
平成２４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２４年１０月１１日（木） 厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第一分科会長  上野  淳  首都大学東京副学長 

委 員     小川  広  元独立行政法人日本原子力研究開発機構 

財政部 上席参事 

委 員     松原 健一  安西法律事務所 弁護士 

審議対象期間 原則として平成２４年４月１日～平成２４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 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：遠隔画像診断業務契約 

資格種別  ：役務の提供（Ａ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、再委託金額の割合が２分の１を超えている。 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：（株）スズケン沼津支店 

予定価格  ：1,835,925円 

契約金額  ：1,734,075円 

契約率   ：94.45％  

契約締結日 ：平成24年4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、２者が応札し、最も低い入札金額を提示した（株）

スズケン沼津支店が契約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

落札者を決定するときに何を比較して判定しているので

しょうか。 

入札状況調書が８ページ目にありますが、こちらで入札書

が提出された２者について、それぞれの項目で金額の比較を

行って安いほうに落札しました。 

これはたまたま項目が全て落札したところが低くなって

いるので問題はないのですが、この項目で本当に比較でき

るのですか。もしも項目ごとに違いが出たらどうするので

すか。 

そのときには上から１、２行目にあります接続料、初期導

入費用が、基本利用料金とか CT 画像診断料金で年間でおお

よその件数を出しまして、もし吸収できるようなものであれ

ばまたそちらのほうの業者が落札すると考えております。 

一般競争入札の落札者の判定でそういう実質的なことと

いうか、判断を要するような基準を使うのですか。 

件数については確かに毎月変動がありますし、年間の予測

がつきませんが、前年度実績を参考として、年間トータルで

どのくらいの金額になるかという判断をするしかないと思

っております。 

そうしたら総価というのですか、項目で競争させるので

はなくて、この入札書で内訳を書かせている意味合いとは

何ですか。特に接続料とか初期導入費用が、前年業者がゼ

ロで、新規参入のところが金額が入るというのは、もしそ

こを比較に使っているのだとすれば余り公平ではないよう

に思いますが、どうなのでしょうか。 

ただ端的に競争条件が同一になっているのかということ

と、本当の意味で例えば接続料は高い金額が入っているけ

れども１枚の単価が安くなったりしたときに、ちゃんと客

そこだけの比較ではありませんけれども、ただやはり金額

の内訳としてその辺は把握しなければいけないと思いまし

た。 



観的に納得できるような基準で落札者を選定できているの

だろうかとか、その辺がちょっとわからないです。 

私もかなり同じような疑問というか、腑に落ちないなと

いう感じがするのですが、スズケンのほうは接続料と初期

導入費用がゼロだから、したがって落札したというわけで

は直接にはないのですね。 

しかも御質問があったように、幾つかの内訳でそれぞれ

書かせていますが、この場合たまたまスズケンのほうが各

項目とも低い金額ではあるけれども、場合によってはある

項目はＡ社の方が高く、ある項目はＢ社のほうが高くとい

う入り乱れたような状況になるときにどうやって判断して

いるのですか。複雑な内訳で入札させていることの意味合

いを尐し考え直す必要があるという気もするのです。 

もしそうなったときには、昨年の CT、MRI、Ｘ線の件数か

ら計算式を出して、Ａ社、Ｂ社の比較をするしかないのかな

とは思うのです。 

 

それは不落にして随契にするのですか。入札をやり直す

のですか。 

それはやり直さなくても、前年実績に単価を掛けて総価の

金額を出して比較検討するしかないと思います。 

資料の 13 ページでスズケン沼津支店が株式会社ネット

ホスピタルに国立駿河療養所から委託を受けた仕事を委託

したわけでしょうか。 

そうです。 

 

そのことについては、こういうことはよくあることなの

ですか。 

私の知る限り初めてなのですが、この契約は 23 年１月か

らスズケンと行っておりまして、それまでは委託件数が尐な

かったので金額も 100 万を超えなかったのですけれども、23

年度にドクターが退職された後、後補充がなくて、それで一

気に委託件数が増えたものですから、随契のときから引き続

きというような形で契約しております。 

今のお話で、再委託するときに、本件の場合だとネット

ホスピタルが丸々本件の契約の執行をやるわけですね。ほ

とんどやっているわけでしょう。だからそういうものが果

たして、変な話、丸投げみたいになっているのが契約の形

としていいのかどうか、そういう見解は、どういうふうに

考えられますか。 

全く不勉強で気づかずにおりまして、５月に大臣官房の監

査があった際に会計指導官から指導を受けました。 

指導というのはどういう指導があったのですか。入札を

行うときはネットホスピタルが前面に出てやりなさいとい

う指導なのですか。 

そうです。 

再委託することになった原因は何なのですか。スズケン

がネットホスピタルに再委託をすることになった原因とい

うか、背景というか。 

背景はグループ企業のような形ということしかないです。 

ということは、従来も、昨年度もこんなふうに行われて

いたのですか。 

そうです。先ほど言いましたように、23年１月からスズケ

ンとの間で遠隔画像の委託業務を行っております。 

１点だけ、ちょっと別の視点なのですけれども、接続料

とか初期導入費用のところでスズケンがゼロになっている

ことは、前年もやっていることと関係しているのですか。 

そうです。 

 

