
平成２６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２６年１０月９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２６年４月 １日～平成２６年 ６月３０日の間における調達案件 

抽出案件   ９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 ９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 ： 入所者日常生活支援業務 

資格種別  ： 役務の提供等（その他）（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、落札率が１００％であることから、予定価格の 

妥当性について、確認する必要があるため 

発注部局名 ： 国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ： 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 

予定価格  ： 16,200,000円 

契約金額  ： 16,200,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成26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、１者応札となり、（社福）岡山県社会福祉協議会が契約の相手

方となった。落札率は、100.00％である。 

意見・質問 回   答 

１者応札であり、落札率が100％ですが、これは26年度
に限らず、前からもこのような調達はされていたのでし
ょうか。 

 

はい。この入所者日常生活支援業務については、平成

20年10月から行っています。 

この業務を始めた理由としては、入所者の団体であり

ます全療協のほうから当時の医政局病院課長宛てに要

望が出されまして、長島愛生園と邑久光明園、それから

大島青松園の３園がモデル事業として始めたものと聞

いています。 

長島愛生園では、岡山社会福祉協議会がずっとこの業
務を実施しているのですか。 
 

はい。もともと社会福祉協議会のほうでは日常生活自

立支援業務という形で、一般の高齢者でありますとか、

精神障害者について行っていました。そういう実績も踏

まえて、全療協から厚労省医政局の病院課長宛てに要望

書が出されたところです。 

今までもそれからこれからもずっと１者応札100％と

なり、岡山県社会福祉協議会と契約することになるので

すか。 

 

実際に、今までも一般競争をする上でほかに応募者が

いないか問い合わせ等を行っていますが、このような事

業は、特殊なものなので、行っている業者がほかに見当

たりませんでした。入所者からは、社会福祉協議会で実

施してほしいと要望があるのが１つと、それからこの事



業を実施する業者が他にはないので社会福祉協議会１

者にならざるを得ないのではないかと考えています。 

 一般競争入札をすること自体が非常に無駄だということ
ですか。 

社会福祉協議会はこの施設の近くにはこの団体しかな

いのですね。 

 ほかには、業務を行う団体が、無いのですか。 

 はい。調べた限りではありません。 

むしろ、そこしかないということであれば、随意契約の要

件にならないのですか、わざわざ一般競争を行うこと自体

が、何か形だけやっているという感じがします。 

なぜ一般競争を実施したのかという疑問が生じます。 

20 年度に始めてから、ずっとわかる範囲では調べたとこ

ろ、公共調達の審査委員会のほうに申請を出しまして、21

年、22 年、23 年、24 年については、随意契約ということ

で認められています。 

25 年につきましては、公募をして、１者応募となり随契

で実施しています。今回は、一般競争の最低価格で業者の

決定をしています。 

長島愛生園として、どのような契約の形にするかとい

うことが問われていると思うのですけれども、本件のよ

うな場合に、やはり一般競争が妥当だという見解でこれ

からも続けられるのか、あるいは随意契約の要件に合致

するということで、随意契約のほうが良いという判断が

されるのか、その辺はどちらなのですか。 

 

随契の要件のほうを確認はしていますけれども、なか

なかこの競争を許さないというわけでも完全にはない

とは思うのです。そのようなこともあって、公共調達委

員会のほうから条件付き承認であるとか、契約方法を変

えるようにという指示等があって、今のような形になっ

ています。 

 ですから、これから先も本省の担当者等と協議をして、

どういう契約方式がいいのか、考えていきたいと思いま

す。 

こういう調達という枠内で考えざるを得ないのかもし
れませんけれども、今の説明だと、本来だったら競争性
を発揮させたいのだけれども、やむなくこうなっている
のか、あるいは要望などがあって、むしろ本当はここに
ずっとお願いしたいのかのどちらですか。 
 もし競争性を発揮させたいのであれば、公告をもっと

余裕をもって行うべきではないですか。今回は、入札公

告日が３月３日で、24日が入札となっています、ほかの

業者が落札して引き継ぎ期間１週間で人を手配するの

は、現実的ではないと思うので、もし他の業者が来るか

もしれないというのであれば、日程の設定の仕方等を工

夫してメッセージを出すと良いと思います。 

先ほど説明したような経緯がありますので、委員の御

指摘からですとどちらかというと、私の考えでは後者の

ような形になるかとは思います。 

 ですので、そういった部分も含めて、よく相談をして

調達方法を考えていきたいと思います。 

 

ぜひそうしてほしいのです。つまり、趣旨や経緯から

して、県の社会福祉協議会にしか頼めないし、頼むべき

であるのであれば、何で入札などかけているのだとか、

何でこの公共調達中央監視委員会にこの案件が上がって

くるのだということ自体が、議論していることが無駄だ

と思うので、この案件についての調達方法については、

いま一度、十分議論を本省としていただきたいと思いま

す。 

承知しました。 

一方、落札率が100％というのはどう説明できるのです

か。 

 

当該業者に必要とするさまざまな経費を積み上げた

ものと、事前に参考見積という形で見積書を出させてお

ります。その両方を比べて、低いほうを予定価格とした

結果、入札価格と同額になったということになります。 

ということは、社福から見積もりをとって、それを予

定価格にしているわけだから、結果100％になるのは当然

なわけですね。 

 

はい。競争性のある入札であれば、事前見積もりの価

格よりも入札業者が下げてくるということはままある

ことなのですけれども、社協のほうは同額で入札してき

たという形です。 



（分科会長の意見） 

わかりました。 

 今、やりとりをした結果で結構だと思うのですけれど

も、よく本省の監査指導室と議論していただいて、この

調達がもし競争性の働く入札はふさわしくないという結

論が出ましたら、それはそのほうがいいと思うので、協

議の結果を次回または次々回のこの委員会に、この件に

ついてはどういう結論が出たかということを報告してい

ただけませんでしょうか。  

 

