
平成２５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２６年３月２４日（月） 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１０月１日～平成２５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において、

不適切と判断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 ： 下水道等移設整備工事 

資格種別  ： 建設工事－管工事（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、１者応札の中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ： 岡伸産業株式会社 

予定価格  ： 16,675,630円 

契約金額  ： 15,225,000円 

契約率   ： 91.30％ 

契約締結日 ： 平成25年12月20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、岡伸産業（株）が契約の相手方となった。 

落札率は、９１．３０％である。 

意見・質問 回   答 

一般競争入札で結果的に１者応札になったわけです

が、１者応札になった理由又は背景はありますか。 
 

特に理由はないのですが、最初は申請書の提出業者が

２者であったのですが、資格がない業者が１者あったの

で、結果的に１者になりました。 

資格を満たさないという判定はどの時点で業者さん

に通知するのですか。 
 

申請書及び資料の提出期限までに業者から資料が提出

されますので、それを確認して、競争参加資格の確認の

結果通知期限12月６日までに電子入札で業者のほうに結

果を通知しています。 

この業者さんは要件を見落として提出してきたのか、

それとも、記載漏れなのか、実際は、なぜ入札に参加で

きなかったのか、その理由を教えて下さい。 

最初業者のほうは経験年数があれば資格があると勘違

いをしていたので、本省に、２級管工事施工管理技士の

資格の必要性の有無について、確認をしたところ、その

資格は必要であるとの回答であったので、業者にそのこ

とを伝えました。 

この事案は一応修正等の対応ができる機会は与えら

れたのだけれども、業者さんが対応できなかったのです

か。 

はい。 
 

今回の参加資格確認表を見ると、入札に参加できなか

った業者は等級がＢ等級で岡伸産業の上になっていま

す。逆に言ったら、なぜＢ等級の業者に資格がないのか

確かに実績等はありますが、今回の入札は、仕様の中

で２級の管工事施工管理技士以上の資格を定めておりま

したので、その資格を持った職員がいなかったので資格



と非常に疑問に思ったのです。Ｂ等級の業者のほうが経

験とかは豊富な実績があるということで格付けされて

いると思うのです。それなのに２級の管理技士がいない

というだけで資格なしということで入札に参加させな

いというのは違和感があるのですが、その辺はどうなの

でしょうか。今、16ページを見ているのですが、建水工

業の同種工事の施工実績では岡山市の水道局の工事ま

で手がけていますね。このように、公的な工事も行って

いる業者が資格がないということについて疑問に思っ

たのです。 

を満たさないと判断しました。 

 

そもそも管理士の資格がないとこの工事はできない

のですか。例えば入札説明書の（４）のところで元請と

して管径が150ミリの実績があることとなっています。

入札に参加できなかった業者は岡山市水道局で150の実

績はあると書いていますね。今回の工事に管理士の資格

が必要なのかどうかというのが理解できなかったので

す。 
 

この資格は１級と２級がありまして、そのうちの低い

ほうの２級の管理技士資格を要求したのですが、もちろ

んこの資格を持った職員がいなければ全く工事ができな

いわけではありません。この国家資格を持たれている方

がいれば管工事等における監理業務が可能となり、予定

価格も1,000万以上の大きな工事でしたので、この資格を

持った方がいることを応札要件としました。 

入札公告が官報又は掲示で、入札日の１カ月前に掲示

で行われていますが、例えばホームページでの公表な

ど、もう少し幅広く公告することは考えられなかったの

でしょうか。 

ホームページでも公告は出しています。その他、園内

の掲示板にも出しています。 
 

そもそもこの近くの岡山県には管工事の業者は、少な

いのでしょうか。 

県内はやはり少ないです。 
  

（分科会長の意見） 

１者応札は競争性が働かないということで大変残念

な結果なのですが、いわゆる入札説明書に２級管工事施

工管理技士以上という記載があって、それで入札に参加

できなかった業者はその資格を満たしていなかった。こ

のことについては本省にも確認をして行ったことなの

で、特段手続的に瑕疵があったとは言えないと思いま

す。ただ、今後はやはりなるべく競争性が働くように、

数多く、少なくとも３者、４者くらいの応札があるよう

な方向での入札ができればと願っておりますので、今後

ともそういう御努力を是非よろしくお願いします。 

 

はい 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 国立療養所松丘保養園文化センター修繕その他工事 

資格種別  ： 建設工事－建築一式（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、最も落札率が高いため。 

発注部局名 ： 国立療養所松丘保養園 

契約相手方 ： 倉橋建設株式会社 

予定価格  ： 31,172,001円 

契約金額  ： 30,450,000円 

契約率   ： 97.68％ 

契約締結日 ： 平成25年10月31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者応札があり、総合評価点の最も高い倉橋建設（株）が

契約の相手方となった。落札率は、９７．６８％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式を採用していますが、その状況を教

えて下さい。 

本調達において、総合評価を採用した経緯は、予算示

達額が6,772万9,000円であったので、この方式により公



告をしました。公告を行ってから10月９日付で厚生労働

省から実施設計が示されましたが、それによりますと予

定価格が3,117万2,000円となり、本来であれば総合評価

落札方式での調達は必要ないことになりました。しかし

ながら、既に公告を行っており、応札業者からも技術提

案書も提出されていたため、この方式によって入札を行

いました。この技術提案書に基づきまして園内で評価委

員会を開催して、この評価の採点を行いました。 

総合評価の結果は、どうなりましたか。 

 