実際に実績として年間どのくらいの金額になって、ここ

でいう接続料 50 万とか 30 万とか入っている金額の割合と

いうのでしょうか、初期費用が瑣末なものであれば大勢に

影響しないのかもしれませんし、全体の契約の規模からい

って、例えば年間の金額が 100 万とか 200 万にしかならな

いようなものであれば、初期費用のウエートが高くてとて

もではないけれども新規業者はおおよそ入れないという形

になるのかなと思うのですけれども、その辺は競争性とい

うか、安いことは安いのかもしれないけれども、公平感と

いう点はどういうふうに調整したらよろしいのでしょう

か。 

安ければいいのですか、それともどうなのですか。こう

いうのは視点がわからないです。 

当初スズケンと契約した際の初期導入費用との比較が今

回の中にはないのですけれども、もしするとすれば２年前の

スズケンと契約を初めてした際の比較検討も必要になって

くるかとは思います。 



（分科会長の意見） 

まず第１点目として、スズケンからネットホスピタルに

丸投げに近い形で再委託が行われている。こういう競争入

札は、そもそも競争が働いて尐しでも合理的に低い価格で

国の予算をなるべく使わないような形で業者が仕事をとる

というのが本来の趣旨なのだけれども、例えばスズケンが

ある種のマージンをとって、ネットホスピタルもそこそこ

の収益を上げているとすれば、これは非常に国家の資金の

無駄遣いということはまぬがれない。ここに合理的な説明

がつかないのは、やはりかなり問題です。 

それから、第２点目として、松原委員が御指摘のように、

８ページの入札状況調書を見ると、項目ごとの金額の入札

になっている。特にスズケンは前年度から続いて受託しよ

うとしている業者なので、接続料や初期導入費用がゼロに

なっている。これが例えば全体が年間を通じて何千万のプ

ロジェクトであれば、接続料、初期導入費用の何万かは余

り強い影響力を与えるファクターではないかもしれないけ

れども、しかし今のところ我々はこの資料ではわからない。

しかもそれぞれの項目ごとに金額が前後した関係になった

ときにどう判断するかについても合理的な説明が今、伺え

なかったように思うのです。そういった背景が接続料や初

期導入費用がゼロの、つまり前年度から引き続きこの仕事

を受託したいと思う業者に流れやすいような仕組みになっ

ているのではないかという疑問も抱かざるを得ない。 

この２点について、やはりこれは重大な疑義を持たざる

を得ないので、ぜひ是正していただきたいと思います。 

それでは、今後改善を図るよう、どうぞよろしくお願い

します。 

わかりました。ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：不自由者棟更新築整備（Ⅱ期）工事実施設計業務 

資格種別  ：建築関係建設コンサルタント業務（Ａ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。 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：株式会社丸川建築設計事務所 

予定価格  ：12,693,975円 

契約金額  ： 9,450,000円 

落札率   ：74.44％  

契約締結日 ：平成24年6月19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、４者が応札し、評価点の最も高い（株）丸川建築設

計事務所が契約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

本件は総合評価落札方式をとっているのですけれども、

厚生労働省で総合評価落札方式の最低金額、要するにこれ

以上だと総合評価落札方式ができますよというのはあるの

ですか。 

設計は特にありません。 

900 万でも、あるいは尐額のものでも総合評価落札方式

をとれるということなのですね。 

そうです。 

総合評価落札方式で技術点の１点を金額で幾らに換算す

るかとか、めり張りのつけ方は何か基準はあるのですか。

技術点で１点優位だと金額だと幾らに相当するとかいう決

め方はありますか。 

それはないのですけれども、155 ページに表として技術評

価点の内訳、集計したものがありますが、それと入札価格と

いうことで、これを基にしまして評価点を出しまして、一番

下、三橋さんと池田さんは予定価格をオーバーしていますの

で外れておりますが、その中で丸川建築設計事務所さんが１

番となっております。 



155 ページでそれぞれの技術点合計がＡの欄にあります

ね。それで入札価格があって、価格点Ｂというのはどうや

って計算するのですか。 

18 ページになるのですが、その中に「③価格評価点の算出

方法」というものが真ん中よりちょっと下にあると思いま

す。「価格評価点＝価格点×（１－入札価格／予定価格）」

の式に当てはめて出しております。 

この式の価格点はどうやって決めるのですか。もともと

の標準点があるのですか。 

標準点が 60 点になっておりまして、ここに記載が抜けて

おりますけれども、技術評価点も同じく 60 点、②番のほう

には技術点が 60点となっております。 

つまり価格点が 60 点満点で、技術評価点が 60 点満点と

いうことですね。わかりました。 

143 ページの技術評価点の結果なのですけれども、この

場合は一番下の合計点の左端が 50 点になっているのです

けれども、これは 60点ではないのですか。 

最初に設定するときにガイドラインがございまして、その

中で 50 点満点の配点表になっておりまして、ただし設定の

ときには 60 点という設定に変えるということで、最終的に

この 50点を 60点相当に案分をして計算をするという方法に

なっております。 

つまり例えば 1.2倍するとか、そういうことですか。 はい。 

 

その場合は入札公告と違うのだけれども、そういうのは

いいのですか。 

満点は 60 点とするという表記をしておりますので、それ

は問題はないと思います。 

そのほかもう一つ聞かせてください。 

こういう場合、予定価格はどうやって設定するのでしょ

うか。 

149 ページに設計業務委託料内訳書がございまして、それ

に基づいてしております。 

 

