
平成２６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２６年１２月２４日（水） 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７月 １日～平成２６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 ：国立療養所沖縄愛楽園第２センター屋根スレート改修整備工事 

資格種別  ：建設―式工事・屋根工事（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いため。 

発注部局名 ：国立療養所沖縄愛楽園 

契約相手方 ：有限会社新一建設 
予定価格  ：10,855,080円 

契約金額  ：10,692,000円 

契約率   ：98.50％ 

契約締結日 ：平成26年7月25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、有限会社新一建設が契約の相手となった。落 

札率は、９８．５０％である。 

意見・質問 回   答 

１者応札で、３回目の入札でやっと98％で落札したと

いう経緯のようです。 

１者しか応札しなかったということについては、何か

思い当たることはありますでしょうか。 

 

昨年度にも入札が不調に終わっているのですけれど

も、業者に対して声かけを行いました。入札に参加でき

ない業者については、理由を聞いたところ、４ページに

あります入札公告の入札参加資格の中の（５）の次に挙

げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置するこ

とということを設けているのですけれども、人材がいな

いということで、参加ができないという業者が何者かい

ました。 

 このような人材不足が１者応札の理由だと思われます。 

沖縄地域では、１者応札または応札がないというよう

な、事態というのは結構あるのですか。 

 

はい。工事種目によっては６者も来る工事もあります

が、１者応札や応札者がないという案件が結構ありま

す。 

先ほどの説明で、参加資格に２級建築施工監理技士また

はこれと同等の資格を条件としていますが、この種の工

事において必要な資格なのですか。 

この工事は、工事の品質を確保するという点につきま

しても必要な資格であると考えています。 

 



１者応札ということを防ぐために、いろいろ該当する業

者などに声をかけたりとか、複数者が応札するような状

況をつくるために、一定の努力はされたのですか。 

 

はい。厚生労働省競争参加資格の建築・屋根でＣ、Ｄ

の等級を設けているのですけれども、この一覧がホーム

ページに載っていますので、それから、その中で沖縄県

の業者さんの数社に声かけを行いました。 

 その他に、地元の沖縄県建設新聞にも掲載して、周知

を図りました。 

（分科会長の意見） 

全国的に建設物価の高騰や建設技術者の不足などがあり、

不落または１者応札が続いていますが、何者かの応札があっ

て、競争力が働くように、今後とも努力をしていただきたい

と思います。今回については、特段の指摘事項はなしとさせ

ていただきます。 

 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 国立療養所星塚敬愛園面会人宿泊棟更新築整備その他工事設計及び工事監理業務 
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  ： 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 ： 国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ： 株式会社プランディー 

予定価格  ： 17,317,800円 

契約金額  ： 6,998,400円 

落札率   ： 40.41％ 

契約締結日 ： 平成26年8月11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、４者応札があり、最も低い入札金額を提示した、株式会社プラ

ンディーが契約の相手方となった。落札率は４０．４１％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

４者の応札で低入札という案件ですが、低入札調査の

結果について、簡単に説明してください。 

低入札価格調査ですけれども、調査内容については、

厚生労働省会計課長通知会発第35号の別記６にあり、そ

れに基づいて調査を行いました。その内容が142ページ

からです。事前に業者さんから資料の提出をしていただ

き、１番目に最低価格の入札者とヒアリングを行い、さ

らに信用保証会社、メーンバンク等の調査を行っていま

す。 

履行期間は、10月９日ですけれども、問題なく履行をさ

れているのでしょうか。 

 

履行期間は当初、10月９日で行っていたのですけれど

も、26年度の単年度予算でしたので、年度中に完成する

ということを前提に設計契約をしましたので、工事期間

を５カ月程度で計算をすると、この10月９日がぎりぎり

の線だったのです。それで、今回は低入札の調査に10日

から２週間ぐらいかかるということになりましたので、

契約期間については、工事が年度内の完成が無理と判断

いたしました。設計は既にできおり、昨日、工事の入札

公告を行っているところです。 

低入札価格調査を行って、特に問題は見られなかった。

履行期限は10月９日から少しは延びたけれども、きちん

と履行されたということでよろしいですか。 

はい。 

本件は、工事監理も入るからこの契約も繰り越されるわけ

ですか。 

はい。翌年度に繰り越しをしています。 

 

事故繰越ですか、それとも明許繰越ですか。 

 

