
平成２４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２４年６月２７日（水） 厚生労働省共用第７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２４年１月１日～平成２４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 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：中央合同庁舎第5号館遮熱フィルム更新工事 

資格種別  ：建設工事－建築一式工事（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中、１者応札の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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社キクテック 

予定価格  ：50,820,000円 

契約金額  ：45,205,230円 

契約率   ：88.95％  

契約締結日 ：平成24年1月23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）キクテックが契約の相手方

となった。落札率は 88.95％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

これは１者応札なのですが、１者しか応札しなかった理

由はありますか。 

もう１者、説明書は取りに来ましたが、辞退をしました。

その業者に対して、アンケートを実施したところ、日程がタ

イトであることが辞退の要因の一つですとの回答がありま

した。 

今のと関連しますが、事前に１者来て、その方が応札さ

れなかったというよりも、余り活発な応札が期待できない

ような感じの特殊な工事になるのですか。 

工事自体は特殊なものではないと考えております。ただ、

納期が若干短かったというのが、辞退者の回答にもあったよ

うに、尐し難しい部分であったと思っております。 

納期が短いというのは、本件について言えば具体的にど

のようなことですか。 

１月に開札をし、２月、３月の２か月間で工事を完了させ

なければいけない。基本的に執務室内にも立ち入る工事にな

りますので、週末を使った時間の工事が主になり、作業日数

が低入調査の中で話をしていても、かなり厳しかったという

のが事実です。その辺のところが敬遠された可能性というの

は正直あるのではないかと思っております。 

逆に言えば、発注をもう尐し早目にすれば可能だったと

いうことですか。 

 

あくまでも想像ですが、可能性としては広がっていたかも

しれないと思います。 

 

工事自体は特殊でもないということなのですが、都内と

か、首都圏とか、このような工事ができる業者はかなりあ

ると考えてよいですか。 

数的にはあると聞いております。合同庁舎につきまして

も、隣の農水省でも同じような工事もしておりますし、特に

今回の原発事故があった関係で、民間のビルでも相当こうい



った工事があったと聞いておりますので、珍しい工事ではな

いと思っております。 

低入札価格調査の結果が 54 ページからありますが、低入

札ではあったけれども、遅滞なくこの業務は履行されたの

ですか。 

はい。業務自体は問題なく履行を完了しております。 

 

２か月の間、週末を使って工事をしなければならないと

いう納入期限というか履行期間なわけですけれども、この

業務の発注が、入札公告が 12 月になったというのは何か理

由があるのですか。もう尐し期間に余裕を見て、10月、11

月ぐらいに公告をするというようなことはできなかったの

ですか。 

実は、昨年、震災があったことから、夏、節電の対策をと

っていたのですが、その結果を受けて、いわゆる冷房の効率

が余りよくないので、それから遮熱フィルムの工事の検討に

入り、検討が終わって公告を出したのが 12 月になってしま

いました。 

履行期限を年度内にしなければいけないというのは必須

ですか、それともそうではないのですか。 

23 年度予算で措置されているものですから、原則、特別な

事情がない限りは、震災等で部品が調達できなかったとか、

そういった事情がない限りは年度内に履行を終える必要が

あります。 

その辺の原則と例外は、例外を認めるハードルの高い低

いの感覚がいまひとつよくわかりません。これで履行期を

延ばしたから確実にこれよりいい結果になったかという

と、その見通しは立たないかと思うのですが、他方であら

かじめ短いと思いがあるときに、その辺のバランスをどう

とるのかということについて何か考え方はあるのですか。 

恐らく今日の審査案件で、年度をまたいだ契約があった

と思いますが、履行期が新年度になってよいものと、そう

でないものとの差が気になります。 

あらかじめ１年で終わらないと想定される工事等につき

ましては、予算要求の段階から複数年の予算という形で要求

しておりまして、それが認められている工事につきまして

は、年度をまたいだ履行が可能です。 

本件は、23 年度、特段事項立てして予算措置している工事

ではなく、節電の関係で急遽対応を迫られる中で、規定予算

を緊急性の観点から見直し、その範囲の中で対応したという

事情がありまして、単年度予算なので、単年度で履行する必

要がある。また、規定予算の範囲内での対応なので、ある程

度の年度の執行状況が把握できたのがこの時期になってし

まった理由です。 

（分科会長の意見） 

一部、節電を迫られたとか、手配がぎりぎりになってし

まったとかという御事情はわかるにしても、履行期間の厳

しさから結果として１者応札になってしまった。つまり、

競争力が働かなかった。しかし、結果として、この工事業

者が在庫を抱えていたので低価格で入札できたにしても、

やはり十分な履行期間を確保できなかったことが１者応札

に結びついたという側面はあるので、今回はやむを得なか

った事情があるということを理解しつつ、今後いろいろ御

配慮をいただければと思います。 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所大島青松園居住者棟更新築整備Ⅴ期工事 

資格種別  ：建設工事－建築一式工事（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：株式会社合田工務店 

予定価格  ：686,910,000円 

契約金額  ：685,650,000円 

落札率   ：99.82％  

契約締結日 ：平成24年2月6日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）に行ったところ、３者が応札したが、入札金額が最も低い（株）合田

