
平成２５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２５年６月２６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  首都大学東京理事 

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 25年 1月 1日～平成 25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 ： 国立療養所菊池恵楓園 第四センター整備その他工事（電気） 

資格種別  ： 電気工事（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、低入札価格調査を実施している中で、著しく落札率が低い 

ものについて、適正な履行確保の確認をする必要があるため。 

発注部局名 ： 国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ： 新熊本電気設備株式会社 

予定価格  ： 514,560,000円 

契約金額  ： 307,860,000円 

契約率   ： 59.83％ 

契約締結日 ： 平成25年3月18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、３者が応札し、総合的な評価が最も高い新熊本電気設備（株）

が契約の相手方となった。落札率は 59.38％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今の御説明の中で低入札調査の議事録の中で税理士先

生に財務分析をお願いするというのはどのようになった

のでしょうか。 

136ページから財務分析結果報告書が添付されていると

思うのですが、そちらをもとに園のほうで分析を行い確認

をしているかと思います。 

財務分析した結果はどのようになるのですか。 結果は、問題ないとなりました。 

資金繰りが将来ショートするとか、そういうことはないの

ですか。 

そう思われます。こちらを出していただいた結果を踏

まえて、多分契約まで行かれているかと思います。 

139ページのところで総合判定を見たら、資金繰りに留意

すればというような条件を付けているので、資金繰りが大丈

夫なのかなというのが心配だったのですが、その辺は大丈夫

ですか。 

その下に一応手堅い経営をしていると逆に書かれていま

すので、そのあたりを重視したのかとは思います。 

これは予定価格が５億 1,400 万余で、入札調書を見ると３

者応札になっています。落札した新熊本電気設備は確かに

59％とかなり低い金額で入札しています。その他の会社も３

億 5,000 万とか３億 8,000 万とかかなり低いですね。という

ことは、予定価格の算定に妥当性があったのかどうかという

ことを若干確認したいです。予定価格は、どのように算出し

ているのでしょうか。 

予定価格につきましては国土交通省監修の『公共建築工

事積算基準』というものがありまして、これに基づいて算

出しておりますので、予定価格が適正かと言われたら適正

と思っております。 



（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２】 

審議案件名 ： エレベートバス 

資格種別  ： 物品販売－医療用機器類（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、落札率が１００％の中で、最も契約金額が大きいことから、予定

価格の妥当性を確認するため。 

発注部局名 ： 国立療養所松丘保養園 

契約相手方 ： 株式会社白石医療器 

予定価格  ： 9,450,000円 

契約金額  ： 9,450,000円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成25年2月28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、最も低い入札金額を提示した（株）白市医療器

