
平成２４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２５年３月２８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１０月１日～平成２４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 ：肺機能検査装置（ｽﾊﾟｲﾛﾒｰﾀｰ） 

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、最も落札率が低い。 

発注部局名 ：国立療養所沖縄愛楽園 

契約相手方 ：沖縄メディックス株式会社 

予定価格  ：2,398,200円 

契約金額  ：535,500円 

契約率   ：22.33％  

契約締結日 ：平成24年10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、２者が応札し、最も低い入札金額を提示した沖縄メ

ディックス（株）が契約の相手方となった。落札率は 22.33％であった。 

意見・質問 回   答 

予定価格の算出の方法についてお尋ねします。５ページ

で定価というところに金額が入っているのですけれども、

ある特定の機種を想定しておられたと思うのですけれど

も、それはどういう機種で、それと今回納入されたものは

同じだったのでしょうか、それとも同等の違うものだった

のでしょうか。 

特定したというわけではなくて、申請する場合には技師と

か先生とかのほうで大体の要望があります。それによってス

パイロメーターではチェスト社のものをこちらは考えてお

りまして、そちらのほうでカタログ等を用意しまして定価等

を見積もっていただいてということで、まず定価のスパイロ

メーターはチェスト社のほうでやっております。 

 納品されたものにつきましてはフクダ電子社のものであり、

いわゆる同等以上というもので納品されております。 

仕様書上特定しているかどうかという質問ではなくて、

予定価格を出すに当たって特定の機種を想定していたかと

いう質問だったので、多分それについてはそのとおり、イ

エスということですね。 

はい。 

 

ちなみにフクダ電子の同等以上のものには定価の設定は

あるのですか。 

定価の設定はしておりません。 

フクダ電子のものは定価の設定がない品物なのですか。 定価の設定というか、入札されるときにフクダ電子社のも

のであるというのは後でわかったので、こちらが定価を決め

るときにはその設定をしておりません。 

もし同等品で定価あるいは市価が、実勢価格が安いもの

があればそちらも加味した上で予定価格を立てるのかなと

思うのですけれども、その辺はチェストのほうに決定して、

いや、はっきり申し上げますと、チェスト社のものにつき

ましては、それについてのデータ記録とかプリンターとかい

ろいろなものが付属としてついておりまして、それでもって



積算しているのですか。 

 

最終的見積もりが300万程度になっております。フクダ電子

社のスパイロメーターは肺機能検査装置のみになっており

ます。これはなぜかといいますと、後でわかったのですが、

スパイロメーターの検査装置をデータ化するものが21年度

に入れました心電データ管理システムにつなぐと全て同じ

ような機能ができるということで、その機能を要する本体だ

けが入札にかかっていると最終的になっています。 

１人で長くなって恐縮ですけれども、そうするとフクダ

電子のものが仕様書を満たすかどうかの判定はどこかでさ

れたということなのでしょうか。 

はい。 

 

そうすると、一応結果としては仕様書どおりであって、

別に契約違反のものではなかったということになります

か。 

そう考えております。 

そうすると、ひいては仕様書の書き方あるいは当該仕様

書のほうが正しいと仮定すれば、予定価格の算出のところ

が若干水増しというか、本来仕様書ミニマムでないものを

積算してこういうふうになったと思うのですけれども、今、

振り返ってみたときに、仕様書の記載が本来望んでいるも

のが書き切れていなかったということになるのか、仕様書

は正しいのだけれども予定価格を出すときに仕様書を最低

限満たすものでないものも載る形で計上してしまったの

か、要するに金額の乖離を見るときにどこに原因があると

見ればいいのかなということなのです。 

一定のもので、確かに本当はフクダ電子社のものとチェス

ト社のものと最終的には定価を見比べなければならなかっ

たかとは思っておりますが、フクダ電子社のものについてそ

こまで想定していなかったものですから、そこは申し上げに

くいところです。 

 

この件はよく意味が理解できないのだけれども、要する

に予定価格の設定が仕様書という意味で結果的には過重で

あって、したがって 22％という極めて安い製品でもいわゆ

る自動記録とかいうものがほかに代替できるとして、機能

を満足できることに結果としてなったということは、そも

そもが予定価格の設定に対して非常に重大な瑕疵があった

のではないでしょうか。 

確かに結果的にはフクダ電子社は本体のみの金額になっ

てしまったわけなのですが、もしうちにそういう心電系のも

のとつなぐことがなかった場合にはやはりフクダ電子社も

同じようにデータ管理できるシステムと一体したもので入

札されていたかと思っております。 

 

愛楽園としては、想定はフクダ電子さんが出したスパイ

ロメーターを希望しているわけでしょう。それを購入した

いのではないですか。 

違います。フクダ電子さんのものが結果的に落札になった

ので、最初はチェスト社のものでこちらは申請といわゆる予

定価格とかを全部立てていたわけです。 

この仕様書に載っているのは、スパイロメーターとして

のものを愛楽園さんが買いたいということで一般競争にし

ているわけですね。この仕様書以外の機能がチェスト社で

335万円で出してきたものには入っているということなの

ですか。要するにチェスト社の335万円の中身はイコールか

どうか、イコールよりも大きなものが入っているかどうか

ということなのです。その辺がどうなのかなということな

のです。 

チェスト社の肺機能検査装置本体とそれに付属するデー

タ管理システムと、こちらは申請するに当たってそれを考え

て、最初は本体とそれに付属するものとかデータ管理ができ

るものを想定してこちらは申請を上げたわけです。うちが４

年くらい前に買った心電系管理システムがありますが、こち

らの肺機能検査と接続すればデータ管理ができるというこ

とは想定していなかったです。 

 

