
平成２５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２５年１０月１０日（木） 厚生労働省専用第２３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 4月 1日～平成 25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 ： エレベーター保守点検業務委託（給食棟） 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、新規案件で競争性のない随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ： 三菱電機ビルテクノサービス株式会社中国支社 

予定価格  ： 1,213,121円 

契約金額  ： 1,108,800円 

契約率   ： 91.40％ 

契約締結日 ： 平成25年4月1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 

随意契約の理由で、エレベーターが三菱電機社製であり、

電話回線を介して遠隔監視メンテナンスが行えるのは三菱

電機ビルテクノサービス株式会社のみとありますが、この社

しかできないという理由が理解できないので、説明をしてい

ただけますか。 

エレベーターは、平成24年４月から稼働をし、平成24年

度の保守は無償であり、平成25年度から新たに保守点検業

務委託契約を締結したものです。随意契約理由にも書いて

ありますが、保守業務を１年行った実績があり、また、三

菱電機製のエレベーターの保守内容には大きく３つの独特

の機能がありました。１つ目ががELE－Quickでして、これ

は地震時管制運転装置の動作により休止した場合に、自動

で関連機器を診断し、機器に異常がないことを確認して自

動で仮復旧をすることができるというものです。２つ目が

遠隔機器点検ということで、これはエレベーターの運行状

態を常時記録し、定期的に機器及び運転機能を点検するこ

とができるものです。３つ目が遠隔診断で、設定した時間

帯に自動運転を行わせて、定期的に機器及び運転機能を診

断するといったものです。一般的な定期点検は他社、他業

者でも可能なのですが、導入したのがたまたま三菱製のエ

レベーターなので、当初からリモートメンテナンス機能が

付随していましたので、次年度以降もそのシステムを使っ

て保守業務を委託するほうが経済的であると判断したもの

です。 

今、説明があったのは、常に遠隔監視でエレベーターをチ 仕様書の中にありますが、主に３点です。１つ目が遠隔



ェックしているということですが、当園が発注する保守契約

は遠隔監視をしながら保守契約をすることになっているの

ですか。契約内容はどのようになっていますか。 

機器による対象設備の運行状態の常時記録、２つ目で対象

設備の運行状態を良好に保つための定期的な点検、これは

一般的な定期点検です、３つ目で異常事態に対応できる監

視と連絡の確保、これも一般的な保守契約に入るかと思い

ますが、１つ目のところの遠隔機器による対象設備の運行

状態の記録を含めて契約を行ったところに独自性があると

考えています。 

工事の仕様書に、エレベーターは三菱電機製を入れること

になっているのか、それとも別のところで誰かが決めている

のですか。 

エレベーターは、工事とは別に入札を行ったと思います。 

そのエレベーターの入札を行うときに三菱電機製になっ

たのは、発注者側が仕様書で、決定したことなのか、それと

も、落札した施工業者さんが三菱電機製を導入したというこ

となのか、どちらかわかりますか。 

それはもちろん園側の希望に沿ったものを入れてもらっ

たという形です。業者側の意向ではありません。 

工事のときに園側で三菱電機製のエレベーターというの

を特定して発注しているのですか。 

三菱でないといけないということでは入札は行っており

ません。 

例えばトータルで維持費のコストも考えてあるメーカー

の機種を選定して、意図的に決めましたというのであるとわ

かりやすいのですが、たまたま入った三菱電機製で、その結

果保守契約が基本的には未来永劫続くことになったのは施

工業者さんが三菱電機製を導入したからなのでしょうか。 

保守契約を三菱電機に未来永劫発注することは考えてお

りませんでしたが、結果的にそういうことになるのかと言

われましたら、そうなるのかなという気もします。 

このエレベーターが入った時点である意味で随意契約は

仕方がないのかもしれませんが、全体として判断の適正があ

ったのか疑問です。三菱電機製のエレベーターを入れればこ

うなることは恐らくわかっているわけですね。トータルで見

たときのコストの判断はどうしたらいいのかなと思いまし

た。たまたま今回は三菱電機で予定価格と金額が折り合って

契約に至っていますが、例えば次年度以降これが見直される

可能性とか、より安くとか、より高くなるとかいう可能性を