が契約の相手方となった。落札率は 100.00％である。 

意見・質問 回   答 

 900万という昨年の実績があったのですか。 ありました。 

全く同じものですか。 そうです。 

昨年も白石医療器が契約の相手方となったのですか。 契約の相手方になりました。 

松丘保養園さんが予定価格を作成するときに、今、言われ

ていた７ページの資料のROB－410Lを指定して積算している

のですか。また、仕様書や入札公告に機種の明示をしている

のですか。 

入札公告では機種の明示はしていないです。 

たまたま900万円になって100％になったということです

か。 

そうです。 

４ページでは特別な条件を付けたというのはないのです

か。 

公告には型番等は載せていませんので、特別な条件はつ

けていません。 

７ページに酒井医療とかいろいろなメーカーのものが並

んでいますね。これも全てエレベートバスと考えてよいので

すか。 

はい。 

では、逆に言えば、なぜ900万円に予定価格を指定したの

かがわからなかったのです。ほかもいろいろなものがあっ

て、それでもいいというお話であれば、予定価格はもっと安

いものがあるのではないかと思ったのです。 

当方で一応仕様として入れるところは８ページに記載し

ていまが、酒井医療とOG技研とアマノというこの会社があ

りました。調査したところ、それぞれの率をもって算定し

ますと、酒井医療の前回入れた900万が一番低い価格であっ

たので、これを採用することとしました。 

７ページでは700万より低いものが実績であるわけです。

それはなぜ採用しなかったのですか。 

結局本体に何をプラスするかによって定価ベースが変わ

ってくるのです。そのために７ページの右のほうに値引き

率を記載して、これの大きいものを選ぶ形を採用しました。

あくまで本体とそれに単価とか、あるいはそのほかの構成

機器をまとめて一式として入札しましたので、定価ベース

では開きがあります。 

例えば和歌山病院で平成24年６月の購入例だとROB－370C

というものがあって、定価は1,200万ですが、購入価格は719

万となっていますね。これをなぜ予定価格の参考例として選

ばれなかったのですか。 

こちらは古い型番なのです。こちらのほうは恐らく本体

のみか、あるいは本体プラス簡単な附属品と捉えておりま

す。 

外形的に見れば、前年度全く同じものを入れていた。その

ときは900万円だった。今年度この案件について再度入札を

して、予定価格を900万円にした。そして、同じ業者が同じ

金額で落札した。落札率は100％。客観的に見て果たして競

争性とか透明性が確保されているのかどうかということに

ついて、国民の目から見ると何だかわけがわかりにくいと率

直に思います。したがって、予定価格の設定が妥当であった

はい。 



かどうかについて、もう少し合理的な説明が必要だと思いま

す。２、３ページの仕様書に従って、それに適合する各メー

カーの定価証明書等云々を徴したところ、７ページのような

ことになった。ここも小川委員が指摘されておられるよう

に、900万円をかなり下回っている例も結構あるではないで

すか。御説明を伺うと、古い型番だとか附属品だとか何とか

という説明があって、結局900万円でしたというところのロ

ジックにどうも明快性というか、説得力がないように思いま

す。 

恐らく価格の金額に着目したのではなくて、値引き率に着

目して、それに定価を掛けているということですね。それは

金額だけで見ると一番安いものになっていないが、値引き率

に着目したのは、考え方としてはありなのかなと思います。

結局はこの仕様でどの機種を想定するかで、ROB－410Lとい

うものしか満たせないのか、あるいは定価が安いと思われる

別のものだとこれは満たせないことになるのか、満たすのだ

けれども何となくあうんの呼吸でこの機種が念頭にありま

すよというメッセージが伝わった結果、この金額になってい

るのかというところの問題だと思うのです。要するに最新の

機種ではなくて、型おくれの機種でもこの仕様を満たせば、

別に形の上では業者さんはそれでもいいわけですね。 

そうです。 

そうすると、結局、今、上野先生が言われたように、この

仕様書を満たすのがこの規格というふうに７ページで書か

れているもののうち幾つかあるのですか。それとも事実上な

くて、ROB－410Lしか満たさないのですか。 

当方で想定したエレベートバスのものは、まず酒井医療

はROB－410Rを想定しています。OG技研についてはHK－

2451。こちらはなかったのですけれども、アマノとしては

セレクトバスオーシャンという、それぞれ最新機種を想定

した形でこの仕様書は作っております。 

想定はそうなのかもしれませんが、満たすか満たさないか

というと、エレベートバスというのは型おくれとか、そうい

う次の１個劣る機種は余りない領域なのですか。 

そちらのほうは製造中止したものとかが入ってくること

は想定をしていません。 

これは900万で落として落札率100％なのだけれども、２、

３ページの仕様書に合っていれば型おくれの機種でもいい

わけですね。 

そうなります。 

そうすると、もっと安い値段で入れられるかもしれないわ

けですね。 

あとはメーカーのほうでそれを恐らく作ってはいないと

思うので、流通過程にまずないと思われます。こういった

ものはそんなに長くは型おくれが出回るような商品ではな

いのです。 

（分科会長の意見） 

これは外形的に見ると、前年度に同じ案件があって 900

万で落札した。この年度も納入場所は違うけれども同じもの

を入れる。それで予定価格を 900 万にした。前年度落札した

者がまた落札した。したがって、入札プロセスに公開性とか

明快性とか透明性が本当にあったかどうかということをや

はり問いたいわけなのですが、仕様書と予定価格の設定の間

にやはり何かもっと合理的な説明がなされないと、客観的に

見て妥当な入札がなされているということに疑いを抱かざ

るを得ない側面もあるわけなので、今後は仕様書とそれに従

う、対応する予定価格の設定について、もう少し十分な注意

をして業務を進めていただきたいという要望をお願いしま

す。 

はい 

【審議案件３】 

審議案件名 ： タイルカーペット張替 

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で、比較的に汎用性の高い役務契約の中で、１者応札であるため。 

