
平成２５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２５年１２月２６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 7月 1日～平成 25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において、

不適切等と判断した案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ２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 ： 病院付添業務 

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 ： 国立療養所宮古南静園 

契約相手方 ： 株式会社ケアネット徳洲会沖縄 

予定価格  ： 1,705,652円 

契約金額  ： 1,705,652円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成25年5月20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 

沖縄県指定事業所一覧で宮古ケアセンターの（株）ケアネ

ット徳洲会沖縄だけが唯一の業者であるとわかるのはどう

してですか。29事業所の無回答の結果と書いてありますの

で、そこが疑問に思うところです。 

35事業所に対して一斉にファクスを送信しています。回

答があったところについては電話で詳しく問い合わせをし

ているのですが、無回答のところについては意思表示の確

認をしていません。 

もしかしたら対応できるところもあるということですか。 可能性はあります。 

可能性があると言われるのであれば、唯一の業者であると

いう随意契約の理由になるのですか。 

本来公募等を行えばよかったと思っています。 

 もう少し調達方法の検討が必要ではないかなと思います。 次年度は公募する方向で、検討しています。 

県立宮古病院等々は完全看護ではないのですか。ハンセン

氏病だけではなくて、例えば脳血管障害で半身不随とかいう

お年寄りが何かの疾患で入院することがありますね。そのと

きには普通付き添いは付けないで病院完全看護ですね。 

普通はそうなのですが、当園の入所者は特殊な患者とな

ります。 

わかりました。そうすると、平成 18 年から他の医療機関

に入院する場合は、付き添いを付けるということでずっとや

ってきているわけですか。 

はい。 

それ以来、平成 18 年、19年も随意契約で契約されたので

すか。 

随意契約で契約しています。 

そうすると、こういうハンセン氏病の入所者がある病気に

なったときに入院する必要があることを受託診療と呼ぶの

委託診療と呼びます。 



ですか。 

そのときには必ず付き添いを付けるのが園での慣例とい

うことですか。 

必ず付き添いを付けるということではございません。必

要な方々のみです。 

わかりました。平成 18 年からずっとそういう必要がある

場合には随意契約で付き添いをつけていたということです

ね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

それでは、やはり今、委員が指摘されたように、ファク

スで云々というようなことよりも、適切な公募をすれば競争

力が働いたかもしれないということはあるわけですね。今後

は従来からの慣例にこだわらず、できるだけ競争力が働く努

力を、例えば公募ですとかネット上での広報とかいうことを

ぜひ心がけて改めていただくようお願いしたいと思います。 

 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 治療棟等改修整備その他工事に係る設計及び工事監理業務 

資格種別  ： 建築関係建設コンサルタント業務（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、1者応札であり、また、落札率が著しく低いため。 

発注部局名 ： 国立療養所宮古南静園 

契約相手方 ： 株式会社近代設計 

予定価格  ： 7,543,200円 

契約金額  ： 4,620,000円 

契約率   ： 61.25％ 

契約締結日 ： 平成25年7月12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）近代設計が契約の相手方となった。落