どのように考えているのでしょうか。 

来年度以降は複数者から保守契約の見積もりを徴取して

金額の比較検討を行いたいと考えております。 

確認ですけれども、来年度は複数者の入札をするのです

ね。 

入札をするかまでは決まっていません。 

しかしながら、「同社以外に保守業務を行うことができず」

という記載と矛盾が生じませんか。 

仮に他業者に保守契約を依頼することになりますと、リ

モートメンテナンスのシステム自体をそっくり取りかえる

必要が出てくるかと思います。そうなりますと入札を行っ

たとしても実質的に経費的には恐らく他業者が落とすこと

は難しいかなとは考えております。 

それでは、未来永劫ここと随契にするという予見はあるの

ですね。 

それは可能性としてはあります。 

ちょっと納得ができません。このエレベーターを導入した

ときに保守点検は随契がずっと続くことは予見しておられ

たわけですか。 

当時は私もいなかったのですが、そこまで考えて入れた

かどうかは不明です。恐らくそこまでは、将来何年も先の

ことまでは考えてはいなかったのではないかとは推測され

ます。 

一般的にエレベーターそのものの購入については、厚生労

働省のこの建物にしてもそうですが、維持もやっています。

その場合もやはり今、説明のあった理屈で随意契約をほぼ未

来永劫やるというになっているのかどうかというのが非常

に疑問に思いますが、どうなのですか。役所の建物のエレベ

ーターの保守管理をやっていますね。 

常時人が利用しますので、やはり定期点検だけでは難し

いです。緊急時の対応ももちろん必要ですし、そのための

一つの手段としてリモートシステムを導入して常時監視で

きるような体制を整えることが必要かと考えています。 

常時監視なのですが、常時監視をすることによってこれは

割高になるのか、割安になるのか、どちらに働くのですか。

きょうの審議案件で７に別のところのエレベーターの保守

が入っていますね。そこは一般競争入札になっているので

す。マンションとかを見ても、別にメーカー系列でなくても

まず必須かどうかという点につきましては、当園の独自

性のようなものが２点あります。１つはハンセン病療養所

の施設であるということ。給食棟ではありますが、入所者

さんも利用することがありますし、入所者へ提供する温冷

配膳車を上げ下げするために毎日このエレベーターを使用



一般的な保守はできるはずで、恐らくこの事案は遠隔監視と

いうあるシステムというか、つながっている回線みたいなも

のを前提としているから随意契約になってしまっていると

思うのです。それともこういう施設のエレベーターには遠隔

監視が本当に必須なのでしょうか。 

しております。それと立地的に現在は本土と橋がかかって

いるとはいえ、長島という海に浮かぶ島になっております

ので、緊急時何かあって職員、園側から電話ですぐ来てく

ださいと連絡しても、割と対応までに時間がかかるという

ことになりますので、リモートシステムで自動監視をして

もらっていたら、職員が気づく前に自動的にセンターのほ

うで異常をキャッチして派遣してもらえるというメリット

はあるかと思っています。 

 この機能を付加することによって金額が高くなるか、割

安になるかというところまでは、正直申し上げて検討はし

ておりません。 

違う質問ですが、予定価格はどのように算出されたのでし

ょうか。 

 

資料の５ページのところに予定価格調書がありますが、

その根拠としましては６ページのところへ算出の内訳をつ

けております。この考え方としましては、さらに７ページ

に添付しております『物価資料』の2013年３月号を利用し

まして、『物価資料』に載っているエレベーターとスペッ

クが異なりますので、それぞれデータに基づきまして差し

引きを行いまして、さらに特殊な装置につきましてはプラ

スをしまして年額の税込みということで予定価格を算出い

たしました。 

わかりました。「同社以外に保守業務を行うことができず」

と記載してあって、来年度以降予定価格を上回る金額でしか

三菱電機テクノサービスが出してこなかったらどういうこ

とになるのですか。 

その場合は価格交渉をして、何とか下げてもらうように

努力したいとは考えております。 

（分科会長の意見） 

立地条件等々から、遠隔診断をチョイスしたことはわか

らなくもありません。エレベーターの機種導入時に保守点検

はビルテクノサービスしかできないことを予見していたか

予見していなかったのかも不明なところがあって、今回は随

契で処理をしたことについては理解できる点はありますが、

しかしながら来年度以降ずっとこの随契が続いていくこと

になるのかについては、そうでない方法をいろいろな意味で

検討していただく必要があると思いますので、そういうこと

についてぜひ御留意をお願いします。 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 国立療養所星塚敬愛園集会所等空調機更新工事にかかる設計業務 

