
平成２６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２６年６月２５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２６年 １月１日～平成２６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 ： 国立療養所宮古南静園治療棟改修整備その他工事 

資格種別  ： 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、１者応札であるため。 

発注部局名 ： 国立療養所宮古南静園 

契約相手方 ： 共和産業株式会社 

予定価格  ： 110,108,000円 

契約金額  ： 109,836,000円 

契約率   ： 99.75％ 

契約締結日 ： 平成26年1月28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、共和産業（株）が契約の相手方となった。落札

率は、９９．７５％である。 

意見・質問 回   答 

この入札公告は、２回目の公告ですか。 １回目です。 

１回目ですか。末尾についている審査調書、そのときに

予定されている履行期間よりも少し契約時期が遅れている

ような気がします。 

その理由は、当初、設計が１０月末日に完成する予定だ

ったのですが、電気設備の配置等で、施設側と設計業者側

で調整がありましたので、完成が１２月末までかかり、工

事の入札等も遅れてしまいました。 

審査調書の「前回の調達状況」に４者応札と書いてある

のですが、このときは技術者というものが余り問題になっ

ていなかったということですか。 

 ２４年度の「公会堂冷房設備その他工事」につきまして

も、１回目の入札では、Ｃ又はＤ等級で実施しましたが、

不調となりました。 

 ２回目の入札において、等級をＢ・Ｃ・Ｄに範囲を拡大

したところ、４者の参加があり、無事落札しました。 

前回は、一般競争の最低価格落札方式で、今回は、総合

評価方式にしたという特別な考えがあったのでしょうか。 

 

予定価格6,000万以上の調達は、原則、総合評価落札方式

となります。今回の場合も予定価格が約１億円の工事だっ

たので総合評価落札方式で行っています。 

予定価格が 6,000 万以上超えると自動的に総合評価落札

方式をやるということなのですか。 

はい。 

今回の調達は、１者応札なのですけれども、１者しか応

札されなかった理由は、先ほど御説明を承ったのですが、

競争参加資格の等級をＢ、ＣからＢ・Ｃ・Ｄまで拡大して

入札することは可能性としてはないのでしょうか。 

基本的に該当等級プラス直近の上位又は下位の等級でと

いう規定があります。１回目で落ちない場合は拡大して、

例えばＡ・Ｂ・Ｃとか３つの等級で入札ができることにな

ります。 



それほど難しい工事とも思えないので、Ｂ・Ｃ・Ｄという

ふうにしてもよかったということはないのですか。 

先ほども説明しましたが、決まりとして、まず初めに直

近上位下位というのがございますので、それで落ちなかっ

た場合に範囲を広げるというふうに順番としてはなりま

す。 

この場合は一応１者だけれども、入札が実現したので、等

級を広げる必要はなかったということですね。 

 はい。 

技術者不足というのは慢性的にどのくらい続いているの

ですか。 

全国的に、東北などに流れているという話を聞いていま

す。 

地域性が多分あると思うのですけれども、もちろん東北と

か関東で技術者不足というのが言われているわけですが、

九州・沖縄地区にも技術者不足という意味では相当な影響

があるわけですか。 

あります。沖縄から九州に流れていることが、結構ありま

す。技術者そのものが、一時期賃金のほうもかなり低く、

新聞でもありましたけれども、コンビニのアルバイトと変

わらない、そういうことが言われているような状況もあり

ました。 

（分科会長の意見） 

 １０者に応札を促して、参加を促す努力をかなり行った。

しかし、結果として、慢性的な技術者不足で、１者応札、

２回目の入札でやっと落札できた。したがって、落札率が

９９％なのも一定程度理解できますので、やむを得なかっ

たとは思います。しかしながら、２６年度の厚生労働省調

達改善計画にも、１者応札について要因分析を行い、対応

方針を検討することになっていますので、今後なお、１者

応札を避けるためにいろんな努力、工夫をしていただけれ

ばと思います。 

 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 国立療養所長島愛生園給食棟更新築整備工事 

資格種別  ： 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 ： 国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ： 中国建設工業株式会社 

予定価格  ： 299,322,000円 

契約金額  ： 299,160,000円 

落札率   ： 99.95％ 

契約締結日 ： 平成26年2月4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、中国建設工業（株）が契約の相手方となった。

落札率は、９９．９５％である。 

意見・質問 回   答 

結果的に１者応札となっていますが、その理由について

何か思い当たることはありますでしょうか。 

 

先ほどの宮古南静園からも説明がありましたが、技術者

不足等が影響しているようです。辞退をした業者に確認し

たところ、入札の予定だったのですけれども、ほかに有利

な工事があり、そちらに技術者を回すということで当園の

工事について応札できなくなったという話でありました。 

入札公告した時期が年末になっていますが、何でこの時期

になったのか教えて下さい。 

 予算の示達、設計の進みぐあい等を考慮したため、この

時期となりました。 

調達概要書では履行期間が11月30日になっていますけれ

ども、入札公告では履行期限は、４月30日となっています

ね。 

 はい 

 

 そうすると当初の工期は、２カ月半位ですね。  はい。 

入札公告が12月24日で技術資料の提出日が１月15日では、

いろんな意味で窮屈なスケジュールのような感じがしま

す。もう少し余裕を持って実施できるのではないかと思い

ますが、この時期で実施しなければならない理由について、

教えて下さい。 

 それは園のほうでも最善を尽くしてこの時期になったと

いうことです。 

今回の給食棟の工事については、示達があってから早急に

実施したのですが、基本設計や実施設計に時間も大分かか

りましたので、最終的にこの時期になったのです。しかし



ながら、打ち合わせ等精力的に行いまして、最善を尽くし

た結果です。 

基本設計は25年度の当初から始めたのですか。 はい。実際に基本設計という形で作業したのは25年度か

らですけれども、事前におおよその給食棟の計画、レイア

ウト等は決まっていました。 

  25年度の基本設計、実施設計が終了したのはいつごろな

のですか。 

入札の公告が12月24日なのですけれども、その直前です。 

これは、25年度中には工事も発注しなければいけないと

いうのが条件だったのでしょうか。 

はい。予算が25年度予算でございますので、少なくとも

契約までは行わなければなりません。 

先ほど国立療養所宮古南静園の方の御説明だと10者ぐら

いに応札してくれるようにいろいろ交渉したということが

発言としてありましたけれども、今回の場合はそれに類し

た努力などは何か行ったのでしょうか。 

 