札率は、61.25％である。 

意見・質問 回   答 

まず１者しか応札がなかったことについて何か理由とか

背景とか思い当たることはありますか。 

 現在全国的な傾向ですけれども、工事が非常に出ていま

して、特に消費税増税前に完成したいという物件が多くて、

設計事務所が全国的に忙しい状態にあります。また、宮古

島島内には設計業者が余りありません。何者あるかまでは

確認していませんが、基本的には、那覇から来ることにな

ります。そうすると、特に交通費が掛かりますので、業者

的には余り魅力がない工事となります。また、例年、割と

工事の発注は出ているのですが、応札者が何者かに限定さ

れている状態です。病院というのはかなり面倒くさい設計

ですので、手間の割にそんなにお金が入らないことも多い

ので、忙しい業者は応札してくれないというところです。

結果的に、たまたま手のあいている業者しか応札してくれ

ないというようなことが現実です。 

確認ですが、公告は、一般的な掲示のほかにネットとか関

連の業者の新聞とかは実施されたのですか。 

ホームページや建設新聞に掲載しています。 

かなり落札率が低くて61％だったわけですが、予定価格は

どのように算出されたのでしょうか。 

予定価格は、昨年のうちに概算を出して、予算要求を行

い、多少の査定をされて予算が決定しています。その決定

した予算を基に、工事費と設計料とはほぼ相関しますので、

そこから規定の計算式を使って算出しています。 

具体的に積算したところ、予算よりは比較的安く済みま

した。要するに設計手間としては実際にやってみるとそれ

ほどはかからなかった、そこのところを設計事務所のほう

が図面を見て勘案したところが多少あるのかなと思いま

す。あとは設計事務所の手持ち状況でどうしても仕事が欲

しかったのではないかと思います。 

工事費の概算をして、工事費概算から設計料を割り出した はい。あくまで予算額から割り出すのが習慣になってお



ということですね。結果、工事費はそんなにかからなかった

けれども、設計料の予定価格を決める時期にはその工事費か

ら割り出されたということですね。 

ります。 

一般論として設計してみないと工事費は積算できないと

思うのですが、そうでもないのですか。 

もちろん言われるとおりです。したがって、予算要求の

段階との誤差が大分出るケースもあります。概算の場合に

は１平米幾らといったようなもともとの標準的な単価を設

定してありまして、それに今回やる平米数をかけて概算を

出すことが一般的ですので、その場合やはり内容によって

は誤差がかなり出ます。 

一般論の質問なのですけれども、入札書を郵送による提出

を認めないというのは何らかの規則とかで決まっているこ

となのですか。 

郵送で入札書を提出される場合は、往々にして開札の日

の入札会場にも来られないことが多いので、開札日に札を

あけてみて１回では落札しないといった場合、通常２回目、

３回目に移っていくわけなのですが、そのときに入札会場

にいてもらえれば２回目、３回目にも札を入れていただけ

ることになるのだと思うのですが、入札会場に来られない

とそれができなくなってしまうので、できるだけそうやっ

ていただきたいということで入札書を郵送ではなく直接持

ってきていただいて、そうであれば直接入札会場にも来て

いただける可能性が高いということでそういうふうに設定

しています。 

制度上は一応どちらでも選べるということですか。 制度上別に限定されているわけではないです。 

もしかして宮古島まで交通費をかけてまで落札できない

かもしれないというところが応札することへの躊躇が働く

のだとすると、確かに２回目の応札に応じられないかもしれ

ないけれども、１回目の応札で一応そこには参加できるわけ

なので、郵送をやらないよりは良いと思うのですが、どのよ

うにお考えでしょうか。 

 言われるとおりだと思いますので、郵送による入札を認

めるかどうか検討したいと思います。 

本件は総合評価落札方式を採用しているのですが、33ペー

ジの技術評価点を見ますと、26.7と非常に低いと思うので

す。これは基準点があってそれ以下はだめとか、そういうも

のはないのですか。結果的に１者しかなかったので総合評価

は余り生かされていないと思うのです。技術評価点の満点は

60点ですね。一般的に基準評価点みたいなものがあって、そ

れを満足することというようなものを総合評価方式で採用

しているのですが、本件の場合はそれには当てはまらないの

ですか。 

基準点のような、この点数を下回ったら、落札する権利

がないというような点数は設けてはいないのです。評価点

が、26.7点ということで確かに半分を切っているのですが、

そのことをもって契約を履行できないものとは判断できな

かったので、この業者でも業務を履行することは可能だと

考えています。 

一般的に総合評価落札方式をとる以上は標準点よりも技

術総合点があって、それがすばらしいから総合評価落札方式

をとるというような趣旨だと思うのですが、今の説明だと別

に問題ないというのだったら総合評価落札方式をとった意

味がないのかなという気がするのです。 

もっと点数の高いところが応札してくれれば、値段が高

くても契約したいのが本音です。なので、どうしても１者

でこうなってしまいましたが、２者応札してくれれば多少、

能力が高い業者が落札できたかもしれません。 

（分科会長の意見） 

１者応札であったことは、宮古島という立地、本土からは

なかなか交通費の関係で仕事がしにくいことなどがあって、

しかも現在消費税アップ前のいろいろな設計業務の繁忙で

応募が少なかったかもしれない。この説明には一応納得でき

るところがあります。それから、落札率 61％という低さも、

いわばその業者が大変その仕事をとりたかったかもしれな

いし、内容的にはそんなに手間がかからないと業者が判断し

たかもしれない。それも一応説明としては納得しましたが、

各委員が御指摘のように、入札方式を少し工夫すれば競争力

が働くことになったかもしれないこと、それから、せっかく

総合評価落札方式をしているのに技術点が著しく低いとい

うのはやはり考えるべき要素ではないかという御指摘があ

 