これは翌年度繰り越しです。翌債という方式で行ってい

ます 

落札業者以外の応札もそんなに高いわけではなくて、

700万、800万という応札があったわけですけれども、予

定価格はどのように決定しているのですか。 

 この予定価格については、厚労省の施設整備室の設計

になっています。これは厚労省の設計積算で計算してお

りますということです。 



所定の算定手続をということですか。 はい。 

本件は総合評価落札方式ですね。値段だけではなしに、

具体的にはどういう点を考慮して評価しているのです

か。 

 私どもは、ハンセン病療養所ですので、入所者の安全、

そのことを考慮することと、入所者も平均年齢84歳になっ

ていますので、バリアフリーなど高齢者でもきちんと使え

るような設計をしてくれることに重点をおいています。 

具体的にはこの資料ではそういうことがわかるように

なっていますか。 

103ページぐらいです。 

その４者が応札して、その４者の評価結果がどれです

か。 

99 ページです。一番右の４番目がここの業者さんです。 

評価点数は、43 点です。 

予定価格の算出方法について、先ほど概括的な説明は、

いただきましたが、もう少し詳細に説明していただけま

すか。 

これは１つの発注ですけれども、中身を２つに分断して

それぞれ積算値を計上して合算しています。これによる

と、例えば、イメージとしてベースになる金額があって、

そこから逓増していくものだと、２つ合算すると、その

基本料金的な部分が二重計上になるような仕組みなの

か、あるいは完全に基本料金的なものの発想がないので、

２つ足そうが、この合算の１つの工事だろうが、余り変

わらないのか。２つに分けることによって、高く積算さ

れていることはないのですか。 

この辺はちょっとわかりませんけれども、厚労省から

の示達金額が２つの工事に分かれて示達されておりま

すので、それぞれを積算しています。工事としては１本

で実施していますので、それを合算しました。今、ご指

摘のように、基本料金のところがどうなのかというの

は、ちょっとこちらではわかりません。 

 

ここは、本省の施設整備室ではこの仕組みはわかるので

すか。 

 多分、私の質問の趣旨は、今、ちゃんと把握していた

だいたと思うのですけれども、分けることによって高め

になっていないのですか。 

 

 設計料の予定価格の算定のやり方ですけれども、それぞ

れ内示項目が３本ありまして、それぞれごとの工事額に対

しての予定価格ということで算出するようにしています。 

 それについては、設計料の算出については、工事金額に

対して設計委託費が出るという形となっています。それは

国土交通省のほうから出ています統一基準の中の設計委託

費算出基準に基づいて算出していますけれども、それにつ

いては、例えば新築ですと、工事金額ではなくて、建物面

積に対して図面が何枚という形の算定式になっています。 

 改修工事ですと、工事金額に対して、図面が何枚という

形に出るような計算式になっていまして、それに対して、

経費とかそういうものを積み上げることになっていますの

で、別々にしたからといって、重複してそういうものが加

算されるということにはなっていません。 

理論的に重ならないとわかりましたが、実態として、例

えばこの工事は現場事務所を設けるかわかりませんけれ

ども、例えば一般論ですよ、現場事務所を設けたりとか、

共通経費的な部分の節約というか、金額を二重計上しな

くて済むような部分というのも実質的にも織り込まれて

いるのではないですかという趣旨の質問だったのです

が、いかがでしょうか。 

 

確かに、工事の場合は、一括で工事費の諸経費を出し

ますので、それはここに出さないようになっています。 

確かに、その共通仮設費みたいなところがありまし

て、現場経費とか、そういうようなものがかかるという

ことですけれども、設計の場合は諸経費という人に対し

ての経費がかかるようになっていますので、それを積み

上げて何かを作るということで過剰に重複されるよう

なものがないものですから、設計については、規模に対

しての図面枚数が出て、それに対する経費が出るように

なっていますので、二重計上されることはないとことに

なっています。 

（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３】 

審議案件名 ：構内外線改修整備工事の実施設計及び工事監理委託業務 

資格種別  ：建築関係コンサルタント(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者応札の中で、最も落札率が高いため。 



発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：株式会社玄場建築設計事務所 
予定価格  ：10,021,320円 

契約金額  ： 9,612,000円 

契約率   ： 95.92％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8月 7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、株式会社玄場建築設計事務所が契約の相手方

となった。落札率は、９５．９２％である。 

意見・質問 回   答 

入札公告はどのようにされたのでしょうか。 

 

ホームページへの掲載と、事務所の外側に掲示、それ

から、業界紙３紙に掲載を依頼しました。 

そのほか何者か複数の応札があるように、例えば、連

絡をとったということはありますか。 

過去に契約したことのある設計事務所２者には連絡しま

した。 

その２者からはどんなことがわかったのですか。 

 

２者とも案件が重なっているので、今回は、無理です

という返事でした。 

Ａ又はＢ等級にしなければいけないかなり難しい設計

なのでしょうか。 

予定価格から対応等級はＡ等級ですが、広げるという

ことでＡ又はＢ等級としました。 

もともとはＡが該当する等級なのですか。 はい。予定価格が1,000万以上になりますので、Ａが該

当等級となります。 

確認ですけれども、設計部分の履行期限というものは、

どういう形で業者さんに伝わるのでしょうか。 

 

入札説明書等に書いています。入札説明書は添付して

いませんでした。９月末までの設計の期限としていまし

た。 

入札公告が９ページにあるのですが、そこには履行期

間を書いていないと思うので、期間のイメージがないと

応札するかどうかの考えがつかないと思います。それは

何らかの形でこの設計の履行期限は公表されているので

すか。業界新聞には、入札公告をそのまま出しているの

ですか。 

業界新聞にも、入札公告の内容を出しています。 

 

入札公告以外の情報が、ホームページには出ています

か。 

履行期限の記載が入札公告にはないですね。 

 