はい。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 食品洗浄等業務委託一式 

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、１者応札の中で、落札率が１００％であることから、予定価格の 

妥当性について、確認する必要があるため 

発注部局名 ： 国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ： キョウワプロテック株式会社 

予定価格  ： 14,385,600円 

契約金額  ： 14,385,600円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成26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、１者応札となり、キョウワプロテック（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 

１者応札であったことについて、何か思い当たるところは

ありますでしょうか。 

資料の46ページに添付しているのですが、４社から問

い合わせはありまして、入札公告一式も交付をしていま

す。 

 最終的に応札したのが１者であったという経緯です。 

辞退された業者に、理由は聞いていますか。 理由までは聞いていないです。聞かないほうが良いの

ではないかなと思いました。 

辞退された理由について、何か思い当たるところはあ

りますか。 

 

入札公告が遅くなりましたので、結果、開札日が３月

27日という年度末ぎりぎりでしたので、落札できた業者

でしたら問題はないのですが、もし落札できなかった業

者がこれを見込んで人員の手配とかしていた場合に困

ることになるので、入札自体から手を引いたのではない

かと考えられます。 

辞退された業者の中に、過去の取引のある業者は含ま

れていますか。 

オークスについては、現在も別の契約で業務委託を行

っています。 

 それから、明和については、随契等で草刈り等を依頼

したことが過去にあります。 

 鳳晋については、私の記憶しているところでは取引は

ありませんでした。 

４月１日からの履行期間の業務を３月27日の入札で業

者を決定することについて、準備期間を含めた期間設定

の妥当性ということについては、どのように考えていま

すか。 

 

本来でしたら、もっと早めに公告を行って、入札、開

札を行うべきであったと考えています。 

 ただ、内部的なお話しをしますと、会計課の職員の中

で、休職者がいまして、少し手が回らなかったというと

ころがありまして、業務が滞ってしまい、最終的に公告

が遅くなったことも要因の１つにあります。 

（分科会長の意見） 

内部的な難しさというのは、説明を聞けばわかるのですけ

れども、一般社会における１者応札、100％、競争性がきち

んと働いているのかということにおいては、説明の理由にな

 

はい。 



らないと思いますので、今後は、１者応札、100％を改善し

て、競争性が働くようにして下さい。 

資料１の案件のように、この団体でないと絶対できないと

いうことではなくて、可能性のある業者が幾つかあって、問

い合わせはしているわけですので、入札公告を早めにする、

できるだけウエブなどの公開で入札を募集するあるいは入

札日を適切な時期に設定するなどの努力をぜひ今後してい

ただいて、改善していただくようよろしくお願いいたしま

す。 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 貫流ボイラー保守点検業務 

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（公募）の妥当性について確認する必要があるため 

発注部局名 ： 国立療養所松丘保養園 

契約相手方 ： 株式会社日本サーモエナー盛岡支店  

予定価格  ： 1,728,000円 

契約金額  ： 1,680,480円 

契約率   ： 97.25％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

公募を行ったところ、（株）日本サーモエナー盛岡支店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 

随契理由なのですけれども、金額から言えば、一般競

争の基準にあると思うのですけれども、なぜ、公募とい

う形をとったのか、その辺のところを説明して下さい。 

 

このボイラーの保守管理については、メーカー以外に

は行えないのではないかと認識していました。 

平成24年度から公募で実施してもメーカー以外は応

募がないといった状況になっており、26年度においても

同様に公募で行ったということです。  

公募による調達にした理由は、８ページにつけてあり

ます。 

一般的にボイラーの保守契約というのは、よくある話

だと思うのですけれども、このボイラーが特殊なもので

あるかどうか、その辺のところはわからなかったのです

けれども、ボイラーの保守契約そのものはよくあるよう

な話かなと思いますので、そういうものについて、最初

から公募ありきで随契にするというのは、どういうこと

かなという疑問を持ったのです。 

最初からないだろうというような発注者側の理由で公

募を実施するのではなく、最初から一般競争の要件に当

てはまるのであれば、競争にしなければいけないのでは

ないかなというようなことを思ったのですけれども、そ

れではだめなのですか。 

当然、当園だけがこの保守点検業務を契約しているわ

けではなくて、予定価格の積算のところでも載せてある

のですけれども、国立病院機構の病院ですとか、あとは

ほかのハンセン病療養所等にも問い合わせは行ったので

すけれども、やはりそこでもメーカー以外はできないと

いう認識で行っているということで、あくまでも聞いた

範囲なわけですけれども、そういった意味からすると、

決して間違った認識だとは思っていないです。 

 

少し言葉の説明をしてほしいのですけれども、プリベ

ンティブ・メンテナンスとかフルメンテナンスというこ

との意味はどういうことですか。 

 

平成24年12月に修繕工事を行いまして、その後、平成

24年度途中からだったのですけれども、この契約を結び

まして、プリベンティブ・メンテナンス及びフルメンテ

ナンスというのは、業者用語といいますか、この日本サ

ーモエナーで作った言葉になっております。 

そうだとすると、それがそこしかできないと、何か言

葉の定義みたいなもので、これができるのはそこだけで

すというのもどうかと思います。 

 仕様書上は、ここのメーカーが指定しているこのメン

テナンスであることがうまく記載され尽くしているので

 仕様書上の記載としては、基本的には一般的なものに

なっているとは思います。 

 ただ、その中身については、やはりほかのメーカーで

はできない部分があると思っています。 

 