はい。 



りました。その２点の御指摘を受けとめていただいて、今後

そういうことについての改善の工夫をしていただければと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 調理師業務派遣契約 

資格種別  ： 役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、1者応札であり、また、落札率が１００％であることから、予定価

格の妥当性。 

発注部局名 ： 国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ： 株式会社南日本総合ビジネスサービス 

予定価格  ： 3,189,900円 

契約金額  ： 3,189,900円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 7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）南日本総合ビジネスサービスが契約の

相手方となった。落札率は 100.00％である。 

意見・質問 回   答 

年度途中の時期に派遣を開始する理由は、何かあります

か。 

この件については入札公告が５月31日となっています

が、平成25年度４月１日からの調理師２名の入札公告を、

平成25年２月22日に実施しましたが、３月８日の申請締切

日にどこの者も申請がありませんでした。入札公告を出し

て、説明書等を受け取りに来た２者に理由を聞いたところ、

当園は、鹿児島県大隅半島の鹿屋市というところなのです

が、２名の調理師を派遣できない。１人でも派遣できない

かと言ったのですが、今のところそういう希望者は存在し

ていませんということでした。しかしながら、給食の現場

からは、３月31日には定年退職者も出るし、どうしても４

月１日から１名は入れてもらわないと勤務体制が確保でき

ないということで、説明書を受領した２者の業者に何とか

１名でも良いので派遣できませんかと聞いたところ、３月

半ば過ぎになってから１名派遣できるという話があったた

め、４月１日から採用できればということで、緊急やむな

く４月１日から３カ月間の随意契約を締結しました。 

４月から勤務したその職員は、なかなか仕事もよくでき、

給食現場からもこの人なら大丈夫と、本人もこの仕事なら

続けられそうということがわかりました。最低この業者の

この人なら来るということが確認できましたので、公共調

達の精神に基づいて７月からの派遣について、平成 25年５

月 31 日に一般競争入札の公告をしています。 

その方の会社以外は一般公告をしても応札がなかったと

いうことですね。 

はい。 

 

落札率が100％の理由は何ですか。 これにつきましても、今、御説明しましたように、４月

１日からの随意契約で契約した金額が時間単価が2,000円

ということですので、この金額をもって予定価格としてお

ります。７月１日この業者さんが入札に当たっては同じ金

額で入札をされましたので、100％という結果になっており

ます。 

一応予定価格内訳が15ページについていますけれども、こ

れは３月の時点、４月１日からのときに計算した内容になる

のですか。 

 ほぼこれと同じ計算をやっております。 

来年度以降続くかわかりませんけれども、もともと仮に６

月にほかの業者が気がついたところで、決まってみないと人

わかりました。 



が来るかどうか業者さんもわからないわけではないですか。

だからこういう労働者派遣はなかなか競争が働きにくい領

域だと思うのです。公告期間を最低限ではなくてもう少しと

って、もし望むのであればある程度業者さんが手配という

か、もう少し準備する期間を与えてあげないと、なかなか将

来にわたって競争性が発揮されることもないのかなと思い

ますので、その辺は御留意いただければと思います。 

（分科会長の意見） 

 大隅半島という立地条件が悪いこともあると思いますが、

いろいろ努力をお願いします。 

 

はい。 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 国立療養所星塚敬愛園ラジオ受信設備等設置工事 

資格種別  ： 電気通信工事（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、また、落札率が１００％であることから、予定価

格の妥当性。 

発注部局名 ： 国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ： 有限会社道下電気工事 

予定価格  ： 3,570,000円 

契約金額  ： 3,570,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 8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、１者応札となり、（有）道下電気工事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 