工務店が契約相手方となった。 

意見・質問 回   答 

入札は３者でありますが、競争が働いているのか働いて

いないのかというのが何とも評価が微妙な感じがします。

３者は、妥当な応札者数ですか。 

地域にもよると思いますが、応札者数については、妥当か

の判断はつきません。 

結局、地元の業者さんだけが応札したという形になるの 16 ページに、香川県内にある本店、支店、その他営業所を



ですか。もう尐し広く応札があってもよいと思いますが、

どのように感じていますか。 

条件としています。特に事故とかの対応がありますので、や

はりそこに店を構えていないと対応できないのではないか

と思い、ある程度の絞り込みが必要ではないかと考え、県内

という条件にしました。 

つけ加えると、ここの施設は瀬戸内海にある離島の島であ

り、ここに行くには普通の公共の交通機関がなく、青松園の

自前で持っている船しかない。そういう特殊な事情から、な

かなか多くの業者さんがこういう工事に参加するというこ

とが難しい状況です。 

工事参加資格のランクをＡ又はＢとしてますが、そんな

に高い技術力が要るわけでもない気がしますが、Ａ又はＢ

とランクを設定された理由は何ですか。 

Ｂの工事の工事金額が７億 2,000 万円まで、本来はＢだけ

ですが、極力Ａに近いので、Ａの方の参加もした方が良いと

思い、Ａをつけ加えております。 

１回目でどこにも落ちなくて２回目以降２者が辞退して

いる場合は、予定価格内におさまるまで何度でも入札を実

施するのですか。 

そこの判断は施設でされたと思います。入札金額が２回目

の段階で極めて予定価格に近いことからそういう判断をさ

れたと思います。 

どうして辞退されたのかということを疑問に思うのです

が、何かわかる理由はありますか。 

そのあたりは全然わかりません。 

総合評価落札方式の調達ですが、69 ページで委員会を開

いていまして、結果的に３者とも特段すぐれていないとい

う話になっていますね。総合評価落札方式をやったけれど

も、余り効果がなかったと考えていいのですか。 

技術面だけでなく価格面も評価しています。 

予定価格の範囲内でなければ当然落札者とはできないの

ですか。 

予定価格の範囲内というのが第一条件です。 

その範囲内で技術提案とかいろいろなものを見て、より

価値のあるものを選んでいこうというのが総合評価落札方

式ですね。今回の形だと、余りいい提案がなされていなか

ったことになるのですか。逆に言ったら、総合評価落札方

式をやっても余りメリットはなかったということでよろし

いですか。 

島の事情等もあって、先ほど説明したと思いますが、ハン

センの中でも特にそういう特殊事情があったと思います。 

つけ加えさせていただきますと、総合評価落札方式という

形で落札者を決定するというのも１つあると思うのですけ

れども、これについては施工の品質とか、安全を確保すると

か、そういうことも目的とされておりますので、このことが

施工の工事の段階においては反映されるということも１つ

あると思います。 

だけれども、一般的にいえば、安全とかいうのは、この

中でも言っていますけれども、入札する業者は配慮しなけ

ればいけないというのは当然のことです。その点で技術点

を上げるとか下げるとかいう話ではないと思うのです。 

当然のことではあるのですが、その当然のことをなかなか

できていない業者さんもいることから事故が起きるという

こともあります。そこら辺を事前に防ぐという段階でも必要

ではないかと思っています。 

（分科会長の意見） 

この件は、松原委員御指摘のように、応札者が尐なく、

しかも１回目で落ちなくて２者が辞退してしまっている状

況で、本当の意味での競争力が働いているのかということ

は、やはり疑念を抱かざるを得ないのですが、よく承って

みますと、離島であること、船を自前で用意しなければい

けないことなどのさまざまな条件がバックグラウンドにあ

るということで、状況は了解しました。 

ただ、とはいえ、競争力が本当の意味で働くような仕組

みなど、工夫を続けていただきたい。 

はい。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：リハビリセンター新築設備その他の実施設計業務 

資格種別  ：建築コンサルタント業務（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、実施設計業務である案件。 

発注部局名 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社関・空間設計 

予定価格  ：12,901,350円 

契約金額  ：11,550,000円 



落札率   ：89.53％ 

契約締結日 ：平成 24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、１者応札となり、（株）関・空間設計が契約の相

手方となった。 

意見・質問 回   答 

１者応札であった理由は、何か背景とか思い当たること

はありますか。 

ホームページ、院内掲示、業界紙２社の方にも掲載したが、

結果としては１者となり、参考のために、電話をかけて聞い

てみたところ、震災で事務所自体がいろいろなところに引っ

張りだこであり、技術者不足で対応できないというのが、ほ

とんどの業者が応札できない理由でありました。宮城県とか

は、かなりの業者が既に随契とかで押さえられていて、人が

全然足りず、応札ができない結果でした。 

加えて、これは実施設計業務ですから、実施設計をする

に当たっての基本設計はもう既に上がっていたわけです

ね。 

はい。 

 

基本設計はどちらがおやりになったのでしょうか。 大臣官房会計課施設整備室で行っています。 

入札の参加資格のランクではなくてエリアというか、地

域は切ってありましたか。東北限定ということはありませ

んでしたか。東北ブロックというふうに公告にあるので、

この辺というのは、地域を絞らなければ制度的にいけない

のかということと、現実問題、絞らなくても余り結果が変

わらないのかというのはどうなのでしょうか。 

結構広いと思うのですけれども、東北は近辺も同じような

状況かと思っているのですけれども、どこまでが影響を受け

るか、そこまでは調査をしておりません。対応とかいろいろ

な打ち合わせがスムーズに行えるように、県内あたりが一番

望ましいかと思っております。 

 

先ほどの話で、６月 21 日までに納期が延びたというの

は、そういう業者がいなかったから延びたということです

か。それとも、工事設計そのものが複雑だからということ

で繰り越されたということなのですか。単年度予算の例外

みたいな形で実施されていますから、どのようなことです

か。 

設定自体は、当初の予定どおりです。 

 

そういう予算は明許繰越の形になったのですか。要する

に、先ほどの話だと、単年度予算主義だから３月末までと

いう話もあったのですけれども、本件は６月までに延びて

いるからどういうことかと思ったのです。 

明許繰越か否かは、今、確認はとれないです。資料 32 ペー

ジの公告文には、公告の段階で既に６月 21日までということ

で公告をしておりました。 

これは、落札率が 89％なのですけれども、予定価格はあ

くまでも 118、119、120 ページに示されているように、人

工ですとか、建物種別とか面積などで自動的にというか、

ある種の計算によって予定価格は定まるものなのですね。 

参考に内訳の方もつけていますが、大体決まっております。 

（分科会長の意見） 

この案件は１者応札ではありましたけれども、落札率は

幸いにして 89％と低いところに落ちている。競争力は働か

なかったにせよ、予定価格よりかなり下のところで入札が

成立しているということ。伺ってみると、東日本大震災以

降、特に東北地方を中心として、こういう設計建設業が非

常にタイトであったということで、この件については１者

応札はやむを得なかったかという気がいたします。 

しかし、これからも、先ほども申し上げましたように、

国民の目は大変厳しゅうございますので、なるべく１者応

札ということがないように、いろいろ工夫をいただければ

と思います。 

はい。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：国立総合児童センター（こどもの城）こどもの樹補修工事 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、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 ：日本美術工芸株式会社 

予定価格  ：4,991,740円 

契約金額  ：4,919,250円 

落札率   ：98.55％ 

契約締結日 ：平成24年2月13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。 

意見・質問 回   答 

ここに頼むこと自体は仕方ないのかなという感じがしま

すが、そうすると、この条件が適正なものかということが

重要かと思います。業者が提出した見積書で拾っている工

数であったり、単価だったり、適正性について検証という

かチェックはされているのでしょうか。 

一応検証は行っています。予定価格を出した後にほかの２

者の見積もりも取って内容を見たり、あとは会計課の方とよ

く調整しながら、内容を調整して、これが適正なのかどうか

も確認しながら契約を行っています。 

 