これは面積などから自動的に算定されるものなのです

ね。 

そうです、面積も入っております。 

（分科会長の意見） 

例えば建築の難しさとか、そういう等級とか設計の面積

とかで案分して決まっていくということですね。わかりま

した。 

それでは、これは総合評価落札方式で、技術点と価格点

を総合して適切な入札が行われていると考えましたので、

結構だと思います。 

はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：道路融雪整備その他工事設計業務  

資格種別  ：建築関係コンサルタント業務（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、設計・コンサルタント関係の中で、最も金額が大きく、また、

１者応札である。 

発注部局名 ：国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ：株式会社山下テクノス 

予定価格  ：4,307,100円 

契約金額  ：4,200,000円 

落札率   ：97.51％ 

契約締結日 ：平成 24年 5月 21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）山下テクノスが契約の相

手方となった。 

意見・質問 回   答 

これは総合評価落札方式にしなくてもいい金額なのです

ね。 

内容的に屋上防水等の簡単な工事ですから総合評価はして

おりません。 

競争参加資格をＡ又はＢにしていますけれども、もとも

とが本来どこに当たって、何でもう一つ足しているかとい

うのはあるのですか。 

該当等級はＢです。直近上位又は下位のものを入れても問

題ないので、上位のほうを入れています。 

下位と上位を選択する基準、何で下位ではなくて上位を

選択するのか、その辺は何か基準はあるのですか。 

それは特にはありません。 

結果的に１者応札になっていることと、今、言われたよ

うに簡単な工事ということを考えると、どちらを入れたほ

うが応札者数が多いかという発想は一応されるのですか。

Ａにするか、Ｃとどちらを加えようかなというときに、ど

一応そういう考えで結構です。 



ちらにした方がこの案件は競争が尐しは期待できるかなと

か、一応そういう判断の結果ということでよろしいのでし

ょうか。 

今の話で、逆に言ったら、Ｃを入れないというのはなぜ

なのですか。このレベルの工事だと、Ｃではちょっと設計

は難しいという判断なのですか。 

そういうことでもないのですけれども、信頼できるという

とやはり上位というか、簡単とは言いつつも、信頼してやっ

ていただくためには上のほうが良いという思いはあります。 

１者応札になっているからどうかなとは思うのですけれ

ども、なるべく幅を広げてみてはどうかなというふうには

考えられないですか。 

これで参加者がない場合にはまた幅を広げましてＡからＣ

までとか、もしなければそういうふうに広げる対策はござい

ます。 

ちょっと視点がそれますけれども、結果的に１者応札に

なったというのは何か思いたる節はありますか。 

特にはないです。事務所のどういう考え方なのかはわから

ないのです。憶測ですが、場所が草津という特殊性、遠いと

いうところがあるかもしれません。 

掲示、ホームページというのは国立療養所に掲示した、

国立療養所のホームページという意味ですね。 

そうです。 

それらが設計事務所業界に、例えばそもそも国立療養所

まで掲示を見にいくとか、あるいは非常にたくさんあるい

ろいろな施設、機関のホームページに全部チェックを入れ

るような事務所があるとも思えないのですが。 

ホームページは本省のホームページから飛ぶようにはなっ

ております。 

本省のホームページのそういうところをクリックしてい

けば、今、こういう国立療養所の案件があるということは

わかりますか。 

その部分に飛んでいきますからわかります。 

（分科会長の意見） 

まとめとして、不適切な部分は特にありませんが、結果

として１者応札だったということで、委員から御指摘のあ

ったように、やはり競争力を働かせるという意味ではＣラ

ンクまで拡大する余地もあったのではないかということを

附帯意見として申し上げておきますけれども、全体として

は特に何か不適切な手続があったというわけではないと思

いますので、今後御努力をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

はい。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：村山庁舎・ハンセン病研究センター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、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く、また、１者応札である。 