入札調書によると１回目と２回目は不落だったのですね。 はい。 

 ３回目の入札で、100％の応札金額で落札されたというこ

とですか。 

はい。 

１者応札ということの背景は何でしょうか。 実はこの工事は平成25年５月31日に電気通信工事のＣ又

はＤ等級ということで入札公告しました。その入札におい

て、Ｃ等級の１者が応札をし、２回札を入れましたが不落

となりました。そこで資格をＣ又はＤ等級からＢ、Ｃ又は

Ｄ等級と等級を拡大して再公告をしたのが今回説明してい

る案件です。１回目のときはＣ等級でしたが、２回目のと

きには、１回目で１者しか来なかったので今度等級を拡大

したことを鹿屋地域のＤ等級、特に私どもに出入りしてい

る業者がありますので、その方々に応札してくださいと電

話を２～３者にさせていただきました。そうしたところ、

競争参加資格の中の工事の実績のある元請業者となってい

るものですから、鹿屋地域のＤ等級では元請で工事をやっ

た業者がなかったのです。下請、孫請なら実績があるので

すということで、まずそこで１者が脱落いたしまして、ほ

かのところに聞きましたところ、私どものところは、防衛

省の参加資格は持っているのですが、厚労省の電気通信の

資格を持っている業者ではありません、それでまた１者脱

落しまして、残る３者目のところが今回の道下電気なので

すが、ちょうどＤ等級の資格がございまして入札をされた

という経緯です。 

余り魅力のある仕事ではないのですか。 これはラジオの設置ということでNHKの子会社が担当し

ておりますので、今までうちの工事もNHKの工事でつくって

あるために、新しい業者ではなくて同じシステムでないと

使えないものですから、基本的には余り魅力がないという

話を聞いています。 



（分科会長の意見） 

少しでも多くの業者が応札されるような努力をしてこら

れたことと、しかし結果として１者であった、それから、１

回目の入札から 100％ではなくて、１回目、２回目は不落で、

３回目にやっと 100％で落ちたという経緯もわかりましたの

で、特に指摘事項はありません。御努力していただいている

ことはよく理解できました。 

 

はい。 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 国立療養所菊池恵楓園園内道路等整備工事 

資格種別  ： 建設工事－建築一式（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、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ： 大栄企業株式会社 

予定価格  ： 39,494,700円 

契約金額  ： 30,975,000円 

契約率   ： 78.42％ 

契約締結日 ：平成 25年 9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、７者応札があり、最も低い入札金額を提示した、大栄企業（株）

が契約の相手方となった。落札率は、78.42%で低入札価格調査を実施した。 

意見・質問 回   答 

簡単に低入札の調査についての概要を説明願います。 資料の58ページにあるとおり、低入札の調査項目に従っ

て調査をしました。２番目の添付資料の項目ですが、当該

価格で入札した理由、契約対象工事箇所と入札者の事務所、

倉庫等との関係、資材購入予定一覧、手持ち機械の状況、

配置予定技術者の名簿、労務者の確保計画、過去に施工し

た同種の公共工事名及び発注者、その他といたしまして財

務諸表の提出等をしていただいて、これに基づいて調査を

しています。 

先ほどの案件とも関係するのですが、本件は一般競争入札

で実施されています。こういう建物の改修、道路の改修とか

建物の解体というような工事の場合、園内の居住者の安全と

か、そういうことも考えて総合評価落札方式の契約方式もあ

るのではないかと思ったのですが、これに一般競争で実施さ

れた理由は何かあるのでしょうか。 

会計課長通知において、一般競争入札の総合評価落札に

する場合は、大規模な工事と、総合評価を必要とする工事

となっており、それ以外の屋上防水とか道路の舗装等の簡

易な工事は、一般競争入札でも良いとなっています。今回

の工事は大半が道路の舗装工事で、建物についても解体で

したので、入居者の方々から離れた場所であったのでそん

なに安全面に配慮しなくてもすむと判断して一般競争入札

にしました。 

低入札の調査をして差し支えないだろうという判断があ

って、履行期間は 11 月 29日なのですけれども、無事竣工し

たのでしょうか。 

工期内に竣工いたしました。 

（分科会長の意見） 

７者の応札があった、低入札価格ではあったけれども、調

査の結果、資材調達などの削減が見込めるということで低入

札調査としては無事問題なしという所見を得た、かつ履行期

間内に無事竣工しているというようなことでございますの

で、７者応札で競争が働いたこともありますので、特に指摘

事項はなしということにさせていただきます。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 国立療養所菊池恵楓園低圧非常用発電機更新整備工事 