すか。 

例えば、別紙に点検業務の一覧表がついているけれども、

あるものについては製造メーカーでないとできないものが

混じっているということですか。 

これは一般的に貫流ボイラーの点検項目なのですけれ

ども、その中身をよくわかっているのは、メーカーのみ

だということで、メーカーしかできないと思います。 

 ですから、これは１つ１つの項目について、メーカー

しかできないのかどうかということはわからないです。 

ちなみに、どこのメーカーのボイラーを最初に導入するか

というのは、誰が決めているのですか。この日本サーモエナ

ーというところのボイラーを最初にここの工事のときに入

れるというのは、機種は誰が決めているのですか。 

平成17年に設置したボイラーということになっており

まして、当時、どういった経緯でこのボイラーが設置さ

れたのかというのは、私は当時いませんでしたので、わ

かりません。 

発注者側でメーカーまで指定して発注をしているの

か、または、別の過程でメーカーが決定しているのです

か。 

 

当然、入札の方法としては、いろいろなメーカーが入

れるような仕様書を作った上で入札を行っているとは思

われます。 

 ですから、ここのメーカーと最初から決めて行ってい

るわけではないと思います。 

よくある構造で、エレベーターなどで、よく見るので

すけれども、なかなか園では難しいのかもしれないです

けれども、保守まで見越して機種を選定できないのでし

ょうか。もし保守がこの業者しかできない、あるいはで

きなくもないけれども、保守だけみるとここがベストで

あるとなったときに、それをトータルで評価する方法と

いうのは、何かないのでしょうか。 

 

購入と保守ということは、このボイラーだけではなく

て、いろいろな部分に言えるわけなのですけれども、私

も、この会計業務に携わったのが昨年の４月からなもの

ですから、余り経験としては長くないのですけれども、

いわゆる本省の監査指導の話などを聞くと、購入と保守

は別であるということを言われて、例えば、仕様書にき

ちんとした保守ができるというところを書いた上で、例

えば医療機器などを入札するという例があったようなの

ですけれども、それは誤りであるとの指導を受けて、購

入は購入、保守は保守と調達にしたと聞いております。 

 余り一体には考えないものなのかなと思っています。 

説明を承っていると、これは構造的な問題であり、貫

流ボイラーに限らないのだけれども、ある機械を買うと

すると、その翌年以降のメンテは、構造的に必ずその会

社に随契となる。 

 それはやむを得ないことである。 

 さて、それで、一般的な社会の目がそれで妥当と見る

だろうかというのが各委員の御意見なのだけれども、こ

のまま放置すると、これは27年度も28年度もずっと随契

で行くわけですね。 

そういう形にならざるを得ないのかなと思います。 

委員が御指摘のところは、そもそもこの機械を購入す

るときには、ある種の汎用的な仕様書で機械を入札にか

けて購入しているわけだろうから、そんなに特殊にそこ

のメーカーしか保守ができないというようなそんなもの

を買うのではなくて、購入と保守の契約の仕方について

のもう少しトータルな調整をして調達方法を考えたらど

うかという御指摘についてはどう思われますか。 

 

結局、保守が100万を超えてしまうというものというの

は、余りないのです。今の御指摘のあった、エレベータ

ーについて、当園は三菱のエレベーターになっているの

ですけれども、保守を行っているところは、三菱ではな

い、別のエレベーターの保守会社が行っています。 

 ですから、必ずしもあるメーカーのものが入っていれ

ば、そのメーカーしか保守できないということではあり

ません。 

 ただ、このボイラーについては、少し難しいのではな

いかと思います。 

このボイラーについては、少し難しいのではないかと

いうことを説明されるのであれば、それについてわかり

やすく万人が納得できるような資料を整えるべきです。

そういう努力はどうなのでしょうか。今後していただけ

る余地はありますでしょうか。 

万人が納得できるというのは、どのような資料であれば皆

さん納得していただけるのかというのは、私もわかりませ

ん。 

先ほどの仕様書の別表自体は一般的なものかもしれない それについては確認させていただきたいと思います。 



けれども、もしできないのだとすれば、何か特殊な技術とか、

前提の元図面がないと保守ができない。例えば企業秘密でブ

ラックボックスになっているところを調整しないとメンテ

ができないのだというのであればそうかもしれません。そこ

しかできないというのは、技術的にできないという評価だと

思います。今回の案件は、その部分に該当するのですか。 

 

（分科会長の意見） 

要するに一応、公募をかけて、当該業者が複数存在するか

しないかを確認していただいたので、１者しか応募がなかっ

たので随意契約をしておられるということについては、その

手続の妥当性はもちろん理解できますが、しかし、メーカー

しか行えないということがアプリオリに前面に出て、そこで

判断停止してしまっているような印象も受けるので、具体的

に技術的にどうして本来製造メーカーしか行えないのか、ど

ういう点についてこのメーカーしか行えないのかというこ

とをもう少しわかりやすい資料を整えておかれたほうが一

般には理解しやすいと思いますので、そういう御努力をこれ

からよろしくお願いしたいということを結論にしたいと思

います。 

 

はい。 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 食事の提供等業務 

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、1者応札の中で、比較的落札率が高いため 

発注部局名 ： 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局伊東重度障害者センター 
契約相手方 ： 株式会社レパスト 

予定価格  ： 16,842,462円 

契約金額   ： 16,835,040円 

落札率   ： 99.96％ 

契約締結日 ： 平成 26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、１者応札となり、（株）レパスト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 