例えば、今、ほかの案件で手が回りませんというよう

なときに、事実上は口頭では補足しているのかもしれま

せんけれども、結構、ほかの案件を見ていると、履行期

限との関係でというものもあるものですから、案件３も

ちょっと期限を延ばす、延ばさないという話もありまし

たし、意外と重要なファクターなのではないかなと思い

ます。 

 

連絡したところについては、期限のことも説明しまし

たけれども、確かに公表している分としては、履行期限

はないけれども、ホームページには、入札説明書も一緒

に掲載していますので、そこの入札説明書には履行期限

の記載がありました。 

 

（分科会長の意見） 

 本件は、１者応札で、落札率が、96％という高い案件でし

たけれども、公告は、ホームページ及び園内への掲示、業界

紙３紙、それから設計事務所２者にも声かけをしていただい

たということで、相応の努力はされたということで、特に指

摘事項はありません。 

 ただし、今後、やはりある種の競争力が何らかの形で働く

ということを一般の国民の目からは期待しているわけです

ので、なお一層の努力をしていただくようよろしくお願いい

たします。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 国立療養所長島愛生園厨房設備機器搬入・組立 

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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：北沢産業株式会社岡山営業所  

予定価格  ： 2,970,000円 

契約金額   ： 2,970,000円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 9月 8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 

25年度の入札は、新給食棟への搬入・組立費用も含め

て実施したのですね。 

はい。 

そのときは、新給食棟というのは、25年度中に完成す

る予定だったのですか。 

 

新給食棟の工事の予算は、平成25年度についたのです

けれども、平成26年に、繰越となりまして、先週竣工検

査を受けたところです。 

本来であれば、一会計年度の間に、厨房設備機器を購

入して、それから納入・組立までが一体となるべきもの

なのですけれども、そういう物品の購入については繰り

越しができませんので、やむなく納入までということに

なりました。 

そうすると、25年度は、いわゆる機器の購入だけが実

現して、搬入・組立は実現しなかったわけですね。その

分の経費は、どのようにしたのですか。 

搬入・組立を除いた額で契約しています。 

  

残りの搬入・組立を26年度に随契したということです

か。 

はい。 

25年度に最低入札価格で落札した分の中の搬入・組立

費用を26年度に随契したということでよろしいですか。 

 

はい。その額につきましては、その時点で出ておりま

すので、随意契約をするに当たって、落札業者の北沢産

業と価格交渉を行いまして、それをもとに予定価格を立

てました。 

昨年度契約したときからは、45,000円ほど値引きを引

き出して、その値引きした額を予定価格としましたので、

契約率が100％になってしまいました。 

25年度の当初の予定価格の搬入・組立の金額で随契され

たというわけではないのですね。 

 

そうではなく、その価格交渉の上で、安くなった金額

をもとにしました。 

それ以上の値引きはなかったということです。 

今の話の続きですけれども、もともとは北沢産業と機器

の購入と搬入・組立を25年度中にやる予定だったわけで

すか。 

そうですね。建物が完成してからでないと設置までが

できませんので、この契約自体は繰り越しができないの

で、搬入・組立を除いています。 

ただ、別々に契約しますと、結果的に高額になること

が考えられますので、本来であれば、一体となるべきも

のですので、それを分けることによって、設置の費用が

高くなることを避けるために、一体として一番コストの

安い業者とその時点では契約をしたということです。 

給食棟の建物は、26年度からの契約となるのですか。 そうです。 

最初からそういう計画だったのですか。 そうですね。工事の予算が繰り越しになることがその時

点でわかりました。 

では、なぜ25年度にそういう機器の購入を先走って行っ

たのかという疑問があるのですが。 

 

本来であれば、工事の予算に厨房設備も含めて、あれ

ばよかったのでしょうけれども、その建物の本体工事の

予算に厨房設備は含めて計上されなかったので、別に厨

房機器の予算をつけていただいたもので先行して実施し

ました。 



この契約を先行してやっていいものなのかどうか疑問

に思うのですけれども、どうなのですか。 

つまり、給食棟がまだ予算がついていない段階で実施すべ

きではないのですか。 

給食棟の予算はついているのですけれども、建物が繰

り越しとなりました。 

 

 建物については、繰り越しにされるのでしょう。 完成するのが翌年度になるということです。 

それがわかっているのに、なぜ機器の購入を25年度中

に済ませたのかと疑問に思うのですけれども、それは法

令上の問題はないのですか。 

それは、納入すること自体は特にもう設置する場所が

決まっているものですから問題はないと考えています。 

 

設置する建物があってはじめて、設備を購入するので

はないですか。 

 

