
平成２４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２４年１２月２７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７月１日～平成２４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 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：ウォーターズ社製高速液体クロマトグラフ質量分析計１式の保守業務 

資格種別  ：役務の提供（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中、１者応札であり、一般競争入札の実施状況の確認。 

発注部局名 ：神戸検疫所 

契約相手方 ：広瀬化学薬品株式会社 

予定価格  ：2,924,512円 

契約金額  ：2,924,512円 

契約率   ：100.00％  

契約締結日 ：平成24年8月10日 

【審議案件１－２】 

審議案件名 ： ガスクロマトグラフ質量分析計２式の保守業務 

資格種別  ：役務の提供（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中、１者応札であり、一般競争入札の実施状況の確認。 

発注部局名 ：神戸検疫所 

契約相手方 ：株式会社ショーエイ理化 

予定価格  ：2,832,900円 

契約金額  ：2,832,900円 

落札率   ：100.00％  

契約締結日 ：平成24年9月28日 

（調達の概要）２つの調達とも、一般競争入札（最低価格落札方式）行ったところ、１者応札となり、落札率は 100.0％

だった。 

意見・質問 回   答 

結局１者応札になっているのですけれども、そのことに

ついて心当たりというか、原因がわかりますか。もともと

応札できる者が、１者なのか、それとも思ったほど応札し

てくれる人が少なかったのかというところの評価はどうで

すか。 

神戸検疫所では、入札するときにホームページ、神戸検疫

所内の掲示板にも公告を張り、いろいろな業者さんに目につ

くように情報提供をしています。今回の保守契約につきまし

ては、先ほど言われたように１者にはなっているのですが、

当方としては１者入札になるとは思っていませんでした。し

かしながら、結局入札したところ１者でした。 

ウォーターズ社製とあともう一つジャスコ社になるので

すが、こちらは保守契約になりますのでもともと機械は入っ

ております。見積書を見ていただければわかるのですが、ウ

ォーターズさんとジャスコさん両方のメーカーさんからと



っております。それで今回入札してきた業者さんに聞いたと

ころ、こちらの保守につきましては入っているところがメー

カーと強いパイプを持っているので、ほかの業者さんが入っ

てきても、多分戦っても勝てないのではないか、だから入っ

てこなかったのではないかと言われていました。こちらとし

ては１者応札の原因は実際にはわかりません。 

これは初回ではないように思いますが、それぞれの機械

ごとに同じ業者さんがずっと保守をやられているというこ

とになりますか。 

保守につきましてはメーカーさんが行っておりまして、今

回入札したところではなくて、メーカーさんが直接保守をや

っていました。 

見積もりをメーカーである日本ウォーターズが出せてい

るので、もともと日本ウォーターズが直接でもやれるとい

うことなのでしょうか。 

今回の入札の案件につきましては金額的にそんなに高く

ないので、競争参加資格のランクもＢ、Ｃ、Ｄと行いまして、

ウォーターズさん、あともう一社につきましてもＡランクで

したので応札できなかったと思います。 

予定価格が 100％の落札率なのですけれども、一般競争

入札をして、しかも１者応札で１円単位まで予定価格とぴ

ったりと合うというのは、普通の人が見たら異様に思える

のですけれども、どう思いますか。 

こちらでもなぜぴったりになったのかわからないところ

なのですが、今回の案件が保守契約となっていまして、物品

と保守はサービスですので、どうしても値引きが難しいとい

うことは聞いておりますので、なかなか九十何％で落とすの

が難しかったのではないかなと想像はされるところです。 

予定価格はどのような形で作成されたのですか。 先ほども言いましたけれども、今回につきましてはメーカ

ー、これは実際やっていただくのがウォーターズさんとか、

ジャスコ社製ですのでそちらに直接やっていただくことに

なるのですが、ウォーターズさんとジャスコ社さんにこの保

守だったら大体幾らになるかということで見積もりをとら

せていただきまして、それを参考に予定価格を作成しまし

た。 

そうすると、今回落札した業者は予定価格がわかってい

たということなのですか。 

こちらから今回応札してきた業者のほうには一切そんな

話はしていません。ただ、ジャスコさんとかウォーターズさ

んからお話は聞いているのかもしれませんが、こちらではそ

ういった話はわからないです。 

ただ、外部の人から見れば漏れているのではないかとい

うような意識を持つのです。 

こちらからは一切漏らすことはありません。 

そういう疑念を持たれること自体、問題があると思うの

です。 

質問ですけれども、前年もそれぞれ同じ金額ですか。だ

から同じ金額で前年実績どおり入れたら 100％になったと

いうことなのですか。それとも変わっているのだけれども

100％になったのですか。 

案件１－２のほうなのですけれども、こちらは昨年度から

続いているものなのですが、昨年度が保守の機械の台数が３

台くらいありまして、そのうち２台がリースだったのですけ

れども、今年度お返ししまして、ことしは残る１台がありま

して、もう一台新しく保守契約を結ぶことになりました。で

すので、去年とは全く金額的には違っていると思います。 

合計金額は違うのでしょうけれども、内訳的なものも違

っていますか。 

去年のものはきっちり見ていなかったので覚えていない

のですが、内訳も機械が違ってきますので、若干は違ってい

ると思います。 

入札した業者さんに示す仕様書というか、これで積算し

てください、見積もってくださいというのはどのページま

でになるのでしょうか。片方のウォーターズのほうだけで

いいです。 

保守契約書の第 15 条になりまして、ページ数でいいます

と 17 ページです。 

契約ではなくて、入札の時点でどこまでの情報をもとに

金額を積んでいるのかというのは２ページの１枚だけです

か。 

こちらにつきましてはもともと平成 19 年３月に購入して

おりまして、もともと５年間保守契約を結んでおりましたの

で、保守契約が切れたところで年間の保守契約に移させてい

ただきましたので、メーカー側としてはどういったことをや

るかというのは御存じだと思います。 

