
平成２３年度第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 
 

 

開催日及び場所 平成２４年３月２２日（木） 厚生労働省専用第１４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１０月１日～平成２３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 

  

【審議案件１】 

審議案件名：国立療養所菊池恵楓園 屋上防水等改修整備その他工事 

資格種別  ：建設工事－建築一式工事（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く、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方：株式会社藤島工務店 

予定価格 ：191,415,000円 

契約金額 ：157,080,000円 

契約率  ：82.06％  

契約締結日：平成23年10月25日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を実施したところ、４者が応札し、最も低い入札金額を提示した株式

会社藤島工務店が落札した。落札率は 82.06％。 

意見・質問 回   答 

 170 ページに会計課長と事務部長、園長のやりとりの議

事録がありますが、そのほかにこの入札価格で十分工事が

できると判断した資料はどれですか。 

141 ページの１～11 までを調査いたしました。まず、142

ページの入札をした理由をヒアリングしました。資材の一括

購入が可能であること、防水工事を直営で行うことで非常に

価格を抑えることができる、それと手持ち工事の状況が非常

に近場にも持っている、そういうヒアリングの結果です。実

際の資料として、手持ち工事（公共工事）が３件ほどありま

して、そこの契約書を添付しています。 

なるほど、わかりました。141 ページのような１～11 番

までの調査項目について、例えば 143 ページで今、ここの

業者が手持ち３件の工事を持っているとか、その他に調査

した内容はありますか。 

銀行の信用状況を調べて、銀行からも預金等の経営的には

問題ないということと、銀行の方からも取引を行いたいとい

う証明をいただいていると、税理士の方からも契約案件につ

いては会社の経営としても非常に優良であるとの回答をい

ただいております。 

わかりました。そうだとするとそもそもの予定価格の設

定が甘かったのではないかという声があった場合に、何か

コメントはありますか。 

その辺りはよくわかりません。１つ言えることは、やはり

屋上防水でまとまった工事にしたので、なかなかこういう大

型の屋上防水は出ないので、ヒアリングの中でも回答があり

ましたが、直営でやるという辺りが要因ではないかと思って

おります。 

低入札の話なのですが、過去の実績で例えば 158 ページ

に工事評定通知書がありまして、成績評定点、これは国土

交通省の熊本営繕事務所の例なのですが、66点とか何点と

一応 65点を目安に、65 点あれば問題ないと考えています。 



かとなっているのですが、点数がどの程度であればこの会

社は履行できるという基準みたいなものはあるのですか。 

それと税理士さんの評価みたいなものの最後に、ペーパ

ーカンパニー的なところが書いてあったのですが、それと

いうのは要するに外注をしていて資産がないとか、そうい

う意味ではないかと思ったのですが、その辺をどのように

評価されたのですか。 

ペーパーカンパニーという書き方があるのですが、今の建

設業界全体が結局自前で直接行うことはほとんどなくて、協

力会社もしくは分割して専門業者の方に下請けに出してい

るということを言われていると思うのです。これはここに限

らず、すべての建設業者、大手、スーパーゼネコンも含めて

同じだと思います。 

そういうマイナス的なイメージではなしに、総合的に事

業をやれるという評価でいいわけですね。 

はい。 

（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２】 

審議案件名 ：普通乗用自動車（車いす仕様）１台 

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件の中で、総合評価落札方式を実施しておらず、応札者が１者である。  

発注部局名 ：国立療養所宮古南静園 

契約相手方 ：沖縄トヨタ自動車株式会社 

予定価格  ：5,007,402円 

契約金額  ：5,002,237円 

落札率   ：99.9％  

契約締結日 ：平成23年11月11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者が応札し、沖縄トヨタ自動車株式会社が落札し