技術的な面からだれでもできるものではないのだという

のが業者さんの方に書いてありますけれども、実際そこら

辺の評価と、それが単価等に反映されて、それぞれ高めの

単価でも妥当だという判断なのか、この単価自体普通の難

しいことを踏まえた高目の単価ではなくて、普通の相場の

単価なのかというのは、どちらなのでしょうか。 

その部分は、確かに美術品を補修するということで、いわ

ゆる国土交通省とかで定められた単価よりも若干高くなる

という話は聞いています。その点は考慮した上でも、こちら

で立てた予定価格より、最初に提出された見積もりが予定価

格を上回っていたものですから、そこはこちらで受けられま

せんということで価格交渉を行い下げてもらったという経

緯もあります。 

12 ページに、岡本太郎記念現代芸術振興財団による文書

があるのですけれども、こどもの樹改修は、岡本太郎記念

現代芸術振興財団に発注したわけではないのですね。 

この業者は工事ができる業者ではないので、ここには発注

はしていません。 

この文章で言うと、現在、当財団が立体作品を補修する

際は、すべて日本美術工芸株式会社に依頼していますと書

いてあって、特に岡本太郎記念現代芸術振興財団にこの補

修を発注しているわけでもないのに、当財団が補修する際

は、すべて日本美術工芸株式会社に依頼していますという

文章は、何か理屈が通らないのではないかという気がする

のですけれども、どうなのでしょうか。 

その部分は、文章の書き方かもしれませんが、この振興財

団が作品の補修が必要だと判断したときには、日本美術工芸

株式会社に発注していると理解しています。 

すべて財団が管理をしていて、結局やる業者もここに決め

ているという形で向こうの意図としては、その業者でやらな

いとだめだよと強行に言われており、やむを得ないと思って

います。 

美術作品ではそういうのが多いみたいで、去年、ほかの案

件でもやったのですけれども、そこの先生が御存命だったと

きに聞いたら、ここでやれという話があったので、それをや

った経緯があります。 

このこどもの樹そのものは国のものなのですか。 

 

そうです。国のものです。 

 

要するに、外観とか何とかが著作権がかかっているので

すか。 

そうです。 

とはいっても、そこまで財団の方がおっしゃるなら、例

えば色とか材料とかは財団の方で指定してください、あと

は競争させてくださいというやり方はできないのですか。 

 

芸術作品なので、やはり尐しでも何かの形が変わると非常

に芸術家の方というのは嫌がるみたいです。ほかの案件で

も、ほかで頼んではだめなのですかと先生に聞いたのですけ

れども、自分の意図に合わないところは認めないという形で

言われて、多分そういう感覚的なものがあるのかと思いま

す。そこら辺は先生方の御意見だと思います。 

指名業者でないとだめだと。 

仮に国がそれに反したら、結構です、勝手に修理します

といったら裁判に訴えられますか。 

そこまで詰めていないのでわからないですが、多分、相当

プレッシャーはかけられると思います。 

恐らく、いいものができれば問題ないが、いいものがで

きなかったときに、勝手に改変したのだと、同一性を害す

るような、小説で言う一部字句を修正してしまったみたい

な位置づけにもなってしまうから、いいものができて問題

なければよいのでしょうね。 

国としては、この樹はずっと保有し続けるのですか。 

今のところはその予定ですが、先々のことはまだわかりま

せん。 

 



その都度、この日本美術工芸株式会社に補修を発注する

のですか。 

工芸さんに行くのか、また財団にお伺いを立てた上で、ど

うするかということを聞かなければいけないということで

す。 

（分科会長の意見） 

芸術作品で、こういった経緯でイメージを大切にすると

いう意味で随契はやむを得ないと私も考えますが、しかし、

松原委員の御指摘になったように、出されてきた見積もり

に対しては厳正に国として対処していただいて、価格の適

正さはチェックしていただくということが大事で、そのこ

とはなさったということで承りましたけれども、今後そう

いう努力を続けていただくよう、よろしくお願いいたしま

す。 

わかりました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：国立医薬品食品衛生研究所 ３号館屋上露出断熱防水・外壁工事一式 

資格種別  ：建設工事－建築一式工事（Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、落札率が低く、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社ウベハウス東日本 

予定価格  ：24,373,650円 

契約金額  ： 7,497,000円 

契約率   ：30.76％ 

契約締結日 ：平成24年1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、６者が応札し、最も低い金額を提示した（株）

ウベハウス東日本が契約の相手方となった。落札率が 30.76％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

６者応札とはいえ、落札率が 30.76％という異常な案件で

す。 

予定価格はどのように導かれたのでしょうか。 

予定価格ですが、複数者から見積もりをとりまして、各項

目ごとにそれぞれ一番低価格のものを採用して、予定価格を

決定いたしました。 

この種のものは面積とか施工の材料とかそういうものが

定まっているので、見積もりをとらなくても積算はできる

のではないか。 

施工も入りますので、すべて実際に施工する業者にお願い

して、工事を実施するなら幾らになるかということで見積も

りをとりました。 

それは一般的なやり方というふうに理解してよろしいで

すか。 

そうですね。実態に合わせて見積もりをとっております。

ほかの工事もすべてそういう形で予定価格を設定しており

ます。 

建築工事なので、面積とか材料とか工法が設計図で指定

されれば、建築業者から見積もりをとらなくても積算がで

きるのではないかと思いますので、もう一度そこのところ

をお伺いしたいです。 

なぜそれを伺うかというと、見積書を関川建設が出して

いて、80 ページ、2,400 万何がしの見積もりを出している

が、入札経過調書を見ると、同じ会社だと思うのですが、

関川建設がそれよりもかなり下回る 1,865 万とかいう金額

を出しているように思うのです。この辺、不透明というこ

とはないですか。経緯を教えてください。 

その辺は企業努力という形で安く抑えて札入れをしてき

たのだろうと考えられます。 

たしか別の機会であった案件だと思いますが、現場とい

うか事業所というか、ここまで言うと研究所の方で予定価

格の計算をする場合と、会計課の方に頼んで技術的な方に

お願いをして、その数字を尊重して決定するという両方あ

ったように思います。会計課の方に何らかの助言を求める

ものと求めないものの基準というのはあるのですか。そも

そもそういうのは研究所ではやった実績はないですか。 

過去の経歴とかも探ったのですが、数年はそういう実態が

なくて、今回、余りにも落札率が低かったので、会計課の施

設整備室の方に相談して、今年度からのものについては一言

連絡して積算の方法とかを伺って、実施はすることで考えて

おります。 

 

つまり、今までは国立医薬品食品衛生研究所には、こう

いうことを積算したりすることができる技術スタッフとい

そうです。建築のスキルを持った者というのはいなくて、

いないからこそ、業者の方複数者から見積もりをもらって、



う方はいなかったわけですか。 予定価格を算出しておりました。 

それでやっとわかりました。 

しかし、繰り返し指摘させていただきますが、関川建設

が見積もりを出して、予定価格を設定することに協力して

いて、実際に応札し、見積額よりもかなり下回る金額で入

れているところが事実としてあるということは指摘させて

いただきたいと思います。 

それで、低入札価格調査は、資料では何ページにあるの

でしょうか。 

101ページです。 

 

これは落札率が 30％なのだけれども、それでもちゃんと

履行できますということを示す調査の資料というのは何ペ

ージですか。これは実際には履行できましたか。 

はい、問題なく施工されました。調査については、積算内

容について仕様の記載を満たしていたので、あと、やはり金

額が安いのがこちらも気になりましたので、なぜこうなった

のかということを検証したところ、資材の購入がすごく抑え

られておりました。それは協力会社から物を取り寄せて実施

をするということでした。その資材の購入先が協力会社とい

うこともあり、かなり安価に抑えられて物の調達ができたの

だと考えられます。 

 