資格種別  ： 建設工事－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ため。 

発注部局名 ： 国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ： 西部・昭電経常建設共同企業体 



予定価格  ： 60,206,622円 

契約金額  ： 51,450,000円 

契約率   ： 85.46％ 

契約締結日 ：平成 25年 9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、３者が応札し、総合的な評価が最も高い西部・昭電経常建設企

業体が契約の相手方となった。落札率は 85.46%で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札の提案書の提出は３者からあったのですね。

それで１者が辞退して、２者が応札となったということです

か。 

はい。 

入札調書のところで西部・昭電経常建設企業体の基準評価

値以上の欄がバツになっているのですが、これはどういう意

味なのですか。 

一番右の備考欄にあるのですが、基準評価値は低入札調

査基準相当価格以下ということで、低入札調書の低入札価

格なので調査をしたということです。 

基準評価点ということではないのですね。 はい。 

本件を落札したのは共同企業体ですが、業務も共同企業体

で行っているのですね。 

この共同企業体は、競争参加資格を取得する段階から経

常の企業体を組んで１つの会社という形で資格登録をして

います。この工事のために企業体を組んだということでは

ありません。 

そうすると、例えば経営状況とかを判断するときは西部だ

けでいいのですか。本件の場合は西部電工の経営状況だけを

見ればよくて、ほかの共同企業体の参加者は別に検討しなく

ても良いということなのですか。 

西部という会社と昭電という会社２者が１つの会社とい

う企業体で資格登録をしているものですから、例えば技術

者はどちらであってもいいという形での登録になっていま

す。 

技術者とかはいいとしても、例えば経営状況が良いとか悪

いとかの判断はどのようにするのですか。共同企業体として

登録している場合、履行能力を判断するときに１者だけでい

いのか、それとも全体で評価するような方法をとらなければ

ならないのかどちらでしょうか。 

 判断するときには提出された資料に基づいて資格登録さ

れてある会社と捉えて審査していると思います。どちらの

会社のものだということではなくて、登録されている両方

の会社のものだという判断をして審査していると思いま

す。 

111ページの財務諸表は、西部電気工業の財務諸表ではな

いですか。西部電気工業の有価証券報告書がありますので、

ほかの会社はどうのようになっていますか。 

提出された資料がどちらの会社というのは、そこまで確

認をされていないと思いますが、提出されたものがどちら

の会社のものであっても今回の登録されている会社として

判断していると思います。 

技術者の人数とかならわかりますが、共同企業体の片割れ

が赤字かもしれないでしょう。手持ちの技術者の数とかの話

ではなくて、経営状況としての判断としてのことです。 

例えば片方の会社が赤字であっても、片方のところの財

務諸表がよくて、そこが施工できるということであれば、

問題がないと判断していると思います。 

そうであれば、赤字のところも見て全体で評価する必要が

あるのではないですか。 

ちなみに111ページはどちらの会社のものがついているの

でしょうか。もしかして合算されている資料ですか。 

済みません、今すぐにはわからないのですが、前の資料

が西部電気工業で提出されているので恐らく西部電気工業

のものではないかと思うのですが、そこについては確認し

ます。 

（分科会長の意見） 

２者応札で一応競争力が働いていて、落札率が 85.4％で、

そういう意味で低入札の調査をしていて問題はないと考え

ると記載してあって、そこまでは特に問題はないと思うので

すが、いわゆる経営状況において毎年云々の純利益を計上し

ていて、特に問題はないという判断が示されているわけだけ

れども、各委員が御指摘のように、111 ページは一体どちら

の会社の財務経営指標で、連結の場合というか、両者経常建

設共同企業体だから企業体として経営状況が健全であると

いうことを証明する資料が必要ではないかという指摘です

ので、その点については後日お調べいただいて監査指導室の

ほうに御報告をお願いします。 

 