た。 

意見・質問 回   答 

これはどうしてもトヨタハイエースでないとだめだとい

う理由はあるのですか。 

トヨタを指定しているわけではありませんので、ワゴンタ

イプということで一応仕様書を書いております。車いすを使

用するものですから、車いすとストレッチャーが対応可能と

いうことで、ワンボックスカーを指定しています。 

極めて当たり前のことですけれども、沖縄にはトヨタし

かディーラーがないわけではないですね。 

沖縄本島にはトヨタ以外にもございますが、30 ページに添

付してありますとおり、宮古島市にディーラーがロータス東

和関係、系列、それと沖縄トヨタの宮古支店、この３つがあ

りまして、ロータス東和は軽自動車のディーラーなものです

から、今回の入札には余り熱心でなかったように思います。

沖縄本島のディーラーは電子入札もございますので可能で

ありますけれども、今回は応札がございませんでした。 

契約したのは沖縄県浦添市と書いてありますが。 契約は沖縄本店の方です。ただ、宮古島市に支店がござい

ますので、19ページに委任状がございますけれども、沖縄ト

ヨタの本社から宮古島支店の方に委任されて応札されてい

ます。 

お尋ねします、仕様書にある仕様を満たす車種は、現実

的に流通している車の中でどれとどれが満たすなどとい

う、そういう想定はされているのですか。 

実際の車の想定はございません。ある程度参考にして、園

内でどういうものが必要だということで決めております。こ

れは更新ですので、更新前の車と比べて仕様書を書いていま

す。 

そうすると例えば国産の大手メーカーの日産であった

り、ほかのところにこれを満たす車があるかどうかはわか

らないことになるのですか。 

一応一般の自動車販売店等には参考的に意見を聞いたと

ころ、あります、どのメーカーでもできますということです

ので、仕様書としてこうなりました。 

そうするとお調べになった車種は、具体的にはどこのメ

ーカーの何という型番のものがこれを満たすというのは一

応はピックアップはされたのですか。 

現在の更新前の車と比べて、もっとどういうものがあれば

いいのか、もう一台くらい車いすが積めればいいのかという

ことを仕様書に記載しました。 

そういうことではなくて、他社のメーカーの車でこの仕

様を満たす車種はあるのですね。そこは確認されたのです

ね。これは既製品ではないのですか。カスタムメイドとい

既製品ではないです。特別装備品等を付けてもらわないと

これは納品できないということで、オプションを入れていま

す。 



うか、オーダーメイドなのですか。既製品ですか。 

結局定価証明をとって、ほぼ定価に近い金額で落ちてい

るので、どういうふうな車種をベースにどういうオプショ

ンを付けたということを決めた時点で、事実上、もう決ま

ってしまっているような感じがするのです。例えば他社メ

ーカーで同じようなことをしたときに定価ベースで幾らく

らいになって、それとこれを比べて高いね、低いねという

ことはされていないのかなと思ったのです。何でここの定

価証明を決め打ってここだけでとったのかということも含

めて、何か御説明があればお願いします。 

それは先ほど申しました更新前の自動車がトヨタでした

ので、トヨタの方にこれこれこのオプションを付けたらどれ

くらいになりますかということでやって、定価証明をもらっ

ています。 

そうであれば結局定価証明を１者しか、沖縄トヨタしか

とっていないのですね。 

トヨタしかとっていません。 

結果的にそれはトヨタしか、１者応札になるように仕向

けているというか、そういうふうな形にならざるを得ない

ようなことで、もう尐し幅を広げてやることはできないの

ですか。つまりもともと宮古島で調達する車は、宮古島以

外の工場から持ってくるのでしょう。 

はい、トヨタはトヨタの本社、日産は日産の本社。ただ、

ディーラーが私どもの入札があることを御存じなのかどう

か、そこら辺りの公告の仕方が難しいです。 

だから仕様を見て、別にトヨタ以外にももしそういうも

のがあれば広げてやることはできるのではないかな、１者

応札を防げるのではないかなという気はしたのです。 

あと先ほど環境省の通達によって車の購入は総合評価落

札方式をやりなさいということらしいのですけれども、こ

れはなぜ総合評価落札方式をとらなかったのですか。 

環境省の奨励している低燃費の車ではなくて普通の車で

したので、それもあるのですけれども、発注して納品まで半

年かかるということだったものですから、総合評価方式によ

る入札は時機を逸したというのが本当です。 

時機を逸したというのは、総合評価では時間がかかると

いう意味ですか。 

結構時間がかかるものですから、発注をなるべく早くした

いと思って、３月いっぱいは特に震災とかがありましたの

で、車の生産が遅くなるということでした。 

これはトヨタハイエースということで定価証明をとって

いて、ディーラーはトヨタ１者しか応札しなくて、かつ

99.9％なので、やはり競争力が働いて、尐しでも効率よい