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  ： 6,552,000円 

契約金額  ： 6,300,000円 

契約率   ： 96.15％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3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、１者応札となり、（株）平野組が契約の相手方となった。落札

率は96.15％である。 

意見・質問 回   答 

全体の質問なのです。競争参加資格の問題ですが、これは

どういう観点から工事ではなくて役務の提供なのですか。 

物品を購入する場合は物品販売に該当するのですけれど

も、今回は張りかえまでを依頼するということで、物品の

販売ではなくて役務の提供と考えました。 

工事ではないというのは自明なのかもしれませんが、私は

わからないのです。工事でないことの理由はどこに着目する

のですか。 

予算の費目がハンセン病療養所運営費の入所者療養諸費

でありまして、工事の整備費ではないために役務の提供を

使わせていただきました。 

どの予算費目を使うのかということと入札参加資格をど

こにするかということは必ずしも連動させる必要もないと

第三者的には思うのです。例えば、予定価格の内訳書を見る

と直接工事費という表現になっています。今回は、たまたま

平野組さんが次の案件の工事でも入れる業者だったのかも

しれませんが、例えば役務と工事両方満たすものであれば少

しでも間口を広げる意図があったのかなと思ったのです。ち

なみに平野組は役務の提供にも名簿に記載があったという

ことなのですか。 

そのとおりです。 

説明の内容も理解ができますが、施設の予算の枠組みと工

事を調達するために出すときの競争参加資格種別は別に考

えるべきではないか。役務でも要するに建設会社がやってい

いわけですね。逆に言うと、工事という名目で出しても同じ

ような結果が得られるのであれば、どちらが幅広く応募がで

きるかということにおいて競争参加資格種別を考えるのか

ということをこれから一工夫していただけませんでしょう

か。 

はい。 

もう一つは、これは１者応札なのですけれども、資料４の

ほうも１者応札ですね。１者応札になったことについての経

緯とか背景とか、タイルカーペットの張り替えで、そんなに

難しい工事でもないわけだから、もっと汎用的にいろいろな

業者が応札してもよさそうに思うのですが、その背景を説明

していただけませんか。 

きょう持ってきました資料ですが、その中で４、５ページ、

特に５ページのほうなのです。東日本大震災の影響で24年度

末まで復旧復興工事の工事量の増加で人手不足があると聞

いておりました。特に規模の少ない業者さんたちが下請の中

に入って、それで業者さんが少なかったと私は聞いておりま

す。 

わかりました。これは登米市ですね。東日本大震災で南三

陸だとか陸前高田だとかはかなりの復興工事があって、そち

らのほうにゼネコンが全部回ってしまっているという背景

があるということですね。 

そうです。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 公園整備工事 

資格種別   ： 建築一式又は土木一式（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者応札の中で、最も契約金額が大きいため。 

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  ： 9,984,000円 

契約金額   ： 9,765,000円 

落札率   ： 97.81％ 



契約締結日 ： 平成 25年 3月 27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）平野組が契約の相手方となった。落札

率は 97.81％である。 

意見・質問 回   答 

１回やったけれども不落だったのですね。 不調です。業者が集まらず不調となりました。 

再度入札をやって、１回目は1,000万で落ちなくて、２回

の入札金額の930万というところで落ちたということです

か。 

そのとおりです。 

１者応札の背景は先ほど言われたとおりということです

ね。 

はい。 

わかりました。ちなみに平野組というのは、等級でいうと

Ｂ、Ｃ、Ｄの何等級なのですか。 

建築一式でＡ等級を持っていまして、土木一式ではＢ等級

になっております。 

これは登米市の案件で、しかも一関は隣の町ですね。 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５】 

審議案件名 ： 福祉・サービス棟更新築整備工事（建築）  

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、最も落札率が大きいため。 

発注部局名 ： 国立療養所多磨全生園 

契約相手方 ： 立建設株式会社 

予定価格  ： 515,000,000円 

契約金額  ： 514,815,000円 

落札率   ： 99.96％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 15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、５者が応札し、最も低い入札金額を提示した立建設（株）が契