評価の結果ですが、資料の13ページに示してあります。

それぞれの評価項目に基づきまして配点いたしました。

結果的には、２つの業者とも同じ点数となりました。 

結果的には、入札価格の低いほうになったということ

ですか。 

そうです。１者につきましては予定価格を上回ってお

りましたので、この評価によって落札が左右されるとい

うことはありませんでした。 

結果的には１者しか予定価格におさまらなかったと

いうことですね。 

はい。 

 

落札率が98％近くとかなり高いわけですが、予定価格

はいわゆる一般的な工事の予定価格の算出のようにし

て求めたということでよろしいでしょうか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

総合評価落札方式で業者の技術点は同等であった、そ

して入札をしたところ１者は予定価格を上回っていて、

１者は予定価格をわずかに下回る 98％くらいの価格で

落札できたということで、特段指摘するべき瑕疵はない

と思います。 

 

はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ： エネルギー棟新築整備工事実施設計業務 

資格種別  ： 建設コンサルタント（Ａ、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、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 国立療養所東北新生園 

契約相手方 ： 株式会社山下テクノス 

予定価格  ： 7,462,350円 

契約金額  ： 3,465,000円 

契約率   ： 46.43％ 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 3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者応札があり、総合評価点の最も高い（株）山下テクノ

スが契約の相手方となった。落札率は、４６．４３％である。 

意見・質問 回   答 

追加で配られた資料は何でしょうか。 

 

こちらは１度入札の公告をしまして、入札が不調とな

りまして、その経緯について新聞等で公共工事の不落が

続いていることを御説明するために持参しました。 

これは過去に不落があって、２度目の入札ということ

なのですか。 

そうです、２度目の入札になります。 

 

１度目の入札と２度目の入札では何か条件を変更して

いるのですか。 

 

競争参加資格の対象等級を、１回目はＡ、Ｂで実施し、

２回目は等級をＡ、Ｂ、Ｃまで拡大をしました。それと工

期期間を１カ月と３日延ばしました。 

１回目の入札状況はどれを見ればわかるのですか。 

 

資料の103ページになります。１者応札で札入れが３回

ありました。 

850万まで下げてきたということなのですね。 そうです。 



その時点で不落随意契約まで行かなかったのですか。 

 

金額が離れ過ぎていましたので不落随意契約の協議は

実施しませんでした。 

２回目の入札を実施したら落札率がすごく低くなり

ましたが、これはどのような理由なのですか。 

 

要するにこれは工事材料とかを伴わない完全な役務契

約です。つまり人件費だけなので、その辺の下げ率はわか

りませんが、一気に下げて入札をしたと思います。 

これは金額的には低入札の調査は必要のない金額な

のですね。 

そのとおりです。 

それと75ページの入札説明書は電子入札なのですけ

れども、最初の、１回目は紙入札になっていますね。こ

れは何で電子入札に変えたのですか。 

申しわけありません。１回目は本来であれば電子入札

の案件ではありませんでした。それを訂正して２回目は

紙入札にしました。 

もともとは電子入札の案件だったということですか 逆です。本来であれば電子入札の案件ではなかったも

のを、工事の公告と同時に電子入札システムのほうに間

違って入力してしまったものです。実際は、紙入札でや

るべき事案だったのです。 

紙入札は金額で判断するのですか。 

 

金額で判断するものではありません。設計業務そのも

のが本来であれば電子入札ではなかったということが後

でわかりました。 

紙入札でやるべきだったということですか。 はい、システム的に合わなかったのです。 

紙入札のときなのですけれども、それは事前に届けさ

せるのですか、それとも当日でもよろしいのですか。 

入札書は、１日前の 12時までに提出してもらい、翌日

開札という形をとりました。 

そうすると、紙入札で応札される業者さんは大体１泊

する形になるのですか。翌日に備える、それとも置いて

いかれて帰ってしまうのですか。 

今回の２回目のほうは入札後、直ちに開札を行ってい

ます。資料では20ページになります。 

電子入札にすることと紙入札にすることで応札する

側の業者さん、競争性をどちらのほうが促すほうに働く

のか、それは関係ないということなのか、その選択が競

争性に働く影響はどのように考えているのですか。 

 

やはり電子入札のほうがシステムに入力されますの

で、そのまま来なくてもいい、直ちに不落の場合は再応

札のためにシステムのところに待機していただいて再度

入札するとか、現地に来なくてもいいという利点がある

と思います。 

１回目の入札で紙による入札において、入札書の提出

時期について、８月15日までとなり開札日時の１週間前

の提出となっています。何でこんなに早く出させなけれ

ばいけないのか、何か意図があるのか教えて下さい。 

（６）番のほうを見て下さい。提出方法は電子入札シ

ステムにより提出する、ただし紙の場合は持参する。下

のほうで電子入札システムによる場合の締め切りは８月

15日15時まで。なお、紙による提出の場合にあっても同

日の15時までと同じ期限にしてあります。開札が８月22

日というふうに１週間くらい間をおいてあるのです。 

なぜ１回目は、開札までに１週間おいているのかとい

うことと、なぜ、２回目は同じ日にすることに変更した

のか。何か意図的なものがあったのですか。 

推測なのですが、１回目は旧盆を挟んだ関係でこうい

うふうになったのかもしれませんが、はっきりとはわか

りません。 

程度はともかく応札しようとする人にとって若干障

壁というか、何か積極的な意味がないのであれば、こう

いう日程設定をするのは余りプラスにはならないと思

うのです。 

この辺は特に意図したわけではありませんでしたの

で、十分注意してやりたいと思います。 

 