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  ：194,362,982円 

契約金額  ：161,897,400円 

落札率   ：83.29％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

（調達の概要）一般競争入札（最低落札方式）を行ったところ、１者応札となり、東京ビジネスサービス（株）が契約の

相手方となった。 

意見・質問 回   答 

本件の契約は、役務の提供ということで設備機器の維持

管理と警備が入っていますね。先ほどの御説明で参加資格

のところで建物管理等各種保守管理Ａ、Ｂ又はＣというこ

となのですけれども、警備についてはそういうランクはな

いのですか。つまり本件は警備もやっているものですから、

警備についての参加資格が別にあるのかなと思ったので

す。それはどのようになっているのですか。 

当方の認識だと、警備のほうも建物等維持管理に包含され

ていましたので、従前より総合管理、警備と建物の補修を一

緒にさせていただいていたというのがこれまでの経緯です。 

例えば業者のほうが警備は警備しかやっていないとか、

あるいは維持管理は維持管理しかやっていないとか、そう

いう業者もあると思うのですけれども、逆に言えば、今の

私どもの研究所は、今、説明をしているのは武蔵村山にあ

ります村山庁舎なのですけれども、新宿区にあります戸山庁

舎でも同様の業務がありまして、その研究所の業務の内容と



話だと維持管理と警備を両方やっていないとこの契約に入

ってこられないというようなことにならないですか。 

しまして病原体等を扱ったりすることもありますので、警備

という業務と建物の維持管理という業務が一体的になって

管理していかなければならないので、２つの業務をあわせた

やり方でした。 

村山庁舎の場合は、数年前まで、警備業務と庁舎維持管理

が別々だった時期もございました。ただその頃は、どうして

も請負業者が別々であることで、連携がうまくいかなかった

り、何かトラブルがあったときにどちらがどちらの責任にお

いて動くかというところが明確にでき切れなかったことが

ございました。従前より戸山庁舎で取り入れておりました警

備と建物管理の総合管理という形で数年前より村山庁舎で

も入札を開始したところです。 

これは１者応札なのですけれども、平成 23 年度に落札し

て総合管理業務請負をした業者はどこなのでしょうか。 

同じく東京ビジネスサービス株式会社です。 

別な質問ですけれども、予定価格はどのように算定され

たのでしょうか。 

予定価格の立て方としましては、警備業務に必要な要員と

建物維持管理に関する業務に必要な要員を出しまして、その

要員にかかる人件費ですとか、その他の直接物品費ですと

か、間接的にかかる経費ですとかいったようなものを「積算

資料」等を用いて算出しまして、それで算出されたものをそ

のまま予定価格として用いております。 

ある種の方式で積算したということですね。どこかで見

積もりを取ったわけではないのですね。 

そうです。見積りを取ったわけではありません。 

変な質問ですけれども、逆に１者応札ではなくて、もっ

と競争力が働く数者がちゃんと応札してくれるような仕組

みを考えるとしたら、どういう方策が考えられますか。 

24 年度の入札から、それまで 23 年度まで、参加資格を役

務の提供Ａを持っているところという形で限定していまし

たが、Ｂ、Ｃまで門戸を開きました。結果として１者ではあ

ったのですけれども、さらに１者応札ではなくて、多くの業

者さんに参加ができるようにということでありましたら、公

告に関するスケジュールをもう尐しゆったりとるとか、周知

の方法をより効果的なことを検討してみるとかいったよう

なところはあるかとは思います。今までもこのような機会が

あるときには申し上げているのですけれども、何分研究所の

業務の内容からして単純なビルメンテナンスとは違うとこ

ろがありまして、そこの部分はどうしても参加資格でうたっ

ておかないと、こちらとしてもきちんとした管理が担保され

るかどうか不安もございますので、そこを維持しつつできる

だけ多くの業者さんに見ていただけるとか、参加していただ

けるといったようなことは引き続き検討してまいりたいと

は思っております。 

公告の方法はどういう方法をとられているのですか。 村山庁舎の場合は、庁舎入口のところに会計に関する掲示

板がございまして、そちらのほうに紙として掲示すると同時

に、感染症研究所のホームページの調達情報のところに掲載

している状況でございます。 

（分科会長の意見） 

１者応札であった、今年度の落札業者は昨年度もこの業

務を委託していた業者です。著しく不適切だとは言えない

ですが、今、おっしゃったように、できるだけ数者が応札

して競争力が働くような工夫を今後いろいろ考えていただ

きたいということを意見として申し上げておきたいので

す。特にこれで不適切だとは思わないのですけれども、た

だ感染症研究センターで細菌を扱ったりして非常に難しい

維持管理ではあるのだけれども、したがってそういう意味

で仕様書なども相当丹念に書き込まなければいけないこと

はよくわかりますが、一方でやはり国民の目から見ると、

競争力が働いていることも大事な観点なので、そういう意

はい。 



味で先ほどおっしゃったようなことも含めて今後努力を続

けていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【審議案件５－１】 

審議案件名 ：村山庁舎清掃業務請負契約  

資格種別  ：役務の提供等－建物管理等各種保守管理（Ａ、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、著しく落札率が低い４件について、適正な履行確保の確認。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社新東美装 

予定価格  ：11,034,147円 

契約金額  ： 3,906,000円 

契約率   ：35.40％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

【審議案件５－２】 

審議案件名 ：村山庁舎空調用自動制御機器設備保守点検業務請負契約  

資格種別  ：役務の提供等－建物管理等各種保守管理（Ａ、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、著しく落札率が低い４件について、適正な履行確保の確認。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：ニュービルメン協同組合 

予定価格  ：7,035,990円 

契約金額  ：1,869,000円 

契約率   ：26.56％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

【審議案件５－３】 

審議案件名 ：特別管理産業廃棄物（感染症廃棄物）収集運搬処理業務請負単価契約  

資格種別  ：役務の提供等－建物管理等各種保守管理（Ｂ、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、著しく落札率が低い４件について、適正な履行確保の確認。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：東京医療クリーン事業協同組合 

予定価格  ：4,784,850円 

契約金額  ：1,865,062円 

契約率   ：38.98％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

【審議案件５－４】 

審議案件名 ：村山庁舎排水水質検査業務請負契約  

資格種別  ：役務の提供等－調査・研究（Ｂ、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、著しく落札率が低い４件について、適正な履行確保の確認。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社日立プラントサービス 