約の相手方となった。落札率は 99.96％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式ですね。その技術評価点などをどうやっ

たかを簡単でいいので説明していただきたいのと、入札調書

は何ページにあるのでしょうか。 

入札調書は、111ページです。 

111ページの入札のプロセスみたいなことについて、もう

少し詳しく説明していただけますか。 

プロセスとしましては、１回目は５者入札があったので

すが、全て不落でした。２回目が１者だけ応札がありまし

て、それもまた不落でした。３回目で予定価格に達したの

で契約という形になっております。 

これは連続的に同じ日にやったのですか。 ３月の同じ日です。 

結果として一番技術評価点が低いところが、２回とも不落

だったけれども最後に落札したと見ていいのですか。 

結果的にはそういう形になります。 

ただいまの総合評価のやり方ですが、やり方というか資料

の見方を教えていただきたいのです。16ページに技術評価点

があり、その下に加算点合計がありますが、この合計点が先

ほどの111ページの技術評価点になるのですか。合わないも

のがあってなぜかなと疑問に思ったのです。三浦組というの

があって、16ページだと一番下が9.0になっているのですけ

れども、111ページだと11.5になっているのはなぜか。素朴

な疑問なのですが、その辺が合わないのはなぜですか。 

こちらも把握しかねまして、確認をとらせていただきた

いと思います。 

１回目、２回目不落だったということについては何か背景

に思い当たる節はありますか。 

技術的に私は担当していますけれども、それはわからな

いです。 

予定価格が不当に低かったということもないはずですね。 決められた基準がありますので、その基準に沿って単価、

金額、数量と積み上げています。ですので、我々としては



どこの園も同じような算出の方法で予定価格を立てていま

すので、ここに限ってということはないと思います。 

特に難しい建築工事とも思えない図面なのだけれども、Ａ

ランクというのは妥当だったのですか。 

このランクは予定価格に対応するランクが決まっていま

すので、今回はＢランクの業者さんが応札しているのでは

ないかと思います。三浦組、昇和建設、立です。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 長崎検疫所支所係船場解体工事 

資格種別  ： 建設工事－しゅんせつ（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、低入札価格調査を実施している中

で著しく落札率が低いものについて、適正な履行確保の確認をする必要があるため。 

発注部局名 ： 福岡検疫所 

契約相手方 ： 株式会社西海建設 

予定価格  ： 185,074,180円 

契約金額  ： 99,435,000円 

契約率   ： 53.73％ 

契約締結日 ： 平成 25年 2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、４者が応札し、最も低い入札金額を提示した（株）西海建設が

契約の相手方となった。落札率は 53.73％で、低入札価格調査を行った。 
意見・質問 回   答 

低入札価格調査をしているのですね。それについての概要

を簡単に御説明いただけますか。 

ページでいいますと73ページです。低入札価格調査です

が、厚生労働省大臣官房会計課長通知に基づきまして、書

面を提出していただいたところでヒアリング調査を行って

おります。提出いただいた調書ですが、78ページからです。

会計課長通知に基づき当所で様式を作成いたしまして提出

の上、この資料に基づいてヒアリングの調査を行っており

ます。 

68ページの入札状況を見ると、そもそも予定価格の１億

8,000万に対して西海建設以外も割とかなり安く入れている

わけですが、予定価格の算出はどのようにされているのでし

ょうか。 

予定価格につきましては、今回建築工事ではないという

ことで土木の積算に基づきまして国土交通省の積算基準を

使って歩掛をつくって単価を決め、金額をはじいておりま

す。それと諸経費につきましても国交省の所定の経費を、

一般管理費は、値引きという言い方はいけないのですけれ

ども、多少引かせていただきまして、現場経費も満額とっ

ております。一応基準にのっとって積算をしています。 

こういう解体工事についてもある種の積算根拠みたいな

ものがあるわけなのですか。 

積算根拠というか、経費の積み方、工事費の積み上げ方

はあります。 

結果４者の応札で、西海が落札率53％で落札して、低入札

の調査をしたところ、手持ち工事とか単価とか、特に不安材

料はなかったと受けとめてよろしいですか。 

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７】 

審議案件名 ： LED照明設備導入 

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、著しく落札率が低いものについて、適正な履行確保の確認をする