財政出動ということにきちんとした努力がされているとは

認めにくいので、今後、こうした案件が起こるときには尐

なくとも何者かの競争が働いて、適切な入札が行われるよ

うになお一層努力をしていただきたいということと、今、

小川委員が御質問だったような環境配慮基準についても、

これは非常に大切な問題なので、そういうことであれば十

分な入札期間とか準備期間をとって総合評価落札が環境と

いうことも観点に入れて行えるような努力をしていただく

必要があると思いますので、今後改善方、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

はい。 

確認なのですけれども、１ページで契約金額が税込みで

500 万 2,000 円で、入札金額が税抜きで 499 万とあるので

すけれども、消費税がどういう計算なのか。 

消費税は基本的に車いす仕様にはかからないものですか

ら、福祉車ということで、手続の分だけに消費税がかかって

います。 

すべてに、車全体に消費税はかからないのですか。この

差額は下取り価格ということですか。 

下取り価格と手数料、いろいろな手続手数料というもので

す。 

（分科会長の意見） 

これは事実上の単価はもうほとんど随契に近い形で業者

が決まっていると外から見えるわけなので、今後、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

はい。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：病院新館改修の実施設計業務 

資格種別  ：建築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設計・コンサル関係案件中、低入札価格調査を実施している案件の中で、落



札率が最も低い。 

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 ：株式会社山下テクノス 

予定価格  ：16,795,800円 

契約金額  ： 5,565,000円 

落札率   ：33.13％ 

契約締結日 ：平成 23年 12月 26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、株式会社山下テクノスが落札し

た。落札率は 33.1％。 

意見・質問 回   答 

確認ですけれども、事務局にも前もってお願いしておい

たのですが、これは元設計が山下テクノスというわけでは

ないのですね。 

元設計は伊藤喜三郎事務所です。 

最近ここでかかるもので低入札のものがよく審議対象に

なっているのですが、これをよくないものと評価するのか、

これこそよかったと評価するのかということをどういう観

点で見たらいいのか結構悩んでいるのです。例えば低入札

のものの履行状況とかの後のフォローというのでしょう

か、追跡調査とか、その辺を低入札に対する、後で振り返

って全然問題なかったよとか、安いなりにどうだったよね

というようなことは調査はされているのですか。 

それとこの件はちょうどもうそろそろ納期というか、来

ているのですけれども、この件については特に何か気にな

るようなこととかはあるのでしょうか。 

一般的に追跡調査といった形はとっておりませんので、感

想になってしまいますけれども、私の関わったものについて

は特に大きな問題は今までは発生はしておりませんでした。

そういった経緯もありまして、低入札のものを排除すべきだ

という観点からは調査は普段は行ってはいないところです。 

この案件につきましては、実際のところ検討作業が遅れて

いることもございまして、予算の繰り越しの手続をとってお

りまして、１か月ほど延期をする予定ということで、それで

問題が受注者の方にあるかといいますと、受注者の責ではな

いかなとは考えております。 

例えば先ほどのように工事案件ですと材料が一括調達で

きているとか、ほかの現場を持っているのでいわゆる材料

とか仮設などはかなり合理的にできるとか、あるいは先ほ

どのものだと防水は直轄でできるから安くできるとか、そ

ういうある種の理由づけが割と説明できますね。設計業務

の場合はこれなら大丈夫だというのはどういうところで判

断するのですか。 

設計業務の場合はやはり一番は最後まで履行していただく

ための経営状況の確認と、どういうメンバー、技術者で、ど

ういう力を持った技術者を配置していただけるかという事前

のチェックになります。あとは協力業者を利用するか、社内

ですべて業務を行えるかどうかというところも入札金額には

影響するところです。 

（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４】 

審議案件名 ：国立障害リハビリセンター 障害者ライフモデルルーム増築工事 

資格種別  ：建築工事一式（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、落札率が高く、応札者が１者である。 