先ほどの遮熱フィルムは、自社でフィルムをたくさん持

っていたから価格を抑えられたというようなことがあっ

て、今回は材料について協力会社がかなり保有していて協

力が得られたから安くなったという御説明です。 

先ほどの話に戻るのですけれども、厚生労働省の積算の

やり方というのは、例えばこういう研究所もそうだし、あ

るいは特別会計のやるところでもそうなのですけれども、

単価表を見ながら数量計算して積算していくという方法

と、今おっしゃっている見積書を事業者からとって、安い

もので積み上げていくという方法、２つの方法を認めてい

るのですか。どちらでもいいということですか。 

単価表から引っ張るという方法もあるのですけれども、必

ずしもそうでないといけないというのはなくて、適切な形で

ということで、当所では今回のような複数者からの見積もり

で積算根拠として予定価格を算出しております。 

 

特殊な技術であれば、厚生労働省が、国交省もそうでし

ょうけれども、基準がないから業者から見積書をとるとい

うのはわかるのですけれども、一般的な工事の場合に、業

者から見積もりをとって、それで予定価格をつくっていっ

たら、もうその見積書をとった業者は予定価格がある程度

わかってしまいますね。果たしてそれでいいのかという疑

問がわきます。そのために積算基準をつくって公平な資料

調査をして、単価を設定して予定価格をつくっているわけ

なので、どちらかわからないというような状況で果たして

いいのかという疑問がわきます。 

国立医薬品食品衛生研究所に建築技術職がいなかったと

いうことが大きく背景にありますか。 

そうです。 

法令上は別にどちらでもいいということなのですかね。 

いわゆる下見積もりというか、予定価格だけのために使

った業者さんが入札に参加することは、望ましいか望まし

くないかはともかく、特に支障はないですか。 

はい。 

逆に、ここに下見積もりというか、予定価格を立てるた

めの見積もりを何でこの３者に頼んだのか、その選定の基

準は何なのですか。 

 

明確な基準というのが特にあるわけではありません。当所

によく出入りしている業者でありまして、所の内部の事情を

知っているというので、比較的早急に見積書を提出できると

ころが今回は提出していますが、特にこういう基準があると

いうのはなくて、例えば所に営業に来た業者とかに、参考に

積算してもらえますかとお願いすることもあります。 

会計課の施設整備室の基準で積算したときと業者見積も

りとはどちらが近かったですか。業者からとったのが実は

近くて、落札した方が頑張ったという評価になるのか、実

施設整備室での積算はすぐにはわかりません。施設整備室

の方はかなり積算に時間がかかります。恐らく施設整備室の

方が、今回の結果を見る限り、確実にもっと適正な予定価格



は積算基準でやると、むしろ落札者に近い金額になって、

実は吹っ掛けられていたという評価になるのか、客観的に

見たときに、その辺の評価はどうなりますか。 

が算出できたと思いますが、時間がかなりかかると伺ってお

りまして、今回の案件は大体一月程度で入札まで行えまし

た。今後、工法によって施設整備室に依頼するか当所で積算

するか取捨選択をしていけばよいかと考えております。 

要するに、第三者が見て、税金でやっているわけですか

ら、時間がかかることは認めますけれども、それは別とし

て、透明性・公平性が図られているかどうかというのも大

事ではないですか。 

だから、先ほどの出入りの業者から見積書をとっている

とかいう話がありましたけれども、確かにそれで、その業

者は、第三者が見れば同じように役所と一緒にやっている

のではないかという疑いを持たれますから、なるべくそう

いうのは見直しした方がいいと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

６者の応札で低入札 30％なのですけれども、実は入札経

過調書を見ると、この落札業者のみならず、他にも相当予

定価格の半額以下で入札している業者もいるということが

事実としてあって、第１点は、この予定価格の設定が果た

して適正であったかどうか。第２点は、積算ではなくて、

見積書をとるということによって予定価格を設定している

という方法が妥当であったかどうか。これは小川委員の御

指摘のとおりで、出入りの建設業者、自分がこの仕事をと

らないまでも、余り安い価格の見積もりをつくっておくと、

建設業全体に不利だからということがもしかして働くかも

しれない、これは仮定ですが。ですから、見積書によって

予定価格を設定する方法というのは、果たして妥当だった

かというのが第２点。 

第３点としては、見積書を提出している業者が入札に参

加して、そして、それとはかなり異なるアンダーな価格を

入れているところにも、やはり何か不透明な点がないかど

うか。その意味で、公平性・透明性ということで強い疑念

を抱かざるを得ないので、今後こういうことについてはか

なり慎重に検討、工夫をしていただくよう、是非よろしく

お願いいたします。 

研究所には建築専門の技術者がいらっしゃらないという

ことはあるにしても、やはりちょっとこれは、小川委員が

御指摘のように、国民の目から見て、第三者の目から見て、

入札予定価格の設定が適切であったかどうかということに

ついてちょっと疑念を抱かざるを得ないというふうに思い

ますので、今後改善をよろしくお願いいたします。 

はい。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：多重励起高速対応型共焦点顕微鏡 １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中、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 ：株式会社ニコンインステック 

予定価格  ：54,996,165円 

契約金額   ：54,978,000円 

落札率   ：99.97％ 

契約締結日 ：平成24年1月26日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）に行ったところ、２者が応札し、最も低い金額を提示した。（株）

ニコンインステックが契約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

入札者が２者になっておりますが、落札者ではない業者 ２者ともこれまでも取引のある業者です。 



とは既存の取引とかはありましたか。 

尐なくとも発注者の側で想定している機種というのは、

このニコンの製品ということだと思うのですけれども、扱

える業者というのは、基本的に世の中に無数にいるのか、

それともかなり絞られているのか。 

ある程度絞られてはくるかと思いますが、ただ、この２者

しか扱えないということはないと思います。 

 

予定価格を算出するに当たって、ニコンインステックか

らある程度資料を取っていますが、他方で理化研の方から

は事前の見積もりとか資料の提供というのは受けていない

のでしょうか。 

資料については、ニコンインステックが価格を設定してい

る都合上、ニコンインステックの方に価格証明と購入実績の

提出をお願いした。 

事実として、理化研の方には事前に資料要求はしていな

いのですね。納入実績を提出してほしいという話はしてい

ないですか。 

それはしていません。 

それで、何でニコンインステックにだけそういうような

資料を出してくださいという依頼をした理由があったら、

もう一度御説明をお願いします。 

当初、ニコンインステックではなくて、メーカーであるニ

コンに納入実績の定価証明を依頼した。ところが、ニコンイ

ンステックの方から納入実績と定価証明の提出がありまし

た。 

このような調達で、複数応札するのが逆に珍しいという

印象を受けています。ここまで特定の業者からだけ資料を

もらって、独占販売みたいな印象を受けつつも、他方でほ

とんど同じような金額で応札されているので、競争っぽく

見えています。そうすると、もっとほかの業者さんが扱っ

ているのではないかとか、納入実績をもう尐し広く収集で

きたのではないかとか、そういうふうに問題点というか、

可能性があったのではないかという気がします。もともと

出入りの業者さんで、全然予想できないところが入ってき

て、結果的に競争ができてむしろよかったということなら

いいのですが、出入りの業者だということなので、ある程

度予測がついたのであれば、公平な競争という意味でも同

じようなことをしておいた方がよかったという気がしま

す。 

それについては、ニコンインステック以外の会社が扱って

いるのかは、正直、私どもも調査しておりませんでした。ど

ちらかというと、今のお話のように、逆にもう 1社応札する

会社が存在したということです。 

 