これは履行期間が２月14日までとなっているのです

けれども、無事に業務は終わったのでしょうか。 

終わりました。実際の設計が終わりまして、本体工事

の入札を先週行いました。 

（分科会長の意見） 

東北復興でさまざまに工費が値上がりしたりしてい

る中、一般的に不落というようなことが大変多かった、

そして１回目を入札にかけたところ不落に終わり、て

は、等級Ａ、ＢであったところをＣまで拡大して再び入

札していただいた結果、２者応札して１者が落札した。

落札できなかった業者は予定価格を上回っていたわけ

ですが、たまたま落札した業者は46％という低入札だっ

 

はい 



たということではありますが、そういう意味では特段の

指摘するべき事項はないと考えます。ただし、今、若干

やりとりがありました電子入札と紙入札という入札の

方法については今後いろいろ工夫していただく余地が

あろうかと思いますので、御努力を続けていただきたい

と思います。 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 中国四国厚生局麻薬取締部拡張及び改修工事等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（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 ： 中国四国厚生局 

契約相手方 ： 有限会社Ｔｒｉｍ建築設計 

予定価格  ： 5,368,650円 

契約金額  ： 2,205,000円 

契約率   ： 41.07％ 

契約締結日 ： 平成25年10月8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（有）Ｔｒｉｍ

建築設計が契約の相手方となった。落札率は４１．０７％である。 

意見・質問 回   答 

これは金額から低入札価格調査の案件ではないのです

ね。 

予定価格が 1,000万以下なので対象外です。 

41％というすごく低い入札価格なのですが、予定価格

の算出については通常どおりですか。 
 

予定価格については、国土交通省が定める単価だとか官

公庁施設の設計業務等積算基準等に基づいて積算してい

ます。 

 競争参加資格の等級Ｂ、Ｃというのも適切だと思いま

す。一方の落札できなかった業者も500万以下だけれど

も480万近くの札を入れているわけですね。 

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 

 

はい。 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 宮古船員保険保養所解体工事 

資格種別  ： 「建築一式」又は「土木一式」（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中で、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 東北厚生局 

契約相手方 ： 陸中建設株式会社 

予定価格  ： 29,565,165円 

契約金額  ： 19,950,000円 

契約率   ： 67.48％ 

契約締結日 ： 平成25年12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、３者応札があり、最も低い入札金額を提示した陸中建設（株）

が契約の相手方となった。落札率は、６７．４８％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

２回入札されているわけですね。１回目がゼロで不調に

なったのですが、２回目で基準を変えたのですか。 

 

１回目は、18ページの入札公告の「２ 競争参加資格」の

「（４）平成 15年６月以降に」ということで、このように

していたものを、２回目は、21ページの「（４）平成 10 年

度以降」と枠を拡大しつつ、今回の工事と同程度というよう

な文言に変えて参加者を募るようにいたしました。 

「本件と同程度」というのはどういう意味なのですか。 RC２階建てで面積は500平米程度ということです。 

結果的に２回目で応札してきたのは、何者ですか。 ３者です。 



それは全て今の基準、平成10年以降でそういう実績が

あったということなのですか。 

そうです。 

それはどれを見ればわかるのですか こちらは各提出資料があります。 

26ページがそうなのですね。例えば開成建設だと平成

24年ということですか。 

この工事は我々の出す基準に合致しているものとして提

出されたものです。 

でも、これだと24年だから第１回目で既にクリアして

いたとなるわけですね。 

 

 

そうですね、現在東北地方の建設業界がかなり忙しい

状況でして、タイミングが随分関係すると思います。こ

の後、今回応札した３者になぜ１回目の入札には応札な

かったのか聞いてみたのですが、入札をしている間に次

の仕事が入ってきてしまってだめになったとか、考えて

いるうちにだめだったとかの理由であり、２回目のスケ

ジュールで行うと３者も入ってきていただいたという状

況です。 

これは低入札価格調査を実施していますが、88、89ペ

ージをかいつまんでその結果を教えて下さい。 

 

まずこちらの陸中建設という会社については地元宮古

市にありますので、その分工事現場から近いために工事

の車両ですとか人工の手配が容易であること、そして一

番大きな要因としましては、こちらの業者がコンクリー

トのくずを処理する中間工場を所有していること、こう

いったところから安価に工事を請け負うことができたと

聞いております。 

一番最後の169ページで本件の解体工事ということで

資料をつけておられているのですけれども、これを見ま

すと平成15年に既に用途廃止して普通財産になっていま

すね。そうすると、国有財産上は財務局の管理になるの

ではないですか。そういうことにはならないのですか。 

そうではなく旧社会保険庁の財産としてずっと管理さ

れておりまして、社会保険庁が廃止されたことに伴い、

管理が東北厚生局に移って来ました。 
 

逆に、15年に用途廃止したものが今の段階で解体する

という理由は何かあるのですか。 
 

やはり老朽化が進んできたこと、それに伴いまして

我々管理する側も老朽化をそのまま放っておくと何か事

故につながる恐れもございますので、老朽化の面が１つ。 

 もう一つは、売却するに当たって、この施設は、たま

たま高台にありますので今回の震災でも津波が来なかっ

たこともありまして、宮古市が避難地として買い受けた

いというようなことを担当者レベルで話し合っていまし

た。ただ、そこでネックになるのがやはり建物があると

いうことで、両方の面から勘案しまして解体したいと考

えました。 

将来的に使う見込みはあったのですか。 

 
ただ単に建物をずっと置いていたということですか。 

建物は使う見込みはございません。 

 

はい。 

 

（分科会長の意見） 

１回一般競争で入札を試みたわけですけれども、入札者

がなしという状況で、条件を緩和して10月11日に掲示を出

したら３者応札になった。１者が67％で、低い落札率です

けれども落札して、低入札調査をしても特に問題はないと

いう結論だったので契約したという経緯だったと思いま

す。特段の指摘事項はありません。 

 