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 ：株式会社イズミ・コンストラクション 

予定価格  ：86,656,154円 

契約金額  ：85,785,000円 

落札率   ：98.99％ 

契約締結日 ：平成23年10月31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者応札となり、株式会社イズミ・コンストラクシ

ョンが落札した。 

意見・質問 回   答 

質問なのですが、94ページの予定価格調書の算出根拠は

設計に基づく積算なのでしょうか。 

これだけ必要なものがあるということを設計事務所の方

から聞きまして、それに「物価資料」とかを見て積算してお

ります。 

ということは、これは建設業者ではなくて、設計事務所

が積算して単価を積み上げて算出した予定価格ですね。 

はい。 

総合評価落札方式で、84ページの資料を見ますと、２者

が総合評価の審査結果をやっているのですけれども、実際

10 月 31 日が入札日だったのですけれども、その前々日く

らいにほかの場所で工事がとれたので、業者の方から辞退さ



は１者応札になっていますが、これはなぜもう一者入って

こなかったのでしょうか。 

せてくださいという連絡がありました。 

審査はもう終わっているのでしょう。 審査は終わって、あとはお金を入れる入札の日があるので

すけれども、その直前で辞退してきました。 

そういうことなのですか。では、実質的に総合評価はな

かったという感じなのですか。 

結果的にはそうなります。 

図面を見ていると特に難しい建築工事だとも思えないの

だけれども、何で１者または２者しか来なかったのですか。 

実を言いますと、Ｂ等級、Ｃ等級でやっていますので、そ

んなに大きい業者ではなかったというのがあるのと、あと総

合評価の資料をつくるのにちょっと時間がなかったという

答えも聞いたことはあります。 

公告が９月 16 日で、技術提案書の提出が 10 月４日なの

で、２週間くらいしかなかったということはあるわけです

ね。 

あります。 

総合評価の点数も随分低いですね。だからいいのかなと

いうのが、これは技術点が 15 点満点で 4.5 しかないのです

が、それでも標準点はクリアーしているのですか。 

はい。 

 

（分科会長の意見） 

特段大きな問題があるとは思いませんでした。ただし、

やはり競争力を働かせることについて御努力をいただくと

いう意味では、例えば今回は総合評価であるので、技術提

案書をつくるという作成の期間とか手間とか、そういうこ

とを考慮いただいて、入札公告と技術提案書の提出の期間

をもう尐しゆとりを持っていただくとか、今後、そういう

御努力をできれば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。 

はい。 

 

【審議案件５】 

審議案件名：タンパク質解析装置 

資格種別 ：－ 

選定理由 ：一般競争入札を実施し、不落随意契約とした案件。 

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：株式会社池田理化 

予定価格 ：4,184,250円 

契約金額 ：4,179,000円 

契約率  ：99.87％ 

契約締結日：平成23年10月19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者応札となったが、３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の規定に基づき、株式会社池田理化と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