平成 25年度や 24年度の契約もこのレパストだったのです

か。 

そうです。 

応札は、１者だけですか。 応札は、１者です。 

仕様の内容は、先ほどの説明ですと、そんなに難しい

ようなものではないと思いますが、１者応札になった要

因は、具体的にどこにあるのですか。 

 

具体的には、まず、今年度の入札については、昨年度

と比べて、公告期間を長くしたのですが、昨年度は14日

間で、開庁日で10日間、今年度が21日間で、開庁日で14

日間と長くしたのですが、結果として１者だったという

ことで、公告の期間ではなかったということになります

が、それ以外の要因なのですが、当センターの食事の提

供等業務の入札には、先ほども調達内容のところで説明

をしましたけれども、献立の作成と食材の調達が含まれ

ていませんので、全面委託ではないということと、伊東

という地理的なものが新規参入を妨げる要因になってい

るのではないかと考えています。 

 なぜかと言いますと、平成24年度にこの入札を開始し

ましたが、その当時、十数社に声かけを行ったところ、

人の派遣のみはやっていないとか、伊東では人を確保す

るのが難しいという回答が複数あったので、そのように

考えています。 

 それと、もう一つ要因としては、当施設の閉鎖が決定



しているというのも大きな要因ではないかと思います。 

 閉鎖されるのですか。 

 

 入札当時は、平成26年度末で閉鎖ということだったの

ですが、今年の９月に27年度末ということで、１年延長

はされましたけれども、入札当時では26年度末というこ

とで、やはり新規参入するときに、調理師を配置します

ので、うちのセンターが閉鎖になったときに配置された

人をどこに持っていくとか、そういうこともあるので、

新規参入の妨げになっているものと考えています。 

（分科会長の意見） 

１者応札、ほぼ100％。背景を聞いてみると、伊東では

人が集めにくいとか、近い将来閉鎖が決まっているとい

うことで、入札に挑戦してみようという業者が少なかっ

たというような背景は理解できます。 

 やむを得ないことかと思いますけれども、今後もでき

るだけ入札業者が複数出てくるような努力はぜひ続けて

いただくようよろしくお願いいたします。 

 

はい。わかりました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 26年度デング熱・マラリア等検査委託契約 
資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について確認する必要があるため 

発注部局名 ： 成田空港検疫所 

契約相手方 ： 日本医科大学 

予定価格  ： 4,577,476円 

契約金額  ： 4,577,476円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26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 

ここを選んだこと自体は理解しましたけれども、単価

の設定についてなのですけれども、１点20円でというの

は、大体相場なのですか。 

 それとも、交渉をしてのものでしょうか。 

 

単価につきましては、価格交渉を当然行っています

が、当該クリニックのいわゆる保険外診療、私どもの検

査も含めまして、一律自己負担が200％ということにな

っておりますので、我々のものだけが高額な請求という

形ではないのですが、当然、引き続き単価を下げていた

だけるように、交渉はしていかなければいけないと考え

ています。 

ちなみに第１ターミナルはどうなっているのですか。 

 

第１ターミナルにもクリニックがございますが、こち

らは契約している契約先とは違いまして、営業時間は18

時で終わっていまして、時間外あとは深夜の勤務という

のは常駐していませんので、我々が目的とする検査体制

になっていないという状況です。 

デング熱・マラリア熱は、第１ターミナルの客もこち

らに回されるということですか。 

 

該当する旅行者がいた場合です。基本的には、医療専門
職という医師が職員でいまして、第１ターミナルにつき
ましては、基本的に医師を張りつけていまして、医師が
シフトを組んでいる中でいない場合もありますので、そ
の場合には、ここのクリニックにお願いするときもあり
ますけれども、１ビルについては、基本的にはシフトで
常駐している医師である検疫官に採血をお願いしてい
ます。 

少し確認しますけれども、第１ターミナルでは、この

デング熱・マラリア熱の検査業務を委託していないので

すか。 

第１ターミナル、第２ターミナルと分けているわけでは

なくて、成田空港検疫所として１本でクリニックと契約し

ています。 



 つまり、同じような案件が別にないわけですね。 したがって、１ビル、２ビルから要該当者に行っていた

だく場合もあります。 

（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６】 

審議案件名 ： 健康管理医業務委託契約 

資格種別  ： － 

選定理由   ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当債について確認する必要があるため 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 医療法人社団桜メディスン 

予定価格  ： 2,592,000円 

契約金額  ： 2,592,000円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26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 

そもそもの話なのですけれども、こういう特定の医師

に着目して仕事をお願いするときに、こういう発注とか

業務委託の枠内で整理するのか、何らかの職員として採

用するのとで、線引きがあるのですか。  

その線引きにつきましては、私どもも平成23年４月か

らこの事業が始まっていまして、経緯等というのは、聞

いてはいないのですけれども、この調達につきまして、

病気のメンタルヘルスの治療のためには、その継続性が

必要だということで、単年度主義ですので、単年度ごと

に契約をさせていただいているというところです。 

個人的な信頼関係というか、この人だからということ

ですよね。 

 だから、所属の医療法人が移れば、きっとそこと契約

してということですよね。 

ところで、23年のときは、随意契約だったのですか。 

23年のときにも随意契約です。 

 ただ、そのときに、市場調査といいますか、見積書等を

徴収して、その中で一番安いところということで聞いてい

ます。 

 また、この参考でつけさせていただいていました嘱託産

業医へ支払う報酬額の目安というのがありますけれども、

こちらの中で、その金額が本当に妥当なのかということの

検証を契約する前に確認をしまして、契約実績の月額とい

うものが税抜きで20万円でしたので、こちらのいわゆる報

酬額の目安に書かれている21万6,000円よりも安価である

ので、市場調査の中では安いという判断をさせていただい

たところです。 

これは特定の精神科医が、経年的にずっと感染研でメ
ンタルヘルスを管理してくださっていて、スタッフの
方々との信頼とか、いろいろな情報もしっかり持ってお
られて、継続していくことが妥当だということにおいて
随契という判断なのですよね。だけれども、契約という
意味では、医療法人となるわけですか。 