では、要するに過大なものを、必要ないものを買ってい

たということなのですか。結果的に見れば、従来愛楽園さ

んが持っていたものに接続しておけば十分になるにもかか

わらず、チェスト社のいろいろな機能がついたものも含め

てそういう予定価格をつくったということなのですか。 

結果的に見ればそういうことになります。 

では、逆に言ったら、何で愛楽園で従来あった機器を使

うことを前提にして予定価格をつくらなかったのかという

疑問が湧くのです。予定価格自体が甘いというか、現実に

合っていないものを前提にして予定価格をつくったがため

に低い落札率になってしまったのかなという疑問が湧くの

です。 

そうではないと、結果的には確かに今、言われるのはそう

かもしれませんが、もとのつなげるもののデータシステムが

心電系だったものですから、肺機能とそれが会社名が同じも

のなのです。フクダ電子社が心電系管理システムを入れてい

るわけですので、それが肺機能検査と接続すればデータ管理

ができるということは私のほうも選定するとき想定外だっ

たわけです。 



しつこいようですけれども、仕様書はスパイロメーター

とデータ管理のものがセットになった仕様なのですね。 

そうです。 

 

実際に落札したのは本体だけで、データ管理のシステム

がないものに落ちたのですね。 

そうです。 

仕様書に反するものが落札してしまったということにな

りませんか。 

最終的には落札した後で仕様書を満たしたとこちらは見

たのです。 

そうだとすると、仕様書に対する予定価格の設定が極め

ておかしかったか、仕様書に満たないものを落札してしま

ったのだけれども、たまたま偶然データ管理の仕組みと本

体のみで連動できるということなので事なきを得たわけだ

けれども、入札のプロセスとしては極めておかしいことに

なったのではないでしょうか。その辺はどうですか。これ

はよくわけがわからない。 

結果的には安くなりましたが、公平な入札ではなかったの

かなと思います。仕様書の字面だけを見たときに、データ処

理、管理のほうのことも仕様に入っていると読むのですか。

我々はそこが決めかねているので、この仕様書はデータ管理

も納入することが仕様に書かれているのか、それは書かれて

いなくて結果的にデータが得られれば、既存のものを利用し

ようが構わないというふうに読めるようになっているのか、

あるいは読めないのか、何とも言えないから業者によって解

釈が相違してしまったと思います。 

（分科会長の意見） 

これは結論として仕様書または予定価格の設定が極めて

不明確であって、一方の会社は本体とデータ管理システム

を含んだお金で応札していて、一方は本体のみで応札して

いて、明らかにそこに不公平が生じていて、22％という安

い金額で落札はしたけれども、結果的には従来持っていた

システムにつなげば機能できるということにおいて事なき

を得たという案件かと整理できますので、この件について

はやはり公平な入札になっていなかったのではないか、そ

の原因は仕様書と予定価格の設定の仕方にある意味非常に

不可思議な瑕疵があったと考えますので、今後是正をよろ

しくお願いいたします。 

わかりました。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：カード式輸血検査装置一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条の３を適用し随意契約をし

ている案件。 

発注部局名 ：国立療養所沖縄愛楽園 

契約相手方 ：株式会社アトル沖縄営業所 

予定価格  ：8,398,950円 

契約金額  ：7,245,000円 

落札率   ：86.26％ 

契約締結日 ：平成24年11月13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、最も低い入札金額を提示した業

者が、契約を辞退したことから、予算決算及び会計令第９９条の３に基づき、（株）アトル沖縄営業所と随意契約を行っ

た。 

意見・質問 回   答 

意味がわからない。結局随契になったのですね。 

 

そうです、最初の落札業者が辞退を行いましたので、２番

目が予定価格範囲内にいましたので、そちらのほうと契約を

いたしました。 

事実経過だけ確認させていただけますでしょうか。 

 まず一般競争入札をして、当初は３者応札なのですか。 

 

違います、３者申し込みがありまして、質疑があった段階

で55カード／時という分注ができるかという質問がありま

した。１者は25カードしかできないと言ってきましたので、

それは仕様書どおりでやってくださいと言いました。55カー

ドはできないということで、１者はその時点で辞退されまし

た。 

それが株式会社アトルと株式会社琉薬というのですか、

この２者ということですね。 

最終的に応札したのはこの２者です。 

 



応札して、一旦は株式会社琉薬というところに落ちたの

ですか。 

そうです。 

 

落ちたけれども、それは仕様書と異なることがわかった

のですか。 

そうです。 

結局残ったアトルと随意契約をしたということですね。 そうです。 

最初の入札で応札できなかった２番目の業者が、ここに

書いてあるのですけれども、落札業者が納品しようとして

いる物品は仕様書とは異なるものだというようなことを言

ってくるようなことは普通あるのですか。わかるわけです

か。落札業者が納品するものは性能が十分ではないという

ことがわかるような状況になっているのですか。 

応札する段階では当然談合とかそういうことはありませ

ん。その前にどうのということではなくて、入札会場で問屋

さんというか、いわゆる業者さんが来ます。そうしたら大体

そこの業者が来たときには、下のほうで控えているという

か、業者さんの後ろのメーカー側がいますので、顔を見れば

どういったものを相手方は入れているのだなということが

見えるらしいのです。それで応札されたときにそこの業者が

何を入れるかは見えるという話らしいのです。うちが出した

入札の物品に対してどういったものを入れるかというのは、

大体業界のほうではわかるとは聞いております。 

わかるというのは何を見てわかるのですか。それがちょ

っとわからなかったのです。 

 

例えば輸血検査装置とかそういったものが、琉薬さんが入

れるものとアトルさんが入れるもので会社が違うわけなの

ですけれども、お互いに大体どこそこでいろいろ入札とかを

やっている関係上、情報が入っているみたいですので、どこ

の会社だったらどの機械が入るということがわかると聞い

ています。 

逆に言えば、発注者側がなぜそれがわからないのかなと

いうことが疑問に思ったのです。 

こちら側ですか。 

 