まず１つは、このたんぱく質解析装置、オデッセイ何と

かというのは池田理化しか入れられないものなのですか。 

 それはないと思います。 

そうするとオデッセイ以外にもこの仕様を満たす別途の

機器はあると理解してよろしいですか。 

オデッセイ以外にあるかどうかというのはこちらでは確

認できませんでした。 

ただ、オデッセイは池田理化以外の会社でも扱えるので

すか。 

そうです。 

もう一つ、30 ページに予定価格調書がありますが、398

万 5,000 円なのですが、これはどういうことでこの予定価

格は算出されたのでしょうか。 

まず、日本の輸入元から定価証明をとりました。 

それと国内における同様の機種の調達を確認しましたと

ころ、東京医科歯科大学で同じ機器を導入しておりますの

で、そちらの方の実績を取り寄せまして、その納入率を定価

に掛けて予定価格を算出しております。 

ということは、逆に言うと、池田理化から何か見積もり

をとったというわけではないですね。 

ないです。 

過去に類似のものを調達していて更新になるのですか、 今回初めてです。 



それともこのたんぱく質解析装置は初めてになるのでしょ

うか。 

結局１者になっているのですけれども、今回は公告はど

ういうやり方でやられましたか。 

公告は掲示板に張り出す方法とホームページと電子入札

の方と、あと多分このときはもううちのセンターでツイッタ

ーを導入していたと思うので、そちらの方でつぶやいていた

と思います。 

納入できる業者は池田理化以外に何社かあるわけです

ね。 

そうです。 

不落のときに随契にするのか、再度もう一回仕切り直し

て同じ方式で入札をかけるのか、その辺は基準はあるので

すか。原則はどちらで、どういうときにどうするというの

はありますか。 

基準は設けてはいないのですが、応札の状況からいうと、

再度公告してもほかの業者が入ってこないだろうというこ

とが予測できましたので、不落随契の手続をとりました。全

く応札者が０の場合は当然のことながら再度公告します。 

例えばこういう機器を扱っている業者さんであり、池田

理化さんは出入りというか、ほかの案件でセンターと取引

がある業者さんですか。 

そうです、取引業者になっています。 

同じような系統の池田理化以外でこの手の機器を扱って

いる業者さんに、入札するかはともかくとして、扱ってい

ることの確認をとられていますか。 

扱っているかどうかの確認はしていないのですが、こうい

う案件がありますので参加しませんかという声かけはして

います。 

それは扱えるのだけれども回避したということなのです

か、それとも扱っていないから、オデッセイの商品を指定

しているわけではないけれども、たんぱく質解析装置は取

り扱えないよということなのか、要するに今後、また同じ

ようなときには結局１者応札になるのかどうなのか。 

そこは確認していないのでわかりません。 

今、おっしゃった池田理化には声をかけたという話なの

ですけれども、ほかには声をかけなかったのですか。 

ほかの出入りの業者さんにも声はかけました。 

それでも応札してこなかった。 そうです。 

（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６】 

審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎自家用電気工作物定期点検業務及び受変電設備一部更新工事請負契約 

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、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 ：株式会社東電通 

予定価格  ：12,092,050円 

契約金額   ：11,392,500円 

落札率   ：94.21％ 

契約締結日 ：平成23年11月14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、株式会社東電通が落札した。 

 

意見・質問 回   答 

今年、今回落札した業者さんは前年度に引き続きという

ことですか。 

 はい。 

例えばここに図面が付いていますが、この図面はどうい

う図面ですか。仕様書の一部になっているという意味です

か、それとも調達概要を説明するためにお付けになってい

る図面なのですか。２枚目以降の資料です。 

これは大変見づらいのですが、場所ごとに実験室がたくさ

んあるので、そこに止められないフリーザーとかがあるの

で、どこどこに自家用発電機を置くとか、そういった概要図

になっています。 

これは今回のこの委員会の資料だと調達概要書のすぐ後

ろに付いていますけれども、例えば仕様書の一部として付

けたものですか。 

仕様書には付けていません。 

39 ページの仕様書によりますと、４年計画でやっている

と書いてあるのですけれども、これが４年目なのですか。 

はい。 



その都度１者応札、東電通がとっていたのですか。 そうです。計画はうちの方で立てているのですけれども、

結果的に東電通の方がずっと今のところ落としています。 

それはなぜそうなっているのかわかりますか。 一応平成 18 年からもう東電通１者で落札という形になっ

ているのですが、理由としてはわかりません。 

この会社しかできないというものはないのですね。 はい、一応入札の公告に出している資格について東電通の

方にも確認したのですけれども、一般的なことでしょうとい

う回答がありました。どこか要因があるのか聞いてみたので

すが、ほかの多尐大きい病院とか大学であれば同じようなこ

とをやっていますのでということなので、ただ事故があった

場合に何か責任をとらなければいけないというのがあるか

らなかなか手を出してこないのではないですかという答え

はもらいました。 

今年度分の仕様書はどこになるのですか。入札に当たっ

てこの金額を出しなさいというのは。 

61 ページです。 

公告の方法はどういうふうにされたのですか。 公告の方は、うちは東京の武蔵村山市にあるのですが、電

子入札の方は回線が届いていないのでできないので、感染研

のホームページに公告を出しています。あと感染研は庁舎が

３つに分かれているので、それぞれの庁舎で公告を掲示する

という形をとっています。 

問い合わせも全然ないわけですか。 問い合わせはなかったので、平成 17 年に応札した業者が

あったので、そこに今年は一応声をかけてみたのですが、応

札はしてくれませんでした。 

これは毎年毎年この時期にやるのですか。 今年が 12月と遅かったのですが、例年 10 月末にやってい

ます。 

年度更新なのですね、そうではないのですか。 年度更新ではありません。１年ごとの点検です。 

だから１年間点検するということではなくて、この公告

を出して契約ができれば、ざっと点検して一部更新すると

いうことですか。 

日にちを決めて、今年は 12 月 15日に１日もう完全に停電

にして、朝から７時、８時くらいまでやるという感じです。 

１年に１回やるということですね。 １年に１日だけです。 

今回落札している東電通さんは、日ごろから設備管理と

か継続的にここと関わっているような業者さんなのです

か。それとも、年１回のこのとき限りの業者さんですか。 

基本的にこの工事というか、電気の関係だけです。 

わかりました。手続的に何か不適切なところがあるとか

瑕疵があるということではないのですが、しかし毎年毎年

東電通が落としている、もし来年こういう調達が出れば、

また同じ東電通になるだろう。そういう意味でもう尐し競

争力が働く方法がほかにはないものかどうか、いろいろな

意味で検討の余地はないのでしょうか。 

もう尐し早く出して公告期間を長くするとか、そのくらい

ですかね。 

公告の方法は先ほど松原委員から質問があったように、

ホームページでは公告しているわけですね。 

はい。 

それから、一応努力としては平成 17年度のときに入札に

応じようとした業者にも声をかけて、尐なくとも１者応札

は避けようという努力はされたわけですね。 

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７】 

審議案件名 ：平成２３年度国家試験監督一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件の中で、契約金額が大きく、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名 ：関東信越厚生局 

契約相手方 ：株式会社ヒューマントラスト 

予定価格  ：64,568,506円 

契約金額  ：35,160,225円 

落札率   ：54.45％ 

契約締結日 ：平成23年12月12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、２者が応札し、最も低い金額で入札した株式会社