はい。 

 

この随契理由で、何となくその医師に継続的に診てもらう

と、メンタルヘルスを担当してもらうというのはわかるので

すけれども、随契理由の根拠は何に基づいているのですか。

会計法とかありますけれども。それが書いていないから、ど

ういう根拠なのかなと思ったのです。 

メンタルヘルスの治療というのは、患者さんの復帰等

のためには、継続性が非常に重要であるということで会

計法の中でその者のみが該当するということで、随意契

約をさせていただいたというところです。 

具体的な根拠条文は何条なのですか。 

 何となくイメージとしては、わかります。ただ、随契

といった場合は、かなり厳しく、この人でなければでき

ないとか、緊急性があるとかというようなことだと思う

のですけれども、そういうものに該当するのかなと思う

のですけれども、そういうことでいいのですか。 

ここの随意契約理由書のところに会計法の条項を書

いておけば良かったなと思います。第29条の３第４項で

す。 

 



予決令で特別な場合ということでね。 こちらに特命があったと思っています。 

（分科会長の意見） 

職場復帰に向けてコンサルティングをしている精神科

ドクターが患者とのいろいろな信頼関係において、ずっ

とコンサルをしていて、職場復帰しても定期的に診ても

らえるという安心感が日常的に職場で勤務を続けられる

というバックグラウンドになっているわけでしょうか

ら、そういう関係を維持することが、職員のメンタルヘ

ルス維持には必須のことであるというようなことを委員

の発言のように、もう少しわかりやすく書いていただく

とともに、会計法上の根拠についても明記していただく

ということをお願いするとして、これ自身が随契である

ことについては、よく理解できましたので、そういうこ

とを指摘しておいて、この案件については、特に不適切

な案件ではないと判断させていただきます。 

 

はい。 

【審議案件７】 

審議案件名 ： ナース仮眠室設備等改修工事一式 

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、１者応札の中で、比較的落札率が高いため 

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 ： 有限会社伸栄管工 
予定価格  ： 6,127,603円 

契約金額  ： 5,724,000円 

落札率   ： 93.41％ 

契約締結日 ： 平成 26年 5月 7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）伸栄管工が契約の相手方となった。 

落札率は、93.41%である。 

意見・質問 回   答 

１者応札であった背景とか、思い当たる理由とか、何

かありますか。 

 

東日本大震災の復興需要ですとか、東京オリンピック

が決定したこと、景気が上向き傾向にあること等により

まして、建設需要が上がり、建設従事者が大変不足して

いるという状況があると報道されていますが、そういっ

た状況から、今回、１者応札になったのではないかと推

測しているところです。 

これが管工事というカテゴリーにしたことについて、

どういう点に着目してこうなのかを教えて下さい。 

今回の工事のメインになるところが、保育所の要件を

満たすために調理場ですとか、あとトイレの増設ですと

か、そういった設備工事がメインの工事でして、そうい

った場合、建築ではなくて、設備工事の管工事というそ

うですけれども、そういった管工事がメインなので、管

工事で公告を出しました。 

どれかを１つ選ぶのですか。それとも建築と管工事という

２つを選定することはできるのだけれども、内容的に建築と

いうのでは不適切だろうということなのですか。 

「建築または管工事」だと参加業者が少しは広がるのでは

ないかと思います。 

大規模工事ですと、大手のゼネコン、建築も管工事も
全て資格を持っているようなところが元請けとなって、
それぞれ中小企業、管工事だけ持っているところ、建築
だけ持っているところ、電気だけ持っているところ、そ
ういったところに下請けに出すようですけれども、今
回、500万円程度ということで、規模も小さく、ほとん
どがトイレ増設ですとか、空調増設ですとか、そういっ
た設備関係、管工事関係がメインですので、競争参加資
格を「管工事」として、この公告を出しました。 

公告方法はどのようにしたのでしょうか。 紙の掲示と、あと当センターのネットへの掲載をして



  います。 

１者応札、落札率93％。１者応札は残念ではあったけ

れども、御説明のように昨今、この種の案件は結構あっ

て、不落になるケースも結構多いので、技術者が不足し

ているとか、東日本大震災の工事でかなりの人員がそち

らにとられているというところでやむを得なかったとい

うことは理解できますので、しかし、今後もなるべく競

争力が働く複数の業者が入札に参加するような努力とい

いますか、工夫というものを継続していただければと思

います。 

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。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 中央材料室業務一式 

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、1者応札の中で落札率が１００％であることから、予定価格の妥当

性について、確認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センター 

契約相手方 ： 株式会社ルフト・メディカルケア 

予定価格  ： 9,716,112円 

契約金額  ： 9,716,112円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26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、１者応札となり、（株）ルフト・メディカルケアが契約の相手

方となった。落札率は、100.00%である。 

意見・質問 回   答 

これは平成25年度も24年度もルフト・メディカルケア

というところなのですか。 

そうです。 

来年もそうなのですか。 それは入札をしてみないとわからないです。 

25年度も24年度も１者応札だったのですか。 １者応札でした。 

予定価格はどうやって決めているのでしょうか。 

 