医療機械とか検査機器というのは、結構メーカー系の商

社というか代理店の力が、実際見ていると、結局ほとんど

そこが落としているような印象を受けているので、それが

仕方ないのであれば仕方ないのですけれども、いや、実は

もっと扱っていて、競争性が働く余地があるのですという

のであれば、なるべく将来的にそういう目でどこが扱って

いるのか、そこにアプローチしてみるかというのも検討さ

れてもよいのではないかという気がします。 

研究に求められるスペックが、やはり研究者側にあります

ので、そちらの研究成果を得るためにそういう機種を選ばざ

るを得ないというところは実際のところはあると思います。

できる限り情報収集については事務サイドで努力したいと

思います。 

関連して御質問するのですけれども、２ページ、３ペー

ジの仕様書、スペックがありますね。これは、事実上、ニ

コンの製品を指定しているということになっているのです

か。あるいは、ニコンの製品に合わせてこの仕様書を書い

ているのですか。 

製品に合わせて書くということはしないように会計課の

方から指導をしております。実際、機器に合わせるのではな

くて、必要最小限の部分に絞って仕様書は書いてくださいと

お願いをしています。 

原則、複数機種を比較検討して、最低限必要なスペック、

一般化できるもの、競争性の働くような仕様を工夫して作成

している現状です。 

先ほどの質問で、理化研もニコンの製品を想定して入札

してきたというふうに勝手に思い込んでしまっていたので

すけれども、もしかすると理化研は違う機種を想定してこ

の札を入れている可能性もあるということですか。 

理化研もニコンの製品を想定して応札しております。 

 

もう一回聞きますと、仕様書では、こういう機器を想定

して仕様書を書いているわけではないというお答えだった

ので、この仕様書によると、ニコンの製品以外のメーカー

の顕微鏡というのはあり得るのですね。 

仕様書を作成した段階では、各社いろいろ製品があります

ので、例えばこの項目についてはこれだけの性能が必要であ

る。この部分に関しては、公式としてこういうものでないと

研究に支障が生じるとか、そういったものをいろいろと組み

合わせていって、最終的にこの仕様になったものです。 



ニコン以外にもあるということなのですか。要するに、

ここに掲げてある品名の仕様書で、仕様の中を見て、ニコ

ン以外にもメーカーは世の中にあるということですか。な

ぜそこから予定価格の見積書をとらなかったのか。なぜニ

コンからに限定したのか。 

ほかの会社からも類似の製品というのは出ております。た

だ、必要な仕様すべてを満たしているのは、結局、ニコンの

製品だけだったということで、仕様を満たしているものにつ

いて納入実績と定価証明をいただきました。 

ニコンに限られたということなのでしょう。 その時点ではそうです。ただ、この業界は日進月歩も結構

激しいです。公告を出す前に公共調達委員会があり、その前

に仕様を固めて、公告を出すまでも相当の期間があります。

また、公告期間も 50 日間は確保しますので、その間に新製

品とか出てくる可能性も大いにございます。その意味で、こ

の製品に絞ったということではありません。 

だから、ニコンインステックに、予定価格を作成すると

きに調べたのはそこだけなのでしょう。 

その時点ではそうです。 

だから、なぜニコンインステックだけにしたのかという

疑問がわいたのですけれども、それ以外のメーカーさんが

ないということだったのか、それとも、たまたまニコンイ

ンステックがよく目につくからそこだけに絞ったのか、そ

の辺の事情がよくわからないです。 

仕様を一部しか満たしていない製品について、納入実績と

定価証明を徴収するというのは、やはりナンセンスと感じて

おります。 

発注する方としては、この仕様を満たすものは、ニコン

にしかなかったということですね。 

そのとおりです。 

この物品調達で、この案件のように高度に科学的な特殊

な機器を入札で調達しようとするときに、事実上、この会

社のこの機種に限られていて、かつ、見積もりをとって、

それを尐しアレンジして予定価格にしている。かつ、入札

にはその業者が応札してきて、99％近い落札をしている。

この案件は、一応２者応札ですが、資料７は１者応札です。

実は、医薬品食品衛生研究所の案件以外にも同様の案件が

あります。それで、形式上、入札の形式をとってはいるけ

れども、委員が繰り返し指摘しているように、競争性が働

いているか、公明性・公平性が働いているか、透明性が働

いているかということで言うと、やはり大きな疑念を抱か

ざるを得ないし、しかし、よく話を伺っていると、相当程

度やむを得ない事情もあるわけですね。 

だから、こういうことを繰り返していると、やはり公明

性、競争性ということにおいて、重大な疑義を国民が感じ

るということはあり得ますね。そういう指摘をさせていた

だきます。何か無理やり入札しているような感じで、ほか

の方法論というのはないのですか。 

ただ、機種の特定と、特定の機種を想定することはやむ

を得ないとしても、それを入れられる業者が単数なのか複

数なのかというのは別の話だと思うので、この議案だと機

種は想定したとしても、現にほかも扱っていて、何十万か

しか違わない金額を入れてきているので、もう尐し広くこ

ういう観点を持てば、違う業者が何万の差で落としたかも

しれないというのが実はあったのではないかと思うので

す。 

そういうのはないのだというふうに、逆に今まで見てい

るので、ほとんどメーカー系の代理店が入れてきて、ほか

が入ったとしてもものすごい開きがあって、要するにマー

ジンというか利益が違うので、そういうのも見てきたので、

逆に驚いて、かえってニコンを想定してこのぐらいの乖離

で入れられるのだというのが逆に新鮮な感じがしました。 

仕様書を検討いたします。 

（分科会長の意見） 

この案件６については、私がそういうふうに申し上げま

了解しました。 



したけれども、一応理化研も入れてきて、ほんのわずかな

差だけれども、若干の競争性は働いている。しかし、そう

いう意味では、やはり努力をかなりしていただくというこ

とを今後の課題として、指摘させていただきたいと思いま

す。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：全自動溶出試験機 １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 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社大日本精機 

予定価格  ：23,415,000円 

契約金額  ：23,299,500円 

落札率   ：99.51％ 

契約締結日 ：平成24年2月8日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、（株）大日本精機が契約の相手