わかりました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ： 栄養管理システムソフトウェア 



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、予定価格の妥当性と適正な

履行確保の確認をする必要があるため。 

発注部局名 ： 国立障害者リハビリテーション自立支援局別府重度障害者センター 

契約相手方 ： 株式会社グリーム 

予定価格  ： 4,668,440円 

契約金額  ： 1,785,000円 

契約率   ： 38.24％ 

契約締結日 ：平成 25年 7月 5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）グリームが

契約の相手方となった。落札率は 38.24%である。 

意見・質問 回   答 

今回、落札された業者は、過去に、取引関係があったとこ

ろなのでしょうか。 

今回、落札した会社は、過去の取引関係はありません。 

予定価格はどういう根拠で算出されたのでしょうか。 これは埼玉県所沢にあります国立障害者リハビリテーシ

ョンセンターで似たようなシステムがありましたので、そ

こから情報を得たのと、近くの業者で入札に参加しない業

者からソフトウエアをカスタマイズするのに人数と時間が

どれくらいかかるのが標準かを聞きまして、それに『積算

資料』の単価を掛けて作成しております。 

それについての資料はこの中にありますか。 56ページのところになります。 

今、カスタマイズという説明がありましたが、これはプロ

グラムを改変してもいいような既製品があって、実際それに

手を加えるという作業のイメージなのですか。 

そうです。想定していましたのが、既製品にあって、そ

れを国の様式とか施設の様式、大分県に提出する様式にカ

スタマイズしてもらうということです。 

これは国立障害者リハビリテーションセンターのソフト

ウエアなのだけれども、厚生労働省管轄で類似のこういう栄

養管理のシステムを導入しているところは幾つもあるので

すか。 

病院とかはあるのかなとは思いますが、うちは障害者の

施設でありまして、国立障害者リハビリテーションセンタ

ーが親元の障害者の施設で、そこで兄弟施設みたいな関係

になりますので、同センターで使っているシステムを見せ

ていただいて、帳票とかは当施設で対応できるということ

だったので、これを参考にさせていただいています。 

つまり一件一件こういうソフトウエアをセンターごとに

開発しないといけないのですね。 

売っているソフトで栄養管理ソフトというものがあるの

ですが、その中で当施設に合ったというか、国の会計様式

に合った様式に変えてもらうカスタマイズを行わないとい

けないということで、それを想定してやっています。 

61ページの入札調書を見ると、この株式会社グリームはこ

の金額なのだけれども、三菱商事太陽株式会社も相当低い金

額を入れていますね。つまり予定価格はこんなに必要だった

のかどうかという疑問が湧くのですが、それについては何か

思い当たることはありますか。 

予定価格の作成に当たっては、ソフトウェアの定価証明

を取り、その定価で予定価格を算出しましたので、ソフト

ウエアの分が高かったのかなというイメージがあります。 

（分科会長の意見） 

それでは、特段の御指摘がないようですので、２者の応札

で競争力が働いて、一応落札率38％で低入札だったわけです

が、指摘する事項があるとすると、やはり予定価格の算定に

ついては、こういう種類のことについては十分慎重に検討し

ていただくようお願いしたいと思います。 

 

はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ： カラー複合機４台賃貸借 

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、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 四国厚生支局 

契約相手方 ： 富士ゼロックス四国株式会社 

予定価格  ： 2,268,000円 



契約金額  ： 181,440円 

契約率   ： 8.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 8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、２者応札があり、最も低い入札金額を提示した富士ゼロックス