まず、賃金センサスで、滅菌技師の単価がないので、

かわりに看護師ですとか、准看護師ですとか、そうい

った単価を用いて、人件費を算出したものと、あと昨

年度の契約金額と比べて、より安いほうを予定価格と

しています。 

 今回は25年度の契約金額を予定価格としました。 

したがって 100％なったということですね。 そういうことになります。 

要するに結局固定化していますよね。 

要するに安いほうというのは、前年度の実績で予定価格

を設定しますから、そういう方式ですから、そうすると、

１者応札だと、現職が前年度の実績で入札をすれば常に

100％になりますよね。やはり予定価格の設定について、

もう少し何かやり方がないのですか。 

 少し気になったのは、こういうアウトソーシングの会

社というのは、医療の場合、医療のアウトソーシング、

滅菌業務ですか、そういう業務をやる会社というのはほ

かにはあるのですか。 

調べた限りでは、ほかにもあります。 

こういうリハビリセンター、所沢ですけれども、埼玉県

とか、都内でもいいのですけれども、そういうものがあれ

ば、そこから見積もりを取るという方法はないのですか。 

 そうですね。 

 



前年度のやり方でやると、必ず固定的になってしまって、

100％になってしまい、いかにも一般の人から見れば、なぜ

かという疑問が湧くので、少し検討されたほうがいいのか

なというような感想を持ちました。 

 わかりました。 

 

25 年度も 24 年度もルフト・メディカルケアで、放ってお

くと、多分、来年もメディカルケアが 100％で契約の相手方

となると、何のために入札とか面倒くさいことをしている

のではないかと率直にそう思うのだけれども、どうなので

すか。 

今回、入札に参加はしなかったけれども、入札説明
書などを取りに来てくださった業者さんにヒアリング
を行って、どういう原因が考えられるのかというもの
を検討しています。 
かいつまんで説明しますと、業者さんいわく、業界

全体的になかなか別の病院に業者が変わっていくとい
うのが少ない業界だということは聞いています。 

 その原因としては、準備期間に結構時間がかかって

しまう。その業者さんは院内清掃も受注されているの

ですけれども、そういう院内清掃などと比べると、よ

り有資格者であるとか、滅菌のための圧力機とかを使

ったりもしますので、医療機器とかの知識とか、あと

資格などを持っている方などを当てたりとか、いろい

ろそういう人の手当ての見通しを立てるために結構時

間が必要ですということで、なかなかすぱっと変わる

というのが難しい業界ではありますという説明があり

ました。 

例えば、複数年度を一括して契約することは会計法上、

無理なのでしょうか。 

 必ずこれは単年度、単年度の更新となるのですか。 

 

そうですね。単年度会計主義に原則なっていますの

で、あくまで単年度で結んでいくべきものとは考えて

います。 

 ただ、方法としては、公告開始日、今回は１月17日

で公告開始をしているのですが、もう少し早めること

で、相手がちょうど人の入り繰りのタイミングに合っ

てくるのかなとは思うので、来年度は少しそういう改

善をやってみるのもいいのかなと思っています。 

（分科会長の意見） 

過去にも１者応札、100％で、今回、１者応札、100％

で、このままの状態を座視すると、来年度も再来年度も

１者応札、100％ということが続く可能性が高いと思いま

す。 

 もちろん、別な業者が新しい年度に参入するためには、

やはり人の手配から始めなければいけないので、ある意

味で、そういう煩雑さが他社の参入を許さないというか、

他社が参入してみようという意欲が起こらない要因の１

つになっているということは理解できます。 

 これは、中材業務以外にも、きょう、幾つかほかの案

件で全く同じような案件がありました。 

 今、説明していただいたように、公示期間をなるべく

長くとっていただくとか、いろいろな努力を積み重ねて

いただきたいと思いますので、極めて不適切な案件とい

う指摘はありませんけれども、今後、そういう少しでも

可能性がある方法を模索していただくようにお願いした

いと思います。 

  

はい。 

【審議案件９－１】 

審議案件名 ： 就労移行支援課訓練補助業務一式 

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、人材派遣の中で、１者応札であるため 

      （関連資料 資料９－２、９－３、９－４、９－５、９－６） 



 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 ： 株式会社パソナ 

予定価格  ： 19,810,440円 

契約金額  ： 16,679,520円 

落札率   ： 84.20％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

【審議案件９－２】 

審議案件名 ： 研究所事務補助業務一式 

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、人材派遣の中で、１者応札であるため 

      （関連資料 資料９－１、９－３、９－４、９－５、９－６） 

 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 ： 株式会社パソナ 

予定価格  ： 11,941,020円 

契約金額  ： 11,340,810円 

落札率   ： 94.97％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

【審議案件９－３】 

審議案件名 ： 自立支援局利用料請求事務業務等一式 

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、人材派遣の中で、１者応札であるため 

      （関連資料 資料９－１、９－２、９－４、９－５、９－６） 

 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 ： 株式会社パソナ 

予定価格  ： 8,541,450円 

契約金額  ： 8,447,400円 

落札率   ： 98.90％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

【審議案件９－４】 

審議案件名 ： 病院等整備工事に伴う備品等移転準備補助業務一式 

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、人材派遣の中で、１者応札であるため 

      （関連資料 資料９－１、９－２、９－３、９－５、９－６） 

 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 ： 株式会社パソナ 

予定価格  ： 7,581,6000円 

契約金額  ： 7,392,060円 

落札率   ： 97.50％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

【審議案件９－５】 

審議案件名 ： 会計課調度係事務補助業務一式 

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、人材派遣の中で、１者応札であるため 

      （関連資料 資料９－１、９－２、９－３、９－４、９－６） 

 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 ： 株式会社テンプスタッフ 

予定価格  ： 7,581,600円 

契約金額  ： 6,763,770円 

落札率   ： 89.21％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

【審議案件９－６】 

審議案件名 ： 一級建築士による管財係補助業務一式 

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、人材派遣の中で１者応札であるため 



      （関連資料 資料９－１、９－２、９－３、９－４、９－５） 

 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 ： 株式会社パソナ 

予定価格  ： 6,907,680円 

契約金額  ： 5,780,970円 

落札率   ： 83.69％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

６つの人材派遣の調達について、一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、いずれも１者応札となり、
（株）パソナ又は（株）テンプスタッフが契約の相手方となった。 