要するにその業者がどういうものを納品できるかという

能力の問題ですね。それを発注者側が事前に調査してやら

ないのかなと思ったのです。 

 

どういうものをということなのだと思うのですけれども、

こちらが応札するためにはまず入札の前に応札仕様書をも

らいます。だからどういうものを入れるかというのではなく

て、まずうちが出した仕様書に対して可能かどうかの調査は

やっております。この内容について大丈夫ですかという。な

ので、先ほど言った55カードとかそういったものはできるか

ということに対して、１者はできないということでおりたわ

けです。こちらはできると言って応札してきたわけですの

で、そこは判断が難しいかと思いますが、向こうはできると

言ってきて応札してきたわけですので、こちらはできるとそ

の時点で判断しました。 

その場合は１位になった業者は何かペナルティーみたい

なものはあるのですか。 

２～３カ月は入札に参加させないとかそういう意味です

か。 

はい。 今のところはかけてはいないのですが、やはり何回かこの

後にも入札をかけておりますが、申し込みはして来ておりま

せん。 

しつこく繰り返すけれども、この２者についてはいわゆ

る仕様の条件、最大55カード／時間の処理能力でできるの

ですねと確認したのですね。 

確認しました。 

 

そして応札して、安いほうに落ちて、決まった後でやは

りできませんでしたと言ってきたのですか。 

 

そうです。その時点でもまず応札した段階で大丈夫ですね

と言ったのですが、大丈夫ですと言ったのですけれども、先

ほど言うように入れかえであの業者のものはできないので

はないかという後での質問がありましたので、こちらからも

う一度呼び直しまして、本当にそれはできるのかということ

を確認させました。会社に戻って確認した結果できないと言

ってきたわけで、そうなりますとこちらとしてはできないも

のは入れられないということです。 

その時点で要するにこの入札は成り立たなかったわけだ

から、改めてこの入札を全部キャンセルして、もう一度初

めから入札をやり直すという方法はなかったのですか。 

それもあるかと思いますが、２者応札した中で例えば予定

価格範囲内に入っておりましたので、２者目のほうに条件的

には99条の３ですか、その落札金額をもって交渉いたしまし



 て、向こうもそれで受けるという結果になりましたので、そ

れで契約をしました。 

（分科会長の意見） 

極めて緊張感を欠いた入札のプロセスで、結果的に随契

になったことについては半ばやむを得ないかなと思うので

すけれども、こういうオフィシャルな公的調達においてそ

もそもが仕様書違反で一旦落札して、仕様のとおりできま

せんでしたというような、しかも調達側がちゃんと確認を

したにもかかわらずそういうことになったわけですね。だ

から適正な競争が働くべき公共調達において、緊張感がな

い入札が行われていることについては、非常に疑念を抱か

ざるを得ないけれども、しかしこの件についての処理が著

しく妥当性を欠いたとも言えないような感じもします。そ

ういうまとめ方とさせていただきます。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立療養所東北新生園不自由者棟外構整備その他工事 

資格種別  ：建築一式・土木一式工事（Ｂ、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 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社平野組 

予定価格  ：205,800,000円 

契約金額  ：205,800,000円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 11月 6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、最も低い入札金額を提示した（株）平野組が契約

の相手方となった。落札率は100.00％であった。 

意見・質問 回   答 

75ページの予定価格調書のことですけれども、積算とい

うか、それぞれ拾われて積み上げているようですけれども、

これを実際に拾う作業というのでしょうか、項目を設定し

たり、金額を入れたりする作業は誰がしているのでしょう

か。 

設計外注を行っておりまして、設計事務所のほうでやって

おります。 

 

本省のほうでやった事案ではないのですね。 本省のほうではやっておりません。 

結局100％の落札率になっていて、こういうふうに本当に

１回で１円の過不足もなく決まることがあり得る話なの

か、普通はあり得ない話なのかというところなのですけれ

ども、それはどういうふうに考えたらいいのでしょうか。 

 

今までの事例で見ると記憶がないというか、あり得ないに

近いことだとは思っておりますけれども、可能性としまして

は今回入札比較価格が１億9,600万円ちょうどということで

非常に切りのいい数字だったことは100％という可能性には

少し関係しているのかなとも思っております。 

ぴったり100％ということ以外は特に疑念を抱くことは

ありません。 

本件の場合、一般競争入札ですけれども、総合評価方式

はとらないのですか。 

一般競争で今回行いましたけれども、新築の場合または内

容が少し複雑な場合は総合評価と決めて運用しているとこ

ろでして、今回につきましては概要が外構の工事と解体の工

事が主な工事だったということでありましたので、一般競争

の最低価格で行っております。 

これまで見た中で国立療養所の場合は入所者の方の安全

とかそういうこともいろいろ配慮して総合評価方式をとっ

ているものをたくさん見てきたのですけれども、なぜこれ

だけ一般競争だけにしているのか理解できなかったので

す。 

 

一般競争か総合評価どちらを選択するか、検討の際には実

際の敷地の中でどこのあたりの工事を行うかとかそういっ

たものが影響してきまして、今回については使っていない建

物、敷地の端っこのほうなのですけれども、そこの解体工事、

それに伴ってそこを整地して外構工事を行うということで、

入所者への影響は少ないだろうということで最低価格とし

ております。 

（分科会長の意見） 

外構と既存建物の解体ですから最低価格落札方式という

のは私は妥当性を欠くことではないなと思いますが、全体

 