方となった。 

意見・質問 回   答 

これも、日本精機以外には可能性はなかったのですか。 これも他者の製品と比較したのですけれども、これについ

ては今まで使っていた機器と大きく方式の変わるものを使

用しますと、データの継続性というものが非常にとりにくく

なる。しかも、この溶出試験機というのは機種によってかな

り結果にばらつきが出るのでなおさらのことということで、

十二、三年前に買った機器と全く同じものというのはないの

ですけれども、基本的な設計というのが変わらないものを調

達すべきだということで、ほとんどこの製品に絞られてしま

ったという経緯がございます。 

13 年前に買った機械も大日本精機の機械なのですね。 そうです。 

 

何でこうやって入札するのですか。 

 

入札が迅速であるというのと、基本的に随意契約によらな

いといけない案件ではないということで入札しているとい

うことです。 

大日本精機以外から入札はあるのですか。 

 

今回は、ほぼないというふうに思っております。 

仕様書の記載上かなり抽象的なので、これを満たす可能

性はあり得るのですか。それとも、例えばどこかのメーカ

ーさんがこれを満たすからといって、全然違うものを入札

してきたとしても、ちょっと排除できないような気もする

のですけれども、その辺は、この仕様書でもほぼ絞り込ま

れているのか、今回の製品はどうなのでしょうか。 

比較した種類のものを見てみますと、やはり方式がかなり

違います。しかも、これは日本薬局法の試験で使えるもので

ないといけないのですけれども、全自動溶出試験機というこ

とで、この目的に書いてあるような機能を持つ機器で、ほか

の会社の物というのは日本薬局法の試験に使えないような

代物だったということもございます。 

入札する意味合いとしては、発注者側で気づいていない

これを満たす製品があるかもしれないから、一応出してみ

ましょうかということになりませんか。 

判断ですね、価値判断というか。 

これは何なのかね。事実上これは随契ですね。入札の形

式をとった随契。これは入札監視委員会の大きい課題にし

ましょう。こういうことがかなりいろいろなところで繰り

返されているような気がするのだけれども、それでも一般

競争入札にしなければいけないのですかね。 

内部でやっているこれの時点では、何かその辺の視点と

いうのはあるのですか。審査調書の内部の入札の委員会の

ときには、その辺の視点というのが審査事項というか、審

査項目にあるのでしょうかね。 

研究所ではわかりません。 



研究所ではわからないですね。 

 

（分科会長の意見） 

事実上、製品指定で、しかもその製品を入れられる業者

が極めて限られている。審議案件６番は、かろうじてもう

１者応募してくれたわけですけれども、幾ばくかの競争は

働いたかもしれない。資料７については、そもそも 13 年前

がこの会社の機種で、このスペックによるとこの会社しか

入れられなくて、結果として１者応札で 99％。公明性・競

争性が働いているということについては大きな疑念を抱か

ざるを得ない研究所としては、これより方法がなかったと

いうことも同時に理解をしているつもりなのだけれども、

したがって、こういう案件について、今後こういう形式的

な入札の形をとることが本当に妥当かどうかということ、

あるいはほかの方法論がないのかということについて、中

央監視委員会として全体を通じた課題として受けとめさせ

ていただいて、いつか別途議論するというふうにさせてい

ただきたいと思います。 

了解しました。 

【審議案件８－１】 

審議案件名 ：高速液体クロマトグラフ（各種検出器付き） １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中、検査機器購入の契約を締結した日が同日の案件。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：片山化学工業株式会社東京営業所 

予定価格  ：14,847,000円 

契約金額  ：14,836,500円 

契約率   ：99.93％ 

契約締結日 ：平成24年3月5日 

【審議案件８－２】 

審議案件名 ：飛行時間型質量分析計 １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中、検査機器購入の契約を締結した日が同日の案件。 

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  ：14,805,000円 

契約金額  ：14,700,000円 

契約率   ：99.29％ 

契約締結日 ：平成24年3月5日 

【審議案件８－３】 

審議案件名 ：イオンクロマトグラフ １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中、検査機器購入の契約を締結した日が同日の案件。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：ダイオテック東京株式会社 

予定価格  ：14,481,055円 

契約金額  ：13,965,000円 

契約率   ：96.44％ 

契約締結日 ：平成24年3月5日 

（調達の概要）検査機器の購入である。 

３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。 

意見・質問 回   答 

そもそも３件は全然別々の案件なのですか。 すべて別の案件でございます。 



そうすると、入札公告日や入札日が一緒だというのは偶

然ですか。事務上の都合でこうなったというわけですね。 

予算の担保ができたのが１月 20 日でございまして、それ

から調達委員会に付議して進めた案件でございます。 

例えば 8-1 と 8-2 は、応札業者が全く同じというのは、

これも偶然ですか。それとも、必然の成り行きですか。 

そうです。これは成り行き上、そのようになりました。 

また予定価格の算出の方法ですが、特定の機種を想定し

て見積もりを出させた上で、それを利用して研究所の方で

作成している。そのときに、どの業者さんに見積もりをと

るかということの選択の基準というか、必ずしもすべて同

じではないような資料の出方なのですけれども、それは何

か使い分けがあるのでしょうか。 

今回の場合は、高速液体クロマトグラフ各種検出器付きに

ついて言わせてもらえば、納入実績をお願いしたところ、た

またま今回についてはキャンペーン期間中だったというこ

とです。キャンペーン期間中とそうでない場合というのは、

会社によっていろいろなのですが、値引き率がかなり違うと

いうことであり、納入実績を出していただけなかったため、

３者に参考見積もりをお願いしたところです。この３者だけ

ではなく、もう尐し声はかけてみたのですけれども、一応扱

っているということの確認がとれたのが３者で、この３者に

対して参考見積もりをお願いしたということです。 

池田理化は応札はしているが、事前の見積もりの依頼先

になっていないが何で事前の見積もりを依頼しなかったの

ですか。 

そこは業者の来るタイミングがありました。高速液体クロ

マトグラフ各種検出器付きについては、応札した池田理化に

は参考見積もりは依頼をしませんでした。 

条件は同じにするという意味だと、想定されるところに

は一通り声をかけるなり同じ扱いをしておかないと、何で

あそこの業者だけ参考見積もりを出させているのだとか、

そういうことにならないか。本筋からいうと外れた議論な

のかしれないけれども、そこだけ見ても、そういうことは

どうなのですか。今の案件、8-1 についてですけれども、

8-3の案件は、参考見積もりは１者だけですか。 

8-3はイオンクロマトグラフ。こちらについては、参考見

積もりというのはいただいていません。あくまでメーカーに

納入実績とデータ証明をお願いしておりまして、この件につ

いては納入実績を提出してもらえたので、それをもとに納入

先の方に照会をかけて、この納入実績というのはそのとおり

であるということの確認がとれましたので、これをもとに予

定価格を作成しています。 

確かに納入実績であって見積もりではないのでしょうけ

れども、これはメーカーですね。今回、メーカー系列の取

扱い店が落札している形になっていますね。納入実績をと

るときに、その目的としては値引き率を見るということが

目的だと思うので、１件しかなくて、一貫しているのかと

いう気もします。同種の機器を出入りの業者さんに過去幾

らで入れていますか、何％引きで入れていますかと横一線

で聞いても同じような結果が得られているのではないかと

思いますが、公平性というか競争性、横一線、公平らしさ

というところについての配慮がどうなのか。メーカーの納

入実績で割引率を見て、それでやるという手法が第１順位

だということ自体の是非なのかもしれません。 

尐なくともメーカーと販売店と両方が入札する場合と、メ

ーカーは入札に参加しないとかという場合とか、ケースとし

てはいろいろあると思うのですけれども、メーカーが参加し

ないというケースに限れば、メーカーから納入実績と定価証

明を入手して、それをもとに予定価格を作成できる状況にあ

れば、それが一番公平なのかというふうには感じておりま

す。 

 