建物に結局設置するので、固定であるとか、いろいろ

なところにアンカーを打つとか、あとは設計段階からそ

れぞれのいろいろな部屋があるのですけれども、厨房も

あったり、食器洗浄であったり、そこにいろいろな機械

が入るのですが、その入れる機械とか、棚とかいろいろ

なものを総合的に１つ１つの図面をつくって、厨房設備

機器とそれから工事側との設置に関してのいろいろな立

場での確認や打ち合わせをその間もずっとしているの

で、入る機械とかが決まらないと、そのあたりの図面が

作成できません。 

予算制度上の問題として、その先走って購入するのが

いいのかどうかというのは、それは許されるものなのか

どうか、ちょっと私も自信がないので、それは良いので

すか。 

 はい。 

25年度に新しい給食棟に設置する厨房設備の入札を、最

低価格入札で実施した。ただし、給食棟が25年度中には

竣工しなかったので、そのうち搬入・組立の分だけを25

年度は契約しないで、26年度に搬入・組立の分だけを随

契で契約をしたと、そういうことですね。 

はい。 

随契をしたことについては、特に不合理ではないと思

います。 

 

 原則的には、建物ができ上がったときに入れるという

契約になるので、26年度の予算で措置すべきものだとは

思います。買うだけ買ってというのはどこかに置かなけ

ればいけなくて、業者さんがもしも管理しているのなら

もっとおかしいですし、納品の確認ができていないのに、

国がお金を払ったことになってしまいます。 

いろいろな問題があったとしても、その部分だけ取り上げ

て予決令に基づく随契に該当するのかどうかというのも少

し疑問に思います 

26年度の契約は、北沢産業と25年度に契約をしているから

となっていますが、物品そのものは別に北沢産業ではなくて

もほかの業者でも納入することはできるでしょう。 

そこしか作れないものではないですよね。 

25年度に入札を行った結果、北沢産業になりました。 

随契にする理由が予決令の想定している理由になって

いるのなということに疑問に思ったのです。 

例えば、工事で継続的にやっていて、工事を繰り越した工

事業者と増築工事をしなければいけない、設計変更があった

とか、大体その工事業者と随契がありますというのはわかる

けれども、この場合とはちょっと違う内容という気がしまし

た。 

４号のイはどういう内容ですか。 

 予決令上では、102条の４号というのが、競争に付すこ

とを不利と認めて、その不利を認める理由が次のイから

ニまでの１に該当する。イは、現に契約履行中の工事、

製造または物品の買入れに直接関連する契約を現に履行

中の契約者以外の者に履行させることが不利であること

となっています。 

 

 

不利かどうかというのは、不利だというのが断定でき

るようになっているのですか。 

同じ価格、低価格にして入札をかけてもよかったのでは

25年度の機器の購入の際に、搬入・組立も含めた額で入札

を行いましたので、再度入札するということは考えていませ

んでした。 

 



ないですか。 
競争性を維持させるためには、そういう手当が必要ではな

かったのですか。 

この件は、今回、随契で妥当だったかどうかというこ

とを、まず、１つ判断することが必要です。もう一つは、

委員が指摘しているように、そもそも25年度に給食棟が

竣工しないということを前提にしながら、25年度に搬

入・組立も含めて入札をしたということは妥当であった

かという、その２つの問題点がある。 

 前者のほうは、25年度に納入・組立を含めて最低入札

価格で落札をしたということの経緯において、本年度随

契で搬入・組立をしたということは、これはやむを得な

かったのではないかと判断できるのですけれども、さか

のぼって25年度中に給食棟が竣工しないことを前提に、

搬入・組立も含めて入札したということは果たして妥当

であったかどうか。そもそも単年度ということで、こう

いう事態が起こることが前提でわかっていたはずなの

に、それをもとにして随契というのはいかがなものかと

いう御意見だと思います。 

 後者のほうについては、厚生労働省の監査指導室はど

ういう見解でしょうか。 

施設側は厨房機器の購入と据え付けの入札を建物が25年

度中に竣工しないということを知っていながら入札したの 

であれば、物として購入することはあり得るかもしれないけ

れども、据え付けはできもしないものを前提として入札は少

し疑問が感じられます。 

 あともう一点は、25年度の予算の確保はされたけれども、

いろいろな事情があって建物が完成しないので、その経費も

あわせて繰り越しができるかどうかという検討や、財政当局

との調整を考えていたのか。いずれにしても、建物が完成し

ないのに据え付けの部分まで含めて入札を実施するという

ことは非常に疑問に感じますし、もし仮に一緒にやるのであ

れば、購入と納入と据え付けを建物の竣工とあわせて繰り越

しをすることが可能であれば、当初の入札で落札した業者が

翌年度に据え付けまで実施することに問題はないと感じて

います 

（分科会長の意見） 

これが随契であったかどうかは、適切だったかという

ことについては、そういう経緯であれば、これは随契で

やむを得なかったと、まず、判断します。 

 ところが、委員の御指摘のように、25年度に建物が竣

工しないということであれば、納入・搬入・組立まで含

めて25年度に入札したということそもそもがやはりもう

一度改めて検討されるべきだと思いますし、今の御指摘

のように、25年度に購入だけ。26年度に搬入・組立とい

ったことで、それぞれ別々に入札をかけるということも

あり得たのではないかということで、そういうことも含

めて、ちょっと課題を整理させていただきたいと思いま

す。 

 これは少し複雑な案件なので、次回のこの委員会で、

正式に監査指導室として見解をまとめておいてくださ

い。 

 

はい。 

 