予定価格決定の見積もりではなくて、入札に参加すると

きに仕事内容を見ないと値段が決められないですね。だか

ら入札する業者さんはどれをもとに入札額を積算している

のですか。 

こちらの仕様書と、あと契約書も参考につけておりますの

で、契約書のほうも見て、金額を出したと思います。 



契約書を先に出す、でも情報量は同じですかね。では、

契約書に添付する業務内容はこの仕様書以外に何かありま

すか。 

ないです。 

そうすると、これを見て初めての業者さんがどのくらい

の作業量があるのかとかそういうものは的確に読み取れた

りするのですか。なぜかというと、こちらでは保守点検年

１回と仕様書に書いてあるけれども、ウォーターズの見積

書を見ると年間保守プランとなっていて、私もわからなか

ったのです。年に１回だけ健康診断みたいに総合点検をや

って結果だけ出すのか、随時オンコールで来るのか、保守

の意味合いがわからなかったのです。 

こちらについては年間を通して保守業務をやっていただ

くと契約書はなっています。それともう一つ、こちらの仕様

書に記載しています保守業務のほうなのですが、年に１回は

必ず保守点検をやっていただくことになっていまして、だか

ら今回のウォーターズさんについては２つの契約になって

います。保守業務と保守点検です。 

保守業務についての仕様書はどこにありますか。 保守業務についての仕様書が先ほどお話ししました契約

書 15 条、17 ページです。 

 

これは仕様書の一部にもなっているのですか。 

 

そうです。 

 

契約書に添付ではなくて、その手前にないとだめだと思

うのです。 

そうすると、入札公告の時点で調達物件の特質で入札説

明書、仕様書によるというときに、取りにきた人にはこれ

を渡しているのですか。 

そうです。 

だけれども、これを見ると 15 条「次の保守条項に従い」。 

これは２ページの仕様書と 17 ページの 15 条でまさにそ

れこそ小川委員のおっしゃる円単位までぴったり合うの

は、それは常識から言って信じがたいというか、もちろん

検疫所が情報を漏らしたりしていません、それはそうでし

ょうけれども、しかし２ページの仕様書と 17 ページの 15

条でこれほどぴったり 100％ということはどういうふうに

説明がつくのかをちゃんと伺いたいです。 

例えば予定価格算出のために見積もりを取るときに守秘

条項みたいな縛りをかけて取っているのですか。それとも

信義則というか、暗黙の了解くらいの扱いなのですか。 

守秘条項みたいなものは特に取っていません。 

予定価格算定のための見積もりを出したウォーターズが

仮に広瀬さんに伝えていたとしたら、それはそれで契約上

の制限もないし、法令上の制限もないから、何となく違和

感はあるけれどもセーフということになるのですか、それ

ともそれはだめなのですか。 

セーフとなります。 

（分科会長の意見） 

くしくも神戸検疫所で全く同じような案件が２つ起こっ

た。１者しか応札しなくて、かつ落札率が 100％、しかも

２ページのような仕様書と 17 ページの 15 条のような仕様

でぴったり１円単位まで合ってしまっているということが

１件のみならず２件起きている。これはやはり外部から見

て、一般国民から見て極めて理解しがたいというか、適切

な言い方をすれば競争力が全く働いていない。これはそう

いう意味では一般的な国民の目からも、常識的に納得しが

たい点があると思います。例えば仮に日本ウォーターズと

広瀬化学薬品との間で何らかの情報のやりとりがもしあっ

たとすれば、それで全く競争が働いていないということに

なるとますます疑念を抱かざるを得ない。そういう意味で

松原委員が御指摘のような守秘義務とか、そうした対策を

しっかり講じた上で入札に臨んでいただかないと、これは

極めて疑念を抱かざるを得ない案件だと思いますので、今

後十分そういうことについて御配慮、御注意をお願いしま

はい。 



す。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所東北新生園リハビリセンター新築整備その他工事 

資格種別  ：建築一式工事（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中、最も契約金額が大きく、また１者応札。 

発注部局名 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社太田組 

予定価格  ：258,510,000円 

契約金額  ：255,675,000円 

落札率   ：98.90％ 

契約締結日 ：平成 24年 8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、１者応札となり、（株）太田組が契約の相手方

となった。落札率は 98.90％である。 

意見・質問 回   答 

129 ページを見ると、１回目で落ちなかったということで

すか。 

２回行っております。１回は不落でございます。 

１者応札であった背景とか原因とかは何か思い当たる節

はありますか。 

東北という、震災の後ということだとは思うのですが、あ

とは資料をとりにきたのが２者はおったのですが、実質応札

したのは１者だというところです。 

７月２日に掲示、ホームページ、業界新聞に公表され、

入札日まで約１カ月弱とっておられるわけですね。 

今、東北一帯は復興事業でこういう建設業は非常に仕事

がいっぱいあって厳しい状況なのですか。 

不調が結構出ているところは確かです。また、参加してく

れないところも出ているところです。 

（分科会長の意見） 

１者応札は大変残念で、１回目が落ちなくて落札率が

98.9 と大変高くて、競争力という点で残念だとは思うので

すけれども、背景として東北地方、これは登米市ですから、

この辺の建設需要というか、建設業者の需要がかなりタイ

トであることは薄々知っておりますので、今後競争力が働

くようにいろいろ御努力いただくということで、今回は特

に指摘することはありません。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立療養所菊池恵楓園 第四センター整備その他工事にかかる設計 

資格種別  ：測量・建設コンサルタント等（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、実施設計業務であり最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ：株式会社梓設計 九州支社 

予定価格  ：47,361,000円 

契約金額  ：47,040,000円 

落札率   ：99.32％ 

契約締結日 ：平成 24年 9月 5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、総合的な評価が最も高い（株）梓