ここの納入実績を出したダイオネクス社と落札した業者

は全然つながりがない業者さんですか。 

つながりについては、確認をしておりません。 

納入実績に係るときの取り扱った業者がどこかという情

報は得ていないのですか。８ページにある納入実績表記載

の案件について、どの業者が扱ったかということの情報は

得ていないのですか。 

この時点ではないです。ただ、納入先に照会した場合には、

右側のページ、納入先の宮崎県に照会して返ってきたときに

は、ここに書いてあります契約の相手方ということで、サツ

マ薬品（株）宮崎営業所が宮崎県に納入しているということ

の回答が返ってきて初めてわかったところです。 

イオンクロマトグラフについては、メーカー系の取扱店

かどうかわからないのですね。 

わかりません。 

（分科会長の意見） 

8-1、8-2、8-3はそれぞれかなり微妙な違いがあります。

8-3 は、見積書をとったのではなくて、ダイオネクスとい

う別の会社が定価証明と納入実績を出している。それで予

定価格を設定して、名前は似ているけれども、それとは違

う会社がダイオテックを初めとして３者応札があって、一

応競争性が働いているように見えて 96％。 

はい。 



ところが、8-1 について見ると、それとはやり方が違っ

て、片山化学またはバイオテックなどから見積書をとって、

それを参考に予定価格を設定して、そして見積書を出した

片山化学が落札している。 

資料 8-2 について言うと、名前が微妙に違うが、株式会

社バイオテックと池田理化理科研が見積書を出していて、

それを踏まえて予定価格を設定して、バイオテック・ラボ

と見積書を出した池田理化が入札に応じて、見積書を出し

ていない会社のバイオテック・ラボが落札している。結果、

審議案件の資料 8-3 は、ある程度妥当な競争力が働いてい

るかもしれないと思いますが、8-1 と 8-2 については、見

積書を出して、それが予定価格になって、見積書を提出し

た業者が結果としてどちらかが落札していることになって

いるので、これは本当に透明な予定価格の設定で、いわゆ

る一般的な競争力が働いているかというと、やはり疑義を

抱かざるを得ない。要するに、審議案件６番、７番とも非

常に共通した課題で、国立医薬品食品衛生研究所に瑕疵が

あったかとか、これ以外の方法論があったかというと、相

当程度いろいろな努力をしておられるということは認めざ

るを得ないのだけれども、しかし、根本的にこういうこと

は、これは本当に入札なのでしょうかということは、やは

りどうしても疑義を抱かざるを得ないので、そのような指

摘をさせていただいて、これは多分、この研究所以外でも

こういうことは今までにあったような気がするので、共通

的な課題として一度中央監視委員会できちんとした議論を

しないと、同じことが繰り返されるということは避けられ

ないと思いますので、重要な課題として受けとめさせてい

ただきたいと思います。この件を含めて議論をする必要が

あるのではないかと思います。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：平成２４年度診療報酬改定に係る説明会資料印刷製本 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、役務契約で最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：関東信越厚生局 

契約相手方 ：日栄印刷株式会社 

予定価格  ：12,569,859円 

契約金額  ：12,569,859円  

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成24年3月8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。 

意見・質問 回   答 

審査調書の一番下の随契の相手を決めた経緯を提出す

ることとありまして、これについてはどういう経緯なので

しょうか。例えば、この契約した業者が去年もやっていた

とか、経験があるとか。 

実際には経験もあるのですが、３者から見積もりを徴収

して、その中から一番安い業者を選んでいるのです。 

資料の６ページの随意契約理由書がありますが、冒頭に

申し上げた３月５日に原稿が完成することから、時期的な

もので印刷業界の特質上もありますが、この大量の印刷物

を履行が可能かを近隣５者に電話で調査して、その中で履

行が可能だと答えている３者から見積もりを徴収した。そ

の中で一番安いところと契約を締結したものです。 

最終的なページ数が確定するのが３月５日なのですか。 はい。 



大体のイメージで、プラマイ何ページでもいいのですけ

れども、何十ページあるいは何百ページぐらいのものが何

部必要というのは、大体いつぐらいの時点で事実上固まる

のですか。 

２年に１回とはいえ、これまでも大分歴史がある事業で

すので、そんなに変わるかというと、確かにそんなに変わ

らないのです。大体が確定するということであれば、去年

のものができていますので、入札については年内にやろう

と思えばできます。我々の危惧しているのは、入札はむし

ろやりたいのですが、入札をやった結果、応札がないとい

うのは絶対に避けなければいけない。というのは、３月 16

日というのがリミットでして、各都県事務所での説明が 16

日から開始するというのは絶対条件なのです。法律に書い

てあるわけではないですが、絶対条件です。ここに間に合

わせるためには３月５日の原稿から入札していては間に合

わないというのがこれまでのロジックですので、入札する

のであれば年内にざっくりとした仕様でやらせていただく

しかない。それが可能かどうかというのも、むしろこの機

会にお伺いしたいと思っていたぐらいで、要するに、不確

定な仕様をもって入札していいかというところが我々の危

惧しているところです。やむを得ず、これまでは緊急随契

で実施しています。以前と違って入札できないということ

がありませんので、できればやりたいというのが我々の考

え方です。 

ちょっとわからなかったのだけれども、関東信越厚生局

以外のところは同じようにやっているのですか。 

同じようにやっているのですが、金額が尐額であり、恐

らく審議案件になっていないと思います。 

尐額随契ということですか。 

 