を拝見すると手続的にどこかに疑問を抱かせるところは特

段なくて、かつこれは被災地周辺でしょうから、工事業者

が非常にいろいろな意味でいっぱいいっぱいなので２者し

か応札しなかったというのもかなり納得できるのです。

100％ぴったりということ以外は資料をよく拝見しても特

段おかしいところはないので、特に指摘事項なしとさせて

いただきます。 

 何で100％なのかなと、たまたまこういうことはきっとあ

るのですね。100％ということをこの会議の席上で何でぴっ

たり合ったのだろうかと追究するわけにもいきませんし、

偶然性ということでこういうことはもちろんあり得ますの

で、特段の指摘事項はありません。 

【審議案件４－１】 

審議案件名 ：超低温槽ほか５品目の購入 

資格種別   ：近畿地域の物品の販売（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、契約を締結した日及び契約相手方が同一である。また、そのう

ち１件は１者応札。 

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  ：8,708,752円 

契約金額   ：6,977,355円 

落札率   ：80.12％ 

契約締結日 ：平成 24年 12月 20日 

【審議案件４－２】 

審議案件名 ：超純水製造装置ほか４品目の購入 

資格種別   ：近畿地域の物品の販売（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、契約を締結した日及び契約相手方が同一である。また、そのう

ち１件は１者応札。 

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  ：7,357,770円 

契約金額   ：6,977,355円 

落札率   ：94.83％ 

契約締結日 ：平成 24年 12月 20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）を行ったところ、最も低い入札価格を提示した（株）

ショーエイ理化が契約の相手方となった。そのうち１件は、１者応札となった。落札率はそれぞれ、80.12％、94.83％で

ある。 

意見・質問 回   答 

まず事実関係の確認ですけれども、資料４－２のほうの

１ページに応札者数２者と書いてありますが、これは本当

に２者なのですか。 

済みません、片一方は１者の間違いです。 

資料の訂正をよろしくお願いします。 はい。 

これは２つの似たようなものの契約なのですけれども、

組み合わせはどういうふうに考えるのか、この委員会と余

り関係ないのかもしれないですけれども、何でこの５品目

で１つのユニットにしているのかとか、その辺は何かある

のでしょうか。 

 

予算の配分が違っていまして、片一方は食品試験検査費で、

もう片一方が検疫庁費でやらせていただきまして、食品試験

検査費のほうは名前のとおり食品の検査に関するものとして

主に上げさせていただいています。検疫庁費のほうなのです

が、こちらは項が輸入食品検査業務実施費で両方とも同じな

のですけれども、どちらかというとモニタリングとかサンプ

リングについて主にやる機械として入札させていただきまし

た。 

この品目の中で多くの業者が参入できるものと、これは

特殊なものでなかなか少ないなというものと分けられます

か。それともどれも特別なものではないので本来だったら

超低温槽と超純水製造装置両方ともそうなのですけれど

も、最初の入札のときは２者入っていまして、もう一つのほ

うは１者しか入っていなかったのですけれども、品目的には



もっと応札があってもおかしくないのに思ったより少なか

ったなということになるのか、どうなのでしょうか。 

 

先ほど言われましたようにそんなに変わっているものではな

いので、最低でも２者以上は来るのではないかと思っていた

のですが、ふたをあけてみましたら片方が１者、片方が２者

ということになります。 

この入札は総価、合計金額１本で金額を入れていますけ

れども、この委員会でほかに見ているこういう、備品だっ

たかどうかは記憶にないですけれども、それぞれのものご

とに値段をつけさせて、それぞれのものごとに一番安いも

のを選んで、ある業者が３品目安ければその３品目はＡ業

者、残りが安ければＢ業者と分けてやっているようなスタ

イルもあったように記憶しているのですけれども、その使

い分けは何かあるのでしょうか。 

今回につきましては総額でやらせていただいたのですが、

うちのほうでも例えば単価契約みたいなものがありまして、

全然話が違うのですが、事務用品とかそういったものについ

ては一品一品でやらせていただいているのですけれども、今

回５、６品の話なのですけれども、こういったまとまった場

合は全体の合計金額で入札をかけさせていただいています。

中にはどうしても高いものとかがある場合は一品一品でやる

場合もあります。 

２件に分けた理由が予算費目が異なっているというよう

な先ほどの御説明だったのですけれども、契約担当官とし

て会計法令上そういうふうな制約はあるのですか。仮に執

行上それが不適切であるのであれば別ですけれども、費目

が違うから別々に分けなければいけないというようなもの

があるとしたら、それを教えていただきたいのです。よく

ある話ではないですか。費用を合算して、費目を合算して

一つの契約を執行するというのはよくある話だと思うので

す。 

申しわけございません。勉強不足でしてそこまで勉強して

いませんでした。 

４－１と４－２を見ますと、開札日も納入期限も納入場

所も全ての品目が全く同じなのです。だからなぜこういう

ものにして分けてやるのか非常に疑問に思ったのです。 

 

済みません、私の勉強不足で申しわけないのですが、支払

い科目が食品試験検査費と検疫庁費で分けていましたのでそ

れでやらせていただいたのですけれども、どうしても入札を

かけますと、一緒にやった場合は契約書が１つになるかと思

いますので、そうすると支払いのほうが目が違ってくるとで

きないのではないかなと思いまして分けさせていただいてい

たのです。 

支払いがなぜできないのかわからない。今の御説明だと

わからないですけれども、むしろ一緒にするような手段も

あるし、あるいはもっと分けていろいろな人が、いろいろ

な業者が入札できるようなことも考えられるし、いろいろ

あると思うのです。こうしろとかああしろとか私は言って

いないですけれども、ただなぜこういうふうに２つにぱっ

ぱっと分けてこれでいいというか、こういうふうにやって

きたのかわからなかったのです。むしろ１者応札とか２者

しか入っていないから、もっと広く分散していろいろな業

者さんが入って、神戸ですから業者としてもいろいろな人

がいらっしゃると思うのですけれども、入ってきてもよさ

そうだなと思ったのです。それがないから不思議に思った

のです。 

今後一品一品でやるかはちょっとわからないですけれど

も、もう少しばらけることも検討させていただいたり、逆に

固めることも検討させていただければと思います。済みませ

ん、今回分けた理由としては、先ほど言いましたように科目

が違ったので分けさせていただいたのですが、勉強不足で申

しわけございません。 

 