資格種別  ： 建築関係コンサルタント業務（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、設計・コンサル関係の中で、最も契約金額が大きく、また、１者

応札であるため。 

発注部局名 ： 国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ： 株式会社プランディー 

予定価格  ： 4,490,850円 

契約金額  ： 3,864,000円 

契約率   ： 86.04％ 

契約締結日 ： 平成25年5月30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）プランディーが契約の相手方となった。

落札率は 86.04％である。 

意見・質問 回   答 

 １者応札であったことについて、何か理由は考えられます

か。 

その辺の理由はわかりません。最後のページに新聞を添

付しています。ここで公告情報という欄に掲載をしていま

すが、応札者は１者しかなかった状況です。 

公告が５月７日、入札が５月30日、１カ月弱というのはこ

のような案件では通常のことでしょうか。 

 一応公告期間は土日を除いて10日以上確保していますの

で、問題ないと思っています。 



ちなみに資料を取りに来たとか、お問い合わせがあったと

ころも含めてこの１者しかなかったということになるので

すか。 

その辺はうちのほうでも把握しておりません。 

今回は更新なのですけれども、空調機そのものを設置した

ときの設計はどこが行ったのですか。 

これは園内の建物全体に波及しているものですから、そ

の時々の建物の設計が全て同じ業者ではないので、一概に

ここということは言えないです。 

それはこの会社ではなくて別の会社が設計したというこ

となのですか。 

その可能性はございます。 

１者応札にならないような努力はほかにどのようなこと

が考えられますか。 

一応新聞に掲載していますので、あとは各都道府県に設

計事務所協会みたいなものがあるかもしれないので、そこ

に情報提供するかということになろうと思います。ただ、

新聞に出していれば、それなりに事務所の方も興味があれ

ばそれを見て応募してくることになると思いますので、こ

れ以上のことはわかりかねるところです。 

今回『鹿児島建設新聞』ですけれども、本件の設計対象は

鹿児島県内の事業所でないとだめだという条件がついてい

るのですか。 

鹿児島県内に本店、支店、営業所があるという話になり

ます。 

（分科会長の意見） 

経緯を伺ってみると不適切なことがあったわけではなく

て、いろいろな事情で１者応札になってしまったということ

で特にコメントはございません。今後とも複数の応札がある

ような、競争力が働くような入札にしていただくよう、なお

一層の努力をお願いします。 

はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 不自由者棟更新築整備工事（Ⅱ期）工事及び渡り廊下棟整備工事監理業務 

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 ： 国立駿河療養所 

契約相手方 ： 株式会社日建築設計事務所 

予定価格  ： 7,096,950円 

契約金額  ： 3,045,000円 

契約率   ： 42.91％ 

契約締結日 ： 平成 25年 4月 12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掲示した（株）日建築設計

事務所が契約の相手方となった。落札率は42.91％である。 

意見・質問 回   答 

この１者だけが著しく低いわけですね。これは1,000万に

満たないので、低入札価格調査は実施しなくてよいのです

ね。 

そのとおりです。 

現在は順調に仕事が進んでいるのでしょうか。 ここの事務所はⅠ期工事のときにも監理業務を受託して

いますので、そういった意味では、なれているようなとこ

ろもありますので、今のところ順調に進んでいます。 

設計ではなくて工事監理だから、既に１期をやっていて、

引き続きという意味でかなり低く落札したのですか。 

そこは何とも言えないです。ただ継続しているわけでは

ないので、そういった意味では新たな競争をした結果だと

は思うのです。やはり前回のⅠ期工事と同様の建物ですの

で、そういう経験という部分は十分あると思います。 

（分科会長の意見） 

 それでは、低入札ではありますけれども、適切な入札が行

われて、多分前回のⅠ期の経験みたいなものを生かそうとし

てかなり安くとったというような背景も理解できましたの

で、特に指摘事項なしとさせていただきます。 

はい。 



【審議案件４】 

審議案件名 ： ポリ塩化ビフェニル廃棄物（PCB）処理費用一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、新規案件で競争性のない随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 四国厚生支局 