応札をしてくれるようにという交渉については特にして

いません。ただ、建築関係の複数の業界紙に載っておりま

したので、業者のほうは承知いると思うのです。これは岡

山の特殊事情になるのですけれども、この26年の11月に開

業する予定の大型ショッピングセンターの工事を行ってお

り、また、近辺では岡山済生会総合病院が553床10階建ての

病棟の新築工事を平成25年から28年、岡山赤十字病院が平

成25年から27年の予定で７階建ての新館・緩和ケア病棟の

建築工事、川崎病院が平成25年から28年の予定で704床15階

建ての新病院の新築、岡山総合医療センター、岡山市民病

院が平成23年から26年の予定で400床７階建ての病棟の建

築ということで、病院関係も含めて建築工事が非常に重複

しておりました。その結果、業者のほうの人手不足もあり、

応札がなかなか難しいと聞いています。 

（分科会長の意見） 

実質的には１者応札、第１回目の入札では落札できなく

て、４回繰り返して落札率99.95％というところでやっと落

札した。その背景には、岡山地域にはかなり大型の建設物

件があったということと、それに伴う技術者不足で応札で

きる会社が限られていたという状況はよくわかりました。 

さりながら、やはり監視委員会として申し上げなければ

ならないのは、１者応札については極力いろんな努力を払

って避けるべきことと認識していますので、今後こういう

１者応札が続かないようにさまざまな努力や工夫をしてい

ただけるよう、よろしくお願いいたします。 

 

はい。 

【審議案件3】 

審議案件名 ： 国立療養所栗生楽泉園適温配膳車３台 

資格種別  ： 物品の販売（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で、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 ： 国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ： 関東調理機械株式会社 

予定価格  ： 8,977,500円 

契約金額  ： 8,946,000円 

契約率   ： 99.65％ 

契約締結日 ： 平成 26年 2月 4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、関東調理機械（株）が契約の相手方となった。

落札率は９９．６５％である。 

意見・質問 回   答 

本件は１者応札なのですけれども、入札の説明会を開催さ

れたという話なのですけれども、それは具体的にどのよう

な内容なのですか。 

説明会の内容は、入札説明書や仕様書等を説明したり

するのですけれども、この日、開催をしたのですが、参

加した業者がいませんでした。 

入札説明会を実施しますという広報はどのような方法

で行っているのですか。 

当園の掲示板に公告するのと、ホームページで公告して

います。 



それでも誰も来なかったということなのですね。 はい。 

 

２者に参考見積もりを取って安いほうを予定価格にした

のですね。 

はい。安価な業者の見積もりを参考に予定価格を算出し

ました。 

参考見積もりを取った２者のうちの１者だけが応札し

て、参考見積もりを出した金額よりわずかに低い金額で入

れたので１者応札になった、そういうことですね。 

結果としてはそうなります。 

これを納入できる業者というのは群馬県内にどのくらい

あると把握されていますか。 

この１者だけではないと思っていますけれども、結果と

してはこの業者しか応札してくれませんでした。 

参考見積もりを取るときに、なぜこの２者を選んでいる

のですか。もう少しあるのであればなぜこの２者だけなの

ですか。ある程度声をかけることによって存在を知らしめ

ることもできるから、参考見積もりに 10者声をかけていれ

ば 10 者応札してくれる可能性があると思いますが、その辺

はどうなのでしょうか。 

まず、地域柄、僻地に当園があるということもありまし

て、業者さんに声をかけてもなかなか来てくれないという

のが一つあります。日ごろから取引のあるこの関東調理機

械さんには声をかけたのですけれども、ほかにも開拓する

なり、もっと努力はすべきだったとは思っております。 

 ただ、適温配膳車だから納入は１回で済むわけですね。 はい。 

 

僻地にあると言うのは、入札に出かけることが困難だと

いう意味ですか。 

業者さんがどのように考えているのかは、わかりませ

ん。 

ホシザキというメーカーが入札に来なかったというの

は、なぜ来なかったのですか。 

業者さんが応札するかしないまではこちらでは強制で

きません。   

古い配膳車があると思いますが、本件はその更新ではな

いのですか。 

更新とは違いまして、新規での購入になります。 

栗生楽泉園ではこういう適温配膳車というのは古いもの

はないのですか。 

はい。ただの配膳車だったらあるのですけれども、今回

は適温配膳車であり、例えばおみそ汁などは入所者に持っ

ていくまでに冷えたりして、入所者から温かいのが食べた

いとの声もあったので、新規の購入となりました。 

しかし、適温配膳車というのはいろんな病院や高齢者施

設でよく使われている機器だから、特段珍しいとか数が少

ない機器ではないわけですね。 

はい。 

これは群馬県の中の２者に見積もりを取られたわけです

けれども、群馬県の中に限るという条件はあるのですか。 

そこの縛りはかけていないです。 

でも、仕様書の７－２に「サービスの拠点を県内に有す

ること」と入っていますがこの条件は必要なのかという話

にもなると思います。 

故障したときにすぐ対応できるということを重視して

これを入れさせていただいたのですけれども、例えば東京

にしか拠点がないと故障になったとき来るのに時間がか

かったり、修理代も高くなったりということも考えたもの

です。 

場所によっては栃木県とか近いところだって考えられる

と思います。 

はい。 

 

（分科会長の意見） 

本件は、２者に参考見積もりを取って、安いほうの見積

もりを参考にして予定価格を決定した。入札を実施したと

ころ、安い見積もりを提出した会社が１者だけ応札して、

予定価格よりほんの少し下回る金額で、落札したという経

緯です。何度も繰り返していますけれども、極力競争力の

働く入札を実施すべく、１者応札をできる限り避けるとい

う意味で、委員から御指摘があったように、例えば、いろ

いろな業者に声をかけるとか、地域限定にしないでも大丈

夫な場合は、対象の地域を広げるとか、さまざまな努力が

考え得ると思います。園の中の掲示板とホームページだけ

で本当に広報が十分であったかどうかも含めて、今後は１

者応札を極力回避できるようにさまざまな努力をしていた

 

はい。 



だきたいということを意見として申し上げたいと思いま

す。 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 薬剤在庫管理システム一式 

資格種別   ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随契約の妥当性。 

発注部局名 ： 国立療養所多磨全生園 

契約相手方 ： 株式会社東邦システムサービス 

予定価格  ： 3,197,232円 

契約金額   ： 3,197,232円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成26年3月10日 

（調達の概要） 

会計法29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号による随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