もう一点、予定価格、４－１の12ページを見ますと、シ

ョーエイ理化、要するに落札業者ですね、これはその業者

の見積もりですか。それをそのままやっているのですけれ

ども、なぜショーエイ理化のみだったのですか。 

 

ショーエイ理化さんが結構うちと取引させていただいてい

るところもありまして、ショーエイ理化さん１者だけしかと

っていなかったのですが、うちのほうでも検査機器をおさめ

ているところがあと１者２者ありますので、今回は１者でや

らせていただいたのですけれども、次回からは２者以上とれ

ればとっていきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

公告日、入札日は全く同じ、納入場所も同じ、たまたま

かもしれませんけれども、落札した業者も同じ、一方は１

者応札、かつ落札した、あるいは１者応札だったショーエ

イ理化の見積もりを、ちょっと言葉は悪いですけれども、

うのみにして予定価格を設定して、結果として入札が成立

した。このどこどこに手続的な瑕疵があるという指摘はで

はい。 



きないけれども、そもそもが公共調達において競争性を働

かせて、かつそれで合理的、経済的無駄のない公共調達が

できるかというところが最も肝要なので、わざわざこの２

件に分けたというのは１件にできなかったのかとか、ある

いは４－１、４－２も例えば超低温槽あるいは冷凍冷蔵庫、

薬用保冷庫などとの組み合わせになっているわけだけれど

も、これをそれぞれ入札にかけたほうが競争力が働いても

っと合理的な調達ができたかもしれないということにおい

て、いわゆる公共調達として競争が働くしっかりした入札

という考え方がはっきりあったのかどうかについては疑念

を抱かざるを得ないので、そういうことについては今後ぜ

ひ工夫をしていただくようよろしくお願いいたします。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：旧港社会保険事務所地中障害物撤去業務 

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 ：関東信越厚生局 

契約相手方 ：株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 

予定価格  ：2,940,000円 

契約金額  ：2,730,000円 

落札率   ：92.86％ 

契約締結日 ：平成 24年 11月 1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号に基づく、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

前提の確認なのですけれども、委託した業務、契約内容

としては何をお願いしている契約ということになるのです

か。工事なのか、廃棄物処理ですか。 

 

廃棄物処理です。我々としては土地を売って、その土地を

どうするかは買った業者の自由ですので、買った業者は全く

別のクレアスライフというところなのですけれども、クレア

スライフの下請として土を掘り起こしたりする業者が出し

てきた見積もりということです。そこがやる金額と業務が正

しいかというのを別の業者を入れて一応比べたということ

です。 

もともとは契約そのものが随契とかそういう話ではなく

て、瑕疵担保に基づく賠償責任か何かわからないけれども、

その支払いなのでしょう。 

そうです。 

 

それを随契だという理由がよくわからなかったのです。

そもそも契約レベルの話、随意契約の予決令の九十何条で

すか、102条ですか、随契理由を見たら適用していますけれ

ども、そういうものに該当するのですかという疑問が湧い

たのです。 

予算決算及び会計令においても緊急やむを得ない場合の

随契に当たるということで判断しています。過去の例が正し

いかどうかは別として、そういうふうにこれまでもやってき

ています。 

 

緊急性というよりも、後からわかったものだから、それ

は厚生労働省が損害賠償をやりなさい、きちんと払いなさ

い、瑕疵担保責任を負いなさいというものであって、それ

をもって随意契約だとなる理由が納得できなかったので

す。 

ガラの撤去という工事を発注しなければならなかったと

いうことにおいて公共調達となるのですか。 

業者が先にやってしまったわけでしょう。クレアスライ

フの業者が大成基礎と契約してしまっているから。 

契約はしていないのです。する前にこんなものが出ていま

すということで連絡がありました。 

ここに書いてあるのは、撤去工事は株式会社アサノ大成

基礎エンジニアリングが行っているという連絡があったと

書いてありますけれども、これはクレアスライフがアサノ

大成基礎エンジニアリングと契約してやったのでしょう。 

 

契約しているというのは、本件ガラ撤去に関すること以外

もいろいろ工事の中にありますので、クレアスライフの下請

として現場にいるのがアサノエンジニアリングだというこ

とです。その中でガラの撤去はクレアスライフの責任の範疇

ではないということで連絡がありましたので、そこと急遽契



約を結んでやってもらおうとしているのですが、ただ契約を

結ぶのも果たして金額が正しいかわからないので見積もり

を比較するというやり方をしています。 

 ただ、委員がおっしゃるように、損害賠償費用だという御

指摘も非常によくわかりますので、追って請求額を損害賠償

費用で払うということも一つありだと思うのです。これは庁

費でやっています。 

予決令を取り出しているのは理解に苦しみます。予決令

というのは例えばもともと契約が、性質が許さないとか、

もうそこしかできないとか、そういう場合に随意契約をや

るのはよろしいですよという話になる。本件の場合そうい

う性質のものなのかなと疑問に思いました。結果的にはこ

れしかなかったというか、払わなければいけないことです

から。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

ありがとうございました。社会保険事務所を売却したら

ガラが出てきた、そのガラの撤去に責任を負わなければな

らないので、工事中の業者に、要するに随契をしなければ

ならないけれども、ガラの撤去にどのくらい費用が掛かる

か客観的に調べるために有限会社ランドプラント工業とい

うところで見積もりをさせてチェックをして、アサノ大成

基礎エンジニアリングから見積もりが出てきたらそれを下

回っていたので随意契約をしたという経緯のようですが、

やむを得ないというか、随意契約としては適切なプロセス

がとられたかなと判断しますので、特段指摘事項なしとい

うことにさせていただきます。御苦労様でした、ありがと

うございました。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：国立医薬品食品衛生研究所 川崎移転基本計画検討業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、役務契約で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 ：一般社団法人 公共建築協会 