契約相手方 ： 日本環境安全事業株式会社 

予定価格  ： 2,587,200円 

契約金額  ： 2,587,200円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 5月 16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 

これは厚生労働省案件以外でも全部日本環境安全事業株

式会社がやるのですか。 

当然そういうことになります。 

教えてもらいたいのですけれども、この安定器そのものの

発生元はどこから持ってきたものなのですか。 

こちらは購入したものです。まだ昭和 38 年ごろに蛍光灯

には PCB が使用されていました。 

民間の会社が購入したものですか。 庁舎の蛍光灯についていたものなので、国で購入したも

のです。それをそのまま使用していたのですが、庁舎を廃

止する時に廃棄物の環境問題等がありましたので廃棄がで

きずずっと持ち続けていたのです。 

そうすると、民間が持っているものはどういうふうな処理

をされるのですか。 

民間も同様です。民間も同じくずっと保有していて、同

じようにここの日本環境安全事業株式会社で処分をしま

す。 

そこに頼むわけですか。 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５】 

審議案件名 ： 電気・空調・衛生設備の維持及び運転管理業務 

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ため 

発注部局名 ： 国立保険医療科学院 

契約相手方 ： ニュービルメン協同組合 

予定価格  ： 60,218,834円 

契約金額  ： 33,600,000円 

契約率   ： 55.80％ 

契約締結日 ： 平成 25年 4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、2 者が応札し、最も低い入札金額を掲示したニュービルメン協同