予定価格  ：2,766,960円 

契約金額  ： 472,500円 

契約率   ：17.07％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

（調達の概要）４つの調達とも、一般競争入札（最低落札方式）を行ったところ、それぞれ２者応札、７者応札、２

者応札、３者応札、となり、最低金額の者が契約の相手方となった。落札率はそれぞれ、35.40％、26.56％、38.98％、

17.07％である。 

意見・質問 回   答 

まず、そもそもがそれぞれの落札率が 35％、27％、39％、

17％なのですが、４月から約半年、今日に至るまで業務は

適切に実行されているのですか。 

現在のところ問題なく業務は行われております。 

２点目の質問なのですけれども、昨年度の国立感染症村

山庁舎において清掃業務請負が同じ会社で落札率約 40％、

空調用自動制御機器保守点検で、別な会社ですけれども

40％、特別管理産業廃棄物収集運搬処理業務で今年度と同

23 年度においても問題なく業務は行われております。 



じ東京医療クリーン事業協同組合が 43％、排水水質検査業

務請負契約で、会社は違いますけれども、今回も入札には

参加しているのですが、環境技研というところが 25％で落

札していて、昨年度１年間の業務は適切に行われて遂行さ

れたのでしょうか。 

逆に申しますと、予定価格そのものがこれだけ差があっ

て、本当に正しい予定価格なのかなという疑問を持つので

すが、その辺はいかがですか。 

予定価格につきましては、実績よりも建築保全業務労務単

価等は「積算資料」を使用しておりまして、そのために乖離

が大きいのかなと思っております。ただ、この年大きく落ち

たので、ここを基準にしてしまうと次の入札のときにまた業

者が特定されないか、門戸は狭くなるのではないかという懸

念がありましたので、あえてここを実績ではなく、予定価格

を立てる上では「積算資料」の労務単価を使用して立ててい

ます。 

そうであれば、例えば「積算資料」に基づく予定価格を

作成したと言われるのであれば、「積算資料」どおりの人

数が張りついて業務が行われたという確認はされているの

ですか。つまり何人日とか、例えば清掃員Ｂとか何人いて

何日勤務するということで積算していますね。８ページを

見ますとそういう予定価格の内訳が載っていますけれど

も、そのとおりに実際配置があって、その人たちが勤務し

たという確認はされているのですか。 

勤務の実績の確認はしていません。 

請負契約ですからそこまでは要求しないといえばそれま

でですけれども、実際にその人たちが来ていなければ実態

に合っていない予定価格になっているのではないかなとい

う気もするのです。例えば日立プラントの 17％とかいう予

定価格がありますね。ほかの入札業者もそれなりの同じよ

うな入札額をやっていますから、本当にこの価格がいいの

かどうかは非常に疑問が湧くのです。 

水質検査におきましては排水質検査業務に必要な水質分析

料金が「積算資料」にありまして、例えばカドミウム、シア

ン、鉛、六価フロムといったような単価を積み上げておりま

す。これがもう既に実態と合わなくなっているというような

形になっていますので、これは今後どういった形で立てるか

は考えていきたいと思います。人数においても過剰なのかど

うか、その辺も検討させていただければと思います。 

（分科会長の意見） 

繰り返しますけれども、23 年度においても例えば排水水

質検査業務は落札率が 25％で、しかし業務は適切に遂行さ

れた。今回も例えば排水水質検査のところは落札率 17％で、

現在に至るまで適切に履行されているということから考え

ると、全体としてそれぞれ数者が応札して競争力が働いて

いるし、予定価格に対して極めて低い落札率で落ちている

ので、競争力が働いて効率性が確保されていることはよく

わかります。したがって、やり方が極めて不適切だったと

までは指摘できないですけれども、昨年度の実績、今年の

実績から考えると、我々素人から見ると、どう考えても予

定価格の積算が本当に適切なのだろうかという疑問は抱か

ざるを得ない。そのことについて今後いろいろな意味でぜ

ひ検討をしていただけないかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

わかりました。こちらのほうは今後検討させていただきま

す。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：病院等整備工事（建築）（電気）（ＬＡＮ設備）監理業務  

資格種別   ：－ 

選定理由  ：随意契約で唯一の案件である。 

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）伊藤喜三郎建築研究所 

予定価格  ：7,885,500円 

契約金額   ：7,885,500円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成24年4月5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 