この中で、新規なものはありますか。 それはないです。 

この中で、前年度と業者が変わったものはありますか。 ないです。 

実態として、来ているスタッフさん、派遣労働者が契約

の切りかわりで交代したものはありますか。 

契約の切りかわりで変わったのはないですけれど

も、途中で人員が交代するということはありました。 

抽出に当たって、いろいろ考えていたのですけれども、

なぜパソナならパソナ、テンプスタッフならテンプスタッ

フで１社になっているのかなというのが非常に疑問に思っ

たのですが、その辺のところはどういう考え方を持ってい

るのか教えて下さい。 

このそれぞれの案件に関しても、実は入札書を受け

取りに来られている業者さんというのは、結構たくさ

んありまして、それぞれ電話でヒアリングをしたので

すが、その中で原因を分析しています。その内容を説

明したいと思います。まず、かろうじて参加できそう

だったのにできなかったという事例です。１つは就労

移行支援の①の案件ですけれども、いわゆる労働基準

法の36協定、あれの届け出を行っていなくて、期限が

切れてしまっていたので、今回は参加できなかった。

来年度はぜひ参加したいと言っている業者さんがあり

ました。 

 あと、ほかの事例ですと、③の自立支援局の利用料

請求事務なのですが、こちらでも、入札に参加する気

でずっと準備をしていたのですけれども、やはり人の

手当て、見通しを立てて用意はしていたのですけれど

も、急遽断られてしまって、時間的になくなってしま

って、諦めたという業者さんが１社ありました。 

 それで、御指摘のとおりで、同じ業者さんが複数年

にわたって落札している状況がありますので、我々の

ほうとしても、仕様書の中身を少し緩和していったり、

公告期間を少し延ばしたりとか、これまで、何年かさ

まざまな工夫はして来て、今、もう少し参加できる業

者さんが出てきているというところで、今までの取り

組み自体は一定の効果が見えてきたのかなと思ってい

ます。 

 さらに、これも業者さんらとヒアリングをしたとこ

ろで、所沢と地理的な条件がかかわっているというこ

とがわかってきました。   所沢というのは、西武

新宿線、西武池袋線で、都内に早いと35分とか、１時

間もかからずに都内にアクセスできる立地条件にあり

ます。 

 一方で埼玉の中心になる大宮ですとか、浦和ですと

か、ああいう方面にはちょっとアクセスがしづらいと

いう地理条件がまずあります。 

 業者さんにお聞きしたところ、派遣の従業者の方と

いうのは、大体所沢地区にお住いの方が、お勤めにな

るケースが多いのだとは思いますけれども、大体、ま



ず、都内を探しに行ってしまう。 

 要するに、人材が都内に流れがちなのではないかと

いう問題があるでしょうというお話はいただきまし

た。 

 逆に、例えば、さいたま市ですね。大宮とか浦和と

か、あのあたりですと、今度は北部の群馬の高崎であ

るとか、栃木の宇都宮であるとか、あちらの北方面に

も比較的アクセスがしやすくて、向こうもさいたま市

の人材というのは、少し北部のほうに行かれてしまい、

そうするとなかなか所沢とか川越といった西地区に人

材が来にくいという地理的な要素があるのではない

か。 

 人の手当てがなかなかしにくい面がありますという

お話は複数の会社さんからいただいているところであ

ります。 

いろいろあると思うのですけれども、やはり、派遣業務

で１社でずっと来ているというのは、余りよろしくないと

いうか、やはり競争性を働かせてもらったほうがいいよう

ですので、ぜひ努力をお願いしたいと思います。 

 はい。 

 

最後の一級建築士の管財係補助業務というのは、内容か

ら見たら、一級建築士でなければいけない業務なのですか。 

22年度より当センターでは、新病院の建設ですとか、

本館の建設、そのほか画像診断棟の改修ですとか、大

規模工事を行っておりまして、建設業者と非常に専門

的で調整業務も非常に複雑な調整業務となっていま

す。 

 我々事務官で正直なところ、そこら辺の専門的な話

ですとか、建築の非常に複雑な調整ですとか、そうい

ったところが賄い切れないというのが正直なところ

で、一級建築士による補助業務が必要となりました。 

そうすると、工事の間だけの業務ということでいいので

すね。 

はい。来年度までこの一連の整備工事が続く予定で

す。来年度までを考えています。 

とても素朴な疑問ですけれども、役務の提供で ABC とラ

ンクをつけていると思うのですけれども、１時間当たりで

契約はしているかと思うのですけれども、それでも、年間

の金額で ABCを見るということになるのでしょうか。 

年間の予定価格からランクを割り出していますね。 

Ｃというのは大体どんな規模の業者さんまでがお入りに

なりますか。 

ちょっと正確なところは覚えていないのですが、調

達金額でたしか300万以上です。 

何か１個の成果物をどんと納めるというものと違って、

毎日日々少しずつなので、結局１名だったりすると、余り

ABCDという規模感、結局１人出せばいいということになる

と、そのランクという発想が余り関係ないのかなという気

もするのです。 

役務、こういう事務補助とかの派遣をやる業者さん

というのは、ある程度のスケールメリットで動いてい

る部分があって、先ほどの中材業務でもそうですけれ

ども、実は、いろいろな病院にいるあれは業務委託で

すけれども、委託先にいる人たち、全体を人事異動さ

せるというのですかね。全体を見て、人を入り繰りさ

せるので、スケールメリットのあるところのほうが、

人の手当てはしやすいという違いは規模のことで言え

ば出てくると思いますね。 

 あとは、こういう基準がある中でやっていますので、

我々はＢランク相当ということなのですけれども、ち

ょっと広げるという意味で、Ｃにも拡大した形で公告

しているという状態です。 

（分科会長の意見） 

全てが１者応札、うち５件がパソナ、それで委員の御指摘

のように、全てが継続案件で、業者が変わったケースが今ま

 