設計 九州支社が契約の相手方となった。落札率は 99.32％である。 

意見・質問 回   答 

本件は総合評価落札方式を実施していますが、152 ページ

の入札調書を見ますと、梓設計が金額的には高いのですが、

技術点でいいから落札したということなのですか。 

そのとおりです。 

具体的に技術点が NTT ファシリティーズよりも高いとい

うのは、どのことをもって高いと評価されたのですか。 

136 ページに技術評価点評価表がございます。それにＡ

社、Ｂ社ということで書いてございますが、Ａ社が NTT で、

Ｂ社が梓設計でございます。右の 137 ページに技術評価点

合計という欄がございまして、一番下でございますが、そ

こで評価点が出ているところです。 



具体的にはその差がどの辺でついたのかわからなかった

のですけれども、中身をどういう評価されたのか。 

136 ページの上の２番の欄ですが、「同種または類似物件

の受託実績及び立場」というところで、Ａ社が 2.25 で、Ｂ

社が10点。ここが大きな差が出たのではないかと思います。 

これは具体的には本件と同じような設計業務をやってい

る実績があるかなしかということなのですか。 

そうです。 

技術点を評価された委員会等のメンバーとかの資料はあ

りますか。 

145 ページに委員会規程がありまして、147 ページに委員

の一覧表があります。 

評価の中身ではなくて、どこに何点振るかとか、あるい

は１点を幾らに設定するかというところについては裁量と

いうか、それぞれのところで判断の余地があるのか、もう

機械的に決まるからそこはいじれないのかというのはどち

らなのでしょうか。 

138 ページ以降に採点の仕方について資料を添付してあ

りますが、なるべく機械的に決められるように最初に設定

をしています。 

例えばどこに２点振るとかいうのは、どこかに裁量があ

るのか、それともこれは何かのレベルで決まっていて、今

回ですと園なのか本省なのかわかりませんけれども、実施

するその都度変えられるようなものなのか、そうではない

ものなのですか。 

総合評価の方法につきましてはガイドラインがございま

して、そのガイドラインで配点については決められており

ますので、それを基にやりますので毎回同じ配点となりま

す。 

今回の工事で１点が幾らになっていますか。それはイメ

ージとして、ここで５点つくか、10 点つくか、その５点の

差がお金だと幾らだと。このシステムをとるということは、

幾らくらい高くても５点の差があれば構わないのだという

判断をしているということだと思うのです。だから１点の

価値が幾らで折り合っているというか、公正というか、妥

当だと判断されているのかということです。 

価格差が今、100 万円ございまして、それに対する評価の

差が 1.33 になっているのです。これは 152 ページの第２回

のところの評価点の差が、これですと 100 万円の金額にな

るのです。そういう配点になっています。 

100 万円の差で点数だと 1.3 ですね。だからここで５点差

がつくということは、300 万、400 万くらいの差。５点の差

は、300～400 万高くても５点とっているほうで構わないと

いうことですね。その辺の基準は難しいですけれども、多

分ここで過去に実績のある人がいて、５点稼ぐと 150 万あ

るいは 200 万くらい高くてもいいんだということですね。 

一応ここの計算からするとそういうことになります。 

 

 

このシステムだと、１点が幾らになるかというのは工事

の金額によって変わるのですか。金額の規模によって毎回

１点の価値が同じではないからですか。 

予定価格と入札金額の関係がございますので、それで変

わってくると思います。 

（分科会長の意見） 

本件は総合評価落札方式で、２者が応募して、たしか１

回目は不落なのですね。２回目で梓設計九州支社に決まっ

た。そこまでの手続については特に課題があるとか問題が

あるとは受けとめません。ただし、小川委員が御指摘のよ

うに、実は内容をよく見てみると、価格ではなくて技術点

で逆転しているということが起きている。ただ、御質問し

てみると、例えば 136、137 ページのような評価点のつけ方

については恣意的ではなくて、ガイドラインがあって、そ

のガイドラインに従ってやっておられる。だからここにあ

る種の恣意が入っているということはないことはよくわか

りました。 

ただし、この先は我々の疑問みたいなものなのですけれ

ども、予定価格によって１点という差がどれくらいの価格

に相当するものだろうかというのは、予定価格によっては

かなり違うわけですね。大きい金額のものと小さい金額の

ものでは。そういうところで技術点と実際に入札のときに

きいてくる点の差のきき方が果たして適当なものだろうか

というのは、一般人には何か釈然としないものが残る。そ

の辺をもうちょっと明快に説明していただけるような工夫

がないものだろうかというのを希望として持ちますが、い

検討します。 



かがでしょうか。総合的に見て適切な手続でなされている

ということは確認したけれども、そういう疑問が残ったと

いう御指摘でよろしいでしょうか。以上のようにまとめさ

せていただきます。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：旧本館・講堂解体におけるアスベスト撤去等工事  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、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 ：株式会社フジタ 関東支店 

予定価格  ：37,800,000円 

契約金額  ：37,002,000円 

落札率   ：97.89％ 

契約締結日 ：平成 24年 8月 13日 

（調達の概要）会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第４のイに基づく随意契約を行った。 

 

意見・質問 回   答 

随意契約の先ほどの理由の中では、原設計でアスベスト

があるかないかというのはわからないものですか。 

解体建物の元の設計がありまして、その中にアスベスト

という記載がありませんでしたので、アスベストがないも

のとして解体工事の設計をしたところです。 

そういうことですか。 

予決令の「契約者以外の者に履行させることが不利であ

る」というのは、具体的に本件だと不利になるというのは

何をもって不利になるのかなと思ったのです。 

 