本件は、随意契約ということなのですけれども、随意

契約の理由というのは具体的に５ページを見ればいいの

ですか。 

 

提出しました理由書は契約の相手方から出てきている

ものです。現在使用している旧システムも東邦システムの

製品でしたが、旧システムの機能やシステムの内容、構造

を理解するのは自分のところしかないので、自分のところ

以外ではこれを更新することはできませんという、対応可

能な業者は私のところだけですという内容のものです。 

一般的にシステムの更新とか新しいものに変更すると

いう場合に、発注者側としてこれは東邦システムしかで

きないという根拠を示さないと随契理由にならないので

はないですか。 

そうですね。 

例えば２ページから仕様書がありますね。発注者側とし

て、この仕様書を満足できるのは東邦システムしかない

という検証をして初めて随契理由になるのではないです

か。随契理由書というのがないので、果たしてどうなの

か疑問に思います。 

はい。 

私どもが受け取っている資料の５ページは随意契約理

由書と目次には書いてあるのだけれども、この５ページ

を幾ら読んでも、どうして随意契約にならなければなら

なかったかということの理由が一切書いていないように

思います。 

提出しました資料ですと契約の相手方から出されたた

理由書のみで、園のほうで検討した結果を書面に残したも

のを作っておりませんでした、その点は少しやり方がまず

かったと思っています。 

 

このシステムが老朽化して更新しなければならない。

東邦システムサービスに問い合わせたら、これは我が社

しかできないと思いますという書面を提出してきたわけ

ですね。 

はい。 

国立療養所多磨全生園として主体的に、この会社でない

とどうしてもできないので随意契約にしたという説明書を

作ったとは一般に受けとめにくいと思いますけれども、感

想はいかがでしょうか。 

園で検討した内容について、契約相手方しかないという

内容の書類を整備しておくべきであったと思います。 

 

今度、26 年３月に入れたシステムがまた老朽化したら、

またこの業者に随意契約で発注するのでしょうか。 

そのときの状況によると思うのですが、現在、調べたと

ころでは、ハンセン病療養所あるいは国立病院機構内の病

院につきましても、ほぼ東邦システムサービスのシステム

が入っているということです。全部100％そうであるかと

いうことになりますと２～３そうではないところのシス

テムが入っている病院もあるようなのですが、現在のとこ

ろ、使い勝手も現場のほうでも特段不満等はありません

で、現在の機能、データの利用という面からこの会社のシ

ステムがよろしいということになっております。OSや医薬



品の分類の制度、そういったものが変わりまして、他社で

も同じような使い勝手の良いシステムができた場合には、

またそのときに検討がされるのではないかと思いますが、

現在のところはここの会社という整理をしております。 

仮にこの業者に頼まざるを得ないとすると金額の適正性

をどうやって担保するかということだと思います。仮にこ

の業者に随意契約するのは仕方がない場合に、どのように

したら適正な金額で契約できるか、何か工夫の余地はあり

ますか。 

他社の製品で同じような機能を比較するようなものが

なかなか見つからないものですから、今回は、最初から契

約の相手方と交渉して値下げを行って、その価格で契約す

ることになってしまいました。 

 

値下げ交渉は必要ですけれども、こちらの基準を持って

いないと結局スタートが相手の言いなりの金額で、そこか

らの値引き交渉となってもこちらの目標値がないですね。

予算を立てるにしたって、何が適正かがわからなければ立

てられない。そもそもこういうふうにならざるを得ないと

いうのは、恐らくは導入当初わかっている話ですね。シス

テムは何年ぐらい使って何回ぐらい更新するイメージで最

初は入れているのですか。 

OSが更新される頻度は大体５～６年で保守が切れるよ

うな状態だと思いますので、医療機器等と同じように５～

６年で新しいシステムを購入するというスパンではない

かと思います。 

 

このままいくと未来永劫続くような気もしますけれども、

予定価格がこちら主導で立てられるかわからないですが、

内訳を見ると、物の部分、パソコンの値段がついている部

分と技術料的なものが書かれていますね。 

はい。 

恐らく機械のほうというのは汎用品というか、普通の市中

に回っている商品が多分書かれていますね。 

はい。 

機器は、他の業者も納品できて、それにセットアップする

ことができないのか。または技術料的な部分、付加価値の

部分についても、人工や工数がどのくらいの金額で、技術

料の部分や付加価値の部分の比率で算出できないのか。人

工計算プラス適正利潤で算出して予定価格を定めないと、

言われた金額から交渉して、３％、５％引くのが精いっぱ

いみたいなことに結局なるのではないでしょうか。 

ハード的な面、パソコンやプリンター、そういったとこ

ろについてシステム込みの一式ということなので、相手方

との話し合いになると思うのですが、ハードについては他

社製品と比較が可能であるように思います。もう少し予定

価格を立てる上で資料を集めて検討したほうがよかった

かもしれないです。 

 

このままでいくと５～６年たつと同じようにまた随意契

約、そして５～６年たつとまた同じように随意契約となる

可能性が大な案件でありまして、背景が理解できないこと

はないのですけれども、まず随意契約理由書のつくり方が、

園として主体的にさまざまに調べて随意契約やむなしとい

う結論に至ったという文章になっていないところはもう少

し工夫していただく必要があるのではないかと思います。 

 ２点目として、委員の御指摘のように、やはり適正な価

格に導くためには、園として幾つかのいろんな思考をして、

単なる値引き交渉に終わらない適正な価格を導く努力とい

うのも主体的に必要ではないかということを意見として申

し上げます。必ずしも随意契約ではよくなかったとは言え

ないかもしれないが、随意契約ということは今後相当特殊

な事例に限ったほうが良いと思いますので、ぜひ、そうい

う努力をお願いしたいと思います。 

参考意見になりますけれども、例えば他の国立療養所
などといろんな意味で連携をとるとか、そういうことは
考えられないのでしょうか。 

他の施設でも同じようなシステムが入っていると思い

ますので、比較をする上での参考になると思います。 

 

（分科会長の意見） 

そういう努力とか、もう少し厚生労働省に対して指導を

仰ぐとか、そのような工夫があっても良いと思いますので、

ぜひ、今後、努力をしていただきたいと思います。 

 

 

 はい。 



【審議案件５】 

審議案件名 ： 事務本館ファンコイルユニット整備工事 

資格種別  ： 管工事（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、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 国立療養所多磨全生園 

契約相手方 ： 株式会社オカモト 

予定価格  ： 3,455,550円 

契約金額  ： 2,499,000円 

落札率   ： 72.32％ 

契約締結日 ： 平成 26年 2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、１者応札となり、（株）オカモトが契約の相手方となった。

落札率は、７２．３２％である。 

意見・質問 回   答 

太平ビルケアやダイダンというのはＣやＤではないの

ですか。 

上の等級です。 

１者応札だけれども、幸いにして落札率が低いから、99.

