般競争入札（最低価格落札方式）を行い、同日で入札公告及び契約を行

った。いずれも１者応札で同じ落札者であり、落札率は 100.00％だった。 

予定価格とイコールの契約金額になっているのですけ

れども、そもそも桑和貿易さんというのは予定価格の算定

に当たってどういう役割を果たしているのですか。 

 

当方で参考規格としまして提示しました型があるのです

けれども、これがハイデックス社さんの製品であると。こ

のハイデックス社さんに関しまして桑和貿易さんの方が代

理店ということで契約されているということで、そちらの

方から立てさせていただいております。  

代理店で、この桑和貿易だけしか納入できないものなの

ですか。 

そういうふうに桑和貿易さんはおっしゃるのですけれど

も、当方としてそれが担保できるかどうかもわかりません

し、また日本において今回の原発事故で測定器がいろいろ

市中に出回っているであるとか、ビジネスチャンスとして

どこが入れているか入れていないかも全く把握し切れませ

んでしたので、特にポータブル型は当然市中で需要が高い

でしょうから、どこかあるのではないかということであえ

てそれぞれポータブル型という形での入札案件と液体シン

チレーションカウンターという形での入札案件と表示させ

ていただきました。なるべく業者さんがポータブルという

ところで当方に申し出がないかなと期待を込めましてこう

いう形をとらせていただいております。 

値引き率が８％にしていますね。これを見ますと徳島大

学の RI センターのものを参考にしたということなのです

か。 

 

10－１ですと８ページの方に納入実績ということで入れ

させていただいているのですけれども、この中でやはり値

引き率の高いところ、例えば一番上のところ、日本分析セ

ンターさんに入れたものですとほとんど値引きがなかっ

た。あと事前に当方でこれに関しまして９ページの見積書



をいただいてはいるのですけれども、これですと５％の値

引きという形で見積もりを出していただきました。ここか

らは推測になるのですけれども、単純にハイデックス社さ

んの代理店が桑和貿易さんですと決め打ちになってしまい

ますと、納入実績で恐らく５％での契約になってしまうの

かなと。ただ、これを入札という形でやった場合には、あ

くまでもうちで提示しているのは参考機種であって、同等

の性能以上があった場合には他社に落ちる可能性もあると

いうことで、８％を桑和貿易さんの方で取り決めされてい

るのかわかりませんけれども、結果８％という形の実績で

あったものですから、そちらの方を。 

徳島大学の RI センターのものは桑和貿易が納入したも

のなのですか。 

 はい、こちらの８ページの証明されているのは桑和貿易

さんの方がハイデックス社製品を納入した実績だというこ

とで当方に書面で提出いただきました。 

だから結局桑和貿易がすべてわかっている話になって

しまうわけですね。 

 

自社が扱っているハイデックスは、過去のことから考え

たらそういうふうにとられる可能性もありますし、あるい

は見積もりを５％で出してきたので、５％引きを予定価格

としているかもしれないという、あるいはその真ん中の

６％７％くらいをとっているか、そこは桑和貿易さんがど

のように考えられているかはわかりませんけれども、スタ

ートとしては８％という形で札を入れられたのかなと思い

ます。 

しかも２件とも同じですからね。 ポータブルの方はもう一者くらい来てくれないかなと思

っていたのですけれども、残念ながら１者で終わってしま

いました。 

ほかの人が見れば、予定価格が漏れているのではないか

と思いますね。 

このやり方でやった場合に、過去にこちらの方で仕入れ

た値引き率の一番高いところという言い方でやってしまい

ましたので。 

本当に桑和貿易しか納めていないものなのですか。ほか

の関係機関を調べられても桑和貿易以外にはなかったと

いうことですか。 

こちらの調査では。 

対応する機器があるかどうかという点について、これを

使う専門の研究者の方などは、ほかでもこういうものがあ

るよとか現実にはないんだというのはある程度知識をお

持ちなのではないかと思うのですけれども、例えばそうい

う人たちの知識であったり、あるいはほかの施設との情報

交換みたいな形はされたりしないのですか。 

 