予定価格  ：9,867,816円 

契約金額  ：9,712,500円 

契約率   ：98.43％ 

契約締結日 ：平成 24年 10月 3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、一般社団法人公共建築協会が契

約の相手方となった。落札率は 98.43％である。 
意見・質問 回   答 

本件は１者応札なのですけれども、入札公告日が７月27

日で入札日が８月６日と比較的短い期間なのですけれど

も、もう少し長くできないのですか。 

 

こちらについては移転を行うに当たっての事前計画業務

ということで、こちらが遅れるとその後の設計業務が遅れて

しまうのでとにかく急ぎでということで、調達をかけるとき

には８月頭に予算措置がなされるということで、ぎりぎりの

段階で手続を行っておりまして、結果、最初の期間となって

しまったのです。 

しかし、契約締結日が10月まで延びていますね。だから

随分余裕があるのだなと思ったのです。 

 

こちらについては余裕があるのではなくて、予算措置が遅

れまして、結果、予算がこちらについたのが10月になってし

まったので、かなり間を持たすことになってしまったので

す。 

結果的にそんなに急がなくてよかったということなので

すか。 

これの影響によりまして、結局この業務もそうですけれど

も、その後も実際に国交省のほうで設計業者を選定してプロ

ポーザルでやっていますけれども、そのスケジュールも押せ



押せでぎゅうぎゅうな感じになっていまして、ここでロスし

たものがどんどん後のほうにしわ寄せが来ているような状

態でございます。 

履行期間が24年12月21日ですね。それはだからこの予算

が延びたために結果的には随分と後ずれしたわけという意

味ですか。 

 

その理由もございますし、今回の移転業務を行うに当たっ

て、今までは川崎ではなく府中に移転するということでずっ

と計画して準備していたのですけれども、そちらの計画に使

っていた情報を一部使い回して今回の川崎移転の計画を行

う予定だったのですけれども、以前から使用していた、使い

回せると思っていたデータが今回の検証によって十分な内

容を満たしていなかったので若干おくれることになりまし

た。当初予定していた12月21日というのは、国土交通省と相

談しまして、設計するに当たって問題なくこなせるのが12

月21日だったのですけれども、結局国土交通省の設計の調達

のほうも遅れが出まして、それで約１カ月程度の猶予期間が

できたので契約を変更し直しました。 

これは１者応札のところですけれども、公告の方法は先

ほど御説明いただいたかもしれませんけれども、どうだっ

たのですか。公告の方法、手段です。 

ホームページと掲示板です。 

競争参加資格種別を役務の提供と書いてあるのですけれ

ども、私は専門のことはわからないけれども、設計に近い

もの、建築関係の設計のときのものと違うカテゴリーなの

かなと思うのですけれども、その辺の使い分けと、こうい

うことが影響しているのかどうか、何で一緒だったのだろ

うというのが率直なところなのです。 

 

やはり一番大きいのは資料の３ページの右側の「５．その

他」の（９）なのですけれども、本調達案件を落札した者は、

当該業務につながる設計業務には参加できないという、これ

は国土交通省さんのほうから公平性が保てないのでこの文

言は絶対入れてくださいという御意見がありましたのでど

うしても入れざるを得なかったのですけれども、これが入っ

てしまったことによって多く存在する設計業者がみんな自

由に手を挙げられる状況ではなくなってしまった、本来の設

計業務をとろうとするとこれには入れないという状況にな

ってしまったので、１者しか実質的には来なかったというこ

とかと思っております。 

実際に入札説明書をとりに来たところはもう少しあった

のですか、それも１者ですか。 

複数者ありました。 

繰り返しの質問で申しわけないのですけれども、公告日

が７月27日というのは早めることは難しかったわけです

か。予算の関係ですか。 

そうです。 

 

つまり年度当初になぜ公告できなかったのか。それは予

算の関係、予算がまだ確定していなかったということです

か。 

そもそも移転計画を前倒しで行うということで、年度頭当

初の予定よりも早くなったのです。 

（分科会長の意見） 

１者応札で、若干の疑念を抱きましたけれども、今の御

説明で計画を早めざるを得なかったということと、この業

務を引き受けると、３ページの（９）番で設計業務のほう

には参入できないという条件で１者応札になってしまった

という、その２つの理由はほぼ納得できる御説明だと思い

ますので、１者応札は非常に残念でしたけれども、特段の

指摘事項はありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：アシタバ製品中のフロクマリン類の光遺伝毒性試験 

資格種別  ：－  

選定理由   ：随意契約の案件中、公募を実施している中で、１者応募であり、契約率が１００％。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：財団法人食品薬品安全センター 

予定価格  ：3,990,000円 

契約金額  ：3,990,000円  



落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 10月 2日 

（調達の概要）公募を行ったところ、（財）食品薬品安全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 

 ３、４ページの公募の公示をされても、名乗り出たとこ

ろが財団法人食品薬品安全センターのみだったということ

ですね。 

はい。 

客観的に見て、この種の研究分析はこの会社くらいしか

やってくれるところはなさそうなのですか。 

当所の研究者にも何度か確認をさせていただいたのです

けれども、使用するマウスが特殊なマウスでございまして、

そのマウスを用いて染色体異常誘発性の試験を行うことが

できる組織がこちらの機関しか該当しない。こちらの機関に

つきましては、論文等におきましても本試験に関係する研究

発表も行っておりますし、内容としてはオープンになってい

るような状況なのですけれども、それでも昨年度に引き続き

今年度も公募をいたしまして、ほかに実施できる機関がない

かと幅広くは御案内させていただいたところなのですけれ

ども、昨年度と同様１者応札という結果になってしまいまし

た。 

かなり特殊な研究なのですか。 特殊な研究業務でございます。 

こういうことを研究したり分析したりする人がそもそも

少ないのですね。 

そうです。 

ここの財団法人についてはホームページ等でいろいろ紹

介をされておりますけれども、調べたところこのような特殊

な試験を過去からやっておりまして、20年くらい前から厚生

労働省の試験研究とか補助事業、委託事業をずっとやってお

りまして、2000年以降から公益法人に対して委託とか契約は

問題があるのではないかということでこういう競争契約と

なったものだと思います。 

それでやむを得ず随契になった、そこまでは理解しまし

たが、価格はどのように決めるのですか。そこから見積書

を出させるわけですか。 

 