解体工事そのものは契約者フジタが解体工事を行うこと

にもともとなっておりまして、アスベストの撤去工事等に

ついてはその一連の作業の中の一工程になりますので、フ

ジタ以外の者が工事をするとなると分担されて施工が難し

いということがございます。 

それをもって不利だと判断したのですね。 

確認ですけれども、病院等整備工事は新館と新講堂を建

設する工事と、旧本館、旧講堂の解体も含めてフジタに発

注してあるわけですね。 

はい。 

余談ですけれども、原設計にアスベストを使ってはいけ

ないことになっているのに、工事でアスベストが使われて

いたというのは、もとの業者は何か責任追及とかをしない

ものなのですか。 

およそ昭和 53 年築の建物でありまして、当然今はアスベ

ストを使っていないのですけれども、当時であれば要所要

所に使ってあった可能性がありました。 

予定価格調書はいわゆる普通の建築工事の積算に基づい

て予定価格を出されたわけですね。 

そうです。 

契約率が 97.9 というのは、フジタに幾らで契約しますか

という価格を出させたら、結果として予定価格よりも少し

アンダーの 97.9％でフジタが出してきたということです

ね。 

はい。 

本体工事は国庫債務負担行為ですか。そのときは一般競

争だったのですか。 

はい。 

そのときの落札率はどれくらいですか。要するにフジタ

の見積額をそのまま使用するのですけれども、当初の落札

率で厚生労働省の予定価格を積算したらもっと安くなって

いたということはないですか。 

予定価格を立てる段階でそのものをずばり査定はしてい

ないのですけれども、ある程度メーカー等からとった見積

もりを参考にした上で予定価格を立てました。 

では、当初の積算基準よりも絞ってやっているというこ

とですか。 

基準の範囲内での話ですが、なるべく厳しく予定価格を

立てまして、それ以内の見積書でしたので契約しました。 

（分科会長の意見） 

本件は随意契約ですけれども、本工事を請け負ったフジ

タがいざ解体を始めようとしたらアスベストがあることが

発見できてしまったけれども、しかしアスベスト撤去だけ

別途の工事業者に発注するわけにもいかないので随契にな

ったというその理由はよく理解できます。 

 



【審議案件５】 

審議案件名 ：平成２４年度国立総合児童センター機械設備その他改修工事 

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 ：雇用均等・児童家庭局育成環境課 

契約相手方 ：高砂熱学工業株式会社 東京本店 

予定価格  ：223,440,000円 

契約金額  ：223,335,000円 

契約率   ：99.95％ 

契約締結日 ：平成 24年 7月 5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、高砂熱学工業（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

昨年度不調になったというのは、何者かの応札はあった

のですか。 

23 年度の 12 月 20 日に１回入札公告を出しております。

そのときに入札説明書を取りにきた業者は３者ございまし

たが、実際開札を１月 30 日にしたのですけれども、１者し

か応札者はなかったです。その入札で不落となりましたの

で、翌年度に繰り越してもう一度実施することにしました。 

今回は応札する会社は１者もなかったのですか。 今回につきましても１者のみ取りにきまして、１者のみの

応札になりました。 

それで不落だったのですか。 

 

はい、不落でした。 

不落だったので随契に切りかえて何度か金額を提示させ

たということですね。 

 

そういうことです、２度札を入れさせまして、それでもだ

めでしたので、不落随契の協議を行い 18 回ほど見積もりを

提示させました。 

何でこの工事はこんなに人気がないというか、魅力がな

いというのはどういうことなのでしょうか。予定価格を明

かしているわけではないので、札を入れる前から割が合わ

ないとかいうのはわからないですね。 

よくわからないですけれども、やはり建物自体が複雑でし

て、劇場が中に２つ入っていますし、ホテルもあったりする

ので、工事がしづらいというのが多分あるのかなと思いま

す。泊まっている方がいたり、劇をやっていると工事できな

い期間があったりしますので、そこら辺は非常に嫌なのかな

と思います。 

本件は総合評価ですね。総合評価の結果はどれなのです

か。 

入札公告を掲げていますね。だからその結果がどうなっ

たのかなというのを見たいのです。 

具体的に何点というのはないのですけれども、こちら１者

しかなかったのですけれども、総合評価のほうは一応クリア

はしています。最終的に価格で決まります。 

点数も何点以上でないとかだめとか、縛りをかけるので

しょう。 

そうです。ただ、そこで落ちるということはもちろんない

です。それはクリアはしています。 

一応評価上はクリアはしていて、１者だけ来たのでそのまま

入札をかけたのです。 

総合評価をやっているのに点数がないからあれと思った

のですけれども、やっているわけですね。 

やっています。 

それと 128 ページに会計課長通達というのがあって、そ

れはどういう意味をしているのかなと思ったのです。 

これは事前に審査していただく公共調達委員会で宿題と

いうか、条件つきの承認をいただいていまして、そのときに

回答したものを資料としてつけているものになります。要は

なぜ最低価格方式でやらないのかという質問を受けまして、

今回は予定価格が 6,000 万以上の工事ですので総合評価落

札方式をしているのですと説明をしました。では、それは何

に書いてあるのですかということで、こちらの資料を提出し

た、その経緯をつけさせていただいたものです。 

本件は 6,000 万以上でただし書きではないから総合評価

方式でやりますということの説明ですか。 

単純にその説明をしただけです。 

最初のところでわからなかったのが、23 年度に入札して

落ちなかったということで 24 年度に繰り越したという御説

入札が不調だったので予算を繰り越して翌年度に使った

ということです。 



明だったのですけれども、なぜ 23 年度中に再度入札を図ら

なかったのですか。つまりこれは単年度予算でしょう。だ

から予算を繰り越さないといけないということですか。 

その年度に執行するのをあきらめたということですか。 そうです。１月末だったので、もうだめだということで財

務にすぐ話を持っていって繰り越しの手続をやらせていた

だきました。 

23 年度はＡ等級、Ｂ等級だったのですけれども、不調だ

ったので、今回はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄまで含めても１者しか来

なかった。それで不落で、随契で、18 回見積もり合わせを

行った。 

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６】 

審議案件名 ：８号館３・４階動物実験室設備改修工事 一式  

資格種別   ：管工事（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、最も契約金額が大きく、また１者応札。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：日本空調サービス株式会社 東京支店 