今回この機種の選定に当たりまして、当方の放射能関係

の専門職の研究者がこの機種で測定したいということで、

あくまでもこのグレード以上という形では、実質のところ

確かに希望としてはこれがいいという希望があったと思い

ます。これに類似するものがあるかということで、当然似

たような放射能測定をやっている機関がございますので、

そういったところにも打診してどういったものを使ってい

るかという情報収集をすることはございますけれども、研

究者同士ですので落札予定価だとかいう話にまではなかな

か進まないという実態でございます。 

今回はあったのですか、これだったら満たすという機械

は一応頭の中にあったのだけれども応じてくれなかった

ということなのか、それとも結局恐らくないだろうな、具

体的には全然ないまま一応やってみるかという感じだっ

たのですか。 

どんぴしゃでこの性能を満たすものがあるのかと言われ

た場合には、そこまでの情報はなかったと思います。 

 

どうしても現場の人はこれが欲しいから、ないとかなか

なかいい話は出てこないのかもしれませんけれども、そこ

は真っさらな目で情報だけいただいてとやらないと、不落

随契になっても結局行くところには行くので。 

10－１と 10－２は本来一体のものをわざわざ分けて出

したというわけではないのですか。 

 

前回放射能の分析に関しまして、ウランの分析を入れて

いることによって１者になってしまうのであれば分けなさ

いという御指導をいただいたのですけれども、今回恐らく

２つ入れてしまうと、据え置き型の測定器とポータブル型

の測定器ということでユーザーが違うものを一緒にしてし

まうと、今回の震災関係で新たにこういったものの取引を

始めようという業者さんがあった場合に、必ずしも確実に

入れないだろうということで、あえてポータブル型という



のであれば外した方がよろしかろうということでやらせて

いただきました。 

あと、実際前回御指摘いただきました放射能の分析につ

きまして、ウランを除外しましてその他という形で２本で、

あと落札の時期をずらしまして、片一方をとれなかったら、

もう一個の方に入れるような形で今回 12 月に開札いたし

ましたら、ウラン以外の方は２者の競争になりまして、日

本分析センターではない業者さんが落札ということで競争

が発生したことがありましたので、こういったちょっと特

殊性があったものについては分けることが即おかしいとい

うのではなくて、逆に分けたことによって競争が発生して

いい結果になったというのも実際に我々も体感いたしまし

た。 

先ほどの話に戻りますけれども、８％にしたというのは

一番値引き率が高いということだったのですか。桑和貿易

のほかの物品の値引き状況、納入実績ですか。 

 ８％まではよそで落としているのだから、当方の入札で

も８％までは落としてよねということで交渉しました。 

  

 それで向こうは入札してきたわけだね。もうちょっと落

とせばどうなっていたかわからない。 

 

それをやると、先方もまた新たにうちのようにこういっ

たものを調達する際に納入実績を見せてよ、出してといっ

た際に、科学院には 8.5％で落としているではないか、で

はうちも 8.5%という形でずるずる行ってしまうので、なか

なか難しい面が出てくるかと思います。 

 （分科会長の意見） 

やむを得なかった。ただ、やはりもう尐し幅広く汎用的

にできるのか、これは本当にこれでないとだめだった、こ

ういう仕様書しかだめだったのかということは、割とそう

いうところをはっきりわかりやすく説明された方がよろ

しいのではないかと思います。 

 

 

 

審査終了後の委員のコメント 

○上野分科会長 私の方から１つ、先ほどの４番目の害虫駆除の 17.7％はその後どうなったのか、年度末までに遅滞な

く一定の質の仕事がちゃんとなされたかどうかを恐縮ですけれどもお調べいただいて、次回または次々回にこうだった

という御報告をいただければと思うのですけれども、それをお願いしてよろしいでしょうか。 

それから、７番目のこどもの城は１歩前進という感じでしたけれども、逆に言うと、今回は予定価格の設定で何か釈

然としないなという案件が２、３あったような気がいたしますので、この辺はもうちょっと私も考えてみたいと思いま

す。こういうところについてもこれからちゃんとした、しっかりしたウォッチをしていくことが大事かなと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 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） 

 