四国（株）が契約の相手方となった。落札率は 8.00％である。 

意見・質問 回   答 

このタイミングで賃貸借の契約をすることについて、何か

理由はありますか。 

平成20年10月に社保庁の地方社会保険事務局から保険医

療指導監査等事務が厚生局に移管された際に、各事務所と

本局の医療課が設置され、その事務室に複写機が設置され

ていました。その時から複合機等の調達をしていまして、

５年間が経過して契約が満了するので、その事務所等で使

用する５台分について、平成25年10月からの調達をかけて

います。 

このような賃貸借で契約を結んだときに、例えば同じ業者

だとすると同じ機械がそのまま別契約になっても置いてあ

るイメージなのか、新しいものが入ってくるイメージなの

か、まず契約上どうなっているのかということと、実態とし

てどうなるのか教えて下さい。 

今回の調達で複合機が新規になっているか、継続されて

いるかということでしょうか。 

そうです。現にある複合機はどうなることを想定している

のですか。 

 今回の調達において過去５年間、平成20年から使ってい

た複合機と別の新しいものを複合機として調達しておりま

す。 

そういうイメージなのですか。 そうです。実際新規のものを調達しています。 

逆に５年の契約期間内は同じ機械を使用するということ

ですか。 

そういうことです。 

長い間この委員会の委員をしているけれども、落札率が

８％なのは初めてです。 

複合機の関係でいうと、基本的に、複合機関係は大体賃

貸借を低目に抑えて保守料で回収しようとしてくるという

傾向が見られています。そういう意味で賃貸借料金は非常

に低い金額で入札してきているのです。予定価格を見てい

ただきますと、８ページで賃貸借料（月額単価）１万円と

記載しているのですが、この１万円は11ページに参考見積

もりを取っていて、こちらの一番下に複合機の賃貸借１万

円とあるのですが、ここの見積書から取ってきている数字

であり、同機種のものです。なので、特段予定価格が高い

わけではないのですが、今回でいうとゼロックスが企業努

力で落としてきた金額だと思っています。 

保守費用も予定価格の半額ですね。 そうです。保守料も予定価格は、８ページを見ていただ

くと、モノクロでいうと１枚当たり1.38円、カラーでいう

と15円で予定価格を設定しているのですが、そちらはゼロ

ックス、現行の業者が契約している金額をそのまま置いて

いるので特段高いというわけではなくて、かつ入札してき

た富士ゼロックスがさらに半額で入札してきているので、

企業努力で落としてきたのだろうなというところに尽きる

と思います。 

何が適正利潤なのかわからないのですが、落札出来なかっ

た業者さんは、形だけ入札してきた感じですか。 

通常、落札をしようとすれば、こういう金額は入らないで

すか。 

参考見積もりでもリコーは高目の金額を入れてきていま

す。そちらが12ページです。なので、リコーは社内で検討

した結果、この金額で参考見積もりを提出しており、入札

書においても参考見積もりよりも低い金額で提出されてい

ますので、リコーはリコーで落札しようと考えていると思

います。 

この入札は、本当の意味で競争性が働いているのか、結局

形だけつき合っているけれども実際には競争性は事実上な

いという評価なのか、どのように考えていますか。 

済みません、リコーがつき合って入れてきているかどう

かまでは確認できていないのですが、それはないとは思っ

ています。 



予定価格を組み立てるに当たって、11、12ページのように

富士ゼロックスとリコージャパンから見積もりをとって、そ

れを基にして予定価格を組み立てたわけですね。 

そうです。賃貸借料については参考見積もりを徴取して、

それを予定価格としております。 

１枚当たりの単価のほうはこれまでの契約どおりですね。 そうです。 

（分科会長の意見） 

手続的に瑕疵は指摘できないけれども、やはり予定価格

の設定について一般的に納得しがたい点もあるので、今後そ

ういうところについては慎重に精査していただく努力をし

ていただくことをお願いすることにさせていただきたいと

思います。 

 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 旧政府刊行物センター等改修工事一式 

資格種別  ： 建設工事－建築一式工事（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者応札であり、また、比較的落札率が高いため。 

発注部局名 ： 中国四国厚生局 

契約相手方 ： 東邦工事株式会社 

予定価格  ： 3,293,850円 

契約金額  ： 3,202,500円 

契約率   ： 97.23％ 

契約締結日 ：平成 25年 8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、東邦工事（株）が契約の相手方となった。落