予定価格  ：94,068,593円 

契約金額   ：90,300,000円 

落札率   ：95.99％ 

契約締結日 ：平成 24年 8月 31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、日本空調サービス（株）が契

約の相手方となった。落札率は 95.99％である。 

意見・質問 回答 

入札調書みたいなものは、何ページにあるのでしょうか。 192 ページ近辺です。 

１ページの資料を見ますと、一般競争入札で入札の公告

を掲示となっているのですけれども、これは具体的にどう

いうことですか。掲示板か何かに載せたということですか。 

当所の公告の掲示板に記載及びホームページ、あと電子

入札システムに登録をしています。 

１者応札なのですけれども、見積もり、要するに積算に

当たってＡ、Ｂ、Ｃと見積もりをとっているのですけれど

も、そういうところからは入札はできないのですか。 

こちらの見積もりを取った企業ですけれども、入札説明

書は取りにきております。今回１者応札となったのですけ

れども、工期をかなりタイトに設定しておりまして、やは

り限られた工期でできるところは限られてくるのかなと思

っております。あと作業人員が震災の影響で東北のほうに

流れているのでなかなか確保が難しいという回答をもらっ

て辞退したところもあります。 

予定価格を定めるときに積算というか、何かの資料を使

って積み上げる場合と、業者に見積もりをとって、その先

どういうふうに選択しているのかわからないのですけれど

も、そういう両者お見受けするのですけれども、その選択

基準は何かあるのでしょうか。これは積み上げではないで

すね。それもわからないのですけれども、どうして３者見

積もりをとった中から発注者として予定価格に至ったプロ

セスを説明していただけますでしょうか。 

複数者見積もりをとりまして、３者なのですけれども、

各項目ごとに見比べて、それぞれの安値を選択して、その

合計を予定価格として設定しました。 

それはわかりました。 

そもそも業者から見積もりをとって比較するという方式

を選択した理由は何かあるのでしょうか。 

積算単価等、資料もあるのですけれども、実際に工事を

実施している企業が出した見積もりがより実態に合うと考

え、複数者から見積もりをとって、見比べて予定価格とし

て設定しました。 

ただ、その実態が適切な実態なのかどうなのかというの

があるから、結果的には安くなっているのかもしれないけ

れども、その辺の実態に近いというのは実態に近く安くお

さまるという判断があるのですか。それとも、高いかもし

れない、安いかもしれないけれども実態に近いからいいの

こちらは安くなると考えて実施しております。 



だということなのですか。 

事実関係の確認なのですけれども、予定価格を算定する

ために何者に見積もりを求めたのですか。 

３者に見積もりを求めました。 

その中には日本空調サービスというこの案件を落とした

会社は含まれていますか。 

含まれておりません。 

この資料によると、竹村総合設備株式会社と日新設備と

いう会社と株式会社日設、この３者に見積もりを依頼した

のですか。 

そうです。 

ただ、松原委員の御質問にまた上乗せして質問してしま

うのですけれども、積算資料その他で厚生労働省として積

算していって予定価格を組み立てるのと、今回のように３

者に見積もりを出させてそれらを案分して予定価格を設定

する２つの方式があるのだけれども、前者のほうをとらな

かった理由は何かあるのですか。 

工事の内容が８号館という動物実験施設の建物なのです

けれども、そちらの３階、４階の実験室の設備を改修とい

うことで、実際には動物の実験をしながら工事を行うとい

う形をとっておりまして、３階をまず工事して、その後４

階を工事するという形で、その間も動物実験は続いており

ますので、動物の移動とかそういうものも含まれてきて、

単純に部屋を工事するというわけではないので、そういう

ものも見越して各企業に見積もりを依頼して行いました。 

つまり単純な物品単価と数量の掛け算だけで積算してい

くという通常の建築コストの算出よりも工事の手間とか段

取りとかやりくりも含めた実践的な工事価格を算定する必

要があったからこういう方法をとったということですか。 

はい。 

それだと必ずこちらのほうが高くなるのですね。今の説

明は、高くなるけれども高くならないといけないから、あ

えて高いほうを選択したということですね。要するに今の

話は、より困難だから厚生労働省の会計課のほうでやるよ

り高くなるということですね。でも、それでもいいのだと

いうことですか。 

そうです。単純に部屋の工事だけで見積もるよりは金額

的には全然高くつきます。それは工事の実態に合わせて予

定価格を作成するということです。 

例えば施設整備室のほうで困難度合いに応じて割増しと

かいう係数的なもの、設計とか工事も複雑なものとかはあ

る程度割増みたいなものもあるのかなと思うのですけれど

も、そういうふうに定量的にこれは困難性で２割増しとか

いうのは余りなじまないのですか。逆に言うと、各業者が

出している見積もりの中に困難性はどこに溶け込んでいる

のですか。それぞれの作業費であるとか、設備代とか、も

のの値段で積算、内訳がついているのですけれども、その

どこに溶け込んでいますか。それとも困難割増しとどこか

に行がありますか。 

割増しとかそういう記載はございません。 

その工事が一斉にかかれないことによって例えば間接経

費のどの部分がふえるとか、特定の項目がふだんより高い

ですというならわかるけれども、結局実態というか、業者

側の都合をそのまま丸のみしているみたいな感じもしなく

もないのですけれども、施設整備のほうで見積もるのとそ

んなに差がつくのでしょうか。やってもほぼ間違いなく不

落になるからというのであればあれなのだけれども、本当

にそうなのかなというのが気がします。 

そうです。 

（分科会長の意見） 

まとめさせていただきたいと思います。 

結果的に１者しか応札がなかった、つまり一般的な国民

的な目から見れば適切な競争力が働いているのかというこ

とについてはやはり指摘をさせていただく必要があると思

います。例えば履行期間が契約締結日から今年度いっぱい

で、やはりこの期間が厳しかったのではないかという御発

言がありましたけれども、そうだとすると日程的にゆとり

を持って入札をすることはできなかったのだろうかとか、

はい。 



入札公告日は約 10 日、このくらいの期間で適切だったのか

ということについては今後検討していただけないかと思い

ます。つまり少しでも競争力が働くような入札制度を維持

していく上で、いろいろな意味でそういう工夫をしていた

だければと思うのです。 

もう一つ、今日かなり議論になったのは予定価格の算定

の仕方で、３者から見積もりをとって、工事の段取りとか

やりくりを勘案した価格を出そうとされたわけですけれど

も、それは変な言い方をすると、業者の都合みたいなもの、

つまり価格の出し方そのものにやや割増しの方向に働いて

いるような価格設定がなかったかどうかについてはもう少