何％でなくてよかったという気はしますけれども、１者

しか応札してこなかったという理由は何か思い当たるこ

とがありますか。 

担当者は、ほかの会社にも当たった経緯があるのですけ

れども、どうしてもＣとＤとなると実績も余りなくて、結

局１者になってしまいました。 

公告はどんな方法で行っているのですか。 公告は園の中の掲示板及びホームページに掲載してお

ります。 

１者応札であったけれども、幸いにして落札率が72％、

かなり低い価格で落札できたということはよかったと思

いますが、やはりもっと競争が働いていればもっと安か

ったかもしれないということもあり得るわけでして、園

内の掲示板とホームページだけで十分だったか、公告か

ら入札日までの期間は十分だったのか、極力１者応札を

避ける努力を今後いろいろ工夫していただきたいという

ことを希望として申し上げます。 

今考えていることは、ＣとＤの業者、今まで当園の実績

業者しか声かけをしていませんが、近くのほうのランクで

少し聞いてみるという手もあるのかなと思っています。 

 

（分科会長の意見） 

例えば、そのいう努力などがされて、できるだけ多くの

競争力が働いて少ない金額で調達することを、ぜひ心がけ

ていただくよう、努力をよろしくお願いします。 

 

はい。 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 副作用発症患者試料に関するヒト白血球抗原（HLA）遺伝子型検査一式 

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 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ： 公益財団法人HLA研究所 

予定価格  ： 8,061,375円 

契約金額  ： 1,950,000円 

契約率   ： 24.19％ 

契約締結日 ： 平成26年1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、（公財）ＨＬＡ研究所が契約の相手方となった。

落札率は、２４．１９％である。 

意見・質問 回   答 

同種の調達というのは以前にもされたことがあるので

すか。 

 

このような遺伝子型検査の調達については、今回が初め

てのことで、そういったことから予定価格の作り方につ

いては、当所との取引があるような検査機関に市場実勢

価格に応じた見積もりを出してもらって、それに応じた



予定価格を算出しています。 

予定価格の算出の観点から、そういう何か知見があっ

てのことなのかなという問題意識だったのですけれど

も、結果的には安く落札していますが、２者の平均をと

るというのが一般論として妥当なものなのか疑問です。

安価でできると言っている信頼できる業者があるのに、

それより高い予定価格をあえて設定することの意味合い

がよくわかりません。 

当所においては役務関係の予定価格の算出に関して

は、参考見積もりを徴収した場合には、全て平均値とし

ているところであり、それと同一の考え方で算出したも

のです。 

 

HLA研究所と三菱化学メディエンス株式会社に参考見

積もりを取った結果、両者には倍以上の開きがあるわけ

ですね。しかし、予定価格の算出に当たっては、それを

平均した。入札してみたら応札したのがHLA研究所であ

り、平均した予定価格よりもかなり低い金額で入札をし、

結果としてそこに落札した、そういう経緯ですね。 

はい。 

委員の御指摘は、そのような予定価格の設定の仕方が

果たして合理的あるいは納得できるものなのかという御

質問なのだけれども、それについてはどうですか。 

 

この案件ではありませんが、先日入札した案件を御紹

介しますと、同種の事案で参考見積もりを取ってその平

均値を予定価格にしたところ、最低価格を出してきた業

者が入札に参加しなかったという事例がありました。最

低価格でできるから、では入札に参加するかと言われる

となかなか難しい面もありまして、我々としてもどこを

予定価格に設定するかというのは少し悩ましいところで

はあります。そういう実態があるということも御理解を

いただければと思います。 

この遺伝子型検査というのは相当特殊な検査なのです

か。それとも一般的にどんな研究所でもいろんな形で行っ

ているものなのですか。 

今回、このような遺伝子型の検査についてどのような

機関が適切かということを内部で調整したのですが、一

つに検査の質的担保という観点から、この仕様書に書い

てあります臨床検査技師法に基づく衛生検査所の登録機

関、要は都道府県知事に届け出があること、その届け出

があることによって、記録保持や検査検体の運営管理が

きちんとしていると判断をして質的担保の観点から測定

機関の条件としました。また、分析対象となる検体がお

およそ370検体なのですけれども、それを相当数上回る

500検体程度を年間の実績として行っていれば十二分に

対応できるだろうということから、これも測定機関の条

件としたところです。 

この２者以外にも検体検査一式を実施できる、または、

少なくとも見積もりを算定できる会社がほかにはあり得な

いのですか。つまり、今はＡという会社とＢという会社の

平均をしてと、安いほうのＡという会社が、かなり見積も

りを安くしたところが結果として１者応札で落札した。そ

このところのロジックがどうにも納得できないということ

で議論しているわけです。例えば、もう１者、２者、参考

見積もりが取れなかったかということについてはどうなの

でしょうか。 

参考見積もりを取った２者については、当所と過去に

このような検査において取引の実績があった関係から、

市場実勢価格として参考見積もりを取得できたという経

緯があります。そのような機関について当所としても参

考見積もりという形で依頼するような適切な検査機関を

承知していなかったものですから、この２者としたとい

う経緯がございます。 

 

例えば仕様書にありますような知事とか市長に届け出た

登録衛生検査所というのはほかにもたくさんあるのです

か。 

おおよそ全国で 900弱程度あります。 

そんなにあるのですか。見積書に出ている単価が３万円

と１万 1,500 円、随分違うなと思ったので、この単価自体

が国立研究機関が採用してもいいような単価なのかどうか

というのは、単に平均するということよりも、もう少し幅

を広げて見る必要があるのではないのですか。もっと言え

今回このような遺伝子検査の調達というのが初めてだっ

たものですから、我々としても知見がなかったところです

けれども、今後、同種の案件については、予定価格の算出

方法について取引実績のないような業者にも幅広く当たる

などして市場実勢価格がどういった程度のものなのかとい



ば、厚生労働省内のいろんな研究所がありますけれども、

そういうところでは HLA 遺伝子型検査はどんな単価を採用

しているかというのを見ることは考えられないのですか。  

うことを適切に把握したいと思います。 

（分科会長の意見） 

結果として、落札率２４％、１者応札とはいえ、健全な

結果かと外形的には見えるけれども、予定価格の算出の方

法について、２者の平均で算出をした、結果、安い見積も

りを提出した業者が落札したという経緯なので、予定価格

の設定の仕方が健全であったかどうかは若干疑問が残りま

す。今、御説明があったように、客観的、外形的に見ても

妥当な予定価格の設定と思えるような、そういう御努力を

今後していただくようお願いします。 

 