工事自体は 23、24、25、26の４年間にわたる、これにつ

いて工事業者は 23 年度にもう入札で決まったわけですね。

逆に工事監理委託は、そこら辺がよくわからないのだけれ

ども、施工庁費であって単年度である。23年度は伊藤喜三

郎が契約業者である。したがって、伊藤喜三郎が１年間や

って、24 年度以降は業者を変えるわけにいかないから随契

になるということですね。 

はい。 

例えば極めて大きい病院工事で初年度に基礎工事だけま

ず発注する、次年度からは建築工事だというような別々の

発注、たしか国立小児でそういうことがあったと思うので

すけれども、そうすると例えば初年度すごく頑張って低い

落札でその仕事を取得しておけば、次年度別に発注される

建築工事などの入札に非常に有利になるとか、場合によっ

ては随契になるとかいうようなことが過去指摘されて、こ

ういうことについては何か工夫しましょうねという議論が

３、４年前確かあったと思うのです。今回の場合、説明を

受ければ極めて納得できるというか、確かにそうだなと思

います。１年間工事監理をやって、２年目工事監理業者を

変えるのは継続性という意味で極めて不適切でしょうか

ら、随契については納得しますし、納得せざるを得ないの

ですけれども、例えば初年度入札のときに非常に安い金額

で頑張ってこの仕事をとれば、２年目３年目は随契で適切

な金額で仕事が入手できるということは可能性という意味

であるのですか。 

この案件につきましては、最初にそういう２年目以降は随

契になるとわかっておりましたので、２年目以降の予定価格

をどのように立てるかと決めるときに、１回目の競争入札の

落札率を計算した金額に掛けるということで、低く落札して

いただいたときには２年目の予定価格も低く設定しようと

取り決めて設定をしています。 

そうすると、工事と同じように４年間の工事監理を 23

年度に一括入札で公募するということは、支出の費目によ

る違いでできないということですか。 

工事の場合は数年前から指摘がありましたので、今は国庫

債務、複数年の予算措置をやっているところなのですけれど

も、それに応じたこういう庁費の類につきましてはまだそこ

まで体制がとれていないのが実情です。 

今の懸念とすれば、前年度落札した業者がどうしても応

じなくて、お互いこじれてしまったときを想定するかとい

うことなのですけれども、お互い意地を張ってしまってず

るずる決まらないとかいうことは現実的にはないという前

提でこういうやり方をされているということですね。 

やはり２回目以降は随意契約といえども新規の契約にな

りますので、当然相手が見積書として出してくる金額が予定

価格に達しないと契約できませんので、今回はうまく契約で

きましたけれども、この先はまたわからないというのが本音

です。 

前年の落札率を掛ける方式で予定価格を設定すれば、通

常の場合はいいとこどりみたいな１年目頑張ってというの

は無理なのだけれども、では悪い心を起こした業者さんが

いて意地を張ってしまったような場合にはどうなってしま

うのか、複数年契約していれば契約違反でそこまで割り切

られてしまったら仕方がないのですけれども、縛りという

点では契約をかけてしまったほうが安定はするのかなとは

確かに思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この件は前年度の工事監理をした業者に引き続き 24 年

度も工事監理業務を委託するのが適切だと私も思いますの

で、随契になったということは妥当だろうと判断します。

かつ前年度の落札率を今年度の入札の価格に反映させると

いう方式をとっていただいていることも、いろいろ工夫を

していただいているということで評価したいと思います。

ただし、やはり将来こういう２年３年４年にわたるような

工事監理業務だったら、複数年度にわたってそれを一括入

札するような方式を今後検討できないかをなるべく継続的

に努力をしていただきたいという希望を申し上げさせてい

ただきます。 

はい。 



【審議案件７】 

審議案件名 ：食事の提供等業務一式  

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 ：国立障害者リハビリテーションセンター 

契約相手方 ：（株）レパスト 

予定価格  ：85,988,892円 

契約金額  ：85,680,000円 

落札率   ：99.64％ 

契約締結日 ：平成24年4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、２者が応札したが、入札は不落となり、予算決算

及び会計令第９９条の２に基づき、（株）レパストと随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

昨年の実績を見ましたら、115 ページにレパスト、同じ

会社ですね。そのときに落札金額が 8,300 万になっている

のですけれども、今回金額が変わったのは何か理由がある

のですか。 

今回契約金額が変わった理由ですが、前回の 23 年度の落

札金額が 8,300 万円であるところ、予定価格が 8,881万円ほ

どでありまして、税込みでいいますとおよそ 560 万円ほどの

乖離がありましたので、積算が甘かったのではないかという

反省を行いました。また、業務委託費の削減という方針もあ

りましたので、24年度の予定価格積算につきましては直接人

件費の積算方法を見直しまして、昨年度は入札に参加しない

業者の配置人数見積もりも採用していたところなのですが、

今年度は業務を実際に行っていける最低の人数をシフト表

を組んで算出いたしまして、その人数をもとに積算を行いま

した。これによりまして昨年度より予定価格全体として税抜

き価格で 269万円ほど下がったところです。 

予定価格を見直ししたということなのですか。 はい。 

115 ページにある金額は税込みですか、税抜きですか。

「前回の調達状況」の前年の落札金額です。 

こちらは税込みの金額です。 

 

今、予定価格の削減のところは努力というか、前年が甘

かったかもしれないと伺ったのですけれども、もしこれが

税込みだとすると、去年と今年を比べたときに、去年の落

札金額を入れても通らないような金額に設定したというこ

となのですか。前年並み、要するに参加する人としては上

げ下げしないで同じでいいやと入れても通らない。 

仕様書自体も 24 年度に向けて変更しておりまして、受託

責任者は栄養士であることを限定しているのですが、それを

１名増員するように求めておりまして、加えて副受託責任者

も昨年度までは調理師もしくは栄養士としていたところを

栄養士であると限定しておりましたので、その分で人件費の

上昇を業者のほうで見込んできたのかと思われます。 

業者の入札額はそうなのですけれども、こちらの想定し

ている予定価格は前年の実績よりも低くしたし、かつ仕様

も厳しくしているので、そういう意味でも厳し目の設定だ

ったという形で、当初から設定しているのですね。 

そうですね。 

だから不落随契だけれども、結果的に思うところに落ち

たとしてよしとするということでしょうかね。 

２者応札していて、去年よりも厳しい設定だったので落

札に至らなかった、したがって随契だと。まあやむを得な

いかなという気がします。 

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８】 

審議案件名 ：国立保健医療科学院警備等業務 

資格種別  ：役務の提供－建物管理等各種保守管理（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、低入札価格調査を実施している案件の中で最も契約金額が大き

い。 

発注部局名 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：日本不動産管理株式会社 

予定価格  ：34,247,325円 



契約金額  ：18,842,208円 

契約率   ：55.01％ 

契約締結日 ：平成24年4月2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、８者が応札し、最も低い入札金額を提示した