はい。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 自動火災設備の更新 

資格種別  ： 「役務の提供等」及び「物品の販売」（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％であることから、予定価格の妥当性。 

発注部局名 ： 国立武蔵野学院 

契約相手方 ： 藤岡防災設備株式会社 



予定価格  ： 8,925,000円 

契約金額  ： 8,925,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 12月 9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者応札があり、最も低い入札金額を提示した、藤岡防災設備

（株）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 

14ページにあるように、３つの会社に見積もりを求め

て、そして13ページにあるようにそのうち最も見積もり

が低かった850万の藤岡防災設備株式会社の価格を採用

して予定価格にした。そして、入札はその３者も含めた

４者があって、藤岡防災は自分が出した見積もりの金額

そのものを出して、結果100％の落札になったというこ

とですね。 

そうです。 

藤岡防災とサイボウ、旭防災設備の３者に見積もりを

提出させた趣旨は何か意味があるのですか。 

 

この案件に限らず、昨年も例えばLED蛍光管への交換と

か何件か入札があったのですが、一応今までの私どもの入

札案件のやり方として、一般的には複数の業者から見積も

りを取りまして、最低価格で予定価格を設定してきたとい

う従来どおりのやり方で踏襲してきたものです。１つ今に

なって疑問に思うのは、なぜ藤岡防災設備はあくまで参考

見積もりと言っておったのに、勝負する価格でそれを出し

てきたのか、その辺は不明なのですが、向こうがもしかし

て入札する気があったので、勘違いして入札する額をその

まま参考見積もりとして提出してしまったのかなと推測

しています。 

例えば実際入札してきたのは藤岡防災とホーチキと

旭防災と綜合警備ということで、要するに見積書提出者

以外からも２者出ています。参考見積書を出させる企業

の選定基準はありますか。 

 選定基準は特段ありません。今回は、私自身が余り火災報

知設備関係に詳しくなかったので、インターネットで何とか

見つけてこの３者に参考見積を依頼したものです。 

事前の見積もりと今回は一致しているので、結果的に

は余り問題がなかったかもしれないのですが、往々にし

て予定価格を決めるための見積もりは高目に出してお

いて、ある程度枠を持って実際に落札したいときは安目

に提出してくることがある。施設において、予定価格の

積算方法について、自分で積み上げを行うときと、見積

もりを複数取って積算するときとの使い分けの基準は

ありますか。 

 

 

例えば単純な物品購入の場合ですと、納品していただ

いてそれで済みますので、インターネットで一般的な相

場はどの辺かと自力で調べることもあると思うのです

が、今回の火災報知設備はもちろん物品購入の要素も大

きいのですが、消防法に規定されたものですので、設置

をするには相当な技術も必要であり、また、最終的には

消防署も呼んで点検するので、手続がなかなか複雑です。

業者さんの見積もりを見ても物品本体以外の諸経費のほ

うが大きくなり自力での見積もりが厳しいと判断したの

で、今回は見積書だけを頼りにしました。 

自力の意味合いなのですが、国立武蔵野学院だけの場合

と、例えば厚生労働省の施設整備に依頼する形で、広い意

味で国として自力という選択肢もあろうかと思うのです

が、その辺の使い分けの基準は何かあるのでしょうか。 

一応私の認識としては、明らかに施設整備関係であれ

ばもちろん本省の会計課さんを通じて計算したところな

のですが、支出科目も右上に書いてあるように庁費とい

うことで処理しておりまして、施設整備関係という認識

がなかったものです。 

（分科会長の意見） 

３者から見積もりをとって、最も低い見積の850万を

採用して予定価格としたところ、その見積もりを提出し

た会社が結果として落札したという経緯です。ただし、

今回のような調達で国立武蔵野学院が自力で予定価格

を勘案できるほどの大きい組織でもなく、専門家がいる

 

はい 



わけでもないので、そのこと自体に非常に大きな瑕疵が

あるとは言えないと思うのですが、委員が御指摘のよう

に、例えば見積もりはやや高目の見積もりを出しておい

て、入札のときにはそれよりも少し下回る金額でという

恣意が働かないということも言えないということで、や

はり、今後、入札予定価格を決めるに当たって、例えば

国立武蔵野学院だけでは難しかったら本省に相談する

とか、そういう工夫も恐らく理屈の上ではあり得るわけ

ですので、今回の方法はそういう意味での危うさがかな

りあったことを自覚していただくことが大事なことだ

と思いますので、今後よろしくお願いいたします。 

【審議案件７】 

審議案件名 ： エックス線コンピューター断層撮影装置（CT）購入一式 

資格種別  ： 「役務の提供等」又は「物品の販売」（Ａ、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いため。 

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 ： 東京医療化学株式会社 

予定価格  ： 330,203,458円 

契約金額  ： 323,400,000円 

契約率   ： 97.94% 

契約締結日 ： 平成25年12月16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、東京医療化学（株）が契約の相手方となった。