組合が契約の相手方となった。落札率は 55.80％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

平成 24 年度の契約金額は、4,700 万円ですね。 4,476万円で落札しています。 

今年度はいくらですか。 3,200万円です。 

その差額は何なのですか。 恐らくですが、昨年度4,400万円で落札し、第２位の会社

が4,599万円くらいで応札しています。競争の中でどうして

も落札したかったものと思います。 

ダンピングというか、下げたわけですね。 取り返されないようにということで、守るために相手が

絶対引かないくらいまで下げたと思います。 

下げた中身は何かわからないのですか。 会社としては当然雇用の維持という観点からだと思われ

ます。もしかしたら赤字になってもいいからというところ

もあったのかもしれません。ただ、そこはどうしてもこち

らのほうには提示してくれません。 

 参考ですが、23年の入札におきましてニュービルメンさ



んは5,400万、24年におきましては３者入札しておりまし

て、別の新生ビルテクノさんという方も入札されたのです

けれども、5,280万円という入札をされていますので、普通

に計算して利益をとろうとするとやはり5,000万円台の入

札が入ってくるのかなと考えております。 

確認ですが、ニュービルメン協同組合は現在まで順調に仕

事を履行しているのですか。 

昨年度、今年度におきまして今のところ特に問題なく業

務を履行しています。 

開札調書、80ページを見ると、ニュービルメンが3,200万

円、日本不動産管理が4,080万円、いずれも予定価格を大き

く下回って、この２つの会社は激しい競争を始めているとい

う感じなのですが、一方、予定価格の算定についてはきちん

とした手続が踏まれているわけなのでしょうか。 

予定価格につきまして２者の見積もりをいただきまし

て、5,700万という形の予定価格をつくらせていただきまし

た。前年度の反映も考えたのですが、どうしても省エネと

いう観点の必要性がありまして、エネルギー診断士を今年

度業者側に求めたものですから、前年度の実績ではなくて、

今回取り寄せた見積もりの中で改めて予定価格を算定させ

ていただいたところです。 

予定価格を決めるときはいわゆる建築みたいに『建設物

価』を積み上げてやるということではなくて、該当の幾つか

の業者から見積もりを出させて、それで決めるのですか。 

案件は人件費が大半になってしまいますので、業者の見

積もりで算出しています。どうしてもシフト体制という形

であり、平日ですと日中４名必要であるとか、あるいは夜

間は２名常駐して対応が必要であることから積算が難しい

です。 

そうすると、そういう人件費を積算して国立保健医療科学

院が予定価格をみずから算定することはできないわけです

か。 

それが適正なのかどうかは私のほうでもわかりません

が、これまでのところで5,200万円とか昨年度も入札してい

る会社がありますので、そんなに遜色はないと考えていま

す。 

見積もりを出すときは五千数百万と出してきたけれども、

実際に応札するときには仕事を取りたいということでかな

り下げてという背景なのですか。 

本件につきましてはそう思われます。日本不動産管理は

24年度にとられたという形で、25年に取り返しにきたので

はないかと考えます。ただ、そこはニュービルメンはさら

にとられ返さないようにと、雇用の維持という形でここの

業務がとれなくなってしまいますと、今、雇用している人

間の行き場といったことを考えて必死になったのかとは思

います。 

（分科会長の意見） 

わかりました。業者の間の価格競争が働いて、低入札価格

ではあるけれども効率的な入札ができて、業務も一応滞りな

く行われているということで、特に指摘することはありませ

ん。 

 

【審議案件６－１】 

審議案件名 ： 指定添加物の安全性に関する試験（５‘－ウリジル酸ニナトリウムに関する９０日間反復投与毒性試

験）一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性。＜関連資料６－２，６－３＞ 

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  ： 4,227,300円 

契約金額  ： 4,227,300円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 4月 1日 

【審議案件６－２】 

審議案件名 ： 指定添加物の安全性に関する試験（L-システイン塩酸塩に関する９０日間反復投与毒性試験）一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性。＜関連資料６－１，６－３＞ 

発注部局名 ： 国立医薬食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社ボゾリサーチセンター 

予定価格  ： 3,906,000円 



契約金額  ： 3,906,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 4月 1日 

【審議案件６－３】 

審議案件名 ： 指定添加物の安全性に関する試験（リボフラビン酪酸エステルに関する９０日間反復投与毒性試験）

一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性。＜関連資料６－１，６－２＞ 

発注部局名 ： 国立医薬食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社DIMS医科学研究所 

予定価格  ： 3,780,000円 

契約金額  ： 3,780,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 4月 1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 