はい。 

【審議案件７】 

審議案件名 ： DNAシーケンサ3130－4の修理業務請負契約 

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、１者応札であり、落札率が１００％であるため予定価格の妥当性。 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 株式会社チヨダサイエンス 

予定価格  ： 2,196,495円 

契約金額  ： 2,196,495円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 3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、１者応札となり、（株）チヨダサイエン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 

例えば、この案件に興味を持った業者さんがいたとき

に一体何をどこまで修理すればいいのかということはど

うやって把握できるのでしょうか。入札に当たっては値

段を算出しなければならないのですけれども、何をどこ

までやるかわからないと値段を算出できないのではない

かと思います。この仕様書から値段を算出できるのでし

ょうか。 

通常、専門的な機械になりますので、実際には部品の

交換になります。ですから、仕様書に上げられているレ

ーザー部品とレーザーパワーサプライの部品を見るとこ

れを交換するということが業者はわかると思います。わ

からなかった場合にはこちらに質問に来ると思いますの

で、実際には部品の交換作業と交換作業後の点検、動作

確認ということになります。 

予定価格の内訳書に出ている品名というのも交換部品

のことそのものを指しているのですね。 

そうです 

この交換部品自体の取り扱いというのは、複数の業者

さんが取り扱えるものなのですか。 

 これは、ABIというメーカーの部品です。この機械は、

ABIの機械ですので、ABIの部品しか取り扱えないことに

なっています。 

１者応札で100％、100円単位まで一致している。一般的

には信じがたいことなのだけれども、何か思い当たるこ

とはありますか。 

 

私たちも開札のときにかなりびっくりしたのですが、

思い当たるとしたら、ABIは海外のメーカーですので、代

理店を必ず通してでないと取引をしてくれないのです。

私どもが見積もりを取った業者も、入札してきた業者も

多分ABIの価格を使っているので同じになったのではな

いかと思います。 

岩井化学薬品というところに参考見積もりを取って、

それを予定価格にされたわけですね。結局、落札したの

はチヨダサイエンスですか。 

はい。 

つまり、ABIという会社の部品を扱うのは複数以上ある

ということですね。 

そうです。 

チヨダサイエンスしか入札に応じなかったのは何か理

由とか背景があるのですか。 

 

ないと思いますが、ただ、うちに出入りしている業者

さんでこのぐらいの規模の業者さんは限られてきます。

修理の関係で期間が短かったので、多分そこら辺が制限



されたのかもしれないです。  

２月25日に公告を出して３月12日というのは、もう少し

十分な期間をとれなかったのかなという疑問が湧きます

けれども、これは突然壊れてすぐ修理に出さなければい

けなかったということなのですか。 

そうです。 

見積書を岩井化学から取っているのですけれども、１者

の見積書に限ったという理由は何かあるのですか。 

 

ほかの業者からも取れればよかったのですが、やはり

期間が限られたということと、見込みとしてはこのぐら

いの金額になるだろうというのはわかっていたので、取

れるところも限られていたということもありまして、結

果的に１者しか取れなかったという状況です。 

期間が限られていたというのは、何でそのように限られて

しまったのですか。 

故障ですので、突発的な故障であり、できるだけ速や

かに直さなければいけないということと、ただ、年度末

で予算繰りも難しくてそこら辺の状況を見ながらやって

いたということで非常に作業期間が限られてしまいまし

た。 

６ページの参考見積もり自体は随分前の日付のような

気もするのですが、これは予期して事前に取っているの

ですか、それとも日付が間違っているのですか。 

壊れたのは、１月末ですけれども、その後すぐに見積

もりを取ったのですが、予算の工面できなくて、公告を

するまでに時間がかかってしまいました。 

（分科会長の意見） 

 比較的合理的で納得のできる御説明だったという気がしま

すが、外形的に１者応札で 100円単位まで一致しているのは

なぜか。代理店が限られているからなのか。１者応札、100%、

100円単位まで一致しているのは、一般国民から見ると本当

に競争性が働いている入札なのかという疑問があると思い

ますので、緊急の修理で非常に時間が切迫していたというこ

とも御説明を聞いて理解しましたけれども、今後いろんな意

味で競争性が働くような努力をぜひ払っていただきたいと

いうことを希望して終わりたいと思います。 

 

はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 研究費補助金管理システム『科研費プロ』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、随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 株式会社エデュース 

予定価格  ： 4,935,000円 

契約金額  ： 4,305,000円 

落札率   ： 87.23％ 

契約締結日 ： 平成26年3月18日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項による随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

もともと科研費補助金があって、経理事務は手作業で行

っていたわけですか。 

はい。 

 

それがなぜこの科研費プロというものに振りかわった

のか、その辺の説明をしていただけませんか。 

 

随意契約の理由書のところに書かれていますように、

９月までは正規職員２名、非常勤11名という体制でほと

んど手作業にて行っていました。ところが、10月から発

注業務もこの経理室で行うことになりまして、業務量が

かなり増えたためです。システムを導入してできるだけ

人の手をかりずに迅速に処理ができるようにすることに

なりました。 

その場合に３者というのが随意契約理由に記載されて

いるのですけれども、エデュースとほかの２者と比べて

市場調査をして調べられる限り同じような補助金のシ

ステムというのを調べましたら、この３者がほぼ我々の



と書いてあるのですが、なぜ、ほかの２者があるのか、

または３者以外にはないのですか。そういうことがどう

なっているのかわかりませんでした。 

希望する機能を備えていて、ただ、細かく見ていくと全

てを備えているのはエデュースで作成しているプログラ

ムだったということになります。 

だから随意契約というわけですか。 そうです。 

感染症研究所以外は、科研費の補助金はどのようにして

経理しているのですか。同じようなシステムを使用してい

るのですか。 

大学関係はほとんどエデュースさんの「科研費プロ」

というシステムを使っていると聞いています。 

 