落札率は、９７．９４％である。 

意見・質問 回   答 

資料の14ページと15ページに入札公告の変更がある

のですが、これは具体的にどういう趣旨で変更されたも

のですか。 
 

総合評価落札方式ということで評価委員会を設けてい

るところなのですが、評価委員会の審議が開札日までに

至らなかったものです。内容としては、評価委員の方か

ら応札者が１者であるのはおかしいとの指摘がありまし

たが、逆に１者から応札の参加があった以上、入札を無

効にすることはできないので、開札日の延期を行いまし

て、方針が定まった16日に開札を行うことの入札公告の

変更をしたものです。 
  

当初は開札日が12月６日だったのですね。それを未定

にしたというのは、要するに１者しかないのは問題だと

いうことなのですか。 

外部の評価委員会の委員の方から御指摘がありまして、

そのことについての調整に時間を要したということです。 
 

結果的には１者だったということで、10日間延ばした

ということになった、そういうことですか。 

そういうことです。 

そういう変更は、規則上あり得るのですか。会計規則

とかで、入札公告を変更しますということが許されるも

のなのですか。 

余り類は見ないと思うのですが、調達期間も配慮をし

てこのような対応を取りました。 

予定価格を決めるプロセスを説明して下さい。 
 

購入予定の機種の定価から他施設や当センターの納入

実績を参考に定価に掛けまして予定価格としています。 

それが例えば群馬大学だったり大阪大学だったりす

るわけですか。 

そうです。 

同等のスペックの仕様のCTを入れている例えば大阪

大学や群馬大学で価格がどうであったかをお調べにな

って、それを勘案して予定価格をお決めになったわけで

すね。 

そうです。 

ちなみにこれは特定の機種をある程度想定している 多数といいますか、複数はあると思います。 



のだと思うのですが、応札できる業者さん自体は世の中

には多数あるのでしょうか。 

 

その方々が応じなかった理由は何か思い当たることはあ

りますか。 

私どもの出入りの販売店さんとかにもお声がけしたの

ですが、これほどの大きな額は取り扱っていないというよ

うな話をいただいております。 

 予定価格はシーメンスの製品をもとにされているので

すね。シーメンス以外にCTをつくっているメーカーはあ

ると思うのですが、なぜそこからは予定価格の参考にさ

れないのですか。 

こちらは総合評価ということで応札業者の提案に沿っ

たといいますか、提案書の機種を予定価格の対象にしたと

ころです。 
 

 提案書の趣旨というのはどういうことですか。 提案書の機種です。 
 

それがシーメンスですか。 シーメンスでした。 

質問の内容は、シーメンスしかそれを満たすものはな

かったということなのですか、ほかのメーカーでは満た

すものはなかったのですか。 

例えばほかのＢという販売店さんが別のメーカーさん

のところで持ってきたら、そのメーカー同士で比較した形

の予定価格になったかもしれません。 

53ページはシーメンスの定価証明書があるのですが、

ほかのものもあったということなのですか。CTでほかの

メーカー、例えば東芝とかそういうメディカル関係の医

療機器を出しているところがありますね。そういうとこ

ろの定価証明はどうなっていますか。 

特にほかのメーカーのところは入手はせずに、シーメン

スさんのところで予定価格を算出しました。 

 

だからなぜほかのところはとらなかったのかなとい

うのが質問の趣旨なのですが、それはどういう答えにな

るのですか。 

例えば東芝さんのところでの提案書が上がって来たな

らば、東芝さんで予定価格を立てたかもしれません。 
 

東芝からは出なかったということですか。 そういうことです。 

総合評価ですから、予定価格を作成するときに東芝と

かそういうところにも声をかけたわけですか。 
 

意見招請での情報提供はしています。 
 

結果的にシーメンスしか出てこなかったということなの

ですか。 
はい。 

 

時系列なのですが、公告の時点ではどこまでの情報が

出ているのですか。要するに応札したい興味がある業者

さんはどのレベルの情報を得て今の提案を提出してい

るのですか。 

公告の段階では入札説明書と仕様書などをお配りしており

ます。 

ここで言うところの仕様書は、５ページ以降のこれも

含まれていますか。 

はい。 

 

この仕様書にすること自体は、施設内では誰がどのよ

うな意思決定をしているのですか。どれを加点のものに

するとか、どれを必須のものにするとか、そういう内容

のことです。 

最終的には評価委員会で決定しています。 

仕様自体も決定しているのですか。 
 

そうです、中身的な部分はすべてです。 

29ページに点数がありましたけれども、ほとんど満点

で、仮にほかのところが興味を持ったとしても、加点が

10点だけ足りないくらいで、加点部分も含めてほぼ満点

だと思うのですが、現実問題としてほかの機種を想定し

ているところが実質的に競争になるような点数をとれ

るのかということの、代替の可能性について何らかの配

慮はされていたのでしょうか。 

あくまでも点数的なところのみの話ということになり

ますので、あとは価格から点数化した総合点数での比較

になろうかと思います。 

 

違う観点からの御質問なのですが、先ほど群馬大学、

大阪大学などの納入価格の実績などを勘案しつつ予定

価格を決めたという御説明がありましたけれども、56ペ

こちらの表の中の納入率の一番低い群馬大学の24.1％

を採用して予定価格を算出しています。 

 



ージの表はそういう意味からいうとどのように理解し

たらよろしいのでしょうか。随分値段の差があるような

気がしますが、この表は、直接予定価格の算定には関係

がないのですか。 

定価というのはあってないようなものなのですね。 

 