必要があるため。 

発注部局名 ： 仙台検疫所 

契約相手方 ： 松本事務機株式会社 

予定価格  ： 2,468,550円 

契約金額  ： 703,500円 

落札率   ： 28.50％ 



契約締結日 ： 平成 25年 1月 28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、最も低い入札金額を提示した松本事務機(株)が

契約の相手方となった。落札率は 28.50％である。 

意見・質問 回   答 

予定価格をどのように作成されたのか教えていただけま

すか。 

予定価格のほうは過去の導入実績と宮城県の電気設備工

事の労務単価及び積算基準をもとに算出しております。 

このLEDの蛍光灯の24ページの１のところに、１、２、３、

４があって定価がありますね。値引き率がそれぞれ書いてあ

りますが、この根拠を見せてもらえますか。資料はあります

か。 

値引き率につきましては、平成23年度のときにLEDの設備

を導入しておりましたので、そちらの実績をもとに出して

おります。 

例えば定価は何に基づいていたのですか。 定価は資料の40ページからのものを参照しております。 

どれを見ていいのかなと思っていたのですが、例えば蛍光

管8,000円というものがありますね。これはどれに基づいて

いるのですか。 

44ページになります。2,500lmタイプというものです。 

2,500タイプというものですか。 はい。 

これはどこのメーカーのものなのでしょうか。 パナソニックになります。 

例えばほかのメーカーはないのですか。パナソニック以外

にはないのですか。 

うちのほうで算出した場合はパナソニックのものを参照

して出しております。 

ですから、ほかのメーカーのもので安いものがあるかどう

かという調査はしないのですか。 

うちのもともとについておりました照明器具に取りつけ

られるものということで出しましたので、パナソニックの

もので出しております。 

パナソニックしか取り付けできないのですか。 ほかのものも調べたのですけれども、前年度に導入した

ものに合わせました。 

パナソニックしか取り付けできないのかどうかというこ

とを聞いているのです。 

取り付けできないわけではありません。 

では、ここの検疫所の蛍光灯はほかのメーカーも適用可能

なのですか。 

ほかのメーカーのものでもつけることは可能です。 

では、なぜ安い定価にしなかったのですか。 一般的なものと考えておりました。 

ほかのメーカーにあれば、ほかのメーカーの調査をして、

安い値段のものを予定価格に反映させることはしないので

すか。 

そこは、検討しておりませんでした。 

実際に納入されたのは想定していたパナソニックのもの

が入ったのですか。 

ほかのメーカーのものが入っております。 

  

ちなみに納品されたものを調べてみると、定価や実勢価格

はどんな感じですか。今の小川委員のお話に通じるのかもし

れませんが、ちょっと高目のメーカーなのか、どちらかとい

うと市場価格が安目のメーカーなのか、どちらになります

か。 

その導入されたものの定価については確認できておりま

せん。 

（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 ： 事務用椅子他１８点購入一式 

資格種別  ： 物品販売－（B、C又はD等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、比較的に汎用性の高い物品購入の中で、1者応札であるため。 

発注部局名 ： 関東信越厚生局 

契約相手方 ： 株式会社雄飛堂 

予定価格  ： 2,414,819円 

契約金額  ： 2,094,225円 

落札率   ： 86.72％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 15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)雄飛堂が契約の相手方となった。落札率