【審議案件５－１】 

審議案件名 ： Ｘ線透視撮影装置保守点検一式 

資格種別  ： - 

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

      ＜関連資料５－２＞ 

発注部局名 ： 国立療養所大島青松園 

契約相手方 ： 東芝メディカルシステムズ株式会社香川サービスセンタ 
予定価格  ： 2,193,480円 

契約金額  ： 2,128,140円 

落札率   ： 97.02％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8月 15日 

【審議案件５－２】 

審議案件名 ：Ｘ線CT撮影装置保守点検一式 

資格種別  ：- 

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



       ＜関連資料５－１＞ 

注部局名   ： 国立療養所大島青松園 

契約相手方 ： 東芝メディカルシステムズ株式会社香川サービスセンタ 

予定価格  ： 1,185,480円 

契約金額  ： 1,130,220円 

契約率   ： 95.34％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8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。 

意見・質問 回   答 

要するに東芝製Ｘ線CT装置を東芝メディカルシステム

ズに随契で保守点検契約をしたということですね。 

そうですね。 

 

これは毎年、同様の調達となっているのですか。 

 

いいえ、CTの撮影装置とそれからＸ線の透視撮影装置

については、１年前に購入をしまして、今年の３月末ま

で１年間の無償保証期間になります。その無償保証期間

が経過しましたので、４月からすぐに保守契約を締結す

れば良かったのですが、私が転勤してきて、まだなれて

いないということもありまして、実際の契約は今年の９

月からにさせてもらいました。 

機器の購入から２年目なわけですか。 はい。 

そうすると、来年、再来年も同じことで随契になるわけ

ですか。 

はい。 

この機器を入れたときの調達の方式は、最低価格落札方

式だったのか、それとも企画競争だったのかというのは

わかりますか。 

これは最低価格落札方式です。 

今回、予定価格を算出するときに、結果的には業者さん

の見積書をもとに端数を調整されているのですけれど

も、これを発注者側のイニシアチブで何か適切かどうか

を検討することというのは可能なのでしょうか。 

当初のこちらで予定価格と実際の契約のときに実際に若

干開きがあるのですが、事務手続上はあくまでも予定価格

を作成するときには、業者からの概算見積という形で、東

芝製ですから、東芝１者から概算見積りを取得して、契約

するときはあらためて正式な見積もりを提出してもらうよ

うな手続をとっています。 

毎度の話ですが、例えば、保守というのは必ず実施す

るものなので、例えば、当初の機器導入時に、総合評価

方式をして、契約内容には入らないかもしれないけれど

も、保守の体制とか、保守にかかる費用とかも踏まえて、

機器をここにするかどうかを決めるとか、または、何ら

か保守については未来永劫同じところにならない工夫は

何かないのでしょうか。 

それは例えば、東芝を日立にするとか、ほかのメーカ

ーという可能性はないかということですか。 

 

それが可能であればそれはそうだし、それは不可能だ

ということになれば、どのような方法であれば競争がな

りたつのですか。例えば、この東芝の機器を入れると決

定した時点で、将来の保守費用的なものを考慮して決定

することは難しいのでしょうか。 

購入のときには、前任者が実際、調達の手続を行って

いますので、将来のことまで考えていたについては、わ

かりません。今回、いろいろな証明書とか許可書とかを

添付していますけれども、通常、今回の場合であれば、

東芝の機器ですから、メンテナンスも東芝の保守業者が

メンテナンスを行うというのが通常の流れだと思うの

です。 

（分科会長の意見） 

 これは、国立療養所大島青松園だけの問題ではなくて、

CTやMRIの保守点検の案件は、一般に他の施設でもどうし

てもその会社に特命随契にならざるを得ないということ

を、一般的な課題の１つと受けとめました。 

 これは、厚生労働省大臣官房会計課の共通の課題とし

て今後１つのテーマとしたいと思います。 

 

はい。 



 つまり、機器購入時には、最低価格落札方式で機器を

購入しますが、その背景には、その次の年以降、未来永

劫というか、その機器がある限り、保守点検は特命随契

にならざるを得ないということになっていて、かつ、予

定価格については、施設側に具体的なノウハウがあるわ

けではないので、業者から出てきた見積書に若干の交渉

を踏まえて、算出せざるを得ない。それで随契を締結す

るという構造的な問題があるのです。 

 委員のご指摘は、そういうことが基本的な課題として

あるとすれば、機器購入時に、その先何年かの保守点検

を含んだ価格等々で入札することができないかとか、あ

るいはそれができないとすれば、毎年の保守点検を相手

業者の見積もりをベースにして予定価格を算出し随契を

行うことを回避するために何かの方法があるのかどう

か、これは大島青松園だけの問題ではなくて、他の施設

にもあるわけでしょうから、共通の検討すべき課題とし

てきょうは提起されたということで受けとめさせていた

だきたいと思います。 

 監査指導室、よろしくお願いします。 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 麻薬取締部用普通車１台（ＨＶ）交換購入一式 

資格種別  ： 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、官用車の調達の中で、１者応札であるため。 