厚生労働省のほかの研究所はどうなっていますか。 同じ試験研究機関ですと国衛研さんは４月からと聞い

ていますが、どのように行っているかまだ聞いていませ

ん。また、科学院は独自の別のシステムを使っていると

聞いています。補助金の規模や体制が違うので、ほかの

機関とは単純に業務の比較はできないと考えています。 

別な案件であった問題意識なのですけれども、例えばこ

れを一旦購入すると、著作権がその業者さんにあるので、

カスタマイズ等をするときには必ずその業者に頼まざるを

得なくなると思います。例えばこんな作業が将来生じたと

きは幾らでやってくれるとかなど、その辺は、契約時点ま

たは発注時点で何か手当てされているのでしょうか。 

これは基本的なパッケージの商品ですので、実際に使

ってみて、その機関に合わせたカスタマイズができるよ

うになっています。こちらの要望に応じてカスタマイズ

ができるということもまず想定したものでなければだめ

だということです。今後うちのほうで運用していって、

こういうふうにしてほしいといったときに、別料金には

なるのですけれども、その契約をまた別に結ぶというこ

とになると思います。 

そのときの料金の決め方はどうなるのですか。 そのときはカスタマイズになりますので、私たちが予

定価格を積算資料で立てて、必然的に随契になりますの

で、向こうが提示した見積額が予定価格の範囲内かどう

かというところで契約価格が決まると思います。 

システムを検索したところ、エデュースに全部丸がつい

ているので、どうしてもこれにするということの御判断な

わけですけれども、費用対効果としてコンピュータムーブ

やシティアスコムが全く購入に値しないという客観的、合

理的な説明は可能なのですか。 

客観的、合理的説明というのは非常に難しいのですが、

現場の実際に作業を行っている担当者は、この機能を全

部備えていないとできないと言われています。これを備

えているものをという要望を受けています。 

 

もう一つの質問は、契約率が随契で87％になっているわ

けですね。エデュースから見積もりを取ったものを参考に

してそのままの金額を予定価格にしたのですか。 

  

はい。ここしか販売していませんので、定価証明を取って、

それをそのまま予定価格にしました。 

契約率が 87％になったというのはどうしてなのですか。 エデュースが、定価はその価格なのですが、販売する

ときには機関に応じて割引をするらしいのです。実際見

積書をとったときには、60万ですか、割引があって安く

なっています。 

 

割引は自主努力ですか。 

 

はい。こちらとしてはできるだけ安くしてほしいとい

うのはありますけれども、自主努力だと思います 

参考までにお聞きしますが、２ページ、３ページの調

達仕様書と６ページ、７ページの機能比較表はきちんと

対応しているのですね。３者の機能を比較した項目は全

部対応しているのですか。 

対応しているはずです。現場の要望でこの機能を絶対

に入れてほしいということで作成したものですので、一

致しているはずです。 

 

一般的な国民のうがった見方という意味で見ると、エデュ

ースが提供している機能を調達仕様書にして、それをもと

にして３者の性能比較をして、それでエデュースに特定し

て随契にしたという見方ができなくもないわけですね。今
後この「科研費プロ」の更新は何年か先に、多分科研費
の仕組みも毎年いろんなふうに変わってきますので、ま
た買わなければいけないということになると随意契約に
なるのですか。 

 はい。 

 



随意契約を避ける努力みたいなことは何かありました

か。 

非常に特殊なシステムで、ほかにも同じようなものがあ

れば競争入札にかけることができたと思いますけれど

も、この製品が必要だということになると、この製品は

ここしか扱っていないということでしたので、ここで購

入せざるを得なかったということだと思います。 

もう一つは、もしかしたら自分たちで開発をするという

方法もあったのかもしれないのですが、それも時間的な

制約がありましたので、できるだけ速やかに導入という

ことで、でき上がっていたものを購入したということだ

と思います。 

（分科会長の意見） 

内容は大体理解しました。説明を聞いてみると極めて不

合理な点は見当たりませんでした。かなり慎重にいろいろ

判断されたことについては、随意契約又は１者応札を極力

避けようということで今、国全体が努力している最中です

ので、今後いろんな努力をしていただくようお願いします。 

 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 厚生労働省上石神井庁舎電算棟屋外用監視カメラ及び周辺機器更新工事 

資格種別  ： 建築工事－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者応礼の中で、最も落札率が高いため。 

 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  ： 4,752,946円 

契約金額  ： 4,725,000円 

落札率   ： 99.41％ 

契約締結日 ： 平成 26年 1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、９９．４１％である。 

意見・質問 回   答 

監視カメラを取りつけるのはそんなに難しい仕事で

もないように思いますが、なぜ１者にしか見積もりを求

めなくて、しかもなぜ１者しか応札がなかったのです

か。 

43ページの予定価格の積算内訳に考え方が書いてあ

りますが、参考情報として複数者から見積もりを取って

いまして、その中から安い価格のものを抽出して予定価

格を作っています。 

複数の会社から見積もりを取ったのはどこに示されて

いるのですか。 

申しわけございません。こちらにつけていないのです

けれども、複数業者から取っております。 

この書類から見ると、ウェバートン１者に見積もりをと

って、それをそのまま予定価格にして、ウェバートンがそ

れよりも若干低い金額、99.4％の金額で落札したというふ

うに見えるのですけれども、そうではないのですか。 

実際は１者応札になってしまったのですけれども、入

札説明書を取りに来たのは４者ありましたが、３者が入

札辞退という形になり、結果的に１者となってしまった

ものです。 

 

参考見積もりを取ったのは、何者ですか。 ２者です。 

その２者のうちから安いほうの参考見積もりを予定価

格にされたわけですね。 

そうです。 

 

事実関係としては、入札公告をしたら４者が興味を示し

たのですか。 

そうです。 

しかし、結果としてウェバートンというところだけしか

応札しなかったのですね。 

そうです。 

 

だとすれば、資料の作り方として、ウェバートンともう

１者について参考見積もりを取って、平均するのか、ある

いは安いほうを取るのか知りませんけれども、予定価格を

はい。 



こう設定したという資料は、透明性という意味でやはりつ

くっておいたほうがよろしいのではないでしょうか。 

４者が一応入札に関心を示したところですが、１者しか

応札しなかった。監視用カメラはそんなに難しい仕事とも

思えないのだけれども、１者しか応札しなかったというの

は何か背景があるのですか。 

詳しいことはわからなかったのですけれども、辞退し

た会社に何者か話を聞いたところ、うち１者は、自分が

当初想定していたよりも工事の規模が大きかったので

自分のところでは手に余るという判断をして辞退した

というのは聞いております。 

入札公告はどのようにされましたか。 こちらの５号館と上石神井庁舎に張り出すとともに、

ホームページに掲載しております。 

（分科会長の意見） 

外形的、客観的に見て、参考見積もりを基に予定価格を

設定して、結果としてその業者しか応札しなくて、１者応
札、しかも非常に高い落札率、99％、これで果たして競
争性がきちんと働いているのかどうかは国民の側から
見ると大きな疑問符がつきます。何か抜本的に厚生労働