見積書を出させて、それを参考にしております。中身を見

たところ、ヘアレスマウスというマウスを60匹ほど使うので

すけれども、それについて特殊なところで注文して６週間目

のマウスを使うということなものですから、６週を過ぎると

今度はまた毛が生えてくるとか、その前だとまだ毛が落ちて

いないとかいう状況なものですから、そういう特殊なものを

使っています。それをつくっている業者が１者しかなくて、

そこから買っておりますけれども、単価としては１匹当たり

1,000円くらいなので、そうおかしい単価ではないと思いま

す。 

 人件費につきましても４名で280万程度ですので、１カ月

間くらいの業務として１人当たり70万くらいかなというこ

とで、そんなに大きく金額がかけ離れているとは思ってはお

りません。 

つまり要約すると、提出された見積書についておたくの

研究所として適切にチェックはしておられると理解してよ

ろしいですか。 

はい。実際にマウスなどもほかのところがもし買うとすれ

ばもう少し高い金額になるのではないのかなとは聞いてお

ります。 

ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

 かなり特殊な研究、検査、解析なので、ここしか受ける

ところがなかった、しかもお聞きすると、公募については

いろいろほかの機関についても可能性もかなり慎重に検討

してくださったという努力はしておられるようですので、

御苦労様でした、特段の指摘事項なしということにさせて

いただきます。 

 アシタバとは何ですか。 

アシタバというのは、昔八丈島とか大島、あと伊豆半島の

ほうで食用にされていた葉っぱなのですけれども、今、健康

食品ですごく使われているみたいなのです。地元では普通に

天ぷらとか何かで食べるみたいです。 

 



それが場合によって発がん性があるわけですか。 

 

その中にいろいろな物質があり、グレープフルーツみたい

なものだと、グレープフルーツのジュースで薬を飲むといろ

いろな影響が出る。紅茶とかコーヒーは別に影響がない。同

じような成分がこのアシタバに入っていまして、それによっ

ていろいろな影響が出てくるのではないかという試験を行

っている。光に当たると皮膚に発がん性が出るのではないか

ということで、毛のないマウスに飲ませて光を当てて発がん

性の検査をするという検査です。素人なものですからそこま

でしか調べ切れなかったのですけれども、健康食品で何か入

っているらしいです。 

わかりました。どうもありがとうございました。  

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎高度安全実験室整備改修工事 

資格種別  ：建設工事－建築一式（Ａ、Ｂ又はＣ等級）機械器具設置（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、契約金額が大きく、１者応札。 

 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  ：180,890,065円 

契約金額  ：179,550,000円 

落札率   ：99.26％ 

契約締結日 ：平成 24年 12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者応札となり、（株）日立プラントサービス

が契約の相手方となった。落札率は 99.26％である。 
意見・質問 回   答 

余り重要部分ではないのかもしれませんけれども、競争

参加資格のところが審査調書によるとＢまたはＣになっ

ているようなのですけれども、実際にはＡ、Ｂ、Ｃになっ

ているというのは何かいきさつがあるのでしょうか。 

 

ございます。実はこの契約は２回入札公告を行いまして、

２回目で落ちたものでございまして、１回目は、今、御指

摘のとおり建築一式のＢ及びＣとしておりました。２回目

をやるに当たりましては入札資格の拡大をお願いしまし

て、お手元の調達概要書等にございます形になっておりま

す。 

これも１者応札なのですけれども、今の話に関係するか

もしれませんけれども、入札公告が12月12日で入札日が12

月19日と１週間くらいなのですけれども、ちょっと短いな

と思うのですが、何か理由があるのですか。 

 

まず本案件が、もともと平成24年10月26日に閣議決定さ

れました平成24年度一般会計経済危機対応地域活性化予備

費使用という形で、ここの経費でお認めいただいた経緯が

ございまして、かつ予備費使用ということで基本的に年度

内に終わらせることを旨としておりましたので、もう厚労

省の皆様にいろいろ御協力いただきましてできるだけ早く

やってきたところです。１回目は残念ながら落ちなかった

ものですので、２回目、既に１回公告していることもござ

いましたので、会計法の規定にのっとり短縮できる期間内

で短縮させていただいたという次第であります。 

これは１回入札をやって不落だったのですか。 

 

不落といいますか、応札業者がいなかったのです。 

それと入札の公告のやり方は掲示と書いてありますが、

これは具体的に何をどういうふうにしているのですか、ホ

ームページに載せているのですか。 

まずホームページへの掲載、あと電子入札も当然掲示し

ております。かつ当所のカウンターでの掲示をしておると

ころであります。 

 お聞きしますと、経済活性化対策で予備費でこの事業を

急遽やろうということになったので、入札公告期間は短く

せざるを得なかったということでよろしいですか。 

 

急ぐことは急いだのですが、当初は、１回目は一応会計

法の規定にのっとった10日以上はとっております。２回目

だったものですので、見ているところは見ているだろうと

いう前提と、同時にやはり急がなければならぬというとこ

ろで、２回目に短縮させていただいたところであります。 

１回目は応札するところがなかったけれども、２回目に  



なってやっと１者が来たということですね。99％というの

がすごいけれども、わかりました。やむを得ない事情かな

と考えますので、特段の指摘事項なしにさせていただきま

す。ありがとうございました。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：旧武生地域職業訓練センター解体工事 