し明確な、明快な説明ができるような方法はないものだろ

うか。もしこの見積もりを出した３者が入札してきたら、

それは妨げられないわけですか。例えば日新設備が入札に

応じたら、それは応じることができるわけですね。 

今回はそうなりませんでしたけれども、もしそうなった

とすれば、見積もりを出した業者が入札に応募してきて、

相当程度の情報を知り得ている中で入札することを妨げる

ことができないとすると、その点もかなり課題ではないか

と我々は感じます。以上申し上げた３点について、今後い

ろいろ工夫なり努力をしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：内分泌かく乱化学物質スクリーニング試験（子宮肥大試験） 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施している中で、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 ：株式会社化合物安全性研究所 

予定価格  ：18,901,470円 

契約金額  ： 8,316,000円 

落札率   ：44.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 9月 25日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者が応札したが、入札金額が最も低い（株）

化合物安全性研究所が契約の相手方となった。落札率は 44.00％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回答 

予定価格の設定の仕方なのですけれども、同じような試

験は、以前にはやっていたことはありますか。 

例年こちらの試験を実施しておりまして、参考に見積も

りをいただいた３者は、昨年度も入札に参加していた業者

です。 

全く同じ試験もありますか。 試験の内容は同じなのですけれども、対象となります被

験物質が異なります。 

金額の決まり方のイメージなのですけれども、物質が異

なると金額は変わるものなのですか。それともそれは金額

には余り影響を及ぼさないものなのですか。 

試験の内容といたしましては、各者の見積もりを拝見し

たところの判断になるのですけれども、物質が変わるから

といって試験の費用は変わってこないのですけれども、た

だ被験物質を相手方に購入していただくことになりますの

で、その購入費の点が若干異なってくるところがあります。 

結果として競争力が働いてかなり安く落ちてはいるので

すが、仮にこれで一番高いところと差があって、一番高い

1,500 万入れたところでももし１者だけだったらこの金額

で落ちているわけですね。そうすると、恐らく前年でもっ

と安い実績があるにもかかわらず、こういうスタイルでう

まくいったからいいのだけれども、その辺は例えば来年以

降また同じようなスタイルでやることになるのか、何年間

か続けてこういう単価で落ちているので、ことしあるいは

去年の実績に近い価格で予定価格を組むのか、その辺の選

こちらにつきましては今年度の予定価格を設定する際に

も悩んだところでありまして、昨年度も同じく４物質に対

して試験を行いまして、見積もりを徴取して１物質の単価

については大体同じものであったのですけれども、業者と

いたしましてはやはり試験所をなるべく稼働させていたい

というところとか、あとこちらの試験は GLP に適合した試

験ということもありまして、GLP の審査の際に試験をやって

いるところが有利になってくるところもあって、業者とし

てはできれば積極的に落としたいというところがあって、



択はどういうふうに考えたらよいのでしょうか。 例年入札額が下がっていく一方というところもありまし

て、今年度は余りにも金額が予定価格と乖離をしてしまい

ましたので、来年度予定価格を設定する際には今年度の落

札金額における単価との兼ね合いをあわせて検討していき

たいと考えております。 

補足させていただきますけれども、化合物安全性研究所

は毎年いろいろな調査をやっていただいているので、昨年

度現地に私が行きました。大体見積書等が出ていまして、

実際に競争がすごく激しくてやっていまして、ここは本題

とは外れてしまうのですけれども、現場に行きますととて

もこんな金額ではできないという話は聞いております。で

すから、今年度のほかの入札でも結局目いっぱいになって

くるところはやはり単価を上げてきているということがあ

りますので、予定価格を前年実績で大幅に下げれば、どこ

かで業者も経営が行き着かなくなるというか、そういうと

ころもあるように現状としては見ております。ちょっと本

題とは外れて申しわけないのですけれども、そういうこと

で現地のほうは確認をしております。 

 

低入札だったのですけれども、調査をされて問題ないと

いうことで、現実にも確実に履行されているわけなのです

か。 

昨年度も同じ化合物安全性研究所のほうが、低入札にな

ってしまったのですけれども落札ということで、こちらの

試験を引き受けていただきまして、問題なく履行期限内に

報告書を提出していただいております。 

補足をしますけれども、先ほど言いましたように、実際

に現場のほうも見て確認をしておりますので、何か手を抜

いているとか、そういうこともございませんでした。ただ、

先ほども言いましたように、現場ではとてもこの金額では

原価を割っていると現場の責任者は言っておりました。 

不適切な案件だとは思いません。一生懸命努力されてい

るとは思いますが、ちょっと引っかかるのは、３者から見

積もりをとって予定価格を決めている。予定価格を設定し

て、いざ入札をしてみたら業者が非常に一生懸命低い価格

で入れてきた。その乖離は一体何なのか。しかし、現場を

見ていただくと手抜きはなくて、現場はもういっぱいいっ

ぱいだと言っておられるわけですね。すごい競争力が働い

ていると言えば言えるのですね。 

現場ではやはり人件費なものですから、ある程度の仕事

をやらないと遊ばせておくわけにはいかないということ

で、営業ルートのほうはどんどんたくさん仕事をとってく

るというところと、あとほかにもあるのでしょうけれども、

これを国立の試験研究機関でやったことによってほかでも

とれるというメリットがあるとは聞いております。ですか

ら、現実のところは原価割れなのかなというようなことは

認識しております。 

（分科会長の意見） 

健全とは言えないけれども、すごい競争が働いている、

そういう意味では適正な案件だとは思いますが、しかし予

定価格の設定の仕方などにはまだ工夫の余地があるという

か、考えてみたいとおっしゃっていますので、そういう御

努力を今後もよろしくお願いいたします。 

はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：土地売買契約 

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く、調達の透明性の確認。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：独立行政法人都市再生機構 神奈川地域支社 