注部局名   ： 関東信越厚生局 

契約相手方 ： 株式会社ホンダカーズ東京 

予定価格  ： 3,054,709円 

契約金額  ： 2,180,228円 

契約率   ： 71.37％ 

契約締結日 ： 平成 26年 7月 17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、株式会社ホンダカーズ東京が契約の相手方と

なった。落札率は、７１．３７％である。 

意見・質問 回   答 

 １者応札だった理由は、何かありますか。 実は、もう１者入札説明書を取りに来ているところが

ありました。 

 それも同じくホンダ系列でした。そこに辞退した理由

を聞いてみたところ、納期が厳しかったということでし

た。お盆休みを間に挟んでしまったので、落札しても、

その納期までに納めることができるかわからないとい

うことで辞退をしたということでした。 

 それから、あとは、1,400㏄以上ということで、2,000

㏄のミニバンタイプということでも入札は可能という

ことにはなっていますが、今回、落札した車は、1,500

㏄のホンダのフリードという車種でありますけれども、

クラス的に少し差がありまして、価格的に2,000㏄クラ

スが、応札するのは難しいという状況があったので、結

果的にホンダのディーラーさん１者になったものと考

えています。 

基本的なことなのですが、麻薬取締部用は、特に特別な

スペックが要るということではないのですか。 

 

防弾ガラスとか、そういったスペックは要らないので

すけれども、捜査で使う車になりますので、大体20台ほ

ど保有をしています。同じ車が毎回同じところ捜査する

というわけにはいかないので、幅広い車種を選んで20台



ほど所有をしているという状況でございます。 

下取りは、トヨタ車ですよね。 はい。 

トヨタのものはそういう車種はないのですか。 

 

トヨタのミニバンで言いますと、ボクシーやノアとい

うのがありますけれども、それは2,000ccクラスになっ

てしまって、価格的に値引きを想定しないと、このホン

ダのフリードという車種には勝てないという状況があ

って、トヨタさんのほうは、入札には参加しなかったの

ではないかと思います。 

では、結果的にホンダに絞られてしまったということなの

ですか。 

そういうことになってしまったと思います。 

入札公告はどのような方法で実施されているのでしょ

うか。 

 

関東信越厚生局はさいたま市にある合同庁舎の７階

にあるのですけれども、その７階のところに掲示をする

のと、そのほかにホームページで掲示をしているという

状況です。 

１者応札を防ぐために、何かこちらからいろいろ連絡を

行ったとかいうようなことは、ありましたでしょうか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 これは、１社応札ですが、落札率70%で良かったとは思う

のですけれども、例えば、公告の期間あるいは時期について、

応札業者がもう少しゆとりを持って準備できるような期間

の確保などを今後は努力していただきたいと思います。 

 特段の指摘事項はありませんが、今後、そういう努力をし

ていただくようお願いいたします。 

 

はい。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：検査機器賃貸借８点 

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者応礼であり、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：日立キャピタル株式会社 

予定価格  ： 62,347,388円 

契約金額  ： 61,156,080円 

落札率   ： 98.09％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8月 29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、日立キャピタル株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は、９８．５０％である。 

意見・質問 回   答 

１者応札だったわけですけれども、入札公告はどんな方

法で実施されたのでしょうか。 

 

本件は政府調達ですので、まず、官報公告をしていま

す。そのほかに当院のホームページ及び当院の紙媒体で

の掲示板での掲示になります。 

１者応札に結果としてなったということについて、何か

背景はありますか。 

 

説明書を取りに来た業者に個別に問い合わせを行っ

たところ、応札できなかった理由としては、専門的な検

査機器であり、また額的に大きいので、その規模的に扱

えないというのがありました。 

 また、ここまでの検査機器を機器的に扱えないという

ことを理由としている業者が１者ありました。 

今の説明だと、額的というのは、件数がたくさんある

ということなのですか。 

扱う金額が大きくて、その業者は小さな会社だったの

で、履行が不安であるとのことでした。 

もし、そうであれば、分割をして発注すれば、その業

者は応札が可能であったということですか。 

それは可能性としてあったと思います。 



では、分割するということも検討されたのですか。 

 

はい。本件、事前に院内で検討する際に、分割してし

まうと、政府調達ではなくなるので、公告期間も短くす

ることができるが、やはりまとめて調達することで長い

期間公告をするほうが１者応札の改善になると判断を

して実施しました。委員の御意見にもありましたが、分

割をして調達することが、１者応札の改善になるのでは

ないかと、考えています。 

前回、33ページの前回の調達で３者応札したというもの

があるのですけれども、これは賃貸借ではないのですか。 

これは賃貸借です。 

 

ではやはり、３者ぐらい応札したのですか。 前回は複数者応札しています。 

前回は、契約金額が810万ですから、今回の10分の１ぐ

らいですね。 

 はい。 

 こういう案件の場合は、かなり高度で特殊な機械なの

で幾つかの会社に見積もりを取って、それを参考にして

予定価格を決定しなければならないのは、やむを得ない

ことですか。 

 はい。参考見積もりは、この業者以外にもお願いしたの

ですが、対応してもらえませんでした。 

相当高度で、高額でありたくさんの会社がそれらについ

て見積もりをしたり、あるいは納入の準備をしたりする

ことが結構難しい機械だったということですか。 

この結果や業者からの意見を聞いてみると、複数の業

者が応札するのは難しい案件であったと思われます。 

 