資格種別  ：建設工事－建築一式（近畿ブロック）（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、最も落札率が低く、低入札価格調査を実施している。 

 発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：上木建設株式会社  

予定価格  ：42,829,500円 

契約金額  ：21,000,000円 

落札率   ：49.03％ 

契約締結日 ：平成 24年 11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、８者応札があり、最も低い入札金額を提示した

上木建設（株）が契約の相手方となった。落札率は 49.03％で低入札価格調査を実施した。 
低入札価格調査を行っておられるわけですね。そこの部

分をごく簡単に御説明をお願いします。 

 

低入価格の調査につきましては資料のほうをつけさせて

いただいているのですけれども、こちらの金額で工期内で

工事が完了できるか、また業者の経営状況等を含めてお調

べさせていただいて、あと工事に付随する協力企業等はど

ちらでやるのかというのを含めて当方で精査して、こちら

の落札価格で実施できるという判断のもと契約を実施した

案件になります。 

審査の調書が191ページにあるものですね。 そうです。 

 103ページの開札調書を拝見すると、上木建設というの

でしょうか、落札しているわけですけれども、他の業者も

かなり低い金額で入れているわけですね。ここに至るまで

一般競争入札で８者応札で、一番低いところにちゃんと入

札で落ちた、低入札価格調査も問題なしということで、全

体として特に疑義を抱く点は全くありませんけれども、予

定価格がちょっと高過ぎたのかなという印象を受けるの

ですけれども、どうなのでしょうか。 

予定価格は契約担当のほうで立てているので、こちらの

業務担当では予定価格の細かい点は明確なお答えができな

いのですけれども、参考価格としまして今回解体について

解体図面を作成しておりまして、そちらの解体図面を引い

ていただいた業者から見積もりという形で参考価格を徴取

して、それを参考に予定価格を立てております。 

 

その見積もりした業者は入札した会社とは関係ないの

ですね。 

関係ございません。 

わかりました。 

 特段の指摘事項なしでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。御苦労様です。 

 

（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 ：国立療養所栗生楽泉園重監房再現・展示施設（仮）実施設計業務 

資格種別  ：建築関係建設コンサルタント（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、唯一実施設計業務であり、最も落札率が低く、低入札価格調

査を実施している。 

 発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社唯設計  

予定価格  ：19,580,400円 

契約金額  ：10,027,500円 

落札率   ：51.21％ 

契約締結日 ：平成 24年 11月 22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者応札があり、最も総合評価点の高い（株）

唯設計が契約の相手方となった。落札率は 51.21％で、低入札価格調査を行った。 
低入札価格調査をしておられるわけですね。112ページ

を見ると条件つきとなっているのですけれども、ちょっと

そこのところを説明していただけますか。 

 

112ページは公共調達委員会におけます審査調書でござ

いますが、この審査結果におきます条件付きにつきまして

は調達をかける前の段階でのお話になりますので、総合評

価を行うに当たって省外の外部委員を入れることという条

件のもとで調達が認められたということです。 

低入札価格調査の結果はどこに出ているのですか。 資料 80 ページになります。 

71ページの開札調書を拝見すると、唯設計以外の丸川と

高橋はもっと安い値段で入れているのですね。そういう理

解でよろしいですか。 

金額だけで申し上げますと、御指摘のとおり唯設計より

も高橋設計事務所のほうが安くなっております。また、丸

川設計のほうも安くなっております。 

先ほどの112ページの審査調書ですけれども、省外の外

部委員を入れることというような審査結果が出ています

けれども、それは具体的にはどういうことになったのです

か。右側のことなのですか。 

113ページの資料をごらんいただきたいのですが、「３ 委

員会の構成」の一番最後に国立感染症研究所ハンセン病研

究センターのセンター長を外部委員ということで加えてお

ります。 

省外といったら国立とはまた別なのですか。要するに一

般の人が見れば、国立感染症研究所ハンセン病研究センタ

ーも厚生労働省の一環かなと思うのですが、そうではない

のですか。 

これまではこのセンター長は入っていなかったという

ことなのですか。 

組織的に申し上げますと、あくまで厚生労働省の研究所

でございますが、直接担当をしております健康局の職員で

はないということで、その位置づけで外部委員ということ

で選任をしております。 

当初案では入っていなかったです。 

もう一つ、28ページの簡易公募型の手続開始の公示があ

るのですけれども、競争参加資格のところで（５）の同種

工事の話だと思うのですが、延べ床面積50平米以上の博物

館、資料館とか美術館といった元請としての工事実績があ

ることという条件があるのですけれども、本件の場合、そ

の資料はどれを見ればいいのですか。例えば本件だと唯設

計が実績としてあるというような資料はどれを見ればい

いのか。 

34ページをごらんいただきたいのですが、上から６段目

の部分ですけれども、「⑤平成14年10月以降の同種又は類

似業務の実績」ということで福島大学基金記念研究施設新

営設計業務というものがございまして。 

 

資料館ということですか。 これは研究資料館ということになっております。 

企画がなかったですけれども、契約締結日が昨年11月22

日になっているのですけれども、これは滞りなく終わって

いるわけですね。 

滞りなく業務は終わっております。 

 

だから11月９日～11月29日なのだから、かなり早いスピ

ードで実施設計は終わっているということだね。わかりま

した。４者の応札で、３者もかなり低かったけれども低入

札価格調査をして問題がなかった、落札率51％。当初の価

格設定、予定価格がどうだったかという若干の疑問はあり

ますけれども、適切な手続がとられていると思いますの

で、指摘事項なしとさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 ２５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） 

 