予定価格  ：1,799,995,485円 

契約金額  ：1,799,995,485円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 8月 10日 

（調達の概要）会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回答 



多極分散型国土形成促進法が 63 年にできたのですか。

それで閣議決定はいつになるのですか。 

63 年です。  

それがなぜ今、こういうふうに移転するのか。時間があ

いているからあれっと思ったのですが、何か理由があるの

ですか。 

理由といいますのは、各省庁の事務次官級会議のところで

厚生労働省として当初東京都府中市のほうに予定地として、

そこを目標に持って移転作業を行っていたのですけれども、

いろいろ個々の事情によってなかなか府中市と移転が合意に

至らず、最終的にはそこから川崎市に移転先が変更になった

ということになります。法律によって移転機関としまして約

70 機関ほどありまして、現在、まだ移転していない機関が、

当所を含めて残り４機関あるというところになっておりま

す。 

要するに何カ所か移転先の用地があって、その中で最も

有利なものを普通選ぶのですけれども、川崎市殿町に選ん

だというのは、ほかにはなかったのですか。府中市があっ

たということで、府中市はだめだったということなのです

か。 

府中市のほうは地元の自治会等からも反対運動等がござい

まして、それよりは誘致をいただい川崎市のほうが、当所の

現在の研究所もかなり老朽化しておりまして、今すぐにでも

移転したいと思っておりました。 

予定価格がないというのはどういう意味なのですか。わ

からなかったのですが、本件のような土地の予定価格は作

成しなくていいのですか。 

作成しなくていいといいますか、まず当所が最初国有地で

はなくて民有地を買わなければいけないということで、どう

いうふうに購入したらいいかノウハウがなくていろいろなと

ころに問い合わせをしたところ、国土交通省の関東地方整備

局の京浜河川事務所が国道をいろいろ建築するのに土地を購

入されているということで、購入手法をお聞きしたところ、

そこでは特にそういったものは立てていないと。相手方、売

り主が決まっているので、仮に予定価格を設定して、こちら

が予定価格以下で交渉を申し入れて、相手が売らないと言っ

た場合に契約が成り立たなくなりますので、そういったこと

は一切していない。では、価格をどういうふうに決めている

のかといいますと、不動産鑑定士という資格を持った方に土

地を評価していただいて、鑑定士さんも幾人か、２者なり３

者なりを選定して評価していただいて、そこで価格を決めて、

あとは売り主と交渉をして、それで契約を締結するという手

法をとっています。 

だから UR 機構が示した値段ではなしに、不動産鑑定士、

本件は２者からとっていたのですね。 

今回の価格の設定に当たりましては、当然ながら UR のほう

も別の不動産鑑定士を雇って土地の評価額を出していますの

で、それとは別に川崎市のほうが雇った２者の日本不動産と

中央不動産の評価額を出して、それの平均をとった価格で一

応交渉した。UR のほうが出してきた鑑定士さんの額はこれよ

りかなり高くて、それで交渉してこの額に落ち着いたという

ところです。 

川崎市から誘致申し入れがあったのですけれども、実際

に土地を持っていたのは UR ですか。 

そうです。UR が持っている土地に、川崎市のほうが内閣府

の総合特区の指定を受けるために申請をしていたというとこ

ろです。 

川崎市は自分で土地を持っているわけではないのに誘

致したのですか。 

そうです。誘致されたところに国の機関が来てほしいとい

うことで、当所が移転する敷地全体は、今、予定しているの

は約 2.7 ヘクタールなのですけれども、そのうち 1.7 ヘクタ

ールは川崎市さんが UR から買って、当所に、国に対して無償

貸与する。残り１ヘクタールは国のほうで購入するという形

になります。 

そうすると１ヘクタール分については UR が持っている

土地を購入するのですか。 

全体も URが持っているのですが、川崎市さんも URから 1.7

ヘクタール同じ値段で買っているのです。国も１ヘクタール

買っていて、当所の移転予定地として両方足して 2.7 ヘクタ

ールのところに新研究所を建設するという形になります。 

川崎市の値段と同じ値段なのですか。 同額でございます。 

その土地の価格を設定するについては、２者の不動産研 はい。 



究所のようなところに価格が適正かどうか調査を依頼し

て価格を設定したということですね。 

（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９－１】 

審議案件名 ：陰膳試料及びマーケットバスケット試料のストロンチウム、プルトニウム分析 一式 

資格種別  ：－ 

選定理由   ：随意契約（公募）を実施している案件中、契約金額の妥当性。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：財団法人日本分析センター 

予定価格  ：31,221,750円 

契約金額  ：31,221,750円  

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 7月 11日 

【審議案件９－２】 

審議案件名 ：平均的食事からの放射性物質摂取量推定のための試料調製 一式 

資格種別  ：－ 

選定理由   ：随意契約（公募）を実施している案件中、契約金額の妥当性。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：財団法人日本食品分析センター 