前年度が用量設定試験、本年度が本試験ということなので

すね。 

はい。 

前年度の用量設定試験の業者を決めるときには競争性が

働く入札が行われたのですか。 

一般競争入札を行いました。 

何者応札でしたでしょうか。 ５者です。 

極めて特殊な試験というわけではないのですね。 はい。 

用量設定試験と本試験を同じ試験施設で実施することが

望ましいということはわからなくはないのですが、それは絶

対条件なのですか。そこがよくわかりません。スペックをち

ゃんと決めておけばほかの業者でもできそうな気がします

が、そういうものでもないのですか。 

一応基本的に一連の流れに近いようなものになっていま

す。先ほど申し上げたとおり用量設定試験と本試験が別々

の業者になることによって環境が変わる形になり、特に動

物試験等においてはそういった軽微な環境が変わることに

よっても試験の結果に影響を及ぼす可能性が大きくありま

すので、同一のところでやることが望ましいと考えていま

す。 

２年目の本試験が随契であることを予見して、１年目の用

量設定試験をかなり無理してダンピングしてとってという

作用が働くことはないのですか。 

 １年目に５者で入札をして一番低い業者が業務を行って

いますが、２年目は１年目の応札金額を基に１日当たりの

単価を算出し、それに２年目の業務日数を掛けて予定価格

を作っていますので、基本的には１年目の最低落札者より

低い価格でないと落札はできないということは考えられる

と思います。 

ということは、２年目随契を見越して異様にダンピングし

て１年目をとっても、２年目の随契の金額に１年目の実績が

反映されるということですね。 

はい。 

予定価格の算出の方法なのですが、添付されているものを

見ると、業者さんから見積もりをとって、その金額をそのま

ま予定価格にして３件とも100％になっているような資料で

す。もしこちらのイニシアチブで算定できるのであれば、資

料と関係が違うと思うのです。今の１日当たり単価というの

は、こちらの発注者側としてはどのように認識しているので

しょうか。 

一応一番初めに今年度分として同じ契約を予定している

業者から見積もりを徴取いたしまして、昨年度の契約をし

た金額と比較をいたしまして、それが日数に応じて何倍以

下であるかというのを比較した上でその見積もりを採用と

しています。 

発注者側で把握している数字よりも安かったから業者の

見積もりのほうを使ったということですか。 

そうです。 

初年度で設定試験のときに５者で競争したときの落札率

というのですか、それは参考にしないのですか。要するに５

者ですれば最も安いところで、役所のほうでつくった予定価

格の、例えば何％かわからないけれども、本試験の予定価格

をつくるときもそれをベースにしないのですか。前年度の用

昨年度は予定価格が 332 万 5,000 円ということで、これ

は３者の平均をとって見積もりをとっています。落札が134

万 2,000 円ですので、半分以下ということになっています。 



量設定試験のときの落札率はどれぐらいになっていますか。 

半分以下の落札率になっているのだったら、それを参考に

して予定価格を算出しないのですか。 

前年度の契約金額に対して割合、実験の日数とかボリュ

ームとかを掛けて、案分で相手方に参考見積もり等をとっ

ていますので、それを予定価格にしております。 

昨年用量設定試験のときはですね。 はい。 

では、本件は同じようなやり方をしないのですか。本件は、

今年度は昨年の実績を踏まえて今回の予定価格の落札率を

考えないのですか。相手方の見積もりをそのまま採用するの

ではなく。 

一応昨年の落札金額に応じて先ほど言った案分の金額で

相手方も出てきていますので、私どもの予定価格も同じよ

うな算定方法をしたということになります。 

もともと昨年の予定価格は相手方からとった見積りなの

でしょう。 

１年目はそうです。 

要するに年度を分けてやっているからそういう考え方に

なるのであって、逆に言えば、１年間の中で継続して用量設

定試験と本試験をやれば、見積もりでもいいですけれども、

１回で予定価格を組んで競争させたら半分以下になりまし

たねということで競争が働くのですが、そういうふうなこと

が実態的に行われているかどうかを伺っているのです。つま

り年度を越えたとしてもです。 

一応前年度の落札金額で、例えばそれがことしの５分の

１のボリュームの仕事だと、昨年度がことしの何分の１か

の落札金額であれば、単純な案分でうちのほうも予定価格

をつくる、業者のほうも大体その金額で来ているというこ

とで、結果的に 100％になってしまったのです。 

 いわゆる用量設定試験・前年度と本試験・今年度をできる

だけ同じエンバイロンメント、環境でやって数字を得たいと

いうことですね。それは確認しました。 

 ２点目は、前年度は５者入札の入札が働いた。その場合、

今年度が随契ということを見越して、それをとりたいために

前年度かなり一生懸命頑張って値引きしてとったというこ

とではなくて、今年度の価格は前年度入札で落とした金額

の、例えばことしの仕事が２倍だったら、発注者も受けるほ

うもそのベースで２倍の金額で積算する。したがって、今年

度の価格設定についてもいわゆる前年度の実績の案分でこ

としの価格がはじかれているので、そういう意味では発注者

の積算と随契で仕事を受ける業者の積算はほぼ一致すると

いうことですね。 

ですから、前年度の入札がそのまま生きている形になり

ます。 

つまりことしの価格設定には前年度の入札時における価

格設定がちゃんと影響しているわけですね。 

そうです。逆に言えば、今年度同じような形で予定価格

をつくると、多分高くなってしまうのではないかと思うの

です。ですから、そういう形で予定価格を算定させていた

だきました。 

ちょっと気になったのは、７ページの見積書が、８ページ

も同じ金額が出ているのですけれども、その金額自体が前年

度の落札比率に応じた金額で出ていると考えていいのです

ね。 

はい。 

こういうものは債務負担行為みたいに２年間分の仕事を

まとめて発注するのはできないのですか。 

これは今までもそういう御指摘があって、我々も毎年支

出委任でこの業務、どういう業務が来るかわからないもの

ですから、来て、今年度は前年度と同じ業務をやってくれ

ということなのでやっていますけれども、私も３年目です

が、当然ここの委員会でも毎回同じような債務負担行為で

やれということですのでそれは申し入れをしているので

す。 

ちなみに６－２、６－３も今のディスカッションした内容

とほとんど同じですか。 

同じでございます。 

６－２も６－３も一応複数の応札が初年度あったのです

か。 

６－２についても５者、予定価格に対して同じ348万で

124万ですからやはり半分以下、最後のリボフラビンについ

ても５者で、ちょっと確認できていないのですが、多分同

じような業者だと思います。 

複数業者の応札があったということだけ確認できれば大 同じく半分以下ということで落札しております。 



丈夫です。 

（分科会長の意見） 

わかりました。少なくともことし随契でやったことについて

の背景とか理由はよく理解しましたので、特に指摘事項はあ

りません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ： 労働委員会会館昇降機保守 

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、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 ： 中央労働委員会事務局 