はい。 



でにない。 

 それから、委員からも、やはり同じ業者がずっと固定的

に１者応札で仕事を継続するのは、やはり外形的には非常に

おかしいのではないか。 

 先ほどの中材の業務もほぼ同じ案件ですよね。会計課長

の御説明では、いろいろな努力は行っていて、問題意識も持

っておられるということにおいて少し安心しましたが、委員

が最後に御指摘になったように、やはりこれはちょっと外形

的には非常におかしいというか、やむを得ない事情はわかり

ますけれども、しかも努力はしておられるということもわか

りましたが、ちょっとまとめとしては、なお一層努力又は工

夫をしていただきたいということをまとめにさせていただ

きたいと思います。 

 

審査終了後のコメント 

○事務局 

 前回の第１回の第一分科会において、上野分科会長からいただいた２点の意見について、回答をさせていただきます。 

 まず、１点目の工事案件に関して、技術不足で、応札者が１者、落札率も 99%という状況が繰り返されていることが

懸念される。厚生労働省として、何か考えられることはないか。 

 先ほど、配付させていただいた資料「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方

針 改正の概要」というものが、これは厚生労働省が考えているものではないのですけれども、政府全体として、今、

動いておりまして、この閣議決定の主な改正点は、朱書きで書かれているところでして、特に第２の品質確保の促進の

ための施策に関する基本的な方針、その中の１の「発注関係事務の適正な実施」にあります一番上の「担い手育成・確

保のための適正な利潤が確保できるような予定価格の適正な設定」において、歩切りの禁止、見積もりの活用等が言わ

れています。 

 次のページは、改正のポイントとなっています。１の「発注者責務の明確化」に「予定価格の適正な設定」において、

適正な利潤の確保を可能とするためには、予定価格が適正に定められることが不可欠である。 

 ２番目として、発注者が予定価格を定めるに当たっては、市場における最新の取引価格や施工の実績等を的確に反映

した積算を行う。 

 ３番目として、歩切りについては、厳にこれを行わない。 

 ４番目として、入札不調・不落による再入札に付す場合、類似の工事で入札不調・不落が生じているような場合には、

入札参加者から見積書を徴収し、当該見積もりを活用した積算を行うなど、適正な予定価格の設定を図るよう努めるこ

とになっています。 

 最後のページに、そのほか、国としての講ずべき施策として、「予定価格の適正な設定のための施策」があり、この

場合、発注者が最新の取引価格等を的確に反映した積算を行うことができるよう、公共工事に従事する労働者の賃金に

関する調査を適切に行い、その結果に基づいて実勢を反映した公共工事設計労務単価を適切に設定する。国が予定価格

を適正に定めるためには、積算基準に関する検討及び必要に応じた見直しを行うことになっていまして、この閣議決定

に基づいて、正式に通知などが関係部署から発出された場合には、省内の関係する部局に周知をして、今後、公共工事

については、適正な価格での積算ができるような努力をしていきたいと思っています。 

 もう一つの意見をいただいた、参考見積もりを１社から取り、それを予定価格にして、参考見積もりを出した業者が

非常に高い落札率で応札している例が多く見られるという難しい問題などが一般国民に理解されるような取り組みを講

じていくべきではないか。この御意見については、先週、全国の会計事務職員に関する研修会を厚生労働本省で実施し

まして、その中の契約関係の講義の際に、参考見積もりについては、可能な限り複数社から徴収してほしいという説明

をしています。随意契約の場合は、予決令において、なるべく２者以上の者から見積書を徴収しなければならないとな

っていますので、参考見積についても、随意契約と同様、２者以上の者から徴収することが望ましいとは考えています

が、調達する物品によっては、どうしても１者しかないという場合には、その１者から取った参考見積で予定価格を積

算せざるを得ないのではないかと考えています。 

○上野分科会長 

 公共工事の価格については、いろいろなところで不落が起き始めています。 

 また、見積もりの取り方についても、いろいろ議論していただき、ありがとうございます。 

 今日の感想は、最後の案件で象徴的だったように、業務委託が１者応札で毎年毎年同じ業者でずっと継続されて、ほ

かが参入しにくい。 

 例えば、こういう業務は、職員、スタッフを何年か雇うわけだから、単年度の繰り返しではなく複数年度の契約方法

も考えられるのではないか。このことについても、時間のあるときに議論をしたり、意見交換をしたりしたいと思いま



すので、それも覚えておいて下さい。 

○事務局 

 単純な役務については、複数年を契約する国庫債務がまだ認められていないので、単年度の契約を繰り返していると

思いますが、予算部局を通じて、予算査定部局で認めてもらえれば可能になると思います。 

 一般の委託費でも、複数年契約が認められてきていますので、今後、可能になるかもしれません。現時点では、予算

上、単年度になっていますので、契約も単年度で実施している状況です。 

 

 ２５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） 