日本不動産管理（株）が契約の相手方となった。落札率は 55.01％である。 

意見・質問 回   答 

前年との仕様の変更点はあるのですか。詳細はいいので

すけれども、警備箇所を増やしたとか減らしたとか。 

仕様につきましては寄宿舎の受付業務が追加となってお

りまして、入寮したり退寮したりする方の受付でありますと

か、そういったことを行っていただくということが追加とな

っています。 

それは人の配置に影響を及ぼすような変更ですか、それ

とも既存の人でやるから余り値段には影響しないものです

か。 

基本的には警備をやっている間は他の業務はできないと

いう前提で、仕様書上は通常の勤務時間内に限り１名追加と

いう内容になっています。 

低入札価格調査をしたら、該当業者の積算は特に誤りが

なく、不適切とは言えないので、したがって契約したとい

うことですね。そこまでの手続は了解できるわけですけれ

ども、低入札価格調査の積算の内容を精査したら特に問題

がなく妥当であるということであれば、入札予定価格を決

める際の手続とか方法に何か問題がなかったかという反省

はないのでしょうか。 

今回の予定価格については３者からの見積もりを基に平

均法で算出をしているが、最低価格で入札を行った業者から

は、見積もりを徴しておりませんでした。第２位以下の業者

は、第２位でいいますと 65％という入札率になっていまし

て、もし第１位が仮にいなければいずれも低入には当たらな

い価格で競争が行われていたということになります。あとは

予定価格を１者が大幅にオーバーしている会社もあるので

すが、基本的にはおおむね予定価格の範囲内で、それほど６

割を下回るような低価で入札をしている業者も見受けられ

ないということです。 

あと今回の日本不動産管理株式会社の積算につきまして

は、資料の 44 ページにございますように、本来原価の金額

でいいますと本文の３行目に 2,064万 5,736円とございまし

て、こちらが通常の定価といいますか、この業者として算出

した価格ということです。これが下の理由にございますよう

に、当院の警備業務は従来からこの業者が委託を受けていた

ところなのですけれども、「１ 現行警備従事者の雇用継続

の確保」ですとか、あと下の「２ 警備業務入札金額低落傾

向への対応」ということで、出精値引きといいますか、業者

としてはかなり値引きをしてでも競争してこの業務を取得

したいという、最大の理由としては現行警備員の雇用の確保

がまず大前提でありまして、そういったことで値引きを行っ

ているのですけれども、３行目にございます 2,064 万 5,736

円という金額であった場合は低入価格調査基準額は上回っ

ている状況でありますので、やはりこれは競争した結果、値

引きが行われて、それによって予定価格の６割を下回ったと

いうことでありますので、実勢価格を反映するという意味に

おいては予定価格の金額としては必ずしも実勢を大幅に上

回って高過ぎるというものではないと考えています。 

大体事情はのみ込めたのですが、別な観点からの質問な

のですけれども、３者から参考見積もりをとっていますね。

それをある種平均をとったりいろいろなことをして予定価

格を設定されたわけですけれども、こういうものは日勤何

人工、夜勤何人工で単価掛ける云々と参考見積もりをとら

ないでも予定価格が積算できるということではないのです

か。ずっとこのようにしているのですか。 

当院では従来から見積もりで平均をとって作成している

のですが、今年度につきましては特に寄宿舎の受付業務で通

常の積算単価にあるような見積もりの作成がなかなかやり

にくいという部分がありましたので、このようなやり方で作

成させていただきました。 

今のお話なのですけれども、見積業者がそのまま入札し

ていますね。しかも見積額と入札額が随分開差がある。そ

のままの金額を入札してこないで下げて入札していますけ

れども、それ自体何か違和感を持つのです。 

これにつきましてはやはり業者として定価で売りたい価

格と、競争して入札をとりにくるという意味で競争の原理が

働いてある程度ディスカウントという部分で、おおむね 66％

～76.5％の間で当初の見積もりから今、申し上げました割合

で入札をしているようですので、そういった意味では２割～



３割程度が競争に基づいてディスカウントされた部分では

ないかと考えています。 

先ほどの話と関連するのですけれども、３者の見積もり

から平均で予定価格を算出する根拠がちょっとわからない

です。要するに本件の契約をするに当たって必要な額は、

例えば保健医療科学院で建物がこれだけあって面積がこれ

だけあるから何人くらい、何日働いてもらうというような

ことを想定して計算して幾らと、さらにそれを基にしてデ

ィスカウント幾らというようなことで予定価格をつくって

いくのではないかなと思ったのですけれども、こういう形

で、しかも何でこの３者なのかなという疑問があるので、

果たしていいのかどうか疑問に思ったのです。 

この３者は参考見積もりとして協力いただける意思が確

認できた業者さんということになるのですけれども、今、御

指摘にありましたように、何らかの積み上げで積算できない

かということに関しては、今後検討させていただきます。 

積み上げた結果、この参考見積もりより大きければ、そ

の見積額で査定すればいいのであって、最初から見積額だ

けでやるのはどうなのかなと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

本件は低入札価格なのですけれども、23年度の業者が既

存の警備員の雇用を継続確保したいということで相当程度

ディスカウントをした結果の低入札だったという状況は理

解できました。ただ、小川委員または私が指摘したように、

これらをいわゆる参考見積もりをベースにして予定価格を

算定しておられる。結果、実は参考見積もりの金額と入札

の金額は同じ業者でも数百万円以上下げて応札していると

いうことは、参考見積もりでは高く出しておいて、実際入

札するときにはそれよりかなり低い金額で落札しようとい

う、３者とも共通して入札のときの金額は低いわけですけ

れども、そうだとするとそのプロセスに若干の疑点を抱か

ざるを得ないので、次年度以降もし可能ならば予定価格の

設定についてもうちょっと合理的、客観的な方法がとれる

ように工夫していただくことを希望しておきたいと思いま

す。繰り返しますけれども、雇用を継続したいという意思

が働いてディスカウントということについては特に不自然

を感じませんから、その点は指摘はする必要はないと思い

ますけれども、今、申し上げた予定価格の算定の仕方等に

ついては今後工夫をしていただくよう、よろしくお願いい

たします。 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：福岡検疫所長崎検疫所支所女神措置場及び宿舎解体工事  