は 86.72％である。 

意見・質問 回   答 

公告は埼玉本局でやられるのですか。 そうです。 

納品数量は東京のほうが多いですね。 そうです、ホームページでも公告しますので、極端に言

えば全国から来られるのです。 

入札説明会に４者が来られたというのは、所在地はどこ

なのですか。 

さいたま市内が３者と都内が１者となっております。 

都内からも来ているのですか。 

それと一斉に入れなければいけないことはなくて、少しず

つ入れてもいいということなのですが、例えば品物が少し

足りないとか、まだ調達できないという企業があったとき

に、そのときの幅というのですか、最低限の期限があると

思いますが、そういう幅はどの辺まで許されるのですか。 

やはり年度末までに指定した 19 品目は必ず納品しても

らうというのが調達ですので、１つでも納入できない場合

は、契約が不履行になると考えていますので、そこはでき

る業者が入札してきたということでございます。 

（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９－１】 

審議案件名 ： IPV国内参照品購入契約 

資格種別  ： － 

選定理由   ： 随意契約を実施している案件中、契約内容が同一であり、また、契約した日が近い調達が３件あり、分

割発注の可能性がないか確認する必要があるため。（関連資料９－２，９－３） 

 発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 一般財団法人日本ポリオ研究所 

予定価格  ： 4,864,650円 

契約金額  ： 4,864,650円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 27日 

【審議案件９－２】 

審議案件名 ： IPV国内参照品購入契約 

資格種別  ： － 

選定理由   ： 随意契約を実施している案件中、契約内容が同一であり、また、契約した日が近い調達が３件あり、分

割発注の可能性がないか、確認をする必要があるため。（関連資料９－１，９－３） 

 発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 一般財団法人日本ポリオ研究所 

予定価格  ： 4,864,650円 

契約金額  ： 4,864,650円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 28日 

【審議案件９－３】 

審議案件名 ： IPV国内参照品購入契約 

資格種別  ： － 

選定理由   ： 随意契約を実施している案件中、契約内容が同一であり、また、契約した日が近い調達が３件あり、分

割発注の可能性がないか、確認をする必要があるため。（関連資料９－２，９－３） 

 発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 一般財団法人日本ポリオ研究所 

予定価格  ： 4,305,000円 

契約金額  ： 4,305,000円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 12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。 



結局これは履行期限、納入期限が３月29日で一緒なので

す。調達の内容が全く同一ですね。それを３月12日、３月

28日、３月27日にそれぞれ契約していますね。そこが一番

の課題だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

はい。 

随契理由書を読みますと、国内の提供できる機関がここ

の研究所しかないと書かれているのですが、海外では調達

できるものなのかどうかということです。そう申しますの

は、1,200万円を３つに分けることによって随契、国内には

それしかないという理由にしているのですが、海外にもし

あるとすればWTOで公告して、海外からの調達が義務づけら

れていますので、そのことをなぜしなかったのか。要する

にWTOを回避するために分割してたのでは問題が残るので

はないかと思いました。 

はい。 

だから１点目は小川委員が御指摘のように、確かにこの

案件は国内では１者しかつくれないと書いてあるのだけれ

ども、本当にそうかということと、海外まで視野に入れた

ら調達は可能なのかどうなのかということです。 

今回購入したＩＰＶ（不活化ポリオウイルス）国内参照

品は、セービン株（弱毒性）由来の参照品です。この参照

品を販売している一般財団法人日本ポリオ研究所は、セー

ビン株由来不活化ポリオウイルスワクチンを製造する特

許（別添PDF参照）を有し、世界で唯一、セービン株由来

不活化ポリオウイルスワクチンの生産を行っているため、

同法人以外からは、購入することが出来ないのです。なお、

海外ではこのセービン株由来の不活化ポリオワクチンを

製造しておらず、ソーク株（強毒株）由来のワクチンが生

産されているため、海外の業者から購入出来ないのです。 

２点目は、納入期限が３月29日で全く同じで同じ物品名

なのだけれども、３月12日、３月27日、３月28日と分割し

て契約しているのはなぜですか。 

３月１２日に契約した後、今後新たに参入するワクチン

製造メーカーの増加及びＷＨＯがセービン株由来参照品

を国際標準品として採用することが予測され、ワクチン製

造メーカーへ分与する必要量の増加が見込まれたため、３

月２７日に新たに契約したものです。しかし、３月２８日

になって担当係が３月２７日に契約した数量に誤りがあ

ったことに気が付き、急遽再び契約したものです。以上の

理由からＷＴＯ政府調達を回避するために分割契約した

との認識はありませんが、事務手続きの不具合から発生し

たものであり、今後は適正に事務処理を行うようにいたし

ます。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： ビルマ平和記念碑補修工事 

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く、また、不洛随意契約の妥当性を確認するため。 

 発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社佐藤企業 

予定価格  ： 11,999,400円 

契約金額  ： 11,970,000円 

落札率   ： 99.75％ 

契約締結日 ： 平成 25年 1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）佐藤企業と随意契約を行った。 