契約相手方 ： 日本オーチス・エレベーター株式会社 

予定価格  ： 4,425,597円 

契約金額  ： 932,400円 

契約率   ： 21.07％ 

契約締結日 ：平成 25年 4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、3 者応札があり、最も低い入札金額を掲示した日本オーチス・エ

レベーター(株)が契約の相手方となった。落札率は 21.07％である。 

意見・質問 回   答 

前年も同種の発注をされているのだとすれば、そのときの

金額と業者さんを教えていただけますか。 

24年度につきましては、契約金額は100万800円となりま

す。昨年は２者応札者がありました。平成21年のときは３

者で237万になりますので、年々下がっているというのが実

情になります。 

昨年の契約の相手方はどこですか。24年の業者さんの名前

です。 

昨年は、エス・イー・シーエレベーターという別会社に

なります。 

確認なのですけれども、これは順調に履行されているので

すか。 

照明をかえていただいてエレベーターが明るくなったと

いう話等があるので、むしろ全然何も問題なく現在履行さ

れています。 

予定価格はどうやって算定するのですか。 予定価格は９ページにあるのですけれども、こちらは一

般的な積算の方法になりまして、国土交通省が定めている

積算要領に従ってそれぞれ歩掛を掛けて、一番最後に、こ

れも同じ国交省が定めている労務単価、技師と技師補の２

万1,400円と１万7,200円を掛けて作成していますので、国

交省の基準をもとに作成しています。 

予定価格に対して実勢の価格が極めて低いわけですが、た

だ国交省の基準に基づいて機械的に算定しているわけだか

ら、少なくとも中央労働委員会事務局の責任では全然ないわ

けですね。 

市場価格は大体この金額ではあると、入札していくとど

んどん下がっていくので、結果的にこういう低入札になっ

てしまったというところだと思います。 

（分科会長の意見） 

国交省の基準が、もしかしたら実勢からかけ離れているの

かもしれません。承りました。いわゆる落札率が低いわけで

すが、業者間のかなりの競争が働いていて効率的な入札がで

きていて、かつ業務も遅滞なく履行されているということ

で、特に指摘事項なしということにさせていただきます。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 厚生労働省上石神井庁舎電算棟空調機器増設工事 

資格種別  ： 建設工事－建築一式工事又は管工事（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いため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 日本ビルコン株式会社 

予定価格  ： 56,652,724円 

契約金額  ： 51,975,000円 



契約率   ： 91.74％ 

契約締結日 ：平成 25年 5月 16日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格方式）を行ったところ、4者応札があり、最も低い入札金額を掲示した、日本ビルコン（株）

が契約の相手方となった。落札率は、91.74％である。 

（分科会長の意見） 

 この案件については最も契約金額が大きいということで審

議案件とさせていただきましたが、結果として４者が応札し

ていて、落札率が91％、経緯に指摘することは特にないと思

いますので、指摘事項はありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 厚生労働省上石神井庁舎電算棟電力監視装置設置工事 

資格種別  ： 建設工事－電気通信工事（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者応札の中で、最も契約金額が大きく、また落札率が高いため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 株式会社ウェバートン 

予定価格  ： 8,314,782円 

契約金額  ： 8,274,000円 

契約率   ： 99.51％ 

契約締結日 ： 平成 25年 5月 16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）ウェバートンが契約の相