その定価にこちらの納入率を乗じて予定価格を算出し

ています。 

今回の予定価格の作成はシーメンスを全てベースに

していますね。だからセンターのほうで要望を満たせる

ほかのメーカーがあれば、そこから予定価格を徴収する

方法をなぜ積極的にとらないのかなと疑問に思ったの

です。 

最低価格方式ならば幾つか機種をという比較になるとは

思うのですけれども、一応御提案のあった機種から算出すべ

きであると考えました。 

提案があったというのはどういう意味ですか。 提案があった機種、今回であればシーメンスさんの機

種で予定価格を算出しています。 

 価格の安いものがあれば、価格面も今回の総合評価で

は当然評価されますね。だからセンターのほうでもっと

積極的に性能がよくて安い機能のあるメーカーのもの

を選定する努力をしないのが疑問なのです。シーメンス

が出てきているから、それに基づいて24％を掛けて予定

価格ですというような御説明ですが、その基になる価格

がもっと安いメーカーのものがあればそれを採用して

もいいのではないのかなと思いますが、その辺はどうな

のですか。 

総合評価だと、価格プラス機種の性能的な要素も必要

となりますから、性能的なところで一番高いものについ

ての市場価格で予定価格を積算する必要があります。 

 

だから性能の評価というのは、例えば東芝のものとシ

ーメンスと比べて、結果としてシーメンスがいいですと

いうのであればいいのですが、そういう評価をされてい

るのかなということなのです。 

提案なしにしてということですか 

そういうことです。そういう評価をしないで、総合評

価落札方式で最初からシーメンスありきでそれに基づ

いてやっていていいのかなと思います。 

ただ、仮にここで東芝さんの予定価格を立てた場合、

現行の予定価格との差は出てくるのかなという気がする

のです。 

予定価格の設定の仕方なのです。現行の予定価格はシ

ーメンスをベースにしているわけでしょう。だから、シ

ーメンスのベースではなしに、東芝と比べて、要するに

センターとして機能的に十分満足しておれば安いほう

の価格で予定価格を組んで、さらにプラス加算点、技術

点みたいなものを加算して総合評価で決めるというこ

とではないのですか。 
 

提案ありなしにかかわらず２者見比べたほうが良いとい

うことですか。 

２者か３者か、シーメンスとか東芝以外にもCTはあり

ますね。そういうところと比べて総合的に点数をプラス

マイナスして、要するに予定価格は価格だけですから、

価格点を安いもので予定価格を作成するのがいいのか

なと思うのですが、その辺はいかがですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 総合評価落札方式なので、スペックに対してシーメン

スからしか提案がなかったという事情もよくわかりま

した。ですから、極めて不適切な手続だったということ

は特に指摘はできないと思うのですが、結果１者応札で

落札率が98％ということは、やはり本当にきちんと競争

力が働いている入札だったのかということについては

一般的には疑問を抱かざるを得ない。だけれども、よく

プロセスを伺ってみると、これ以外方法はなかったのか

 

はい。 



なとも考えます。ただし、やはり委員が指摘しているよ

うに、競争力を働かせるための予定価格の導き方には何

かもうちょっとほかにも工夫の余地があったのではな

いかとは考えますので、今後いろいろな意味で御努力を

いただければと思います。特に不適切だったという指摘

事項はないと考えます。 

【審議案件８－１】 

審議案件名 ： ワンショット3D測定マクロスコープシステム一式 

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。＜関連資料８－２＞ 

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 ： 株式会社キーエンス 

予定価格  ： 4,704,000円 

契約金額  ： 4,704,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 15日 

（調達の概要） 

 公募を行ったところ、（株）キーエンス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。 

【審議案件８－２】 

審議案件名 ：表面筋電位計測装置一式 

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。＜関連資料８－１＞ 

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 ： 有限会社追坂電子機器 

予定価格  ： 1,697,220円 

契約金額  ： 1,697,220円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成25年10月3日 

（調達の概要） 

 公募を行ったところ、（有）追坂電子機器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 

 これは随意契約ですね。本件はキーエンスの場合は470

万、そうすると物品の購入は160万未満が随意契約でき

るので、470万は少額随意契約の範囲を超えているから

随意契約できるのかどうか疑問に思ったのです。  

物品の購入はそうですけれども、そうすると調達だけが

入札になってしまうという形になってしまいました。 
 

 予算決算会計令において、購入の場合は、160万円を超

えないと定められています。これは随意契約の要件を満

たさないのではないかなと思います。 

本件は、競争性が働かないという面から、公募による購

入を行ったところです。 
 

随意契約理由を見ても、ほかに存在する可能性は否定

できないというような書き方をしていますね。そうする

と、ここしかないということは証明されていないわけで

すから、随意契約の要件に当てはまらないのではないで

すか。 

一応それを証明するために公募という調達方式をとったの

です。 

 要するに契約するに当たってそういうことが法令上認め

られているのかどうかということなのです。他に業務が行

える者がいないか確認するために、公募をおこなうことの

根拠規定は何かあるのですか。 

はい。 

今の委員の御質問について、まず資料８－１のほうで

すが、この機種については株式会社キーエンスが製造販

売している唯一の業者である、一般競争入札が成立しな

平成18年８月くらいに、当時随意契約の妥当性等々にやや

疑義がある案件がかなり多いということで、全省的に随意契

約の見直しがありまして、それを踏まえて財務大臣通知とい

う形で「公共調達の適正化について」という通知が出ており



い見込みである、したがって当該製品を販売する者が１

者のみか、それとも複数存在するのかを確認する必要が

あるためまず公募を行った、公募を行った結果、もし複

数存在すれば入札になる、しかし公募した結果、複数存

在しなかったので随意契約をしたということは、会計課

としてはどのような見解となりますか。 

 