不落のもとの入札のほうの公告の方法はどういうことで

すか。最初というか、随契としては上がってきていますけ

れども、もともと入札ですね。入札のときの公告の手段は

どういうものですか。 

ホームページと、５号館の１階に掲示しております。 

ただ、海外の工事なので対応できるところが国内のもの

よりも限られるとは思うのですが、ある程度応じてくれそ

うだなというところはそんなに少なくないのでしょうか。

理由としては、やはり海外というのが一番大きいのと、

現地の調達とかいう兼ね合いが１者応札の要因ではない

のかなと思っております。 



たまたま１者応札で、１者で不落という形になっています

が、１者であることについて思い当たる節というか、理由

みたいなもので考えられるものはありますか。 

逆に、ある程度心当たりというか、思いつくとすればそ

れを解消するための方策は何か考える余地はありますか。

わかりませんけれども、例えばもっと余裕を持って公告を

しておくとか、工夫の余地はあるのでしょうか。 

１つ検討できるとするならば、公告期間をかなり長くと

りまして、現地調達が可能な準備というのですか、業者さ

んのほうで準備できる期間を確保するのが１者応札を避

ける一番の要因なのかなと思います。 

もともとの公示期間はどれくらいとっていたのですか。

不落のその日のうちにやっているからもとも同じなのです

ね。１月31日～３月15日なのですね。 

当初は３カ月一応見ています。 

もともとの入札がいつで、そのときのものはどこを見る

と、結果的に不落随契の案件として上がってきてしまって

いるので、不落随契の最後のときの資料しかないのですか。

いつの入札で不調だったのですか。 

こちらのほうですが、２回公告をしておりまして、１回

目が 12 月３日に開札をしております。そのときも不調で

した。１回目の不調を受けまして、２回目の開札を１月

25 日に行っております。１月 25 日も不調でして、こちら

に応札に来ました佐藤企業と不落随契を行っております。 

その後、補修は何回かやられているのですか。今、資料

を見ましたら、76ページに平成24年度第11回審査調書があ

るのですが、これにもビルマ平和記念碑補修工事というの

があって、これとどういう関係があるのかなと思ったので

す。 

聞いたところによりますと、移転後は１回も補修はして

いなくて、今回が初めてだったと聞いております。 

では、ここに載っている審査調書で言っているビルマ平

和記念碑補修工事は、1,200万円とか何とかというのはこの

ことなのですか、同じことなのでしょうか。それを鹿島建

設が落札したのですか。 

失礼しました、平成10年から１度前回の調達状況にある

18年のときに経年劣化等を理由に現地政府のほうからも、

あと現地に赴いている遺族の方からも劣化についての報

告を受けまして、補修調査を行った後、18年に簡単な補修

を実施しているところです。 

前回は、1,150万円くらいですね。このときも１者応札だ

ったのですが、鹿島建設は今回の入札には参加しなかった

ということですね。 

鹿島建設さんはＡランクですので今回対象外になって、

今回Ｄランクで２回まで行ったのですけれども、Ｂ、Ｃ、

Ｄまで行きまして、Ａまでは行っておりません。 

今、小川委員が御指摘の76ページは、公告を24年10月に

出して、提案書、入札とかいうのは11月にも不調だったわ

けですか。不落だったのですか。 

この審査調書ですが、10月４日の公共調達委員会のほう

に審議していただきまして、１回目の入札が12月３日にな

ります。 

そうか、それで先ほど12月３日は不落だったとおっしゃ

ったのですね。 

不調です。 

それのもとになっているのが76ページなのですね。 そうです。 

それで、再び１月25日になされてまた不調、今回は１月

31日に不落の随契をした。それまでももう一度不調だった

のですか、不落だったのですか。 

１月25日は不落です。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 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） 