（分科会長の意見） 

 １者応札で98%、若干残念な結果であったけれども、相当

高度で高額な非常に特殊な機械だということで、やむを得な

かったことは理解できると思います。 

 ただし、委員の御指摘のように、もう少し競争力を働かせ

る意味では、場合によっては、分割して入札にかける可能性

もあったのではないかということについては、是非参考にし

ていただいて、今後、いろいろ努力をしていただければと思

います。 

 

 はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：モジュール型共有メモリブレードサーバー一式購入 

資格種別  ：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、落札率が比較的低いため。 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 日本SGI株式会社 

予定価格  ： 6,028,344円 

契約金額  ： 5,983,200円 

落札率   ： 99.25％ 

契約締結日 ： 平成 26年 9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、１者応札となり、日本 SGI 株式会社が契約の相手方となった。

落札率は、９９．２５％である。 

意見・質問 回   答 

予定価格は、落札した日本SGI株式会社からの見積もり

をもとにして、決定しているのでしょう。 

はい。予定価格に関しましては、落札業者になりまし

たSGIさんからの見積もりをもとに算出しています。 

これは相当特殊な機器で、この業者しか事実上扱えな

いということなのでしょうか。 

 

この案件に関しましては、前年にサーバー本体を購入

していまして、今年度の契約に関しましては、サーバ

ーの中身を増設するという形になります。 

 このような調達内容であることから、予定価格に関

しましては、前年度に入札の結果、落札をしたSGIさん

からの見積もりをもとに予定価格とさせていただきま

した。 



前年度のサーバー本体の納入業者も SGIなのですね。 はい。そうです。 

事実上、１者応札は決まったようなものという感じで

すか。 

そうですね。なかなかほかのところが参加するのは難

しいかとは思います。 

ほかの業者が参加できるような、声かけとかの努力は

されたのでしょうか。 

基本的には公告のみで、特別なことは行っていませ

ん。 

形式的に入札はしたけれどもというようなことでしょう

かね。 
そうです。仕様書のほうを取りに来たいという業者

は何者かあったのですけれども、実際、入札をされた

のはここの１者しかなかったという結果でした。 

その仕様書を取りに来られたけれども、応札しなかっ

たところに、その理由を聞いたりはされましたか。 

行っていません。 

 

今、振り返ってみて、ここが応札に際してネックだと

考えられるところはありますか。 

ないです。 

これは随契にするということはできなかったのですか。 それも考えたのですが、ほかの業者も難しいのでし

ょうけれども、参加できる余地はあると判断をしまし

たので、競争入札という形をとりました。 

これもよくあるケースですけれども、サーバー本体

は、前年度購入した。それの増設である。相当特殊なサ

ーバーで、そうたくさんの会社が参入できることでもな

いけれども、可能性がないわけではないので、入札をか

けた。結果、案の定、１者応札だった。 

 場合によっては、随契かもしれないけれども、万が一、

ほかの会社が参入できる可能性も全くないわけではな

いので入札はしてみたということだと思いますが、この

増設そのものは前年度から見込まれていたということ

はないのですか。 

 つまり、導入の入札のときに、増設のことも含めてや

っていれば、もっと競争率が今回については働いたかも

しれないということはありますか。 

昨年の調達の時点では、研究部からは、増設する予

定があるということはこちらの事務方としては特に聞

いていなかったので、そこまでちょっと考慮できなか

ったです。 

 

（分科会長の意見） 

 １者応札ということについては、やむを得なかったと

いうことは理解できますが、一般の国民の目から見る

と、やはりこれで競争性が働いていたのかという疑念は

拭えないと思いますので、少しでも競争力が働くあるい

は複数の応札があるような努力、工夫というのは、今後

も是非続けていただきたいということを、指摘事項とさ

せていただきます。 

 

 はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：即時型食物アレルギーによる健康被害防止のための資料改訂及び各種食物アレルゲンに関する解析一式 

資格種別  ： － 

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

 発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：学校法人藤田学園 
予定価格  ： 4,950,000円 

契約金額  ： 4,950,000円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 7月 22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 