手方となった。落札率は 99.51％である。 
１者応札になった心当たりというか、原因みたいなところ

で何か思い当たるところはありますか。 

入札説明書を受領した別の業者に確認したところ、資料

の４ページ、仕様書の「５ 工事概要」の２）ですが、無

停電作業を条件としておりまして、電気が流れたままやる

のが余りあるケースではないということでした。その点が

今回１者になった原因として認識してます。 

無停電作業は一定の技術力が要るのですか。 そこまでは確認が出来ていませんが、その業者からはそ

ういう話がありました。 

先ほどの空調機器増設工事は同じような官報または掲示

による公告で、周知期間も大体同じようなもので、先ほどは

４者応札があって、今回は１者応札ですね。だから期間とか

公示の方法に何か特段問題があったとも言えないですかね。 

こちらの案件は公告期間が営業日で10日以上はとったの

ですが、事実上12日間くらいでしたので、御指摘のとおり

そういった点も確かに１者応札の要因であったとは推測さ

れます。 

これはもう既に電力監視装置というものがあって、それを

取りつけるという工事なのですか。 

もともと電算棟と言われる大きな建物なのですが、そこ

が１階、２階、３階とコンピュータールームになっており

まして、全体で電力がこれだけ使われているという管理は

できていたのですが、さらに各部屋ごとに分かれておりま

して、そこに新たに電力監視装置を配電盤のところに設置

したものです。 

では、ある程度電力監視装置の価格が決まっていれば、あ

とは据えつける工事についての競争だから、そんなに落札率

が落ちるわけでもないわけですか。 

規模的にそんなに大きい調達ではなかったということも

あって、落札率については近いものとなったと考えており

ます。 

（分科会長の意見） 

１者応札で残念ではありましたが、適切な手続がとられ

ているということで、今後できるだけ公告の方法とか期間で

多数の応札が少しでもあるように努力をしていただきたい

という要望をつけまして、特に指摘事項はありません。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： 硫黄島周囲警戒装置設置工事 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 鹿島建設株式会社東京土木支店 



予定価格  ： 14,873,006円 

契約金額  ： 14,175,000円 

契約率   ： 95.31％ 

契約締結日 ：平成 25年 3月 15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。 

随契理由をもう少し説明していただけますか。 硫黄島の貯水池周辺への立ち入りを未然に防ぐための

警戒装置の設置工事ということになります。現地は自衛隊

しかいない基地でございまして、自衛隊基地のメンテナン

スといいますか、それを請け負っています鹿島建設しか業

者がおりません。また、現地は自衛隊の基地しかない離島

に指定されておりまして、定期の航路、それから、飛行機

便の航路がありません。そのために自衛隊関係で現地にい

る鹿島建設と随意契約を行ったものです。 

要するに硫黄島には鹿島しかいないので、随意契約を行

ったということなのですか。 

そうです。 

これが厚生労働省案件になっているのは、あくまでも遺

骨収集の遺族とかボランティアの危険を防ぐという意味で

の厚生労働省案件ということですか。 

そうです。硫黄島の遺骨収容につきましては平成23年か

ら24、25と集中実施期間ということで大々的な事業を実施

しています。年間毎月現地に職員が常駐しまして、全島く

まなく探査をして、探査した遺骨を収容するのに通年で毎

月必ず派遣するという事業をしています。そのために職員

と遺族と派遣団を組んで実施していたわけなのですが、集

中実施期間のときには多くのボランティアの方々にも行

っていただくということで、遺骨収容も知らなければ硫黄

島も知らなくて現地に不案内な方々をたくさんお連れす

ることになります。そのために防衛省と協議して、貯水池

の周辺は、非常に危険だということがありましたので、周

囲警戒装置を設置し、貯水池にボランティアが落ちたりし

ないようにしました。やはりこういった国家事業でありま

すので、けが人が出たり、死亡者が出ますと続けることが

できませんので、十分注意するということでこういった機

械を設置させていただいたものです。 

この予定価格はどういう方法でどなたが設定されたので

すか。 

予定価格ですが、労務費につきましては24年度の公共工

事設計労務単価を採用しております。1.25とあります割増

しのほうですが、こちらも人事院規則の特地勤務手当で小

笠原村が25％ついておりますので、そちらのほうを加算し

ております。材料費、機器費につきましては、硫黄島とい

う特殊な事情でなかなか採用できる単価がなかったもの

ですから、鹿島建設の参考見積もりを参考として算出いた

しました。 

硫黄島だから材料費といっても『建設物価』をそのまま

使うわけにもいかないわけですね。労務費はいわゆる標準

単価に離島25％増しということで設定したのですか。 

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。 

 

 

 ２６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） 

 