ます。従来競争性がなかったものについても内容については

よく調べるように、当然競争にかけられるものは競争にかけ

る、価格競争は難しい、ただ企画内容によって競争性が高め

られるものについては企画競争を実施することになりまし

た。一方で、さらに内容がやや特殊、特殊な設備が必要だと

か、著作権等々の関係で供給者が余り多くない、あるいは本

当に１者しかないのではなかろうかというものについても、

法令でここしかできないとか、客観的に見てここの者しか日

本では供給していないというもの、明らかに世間一般的に認

められているもの以外については、単純に発注者側が決めつ

けで随意契約にするのではなく、やはり広くこういうものを

求めているのですけれども供給する者はいないでしょうかと

いう公募方式をとって、その上でもし数者仮にあったとすれ

ば、それは一般競争ないし企画競争に、本当に手が挙がって

こなかったということであれば随意契約もやむを得ないとい

うことはその通知の中に出ておりまして、そういった意味で

今回のリハセンの案件もそういうことだろうと思います。た

だやり方としては今回のような方式もありますし、ここに「否

定できない」という言葉もありますので、１者しかないかも

しれないけれども、とりあえず一般競争を何回かかけてみて

本当にないなという、いわゆる一般競争にかけても結果的に

１者応札になることもあるかもしれません。ただ、先ほど言

いましたとおり、最低限公募方式によって供給者が本当に１

者しかいないか、複数者いるかということを確認した上で判

断することは一応認めてはいます 

そういう選択がどのレベルというか、本当にないのか

どうかということで最初から決めつけてやるのがいい

のかどうかということなのです。最初からこれはキーエ

ンスしかないと決めて随意契約だ、念のために確認公募

しましょうというのがいいのか、それとも随意契約では

なく一般競争ということで広く求めるような形にして

いますから、そちらの原則を無にしてしまうようなこと

にならないかなという疑念を持ったのです。 
 

私も直接このリハの案件を聞いたわけではないのですが、

例えばワンショット 3D 測定マクロスコープという一つの調

達側が求める仕様を満たすもので、別にキーエンスというと

ころ以外でも何か同じような仕様のものを提供しているので

あれば、逆に競争性はあると思います。だから、逆にキーエ

ンスが出しているものしか求めないとなってしまうとこうい

うことになってしまう可能性もありますので、そこら辺で調

達側が求める仕様のものがまず複数あるかどうかという検証

がなされたかどうかを踏まえて、明らかにこれしかないとな

れば場合によっては公募によって随意契約もやむを得ないか

もしれませんが、その辺がどうなのかというところがあるか

と思います 

その辺のところを検証されましたか。 要求部局の研究所において、購入機種の性能等の比較検討

を行っています。しかしながら、研究に合わせて機種を比較

していることもあることから、偏った仕様となることもたま

にはあります。 

（分科会長の意見） 

 表面筋電位の測定に関しても、ある機械を決め打ちで

公募随意契約となったような印象を受けますので、やは

り透明性とか競争性を厳格に執行していただく上では、

少し仕様についてしっかり記述したもので例えば入札

をしていただくとか公募をしていただくとかして、本当

に１者しかないということを説明できるようなプロセ

スが必要であったのではないかという指摘とします。 

 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 次世代医療機器評価指標作成事業脊椎インプラント一式 

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。 

発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 



契約相手方 ： 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 

予定価格  ： 4,200,000円 

契約金額  ： 4,200,000円 

契約率   ： 100.00% 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 3日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条の４第３号による随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

 契約の中身なのですが、業務委託という整理でよろし

いのですか。 

各種ワーキンググループに係る業務の委託という形に

なります。 

 この種の研究委託で相手先を選ぶ場合に、結果的に随

意契約になると思いますが、厚生労働省の中には、研究

者を選定するための審査会や基準みたいなものはある

のですか。みんながこの学会に入っているとの、説明を

聞くと、誰が見ても、公平に選定されていることの証明

はどれを見れば良いのですか。 

 

 研究機関のものですから、厚生労働省から支出委任の業務

でこの業務を行っていまして、厚生労働省のほうで本来の基

準を作るという審議会、委員会等を作っていまして、その中

のワーキングで一定の基準をつくる、それにはそういう専門

家が入ったワーキングでやっているのですか、その業務を専

門家のワーキングの先生にそもそも委託をして行うことで

す。本来相手方が国の機関であれば支出委任等でできるので

はないかと思うのですが、現在の仕組みではこのような方法

しかないというのが現状です。 

 ワーキングというのはそういう検討会議のことなので

すか。「17年度から厚生労働省に」という記述がありま

すね。 
 

 次世代医療機器評価指標検討会を作っていますので、そ

の中のワーキングとして参画している。 
 

 そこで外山教授のグループがいいということになってい

るわけですか。 

 そうです。仮にこの方が慶應義塾大学をやめてほかのと

ころに行けば、またその方にお願いするしかないのだろう

とは思うのです。だからもともとがこの契約になじまない

ような感じはするのです。ここで私も３年間説明していま

すけれども、もともと国の業務をそのままやらせるのに直

接やらせないで、専門的な分野だからといって国立の研究

機関に支出委任して、そこもまた人もほとんどいませんの

で、結局は実際の業務はそういう委任をしてやっていただ

いて、我々のところの専門家の先生がある程度オーソライ

ズして本省に与える。本省ではそれに基づいて政策をやっ

ていく。そういうふうな一連の業務を我々のところではこ

こ何年かやっているということになっています。 
 

 先ほど支出委任という御説明がありましたが、支出委

任というのはどういう意味ですか。 

 
 

 予算自体は厚生労働省のほうでとってきまして、実際作

業といいますか、研究に係る業務につきまして委託という

形で厚生労働省からお金をいただいて研究所のほうで業

務をさせていただいているという流れです。 

 