ヒューマントラストが低入札価格調査を経て、落札者に決定した。 

意見・質問 回   答 

開札の状況は 39ページでよろしいのですか。これは随分

価格が離れていますね。 

基本的な質問なのですけれども、歯科医師、医師、助産

師、これは全然別の日に行われるのですか、それとも１日

なのですか。 

試験は別々の日です。 

これら歯科医師、医師、助産師、保健師云々を全部一括

して国家試験の会場設営と試験監督を依頼したということ

ですね。 

はい。 

それぞれの試験は別々の日に行われると。 そうです。 

低入札になっているのですけれども、主な要因はどの辺

にあるのですか。 

47 ページからの文書になります。 

積算に比べて、相手方、ヒューマントラストが出してき

ている内訳書と比べて、どの辺がヒューマントラストは削

っていると考えていますが。 

私どもの予定価格との違いの大きいところは、それぞれの

職種ごとの人件費の積算が違っていたと思います。 

積算状況がわかるものということで 50 ページ以下に資

料が付けられていますね。それで具体的に、例えば 51 ペー

ジに明治大学で行われた看護師試験ですと、相手方が人件

費として 201万円と上げていますね。これに対して我が方、

発注者側が積算しているのはどれを見ればよろしいのです

か。 

33 ページをごらんください。そちらに看護師国家試験の会

場別の一覧の方を載せておりますが、そちらの中の一番下、

明治大学和泉キャンパスのものになります。 

これは我が方で積算したものですね。 はい。 

相手方が出してきたものは会場設営というのはないので

すか。空欄になっている、そういうことなのですか。これ

が主任監督員とか監督員とありますね。相手方はこれを積

算していないということなのですか。 

設営の方を左を見ていただければ、向こう方は４万 1,952

円で積算していて、うちが 74 万 7,892 円で積算している、

だから設営も一応入れてはいますが、大もとの職種ごとの主

任監督だとか本部員とかの単価がうちよりも非常に安い単

価を向こうは出してきたのだと思います。 

相手方が出している主任監督員とか監督員が空欄になっ

ているのはそれでよろしいのですか。 

そちらの人数で会場が設営できると業者の方が申し出て

おりますので、会場設営については統括管理者と本部員のみ

の積算としておりますので問題はないかと思われます。 

事前研修とかいうのはどうなのですか。それは相手方は

積算していないですね。我が方は積算していますね。 

これは昨年実施をしていたということで、そんなには研修

が必要ないと判断して向こうが入れてこなかったのだと思

います。 

では、この辺が大きく影響しているのですか。 そうだとは思います。 

先ほどの単価の話なのですけれども、こちらの単価はど

れで見ているのでしたか。先ほどどこかにあったような。 

私どもで積算した単価につきましては 25 ページの方に職

種別の１時間当たりの単価を載せております。 

ここで総括が 2,300円になっていて、先ほどの 33 ページ

だと１日当たり 10 時間 10分で見ているのですか。 

はい。 

積算上は総括管理者はすごく高くて、監督員は 1,000 円

くらいなのだけれども、入れてきている業者さんとしては

ほとんど統括管理者も平の人もそんなに変わらない積算を

そうですね。 



していて、そこに原因があるということかなと思っていた

のです。 

そうするとこの業者さんだけが特にこういうふうにやっ

ているのか、もともと統括管理者といえどもそんなに高待

遇を用意しなくても回るような業務なのか、この辺はどう

いうふうに、請負なので余り口出しはできないでしょうけ

れども、世の中の実態としてこの試験監督の統括の人に日

給２万 3,000 円出しているのかとか、逆に言うと、その辺

はこちらの積算単価の合理性というか、妥当性についてど

う考えたらいいのかなと思っているのです。 

うちの方としましては、26ページのところに職種ごとの時

間単価の根拠を設けておりまして、通常総括であれば、本省

とかであれば補佐クラスが必要なのだろう、本部員とかであ

れば３級なので係長クラス、主任監督も係長クラスという責

任を持った者が必要なのだろう、監督員については係員クラ

スで回るのではないかと考えてはいるのです。ただ、向こう

としてもそれなりの待遇の者は来ていると思うのですけれ

ども、自前の職員のところもあるでしょうし、安くて済むか

どうかは、うちの方もここ２年ぐらいずっとヒューマントラ

ストが落としていますので、もう一者の応札してくれたとこ

ろを見ると、うちの予定価よりもはるかに高いので、では相

場が幾らかと相手方の方に細かくは聞いていないのでそこ

はわからないですが、そんなに間違ってはいなかったのかな

とは思っています。 

ちなみにこの部局ではほかの試験とかで類似の発注はあ

るのですか。 

うちではこれしかありません。 

もし業者さんがある程度うまく内幕というか、この積算

のイメージを知っていると、もしかしてぎりぎりで入れて

くればウン千万の莫大な差が生じるようなことにはなって

いるのですけれども、それが悪いわけではないのかもしれ

ないし、何が適正かというのがありますが、試験監督とい

うのは大体こんなものなのですか。こちらの思いはそれな

りの人を出してほしいけれども、現場感覚ではそのときで

集めて、日給１万円以下の人で回るのだからという感じ、

一般的にそうなのか、たまたまこの業者さんが特にこうい

うポリシーの下、入れてきているのか。 

今回入れてきたもう一者の方が、うちは国家試験を昔 12

職種やっていて、半分の６職種は今回市場化にしてありまし

て、その市場化を請け負ったところが応札に参加してくれた

ところですので、質としては同じくらい必要なのかなと。私

は検査にも行ってきましたけれども、自分たちが発注したの

と大差はないと思いましたので、そんなに個々の質が悪い、

安い者で対応してやっているとは、両方を見た限りは思えま

せんでした。 

全国試験運営センターが入れてきた価格とヒューマント

ラストの価格は倍以上違います。しかし、ごらんになった

ところ、ヒューマントラストの試験監督でも特段何か問題

を感じるとかいうことはなくて、そこそこに適切に行われ

ていると考えていますか。 

そうですね、やっていただきましたので、彼らは彼らなり

のやり方を持ちながら、２年、３年とかやっていっている中

で連絡のとり方だとか、どうやったらうまく回して監督員の

拘束時間を短くするかとかと考えてやっていましたので、そ

ういうところで単価を低くできるところを彼らなりに勉強

はしてきていて、こうやって順次資料を整えていけば時間が

短縮できて、すぐに帰せてとか、朝、来てもらう時間もそれ

によって遅くもできるので拘束時間が減るので払う額が減

るというふうには、多分なれてきてわかってきているのだと

思います。 

（分科会長の意見） 

その意味で積算または入札のプロセスに何か不適切だと

か瑕疵があるとは受け止めませんでしたけれども、逆に言

うと、２つ疑問があって、１つはそういうふうに十分にこ

なせる価格が予定価格の五十何％であったとすると、そも

そもが予定価格の積算にもう尐し厳しさがあってもよかっ

たのではないか。逆に、全然別な観点からいうと、積算の

人件費の価格単価がもし適切なものであったとすると、こ

の仕事を取得したヒューマントラストが、そういう言い方

は適切ではないかもしれませんけれども、不当に賃金を安

く抑えて働かせたということなのかどうか。そうではない

と思うのですけれども、だけれどもそのいずれかが若干の

疑問点として残ります。もしヒューマントラストがすごい

ダンピングをして安い価格でとって、安い人件費で人を働

かせたということになったとすると、それはそれなりにい

わゆる適正賃金とか、そういう意味で場合によっては疑念

了解しました。 



がわく可能性もないわけではないし、逆にこれで十分適切

な賃金で十分適切な業務が遂行されているとすれば、予定

価格の算定にもうちょっと厳しさがあってもよかったので

はないかという意見も出かねませんね。だからこの件は手

続的に、またはプロセスに瑕疵があったとか不適切なこと

があったということではなくて、そういう指摘はしません

けれども、今、申し上げたようなことについて今後もう尐

し研究をしていただく余地はあるのではないかなと思いま

したので、そういう御指摘をさせていただきたいと思いま

す。 

【審議案件８－１】 

審議案件名 ：粉砕器の調達 

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、調達案件が同じで、調達時期が近い。(関連資料８-２） 

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  ：3,719,625円 

契約金額  ：3,276,000円 

契約率   ：88.07％ 

契約締結日 ：平成23年10月18日 

【審議案件８－２】 

審議案件名 ：粉砕器の調達 

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件の中で、調達案件が同じで、調達時期が近い。(関連資料８-１） 