そうです。我々の場合、関東近辺、東京、千葉、埼玉す

べて相手にしていますので、1,000 万を超えるのです。 

ほかのところは随契でやっているわけですか。 そうだと思います。 

この予定価格は、３者の見積もりをもとにして設定した

のですか。 

そうです。３者の見積もりの中で一番安いものを予定価

格とした。 

次回の調達に当たっては、特段の事情がない限り、一般

競争入札にしろと書いてありますけれども、可能ですか。 

ここは我々としては特段の事情に当たると考えているの

ですが。先ほど申し上げた、３月５日に原稿が来るという

のは動かせない事情でして、それより前にはもらえない。

片や入札するには 10日間確保しなければならないので、緊

急随契の特段の事情に当たると考えています。もしくは入

札をするのであれば、仕様書を、委員の言われた完全に固

まらないままの仕様書でもよいかということになります。

そことの調整になるかと思っています。 

完全に固まらない仕様書というのはどのようなことで

すか。 

例えば前回のもので、大体これぐらいのものでつくって

ほしい等。 

２年前のですか。 はい。 

ページ数が１ページ増えたりしないのでしょう。 ページ数はちょっと変わると思います。２年間たつと、

100ページ変わるかというと変わらないと思いますが。 

新しい薬品とか出てくるからですか。 例えばそういうことです。 

実際のところ、新しい届け出が増えたり、点数の内容の

とり方が変わったりというのが結構頻繁にありますので、

10 ページ、20 ページぐらいは簡単に動く可能性が高いと思

っています。 

 

３月５日というのは、それはどこが決めるのですか。 

 

厚労省保険局からの公示です。恐らく法律等で決まって

います。 

 

それを早くすることはできないのですか。 それはできないと言われています。これが早くいただけ



れば、もっと入札もできるのですが。 

 

恐らく、８日に入札を開始して、場合によっては、もし

かしたら不落になったりするととんでもないことになる。 

 

そうです。応札者がない。 

不落になっても、不落随契にすればいいのではないか。 

 

参考までにスケジュール感ということで、目で見てわか

りやすいように資料を作成しました。告示日が３月５日で

決定していますので、６日で仕様書を作成すると徹夜の作

業でぎりぎりです。そこから一番上の一般競争入札の中 10

営業日を足せば、当然間に合わない。中５営業日でも可と、

一応そういうこともありますので、やっても 23 日までかか

るということで、説明会に間に合わせるためにはどうして

も緊急随契ということにならざるを得ない、もしくは年内

に入札やらざるを得ないのだと思います。 

そんな案件であることを無視すれば、条項をつくるのは

幾らでも実際には可能だと思うのですね。一定の範囲内だ

ったら、その金額で込み込みで、ある程度変動したらとめ

るというか。 

そうですね。公共調達委員会の条件付きですが、仕様書

が固まっていないままの入札が余りよろしくないという指

導もあると聞いていますので、なかなかそことのバランス

というか、調整かと思います。 

最終的には緊急随契でやむを得ないにしても、参加の意

向については規模感とか大体わかっているので、何かあっ

たときには応じてくれますかというのは、もう尐し広く周

知というか、集められるような気もするのですが。 

その５者ではなくということでしょうか。もっと幅広く

ですか。 

ホームページに載せておいて、３月上旬発注予定、これ

だけの規模です、声かけてほしい人ということでです。 

わかりました。 

（分科会長の意見） 

緊急随契はやむを得ないと私も感じました。しかも、仕

様書が確定していないところで、アバウトな条件で入札す

るというのも、それは我々が判断することではないですけ

れども、それはあり得ないと思います。それは公共調達委

員会が判断するべき事項ですけれども、それもやはり１月

にとかいうことはあり得ないと思います。松原委員が御指

摘になったように、事前にこういう規模感の仕事が、この

とき緊急に発生するという情報は公表していただいて、こ

れは一応随契とはいえ、見積もりを３者からとって一番安

いところと随契にしておられる。競争性という意味では努

力をしておられるのもお認めしますので、今後、松原委員

御指摘のようなことで準備をいただければと思います。 

わかりました。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：感染症サーベイランスシステム年報（2010年分）集計作業請負契約業務 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、不落随意契約の妥当性。 

 発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：東芝ソリューション株式会社 

予定価格  ：2,446,578円 

契約金額  ：2,100,000円 

落札率   ：85.83％ 

契約締結日 ：平成24年2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、応札者がなかったため、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。 

意見・質問 回   答 

公告を出して、何か関心を示した業者、何らかの形でア

プローチしてきた業者はいたのでしょうか。 

１者、問い合わせの業者はあったが、入札には参加しま

せんでした。 

それは東芝ソリューションではない会社ですか。 それ以外の会社です。 



前年分というのは、毎年やっているのですか。毎年、2009

年分とか何かそういうのがあるのですか。 

この契約に関しては毎年行っている契約ですが、この契

約の前年までは競争参加資格を、本来的にはＢ、Ｃ、Ｄの

業者までしか広げられないのですが、前年まではＡ、Ｂ、

Ｃで入札を行っておりまして、東芝はＡの業者になります

ので、前年までは参加いただいて落札していたところです。

今回の契約に関しましては、本来的にはＡを参加資格とは

できないので、入札をＢ、Ｃ、Ｄで行った結果、東芝が参

加できなくなり、結果、応札者がいませんでした。 

入札が不調になったのですか。 

 

不調となりました。 

だから、昨年までの契約金額と変更はあったのですか。 

 

金額は同じぐらいです。 

2010年から制度が変わったということですか。 本来参加資格としてはいけないところを資格として認め

ていたので、それを本来の範囲に戻したところです。 

では、しようがないという面はあるわけですね。入札が

不調になったのは、そういう業者がいなかったということ

ですか。 

そのように考えております。 

だけれども、そういうＣとかＤとかの業者というのは、

そんなにないのですか。 

問い合わせのあった業者はＤランクの業者さんでした。

参加することは可能だとは思うのですが、今回は参加いた

だけなかった。 

かなりやむを得ない事情がよくわかりましたけれども、

今後、来年、再来年はどうされますか。またこういう仕事

が発生するわけですね。 

 

基本的には毎年同じ業務が発生することになります。こ

ちらとしましては、東芝に伺ったところ、別の業者でもや

ることは可能だというふうには伺っておりますので、現状

としては今回と同じようにやらざるを得ないと考えており

ます。 

東芝はＡで、今回はＡを外したわけですね。 そうです。 

来年もそうしますか。 予定価格がこのぐらいの額ですとＣ、Ｄまでしか広げら

れないことになりますので、参加いただけなければ同じ形

になるかと思われます。 

（分科会長の意見） 

私個人的には、今回はこの措置はやむを得なかったと思

いますが、入札して応札する業者がいなくて随契になった

という、このことついて今回はやむを得ないと思うのです

が、しかし、これがずっと繰り返されると問題ですね。つ

まり、来年以降競争が働くような仕組みにしていかない

と、こういうことが続くのは是非避けていただきたいと思

うのです。それについてはどんな方策が考えられますか。

そういうことを課題として注文をつけておきます。 

はい。 

 

 

審査終了後の委員のコメント 

以上で審議は終了しましたけれども、今日は大きい課題が１つ浮かび上がってきました。個別の案件の審議というこ

ととは別に、次回以降、見積もりをとって予定価格を設定して、その見積もりを提出した業者が入札に参加して応札す

るという、そういうことの仕組みについては基本的な議論が必要な気がしますので、課題として議事録に是非残してお

いていただくよう、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） 

 