省及び各機関でこういうことを避ける努力なり工夫なり

をしていただく必要がある、客観的に見て国民の目からは

そういうふうに見えますので、そういう努力あるいは工夫

を今後していただくよう要望したいと思います。 

 

 はい。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： 出退庁表示設備の更新工事一式 

資格種別  ： 電気又は電気通信（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ため。 

 発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： リコークリエイティブサービス株式会社 

予定価格  ： 31,205,000円 

契約金額  ： 26,239,500円 

落札率   ： 84.08％ 

契約締結日 ： 平成 25年 12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者応札があり、最も低い入札価格を提示した、リコークリエ

イティブサービス（株）が契約の相手方になった。落札率は、８４．０８％で、低入札価格調査を行った。 

本件は低入札価格調査の案件ですけれども、リコーク

リエイティブが落札業者で、88ページの調査結果を見ま

すと５号館のテレビ共聴配信方式によって受信できる

ことということで、その場合は、ここに書いてあります

が、ブラウザ受信装置やLAN配線作業費が必要ないとい

う説明になっています。もしそうであるとすれば積算が

過大になっていたということなのですか。 

見積もりにつきましては、仕様書に記載のとおり２通

りの方式がありますので、２通りの見積もりを取りまし

た。その際、ブラウザ受信方式のほうが安かったので、

そちらの方式で予定価格を算出しています。 
 

89ページに、会計課管理室からの質問があって、リコ

ークリエイティブサービスから次の説明があったと記

載されていますが、LAN配信方式の場合は、テレビ共聴

配信方式には必要ないブラウザ受信装置やモニターを

搭載するため故障の頻度が高い、結果から見るとテレビ

共聴方式のほうがすぐれていることになっていて、すぐ

れていないブラウザ方式で予定価格を積算しているこ

と自体が妥当ではなかったのではないですか。 

 予定価格を算出する時点では、ブラウザ方式のほうが安

かったのですが、入札した結果、テレビ共聴配信方式で落

札したのであって、最初からわかっていれば、当然、我々

も安いほうで予定価格を算出したと思います。 

テレビ共聴配信方式とLAN方式を比べた場合に、テレ 

ビ共聴配信方式のほうが安くてすぐれているというこ

とが最初からわかっていればこういうことにならなか

ったということなのですか。 

更新する前の出退表示システムも、ブラウザ、LAN方式

のものを使用しており、もともと設備ができ上がってい

ましたので、基本的には最初から同じ方式で更新をおこ

なうことで我々は計画をしていました。 

結果から見れば、それが妥当でなかったということな 当初、テレビ共聴方式の見積もりをいただいたとき



のですか。低入札価格調査した結果、テレビ共聴方式の

ほうがいいと会計課管理室から出ているのでしょう。違

うのですか。 

 

に、そちらのほうがやはり配信装置の定価をもちろん高

くいただきましたので、LAN方式で調達は望みました。

ただ、結果的に、この会社さんがテレビ共聴方式を選ん

で札を入れたというふうに認識しております。見積もり

段階では、まだ挑戦したことのないテレビ共聴方式は高

いという見積もりをいただいていましたので、LAN方式

で進めたということです。 

厚生労働省の会計課としてはどちらがよかったのです

か。その辺の結論が出ていないのでしょうか。 

 

どちらかといいますと、他省庁も含めまして調べまし

たところ、やはりLAN方式のほうが多いです。今回の低

入札のヒアリングのときにもリコークリエイティブ社

に確認したところ、テレビ共聴方式の配信は初めてとい

うことで実績がなかったのですが、運用は保証できると

いうことで今回導入しました。当方としてはLAN方式の

ほうが信頼できると思っていました。ただ、性能は仕様

書にも記載していますけれども、どちらでもいいと私た

ちも考えていましたので、信頼がおければどの方式でも

構わないと考えています。 

テレビ共聴方式でもいいということなのですね。 はい。こちらの89ページの回答にもあるのですけれど

も、部品点数といいましょうか、仕組みが思ったより少

ない構成でできていますので、将来的にも故障頻度が少

ないことは多分確かと思いましたので、結果的にはよか

ったと考えております。 

ジャトー株式会社はかなり高い金額で入札していて、

それはLAN方式で見積もったわけでしょうか。 

ジャトー社のほうはLAN方式で、たしかテレビ共聴方式

もできるということで質問も当時いただいていました。 

リコークリエイティブのほうはテレビ共聴方式なので

安かった。 

はい。 

予定価格の設定でLAN方式でもテレビ共聴方式でもい

ずれかによりなさいと仕様書には書いてあるわけです

ね。しかし、その両方の方式、どっちを採用するかによ

って価格が大分違ってくるわけですね。 

当初、予定価格を作成するときに両方の見積もりを比

較しています。 

 

個別事情なのか、類型的におよそそうなのかというと

ころはまた別ですね。発注者側としてはむしろ安いと思

って、ふたをあけてみたら逆だったけれども、客観的に

どっちが正しいかは実はわからないですね。 

はい。 

例えば予定価格を作るときに、もしそういうことを前

提にすれば、今説明されたようにブラウザ受信装置やそ

のためのLAN配信工事費とか皆入れますね。テレビ共聴

方式でもいいよといった場合は、その費用は積算すると

き要らないですね。 

そのことをどのように考えるのですか。 

そのかわり、テレビ共聴方式のほうはまた違う装置が必

要になってきたり、テレビ共聴用の配線工事が必要になっ

てきたり、工事の内容が変わってきております。まるっき

り装置がなくなるだけではなくてプラスマイナスというこ

とです。 

厚生労働省としてどちらのシステムがよくて、しかも経

済的であるかという検討をされたらどうですか。結果的に

この範囲内でおさまったからいいというような問題では

ないと思います。 

当初、テレビ共聴方式の見積もりもいただいています。

テレビ共聴方式は高かったのです。そういうのがありま

して、値段的にもLAN方式ということで進めました。 

 