予定価格  ：21,819,000円 

契約金額  ：21,819,000円  

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 7月 11日 

（調達の概要）公募を行ったところ、案件９－１については（財）日本分析センター、案件９－２については（財）日

本食品分析センター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。 

意見・質問 回答 

要するに大震災の食品、そういう汚染関係の話は今年度

が初めてということですか。 

当所で調達を行ったのは初めてなのですけれども、こち

らと全く同じ案件かどうかまでは確認ができていないの

ですけれども、放射性物質のマーケットバスット、一般の

市場から食品を調達して試料をつくるというそちらのほ

うは昨年度厚生労働本省のほうで調達を行ったと伺って

おります。 

分析センター以外には考えられないのですか。要するに

これを分析できるような機関は日本の国の中にはないとい

うことなのですか。 

実際の状況が現在わからないので公募というような形で

募集をしたものであります。業務について特定の業者のみ

しかできないような案件にしてはおりませんので、応募を

される可能性はあるのかと思いますけれども、特にこうい

う大震災の後のこの検査は相当マスコミ等も取り上げてい

るものですから、やはり精度とかそういう問題があります

ので、二の足を踏んでいるのかなというのが実態だと考え

ております。 

公示を行いました後に、実際に３、４者ほど説明書を受

領に来た業者がいたのですけれども、実際に応募があった

のはこちらの１者のみでございました。 

わからなかったのですけれども、18 ページの資料では核

燃料物質の使用許可がなければこういうものは取り扱え

ないのですね。例えば 18 ページだとプルトニウムとかウ

ランとかトリウムの使用許可、変更申請が出ているのです

けれども、本件はストロンチウムで、それが入っていない

のになぜできるのかなと思ったのですけれども、それは別

に使用許可は得ているのですか。 

不勉強で申しわけないですけれども、核燃料の使用・変

更許可とそれぞれの機関で使用しているものについて届

出等をしなくてはいけないということで、私どもの研究機

関でもいろいろな放射性の物質は取り扱っておりますけ

れども、やはり取り扱えるものと取り扱えないものとが、

相当設備とかが必要なものですから、急遽新たにこういう

物質を取り扱うということはなかなか難しいのかなと思

います。実際に大震災の後で我々のほうでも一部検査をし



たときも、特別に予備費とか、いろいろなところからお金

をいただいて設備を改修して検査をしているような状況

でございますので、一般的にもこういう新たな物質をやる

というのは、ずっと継続してその調査を請け負うのであれ

ばできるでしょうけれども、そういうふうに考えておりま

す。 

本件の分析センターはこういうものまで含めてできる

のかなと思ったので、それは大丈夫なのですか。要するに

文部科学大臣の許可が必要なのでしょう。 

そうです、ですからそこではそういう許可をとれるとい

うことでやっていると思います。何者か来られたのですけ

れども、そこまでやるのはなかなか難しいだろうし、ほか

の入札案件でもございますけれども、特殊な機械が必要な

場合はそのために特殊な機械を買うことはなかなかでき

ないものですから、どうしても落札金額に大きく変動があ

ります。 

極めて特殊な分析について、まずできるところがあるか

ないかを確認するために公募をかけて、１者しか名乗りを

上げなかったということで、そこと随契になったという経

緯ですね。 

ただ、予定価格のほうは最初から相手方の出精値引きま

で引いたもので予定価格をつくったものですから、結果的

に同額となったということで、そこのとり方は検討しま

す。 

私は全体としてはこれはやむを得ないかな、妥当な案件

かなと思いますけれども、予定価格の設定の仕方について

は、言葉は悪いですけれども、言いなりになっているよう

な印象が若干ありますので、その辺はやはり工夫の余地が

あったかもしれないなということを指摘させていただき

ます。 

今後それにかかる人件費とか、どの程度かかっているか

を事前調査しましてやりたいと思っています。ただ、専門

的なところなものですから、なかなか我々もそこまでは踏

み込んで調査できないなというところはございます。 

（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１０】 

審議案件名 ：パーソナルコンピューター Ｗｉｎｄｏｗｓ２台 Ｍａｃ４台 購入 ＰＣ（ＮＥＣ ＶＡＬＵＥＳＴ

ＡＲ～、Ａｐｐｌｅ ｉＭａｃ～）６点 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、予定価格及び契約金額の確認。 

 発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社一和堂 

予定価格  ：1,412,502円 

契約金額  ：1,412,502円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 7月 27日 

（調達の概要）予算決算及び会計令第９９条第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回答 

見積もり合わせをしているのですが、見積もり業者は３

者なのですけれども、これはどういう基準でこの３者が選

ばれたのですか。 

基本的には我々と普段取引をしている３者に見積もり

を依頼したところであります。 

 

一和堂が総額で安いから、それをとったということです

か。 

そうです。 

中身を見たら、例えば伊藤サプライなどは、デスクトッ

プの iMac というのですか、27 インチが 102 万円で一番安

いですね。そういうものを安いものから取り出すという手

法はとらないのですか。 

調達したときは入札と同じような考えでやってしまっ

ていまして、先ほども御指摘があったのですが、本来個別

で見て安いところをとるような形にすべきであったかな

と思っております。 

少しでも安く購入出来たという感じなので、そう思った

のです。 

よくわからないですけれども、こういう品物は結構安く

売っているようなものがあって、余り値段があってないよ

うなものもあるのかなという気もするのですけれども、そ

ういう場合もやはり見積もりをとってやるという方式な

基本的にはそういうやり方をします。 



のですか。 

（分科会長の意見） 

これは 160 万円以下の財産の買い入れですので、いわゆ

る入札によらずとも随契でいいということで、適切さを欠

いた案件だとは思いませんので特に指摘事項はございま

せんが、小川委員が御指摘のように、６台一括というより

も、４台を安いほうから、２台を安いほうから買ったほう

がもっと安く調達できたのではないかという意見もあっ

たということを受けとめていただければと思います。 

はい。 

 

 

審査終了後の委員のコメント 

特にありません。 

 

 ３１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） 

 