札率は 97.23%である。 

公告の方法を教えて下さい。 公告につきましては中国四国厚生局のホームページに掲

載しております。また、庁舎内の掲示板にも載せておりま

す。 

300万円くらいの仕事だから関連業界新聞とかには掲載し

ないのですか。 

業界新聞には出していません。ホームページと庁舎内の

掲示板にしか載せていないです。 

１者のみの応札だったということについては何か理由は

ありますか。 

こちらは中国四国厚生局自体の工事の発注が過去５年間

全くなかったので、工事業者が常日ごろから載っていない

厚生局のホームページとか庁舎の公告を見なかったのでは

ないかと考えています。また、入札説明書は落札業者以外

のところが２者取りにきているのですが、そのうち１者が

同時期に他工事を受注してしまったため入札に参加するこ

とができなかったということで、結果１者となってしまい

ました。 

厚生局のホームページのイメージなのですが、そこに載せ

ると自動的に厚生労働本省のホームページからもリンクが

されていますか。 

載っています。本省のホームページにも各局のホームペ

ージのリンクを張っておりますので、見ることが可能です。 

本省のホームページの調達の情報からも見ることができ

るのですか。 

なっています。厚生労働省のホームページから見ること

ができます。 

中国四国地方でもやはり今は建設業は大変忙しい時期な

のですか。 

基本的に中国四国厚生局に限らずに、東海地方だとかは

工事業者について震災以降各業界耐震工事をやっていると

いうことで、地方整備局の工事も不調になっている状況で

あると聞いています。 

（分科会長の意見） 

１者応札ではあるけれども、ホームページその他で公告

は通常どおり行っていたということで特に指摘する事項は

ありません。しかし、今後やはりできるだけ競争力が働くよ

うに周知広報の方法をいろいろな意味で努力や、工夫をして

いただくことをお願いして、特に事項なしとさせていただき

ます。 

 

はい。 



【審議案件１０】 

審議案件名 ： リコー製電子複写機4台の保守一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（公募）を実施している案件中、随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 国立武蔵野学院 

契約相手方 ： リコージャパン株式会社関東営業本部 

予定価格  ：  

契約金額  ： モノカラー1.5円／枚 フルカラー20.0円／枚 等 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 6月 1日 

（調達の概要） 

公募を行ったところ、リコージャパン（株）関東営業本部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。 

随意契約の形式となっていますが、本件の場合は、契約

金額の総額が100万円を超えるのではないかと思うのです

が、そういう場合は一般競争をしなければいけないのでは

ないでしょうか。本件の場合は少額随契に当たらないと思

うのです。仮に公募で手を挙げた者がリコージャパンしか

ないといっても、それはあくまでも随意契約の範疇内のこ

とですから、会計法上は一般競争にしなければいけない案

件にならないのですか。 

今回の複写機のメーカーが、４台全部リコー社製なの

で、これらを的確に保守していただけるところは関連会社

のみかなとこれまで考えておりまして、業務の目的や性質

上、もう絞られてくるものかという認識のもとに入札では

なく公募という形を取りました。 

会計法29条の３第４項はあくまでも競争が考えられな

い、許さない場合とか緊急性があるとか、あるいは競争す

れば逆に不利になるとか、そういう場合を想定しているの

であって、本件のような場合まで含められないのではない

ですか。あくまでも少額であれば煩雑だから随意契約にし

ますということも説明できるのですけれども、本件の場合

は恐らく100万円を超えるからやはり競争したほうがいい

のではないでしょうか。 

ことしの３月ごろの私どもの認識では、先ほど説明しま

したとおりメーカーが決まっているので１者しか手が挙

がらないかなという認識だったので、その認識を今後改め

ていきたいと思います。 

 

 

あともう一点は、予定価格調書を作っていないのですが、

仮に随意契約に該当したとしても100万円以上であれば予

定価格調書を作らなければいけないことになっています

ね。本件が作っていないのはやはり適正ではないと思うの

です。 

これも入札案件以外は調書まで要らないのかなという

私の勝手な認識がありまして、失礼しました。そこは改め

たいと思います。 

単価契約であったとしても年間にするとどのくらいの金

額になるのですか。 

年間で４台全て合わせて400万円程度です。 

（分科会長の意見） 

相当な金額ですね。しかも見積もりをとった金額をそのま

まの価格にしているわけだから、落札率というか、今回は契

約率というのか、100％になるのは決まっていますね。です

から、基本的に400万円に及ぶ金額の業務が全く競争力が働

かない、かつ業者の指定する価格で100％契約しているとい

うことは、競争力が働かないという意味で一般的な国民にと

ってはやはり納得しがたい点もあると思うので、今後は委員

の御指摘のようにいろいろな意味で工夫をしていただくこ

とをぜひお願いしたいと思います。 

 

今後は入札を行いたいと思います。 

 

 ２９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） 

 