性能的には変わらないのですか。価格は別にしても、出

退庁表示板の性能のためには、テレビ共聴方式のほうがい

いのか、LAN 方式がいいのかというのは全く同じなのです

か。 

利用者側にとっては全く変わりません。 

テレビ共聴方式は、LAN 方式と比べて経費的にはどうな

のですか。 

テレビ共聴方式は、実際、運用保守もシンプルな構造

ですし、旧システム（LAN方式）と比較すると経費的に

は、安くなっています。 



更新工事ですが、旧の表示板というのはどこのメーカー

が行っていたのですか。 

シチズンTIC社になります。 

 

それは今回の入札には、全く応じてこなかったのですか。 もともとこの旧システムが13年１月に設置され、昨年

度で運用保守も最後ということは言われまして、新しい

システムの構築の検討に入ったのですけれども、そのと

きいただいた旧業者の見積もりが高額でありました。や

はりいろいろ複雑なシステムというのがありましたの

で、他省庁にも聞いてみて、どんな安い技術があるか調

査しました。旧業者の形とは違いますけれども、このよ

うな他社でも作っているような表示システムにいたし

ました。前の業者さんですと採用できないようなシンプ

ルな構造、仕組みにはなっています。 

LAN方式でも可というふうに表現しているわけですか
ら、同じ方式でも入札参加しようと思えばできたはずで
す。ブラウザ上で操作するという仕組みに全く変えまし
た。前回までは専用の端末でそれぞれ在席状況を操作し
ていたのですけれども、今回はインターネット上、省内
LANでできるような仕組みに変えまして、費用が安くな
るのですが、旧業者さんですと専用端末をまた設置しな
いといけないために高額になることもありました。た
だ、今回の仕様書ではブラウザ上だけでは操作できない
ということで、仕様書上では外れてしまったという形に
なります。 

（分科会長の意見） 

これは、一応２者の応札があって、価格競争が一見働い

たかのように見えて、８０何％の落札で低入札の調査にな

ったということです。よく説明を伺ってみるとジャトー

は、ブラウザやLAN配線を必要とするため価格が高くなっ

て、リコークリエイティブサービスはテレビ共聴方式でブ

ラウザやLAN配線が不要で安い価格で応札できた。それに

ついては、どちらが十分信頼できるか、技術的にどちらが

すぐれているか、得なのかということについては、まだ経

験がないので不分明だったので、こういう入札の仕方をし

たことも理解できました。したがって、何か不適切なこと

があったということではありませんが、ちょうとわかりに

くかったです。そういう意味では、説明を伺ってやむを得

なかったという気がしますので、特段の指摘事項はありま

せん。もう少し技術が進んでくるとどちらのシステムのほ

うが安定していて、かつ、低価格なのかということをよく

見きわめて、それで予定価格を設定して、その範囲の中で

きちんと競争を働かせることが入札のあるべき姿だと思

いますので、今後はそういう努力をしていただければと希

望します。 

 

はい。 

 

審査終了後の委員等のコメント 

○上野分科会長 

 分科会長として、気がついたことを二点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

 はじめの２つほどの工事案件は、いわゆる技術者不足で応札が１者、落札率も 99.何％、具体的には、１回目の入札で

落札できなかったので、２回目、３回目、だんだん価格を落としていって 99.何％の落札率になった。確かに全国的に建

設技術者が非常に不足していて、入札に参加してくれる建設業者が極めて少なくなっているということは客観的な事実な

のですけれども、このまま放置するとどうなるのでしょうか。次回もこういう１者応札、90 何％とかいうのがどんどん増

えてくるのでしょうか。あるいはこの先、入札不調という案件もかなり出てきそうな気がします。これは構造的な問題で

中央監視委員会として何か手がうてるということでもないのですけれども、厚生労働省管轄の建設工事以外にも、文科省



管轄とか地方自治体の管轄の例えば学校建築なども応札が１者だとか、何回も入札を繰り返して 99％だとか、そういうこ

とが繰り返されそうな気がするので、これはどうしたものかなという感想を抱きました。何か厚生労働省として考えられ

ることはありますか。 

 もう一つは、例えば適温配膳車あるいは遺伝子検査あるいは厚生労働省の監視カメラなどの参考見積もりを取って、そ

れを予定価格にして、参考見積もりを出した業者が１者応札をして、結果、非常に高い率で落札している。これが、いや

に目立ったような気がします。これは構造的に非常にまずいのではないか。委員の皆さんはどう思われましたか。やはり

こういうことを避けるような努力相当な努力をしないと一般国民にはわかりにくい。本当に競争力が働いているのかとい

う意味で言うと極めて大きな疑問符がつく案件が今日は多かったように思いますが、どうでしょうか。 

○委員 

 参考見積もりをあえて応札する業者さんから取るのか。避けているところもあります。どういうふうに使い分けるかと

いうことについて何か打ち出せるのであれば、それに倣ってくださいとなります。今はお互い試行錯誤で、応札が少ない

と言われる。この委員会でも指摘をされる。今日も矛盾していることを言っているのだと思いますが、もっと参考見積も

りを複数者から取ったほうが良いのではないかと申し上げましたけれども、逆にそうすると 10 者から参考見積もりを取

って、結局、声をかけられた業者は応札するけれども、声をかけられていない業者は応札しないということになると、応

札業者数は増えるけれども、声がかかった業者とそうでない業者が峻別されてしまう。それが果たしていいのか。ある部

局のように、Ｂ・Ｃ等級であればあえてＡ等級のところに参考見積もりを取ることが良いのか。そうすると見かけ上の応

札者数は減りますけれども、公正性は出る。今日はその辺りが自分でも矛盾したことを言っていると思いました。 

○上野分科会長 

 なかなか難しい問題なのだけれども、参考見積もりを取ったのが予定価格になって、それを提出した業者が１応札で落

札する、そういう輪廻が続いてしまうとかなり別な問題を引き起こすような気がするので、要注意だなという気がしまし

た。確かに背景には、今、委員が発言されたような難しさとかあるのですね。 

○委員 

 今日、医療機器の大手の GE とか、そういうのがなかったですけれども、あれなど典型的な例ですね。 

○上野分科会長 

 CTとか MRIとかですか。 

○委員 

 あれを肯定するのか、あれはどちらかというとネガティブなのか、立ち位置がよくわかりません。 

 

 

 ９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） 