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  ：3,276,000円 

契約金額  ：3,276,000円 

契約率   ：100％ 

契約締結日 ：平成23年12月26日 

（調達の概要）一般競争（最低価格落札方式）により、同一物品を２者及び１者が応札し、それぞれ最も低い入札金

額を提示した株式会社江田商会が落札した。 

意見・質問 回   答 

資料８－１の方の２ページの仕様書と資料８－２の方の

３ページの仕様書は同じものですか。 

同じものです。 

５のその他のところが違いますね。瑣末なところかもし

れませんけれども、ちょっと気にはなっていたのです。１

件目の方は技術資料を出すようにと言っているのだけれど

も、２件目はそれが省略されているのですが、それは何で

ですかと伺おうかと思っていたのです。 

これは一応時期がちょっとずれているのですけれども、８

－１の方を先に調達したところなのですが、これを調達して

いる手続の途中でこういった案件が出てきたこともありま

して、最終的に修正というか、必要ない部分を削らせていた

だいたということで、そういった形で違いが出ているという

ことでございます。 

この仕様書に示されている仕様なのですけれども、これ

を満たす粉砕器は世の中に結構あるのですか、それとも尐

ないのですか。 

もの自体は一般的に出回っているものですけれども、扱っ

ている業者は、やはりこれは普通こういった検査機関とか、

そういった特殊なところしか使わないということもありま

すので、ものとしては特殊な部類には入ってくると思いま

す。 

１件目の方なのですけれども、結局技術資料を出してき

たのは何者ありましたか。 

２者でございます。 

２者は同じ機器を想定して出してきていますか、それと

も別々の機器を想定して出してきていましたか。 

同じ機器で出していただきました。 



仕様書の記載がかなり抽象的で、これからこちらがイメ

ージしているものをストライクで入れてくるところについ

ては若干何かサジェスチョンがないと難しいのかなと思っ

たりもしなくもないのですが、その辺はこれの積算を前提

にしているのは６ページの Robot Coupe Ｒ－23 とかです

ね。 

はい。 

技術資料も２者ともこれで出してきているのですか。 これで出していただきました。 

Ａ社、Ｂ社は入札に参加した２者とは違うところですか。 同じところです。 

江田商会はこの機器を入れるに当たって優位な立場とい

うのですか、日本における代理店の格が上だとか何かあり

ましたか。 

それはないです。 

２件目の入札のときはもう一者さんは入札さえしてこな

かったわけですけれども、結局ほとんど価格が１件目でこ

の価格で落ちているなとわかったとしても入れられないよ

うな安い金額だったということになるのですか。 

我々はそう理解しています。 

底値に近いのですか。 はい。 

２件目の仕様書に技術資料の提出がないということなの

で、もしかしてもう決め打ってしまって、どうせここしか

来ないだろう、この機種で江田さんが来るんだろうという

ので５のところの記載を尐し省略してしまったのではない

かなどと思っていたのです。 

それはないのですが、我々もそのためにランクを２回目は

Ａ、Ｂ、Ｃと上げさせていただきまして、ランクがＡのとこ

ろでしたらより安く入るのではないかと期待を持ってＡラ

ンクを入れさせていただきました。 

公告方法についてはホームページだけですか。 ホームページと庁舎に掲示をさせていただきました。 

確認させてください。まず、８－１の方では江田商会と

三紳工業がそれぞれ６ページのように見積もりを出して、

それを斟酌して予定価格を決めた。それが５ページ。入札

の結果、312万円で江田商会が、355 万円で三紳工業が札を

入れてきて、江田商会が落札したということですね。 

はい。 

次に、８－２の方はやはり７ページのように参考見積も

りをとられて、それを斟酌して予定価格を決められたので

すか。 

違います。８－２の方なのですけれども、見積もりを三紳

工業と尾崎理化というところからとらせていただきました。

366 万 4,350 円が尾崎理化でございます。余りにも近かった

ものですから、これを平均しましても前回の１回目の金額に

達しないものですから、１回目の金額を予定価格とさせてい

ただきました。 

要するに落札の１回目の税込み価格が 327 万 6,000 円な

ので、それを第２回の予定価格になさったわけですね。 

はい。 

それで再びその値段で江田商会が入札したと。 はい。 

基本的な質問なのですけれども、２回に分けてやってい

ますが、２回目の福島の方は、１回目の段階ではわからな

かった話なのですか。 

はい。大変恥ずかしい話なのですが、１回目のときにはそ

ういう考え、放射能の検体をこういう粉砕器で粉砕するとい

う考えが浮かばなかった、というのは、当初、野菜とかが中

心だったものですから、粉が飛んでしまうということで、部

屋に放射能が蔓延する可能性があるということで、そういう

ことを考えていなかった。ところが、10 月以降、冷凍食品が

増えてきたということで、冷凍食品でしたら粉砕しても粉が

飛ばないということが一般的にわかるものですから、そうし

たら横で買ったもの、こういう話があるということで、ある

なら欲しいなということになってしまいまして、それで変な

形でこんな近いうちに同じようなものを入札させていただ

いたという形です。 

使い道は全く違っていて、要するに放射能専用で兼用は

できないようなものなのですか。 

そうです。そういう検査の検体が混じってしまいますとと

んでもないことになってしまいますので、それぞれの検体ご

とに用意することになってしまいます。 

全く同じ粉砕器の調達ということなのですけれども、同

じ型式のものなのですが、全く同じにしたのは理由があり

我々としてはこういうものが欲しいというだけで、それ以

上のものが来るかもしれないものですから、先ほど仕様書が



ますか。 かなり抽象的だと言われたのがそこなのですけれども、我々

も余りにも出してしまいますとそれしか来なくなってしま

いますので、それを避けるためにぼかして、ほかにあるかも

しれないものですから、そのためにそういう形にさせていた

だきました。 

それともう一つは参考までに、横浜検疫所だけ粉砕器を

調達しているのですか。ほかのところでは調達していない

のですか。 

ほかのところで調達したという話は私はまだ聞いており

ません。私どもが購入した後、こういういいものがあるとい

うことでほかの検疫所に伝わって、ほかの検疫所で買ったか

もしれませんが、その話は私はまだ聞いておりません。 

作業としてはほかの検疫所でも同じような放射能の検査

をするわけですね。 

はい。 

確認させてください。10月の調達はアフラトキシンの検

体採取方法が変更になったので、５kgまで粉砕できる粉砕

器を買うという調達が行われた。そしてたまたましばらく

時間が経緯した後、福島原発の放射能汚染の問題が起こっ

て、水産物、畜肉の冷凍食品を検査する粉砕能力の高い機

器の調達の案件がもう一つ出てきたのですか。 

そういうことです。 

偶然ですか。 偶然です。私どもは何で一緒に言ってくれなかったのだと

はっきり言ったのですけれども、そのときはこんなことにな

るとは思わなかったということで、業務上、要るとは思わな

かった。 

10月の調達のときには資料８－２のような調達が起こる

とは想定していなかったのですか。 

想定していませんでした。 

それを確認させていただきました。 

補正予算が付いたのですか。そういう意味では。 

兼用は、ないです。 

かつ一方は普通の検体で、一方は、８－２の方は放射性

物質が関係するので、２つの粉砕器は兼用できないわけで

すね。 

できません。 

 

８－１の方は江田商会と三紳工業が参考見積もりを出し

たわけですけれども、それで予定価格を設定したのですが、

江田商会の方はそれをもっと下回って低い値段を頑張って

入れてきたという理解ですか。 

そうです。 

 

（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９】 

審議案件名 ：図書室所蔵劣化資料の電子化業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（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、最も落札率が低い。 

発注部局名 ：国立社会保障・人口問題研究所 

契約相手方 ：株式会社マイクロテック 

予定価格  ：2,789,419円 

契約金額  ： 457,465円  

落札率   ：16.40％ 

契約締結日 ：平成23年11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、５者が応札し、最も低い入札金額を提示した株式