資格種別  ：建設工事－建築一式工事（Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きく、また、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名 ：福岡検疫所 

契約相手方 ：山総建設株式会社 

予定価格  ：61,420,000円 

契約金額  ：36,624,000円  

落札率   ：59.63％ 

契約締結日 ：平成24年5月31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、５者が応札し、最も低い入札金額を提示した山

総建設（株）が契約の相手方となった。落札率は 59.63％である。 

意見・質問 回   答 

今、10月 11日なので、履行期間は今日で終わっている

わけですけれども、とりあえずこの工事は無事終了してい

はい、昨日が履行期限となっておりまして、解体も全て

終わり、整地まで終わりまして、今月末の検査を受けるこ



るのですか。 ととなっております。 

ちょっと聞き漏らしましたけれども、低入札価格調査は

やったのでしたか。 

業者へのヒアリングを含めて、調査は実施いたしました。

調査の内容なのですけれども、57 ページに議事録をつけて

おります。 

63 ページを見ると、この落札業者は現在工事が尐ない

とか、下請けの打ち合わせによって相当コストが削減でき

るとか、工事現場と本社が近いとか、そんなことでコスト

ダウンが図れるからこの価格で入れたというようなこと

で、それらについてはヒアリング結果でチェックをして納

得されたということですね。 

そのとおりです。 

（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１０】 

審議案件名 ：千鳥ヶ淵戦役者墓苑納骨室増築工事  

資格種別  ：建築一式（Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：立建設株式会社 

予定価格  ：220,248,000円 

契約金額  ：218,400,000円 

落札率   ：99.16％ 

契約締結日 ：平成24年3月9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、入札金額が最も低い立建設（株）

が契約の相手方となった。落札率は 99.16％である。 

意見・質問 回   答 

最後の２月にやっている公告ですけれども、この時点で

はまだ履行期が３月 30 日になっているのです。結果的に

は延びていますけれども、事実上延びることが決まったと

いうか、対外的に言えるようになったのはいつの時点なの

ですか。 

財務省から履行繰り越しの内諾を得ましたのが 10 日と

いうところですが、ただ正式な通知が来るのはもう尐し時

間がかかりますので、13日の公告をする段階では繰り越し

を前提に翌年度の 12 月までとは表記ができなかったとい

う状況です。 

公告を見るであろう人にとって、３月 30日とあるけれ

ども実際は違うんだよというのは常識みたいな感じです

か。 

はい、工事の場合、この工期を見たときには通常繰り越

しがされるものだろうということは業者さんも理解の上で

応札を判断してきますし、やはり照会があった場合にはそ

ういったことは考えていますということでお答えはしてい

るところです。 

先ほどの説明の中で２回目のときに竹中と、さとうベネ

ックは結局入札しなかったのですか。 

はい。 

竹中が１者応札して、それは入札価格が高過ぎたという

ことなのですか。 

はい、金額面で 5,000 万以上まだ開きがありまして、随

契協議もしましたが、そこは溝が埋まらず、最終的には竹

中工務店にも断念されたという状況です。 

でも、３回目のときにはまた竹中が入札してきたのです

ね。 

応札しております。ただ、２者との競合になりまして、

立建設のほうが安かったものですから、立建設の落札にな

っています。 

竹中は３回目のときはどれくらいの、これを見ればわか

るのですか。 

144ページ。 

そこそこの金額ですね。余り開差がないというですね。 金額的には非常に接近した額にはなっています。 

それと２回目と３回目では予定価格が変わっています

ね。これは本件の入札に影響を及ぼすことはないのです

か。 

３回目につきましては仕様を尐し変更いたしまして、遺

骨を納めるスチールのラックを一部取りやめまして、３階

のみに導入すると仕様を変えています。その部分で予定価

格の積算が変わっている部分がありますが、そこは競争性



という観点では２者同じ条件での競争ですので、どちらか

に有利になったということではないと思っています。 

３回目でＤランクを入れたということなのですね。だか

ら立建設が入ってきたということなのですか。では、ラン

クを下げたことによって入札がうまくいったということ

ですね。竹中も下げましたけれども、そういうことですか。 

はい。 

114ページでこの入札案件は総合評価落札方式ですが、

技術評価点と金額は、技術評価のほうは 100点プラス加算

点、価格点の方は入札金額を予定価格で割ったものという

ふうになるのですか。ここがちょっとよくわからない、こ

の算定の仕方を教えていただけますか。 

標準点と加算点を入札価格で割るのか。わかりました。

しかも１回目はどちらも落札しなかったわけですね。 

２回の不調を経て、しかし３回目でやっとかなり妥当な

ところで落札できたということですね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 

 １８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） 

 