 では、厚生労働省の研究業務の政策の中で決まってい

くということでいいわけですね。 
 

はい。 

 よく事情をお聞きし、かつ随意契約理由書を読ませて

いただくと、厚労省に次世代医療機器評価指標検討委員

会というものが組織されて、評価指標の作成などを検討

されている。この中で脊椎インプラント審査ワーキング

グループで脊椎インプラントの評価指標をつくる。その

座長が慶應大学の外山教授である。だから必然その方に

お願いせざるを得ないということですか。 

 そうです。ほかの契約の方式があれば直接その先生にお

願いすることになります。 

 

したがって随意契約にしたという状況、あるいは理論 そうです。今の契約の仕組みの中ではこういう方式しか



の流れはよくわかりました。やむを得ないことだなと思

いますし、やむを得ないというよりも選択肢はこれ以外

ないということですね。 
 

なくて、相手方は昔であれば国の機関、国立病院とかそう

いうところがあったので支出委任ということでどんどん

できたのですが、たまたま今回の場合は慶応大学の先生で

あり、相手先が国の機関になれば支出委任みたいな形には

なると思うのです。 

（分科会長の意見） 

選択肢がなかったということ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１０－１】 

審議案件名 ： エバポレーションシステム１式購入 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、契約締結日が比較的に近いことから、分割発注の可能性。 

      ＜関連資料１０－２、１０－３＞ 

発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社帝国理化 

予定価格  ： 1,554,000円 

契約金額  ： 1,497,300円 

契約率   ： 96.35% 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 18日 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ： 倒立顕微鏡１式購入 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、契約締結日が比較的に近いことから、分割発注の可能性。 

      ＜関連資料１０－１、１０－３＞ 

発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社池田理化 

予定価格  ：1,267,350円 

契約金額  ：1,242,150円 

契約率   ： 98.01% 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 28日 

【審議案件１０－３】 

審議案件名 ： リキッドハンドリングシステム１式購入 

資格種別  ： －  

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、契約締結日が比較的に近いことから、分割発注の可能性。 

＜関連資料１０－２、１０－３＞ 

発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社バイオテック・ラボ 

予定価格  ： 1,260,000円 

契約金額  ： 1,239,000円 

契約率   ： 98,33% 

契約締結日 ： 平成 25年 10月 30日 

（調達の概要） 

 予算決算会計令第９９条第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

 確かにこれは３件とも160万円以下で随意契約が許さ

れている範囲なので、そのことについては了解いたしま

したが、本当にこの３つは別物なのですか。 

 別物です。 

 

 つまり３件の随意契約で、履行期間とか調達期間がか

なり接近しているので、そういう意味で分離発注したこ

とはないのですね。 

 

 ありません。エバポレーションシステムは試料から抽出

した成分を濃縮するための機械でありまして、顕微鏡は名

前のとおり顕微鏡でありまして、リキッドハンドリングシ

ステムは貝毒の分析の前処理に使用するための検体液を

配分するための機械、それを自動化するためのものという

ことで全く別の機械になりますので、まとめて調達ができ



るようなものでもありません。 

 これは分割で発注するのと幾つかをまとめて発注する

のと、有利不利は検討した上で決定しているのですか。

例えばバイオテック・ラボさんだと２番目のものはない

のですが、１番目と３番目は見積もりを出しているかと

思うのです。 
 

 本案件に限らず、同じような分析機器等を購入する際に

大体販売代理店を通して買うことが多いのですが、まとめ

て買うようなことがあった場合に例えば少し安くしても

らうことはあるのですかという質問は何回かあるのです

が、基本的にまずメーカーがそれぞれ違うこともあります

し、調達方法も代理店によってさまざまなので、まとめた

から安くなるということは難しいと言われているので、一

応それぞれの案件ごとに調達をしております。 

 予定価格を立てるための見積書といわゆる本当の見積

もり合わせの見積書を２通とっている形になっている

と思うのですけれども、これはいつも２段階でとってい

るのですか。 

そうです。 

 ちなみに見積書の提出日はこちら側でゴム印か何かで

打っているのですか。これを入れさせないというのは何

か意図があるのですか。 

 

 基本的に日付を入れてもらうようにしているのですが、

業者さんのほうで日付を入れずに空欄で提出していると

きに関しては当方で押したりしますが、実際いただいた日

を記入しております。 

（分科会長の意見）  

 160 万以下であること、それぞれ全く別件の調達である

ことを確認しましたので、特に指摘事項はありません。 

 

 

 

審査終了後の委員等のコメント 

＜審議案件８に関する意見＞ 

○上野分科会長 審議案件８は本当にその機種しか可能性がないのかということについてはかなりデリケートで難しい

問題で、この案件が不適切だったとは思いませんが、委員が再三御指摘になったように、競争力を確認するための方法

が本当になかったについては、課題として残ったという気がします。今後、同様な案件が出てきたときには、議論をさ

せていただきたいと思います。 

○事務局 本省会計課としては、施設から細かい説明を受けているわけではないのですが、直接販売しているメーカー

の機種のみを視野に入れて調達しているような感じが少しします。本当にこういった仕様のものがここしかないという

ことまで検証した上で、先ほどのように公募を実施するのであれば、まだ説明がつくと思いますが、複数機種があるか

どうかという検証も含めて、最終的に公募に至ったかどうかというのはもう少し検証する必要があったと感じていま

す。今後ともそういった点で御指導等をいただければ、私ども気をつけていきたいと思います。 

○上野分科会長 理由書を読んでいると、この機械が欲しいという特定をした後に、いろいろ理由を考えたような感じ

もしますので、委員がかなり詳細に指摘したことは大変結構だと思います。また、今後こういう問題については引き続

き注視をしてまいりたいと思います。 

 

 ２１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） 