会社マイクロテックが低入札価格調査を経て契約した。 

意見・質問 回   答 

この件については金額のこともあるので、低入札の調査

とかいうものはないのですね。 

低入札基準にはかかっていません。 

たとえ 16％でも、全体の金額が小さいので低入札調査

はしなくてもいいということなのですね。 

予定価格は 1,000 万を超えていませんので低入札にはな

りません。 



結果を、先を急ぐようですけれども、履行期間が３月

12 日までなので、結局 43万の人はちゃんと仕事ができた

のですか。 

できております。 

予定価格の調査は資料では何ページでしょうか。 予定価格調書は 49 ページでございます。 

積算内訳が 51ページですね。 はい。 

モノクロ１枚 40 円とかカラーは１枚 260 円という単価

は、例えばそういういわゆるスキャニングや何かのほかの

実績から引いてきた値段なのでしょうか。 

「物価資料」という本がございまして、それの昨年の 10

月号の数字を使っております。 

「物価資料」の方でいう１枚 40 円の単価のスキャニン

グはどういう作業を想定して 40 円と付けているのです

か。 

電子ファイリング料金というところの単価を引用させて

いただいております。 

それと今回の発注した作業は同じような作業、同じよう

な負荷というか、作業のイメージなのですか。 

そのように認識しております。 

余りイメージがわきませんが、コピー機のガラスの上に

ものを置いて、ボタンを押して、ジーッと動くもの、要す

るにコピーするのと同じような感じなのですか。 

ある程度大きな専門的に行う機械というか。 

作業自体は全くコピーと同じです。ただ、使う装置や何

かは専門的なものを使うと思いますし、今回は劣化資料で

すので、コピーだと上の段が動くタイプが昔ありましたけ

れども、今はそれですと資料が痛みますので、下のスキャ

ンする装置の方が動くタイプが、普通のコピーでもそうい

うものが多いのですが、そういうものを使っていると思い

ます。それが一般的なスキャンだと思います。 

そうするとモノクロとカラーとでは余り作業の手間は

変わらないように思うのですけれども、それは使っている

機械の償却というか、それも想定してこの単価差が出てい

るのですか。 

「物価資料」の積算根拠の詳しい話はわかりませんけれど

も、ただ一般に私どもが使っているスキャンは、コピーも

含めて、カラーのものは普通の白黒のものに比べて１枚の

単価が高いです。そこからすると専門的な機械であっても

その差が出てくるのであろうと思います。 

 

この研究所ではこういう劣化資料の電子化は今回が初

めてでいらっしゃるのですか。 

昨年も入札で契約をしております。 

ということは、劣化資料の電子化業務は一応御経験があ

って、そのときはやはりかなり低価格で入ったのですか。 

昨年も落札率が 20％程度でしたので、うちの予定価格の

検証の意味で事業者側に参考までにヒアリングをしたとこ

ろ、昨年の例ですけれども、やはり本来であれば普通に計

算すれば 200 万くらいはかかるのですが、とにかく不景気

で仕事の受注がないので、利益度外視で札を入れていると

いうことで、昨年も 45万円程度の札が入っております。そ

ういったものを土台に、事業者がどれくらい値引きをして

くるかは全く予想がつかないことと、昨年度は読み込みの

DPI が 300 でやっているのですけれども、今年は 400 でや

るとか、昨年との違いもありますので、一概に昨年の例を

踏まえて予定価格を組むと、また違った結果が出てくるの

ではないかということも考えまして、やはり積算資料とい

う標準的なもので積算するしかないだろうという決断に至

りました。 

去年よりも DPI というか、密度はお上げになったわけで

すね。 

劣化の度合いとかも考慮しまして、今回は上げておりま

す。 

だから「積算資料」というか、「物価資料」が過大な価

格を入れているわけではなくて、それがむしろ妥当なのだ

けれども、経済状況、社会状況によって相当仕事が欲しい

ので、低い価格で結果として入れてきたということです

か。 

そのように聞いております。 



それにしても 16％というのはすごいな。わかりました。 

確認ですけれども、もう 12 日を過ぎておりますが、適

切に仕事が行われているようだということが確認できて

いるわけですね。 

はい。 

（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 ：厚生労働省柏寮屋上防水改修工事 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件の中で、最も契約額が大きく、不落随意契約。 

 発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：呉光塗装株式会社 

予定価格  ：9,138,000円 

契約金額  ：9,135,000円 

落札率   ：99.97％  

契約締結日 ：平成23年11月14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、５者が応札したが、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にも基づき、呉光塗装株式会社と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

35 ページなのですけれども、１回目で５者応札とおっ

しゃったのですが、２者辞退なので、実質的には３者応札

なのですね。 

資格の確認は５者応募がございましたが、２者は札が入

ってこなかったということで最初から辞退になっておりま

す。 

今の開札調書で、１回目で大貴工業というのですか、

1,030 万 6,000円ですか、２回目、この会社が辞退してい

るわけですね。 

はい。 

これは何で辞退されたのでしょうか。 ２回目の入札に当たりまして、当初入れた金額よりも安

い見積もりが困難であったということで、応札をあきらめ

たと聞いております。 

１回目のときに既にこの会社は一番安く入札していま

すね。それでも辞退ですか。 

それ以上の値引きといいますか、金額を安くすることは

難しかったと聞いております。 

これは２回目でも落ちなくて、不落随契をしようと決意

して、この場合は２回目で安い方の金額を入れたところと

交渉に入るとか、そういうことなのでしょうか。 

はい。 

そのときには予定価格はこの辺のラインですみたいな、

そういうサジェスチョンをするのですか。 

一切それはないです。あくまで入札に引き続いてになり

ますので、このくらいでというお話はできませんので、も

っと安くということしか言えません。 

その結果、３回目というか、不落で 870万というお金を

呉光塗装が提示してきたので、そこで契約に至ったという

理解でよろしいですか。 

はい、資料で申し上げますと 41 ページになりますけれど

も、今回はすべて電子で札が入札されましたので、見積書

につきましても電子入札システムの中で電子で行われてお

ります。41ページに見積書とございますが、ここで 870 万

円という見積書が提示されましたので、予定価格の範囲内

だったということでこの段階で決定としております。 

ということは、２回目で一応入札は打ち切って、２回目

で安い方だった呉光塗装に再度の金額提示を求めて、それ

が予定価格を下回ったということですね。 

はい。 

見積書というのは１回だけなのですか。 相手方がこれ以上は無理ですと言ってくるまでは続ける

ようにはしております。 

今回の場合ですけれども、何回か交渉がありましたか。 今回は１回目の見積書の提示で収まったという形になり

ます。 

では、随分ぴったりと 99.9 となりましたね。 ちょうど約 100 万くらいぽんと落としてきまして、そこ

で折り合いがつきました。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 



 

審査終了後の委員のコメント 

先ほど審議のプロセスでお願いしました低入札の件については適切な調査をしていただいて、新年度の委員会で御報

告いただけるようでしたら、是非ご報告いただきたいと思います。 

 

 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） 

 