23年度までの厚労科研で食物アレルギーの安全管理と

QOLという研究を藤田保健衛生大学が受託したわけです

ね。 

したがって、このノウハウは、藤田保健衛生大学以外

にないので、今回の解析も藤田保健衛生大学以外ではで

きないという御説明ですね。 

本当にそうですか。研究が委託されて、研究論文が発

表されて、ノウハウが発表されれば、ほかの機関でもそ

のノウハウに従って解析ができるという理屈は成り立

つと思います。 

もともと補助金として出していたものを、調達という

扱いになっていること自体が結局は何も変わっていな

いけれども、実質むしろ制度からせざるを得ないという

感じはしますけれども、もし、調達だということだと、

ほかの次の案件もそうですけれども、やってやれなくは

ないけれども、研究としての連続性という点では若干マ

イナスになるのが否めないという、その辺の何でこれが

調達になるのか、担当する官庁が変わると、何で今まで

補助金だったものがというところに、この問題があるよ

うな気がしなくもないです。 

研究を藤田保健衛生大学に委託した、そして、例えば

厚労科研で解析を委託するなら公共調達には該当しな

いですね。 

この件について、もし調達をかけるということであれ

ば、随契はやむを得なかったと思います。 

しかしながら、先ほど説明がありましたけれども、補

助金で実施していたものについて、これから継続だから

藤田保健衛生大学しかできないというのは、何かしっく

りこないのです。 

補助金であるということは、ほかにもできるところは

あるということではないですか。そこしかないというの

ではなしに、補助金で実施していましたという理由でそ

こしかないという理屈が成り立つならば少し疑問に思

います。 

どういった形でその補助金を受けていたかという経緯を

調べないとわかりませんが、厚生労働科学研究補助金自体

が性質として結構行政研究的な役割を担っていますので、

割とこういった研究費ではあっても、割と行政施策に直結

するような研究を補助金として流しています。指定してそ

この機関の研究者に対して流しているというような感が

ありますので、この件についても、そういったことで研究

を従前受けていたものだろうと理解しています。 

 

しかし、これ厚労科研、公募するプログラムもあるけれ

ども、重点施策について、指定課題で特定の研究機関や大

学や教授に委託することがありますよね。その後者のほう

ですよね。 

恐らくそうですね。 

（分科会長の意見） 

 補助金でそういう研究を実施していた。今度は、その研

究の解析を公共調達ですべきであったのか、同様に指定課

題の研究事業として補助金で実施すべきであったかについ

ては、ある意味我々も疑問を感じる。しかし、これを公共

調達で実施するのであれば、個人的には理解できます。 

 だから、特にこの件について、随意契約の妥当性につい

て、何か疑義があるわけではないので、そういうまとめと

させていただきます。 

 しかしながら、果たして、これは公共調達ですべきだっ

たのかどうかという、基本的な問題は、この委員会以外の

問題だと思いますので、そういう意見があったことを議事

に残すことにさせていただきます。 

 



【審議案件１０－１】 

審議案件名 ： 指定添加物等の安全性に関する試験（２―メチルブリックアシドに関する９０日間反復投与毒性試験）

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、落札率が比較的低いため。 

＜関連資料１０－２、１０－３、１０－４＞ 

 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DIMS医科学研究所 

予定価格  ： 8,678,519円 

契約金額  ： 2,592,000円 

落札率   ： 29.86％ 

契約締結日 ： 平成26年8月11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、株式会社 DIMS

医科学研究所が契約の相手方となった。落札率は２９．８６％である。 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ：指定添加物の安全性に関する試験（Ｂ―カリオフィレンに関する９０日間反復投与毒性試験）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、落札率が比較的低いため。 

      ＜関連資料１０－１、１０－３、１０－４＞ 

  発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社ボゾリサーチセンター 

予定価格  ： 8,678,519円 

契約金額  ： 2,484,000円 

落札率   ： 28.62％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8月 11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、６者応札があり、最も低い入札金額を提示した、株式会社ポゾ

リサーチセンターが契約の相手方となった。落札率は２８．６２％である。 

【審議案件１０－３】 

審議案件名 ： 特定添加物の安全性に関する試験（ｔｒａｎｓ－２―ヘキセノールに関する９０日間反復投与毒性試験）

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、落札率が比較的低いため。 

      ＜関連資料１０－１、１０－２、１０－４＞ 

 発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究所 

予定価格  ： 7,776,400円 

契約金額  ： 2,419,200円 

落札率   ： 31.11％ 

契約締結日 ： 平成25年8月11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、６者応札があり、最も低い入札金額を提示した、一般財団法人

食品薬品安全センター秦野研究所が契約の相手方となった。落札率は３１．１１％である。 

【審議案件１０－４】 

審議案件名 ： 指定添加物の安全性に関する試験（σ―ドデカラクトン外９物質に関する細菌を用いる復帰突然変異試

験）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、落札率が比較的低いため。 

      ＜関連資料１０－１、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 ：株式会社シミックバイオリサーチセンター 

予定価格  ： 5,039,999円 



契約金額  ： 1,728,000円 

落札率   ： 34.29％ 

契約締結日 ： 平成 26年 7月 11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、株式会社シミ

ックバイオリサーチセンターが契約の相手方となった。落札率は３４．２９％である。 

意見・質問 回   答 

 全体としてのことなのですけれども、案件10-4の資料

は、入札日が７月になっていますけれども、残りの案件

10-1から10-3までは同じ日に入札を実施していますが、

入札を実施するに当たって、同じ日にするか、別の日に

するかというところは、何らかの考慮があるのですか。 

 案件10-1から10-3につきましては、ほぼ同じ内容にな

りますので、入札業者も同じ業者が想定されますので、

それを考慮して同じ日にまとめて入札を実施しました。 

開札のタイミングなのですけれども、順番に１つやっ

て、落札業者が決まってから、それを見届けて次の札入

れになるのか、先に札入れだけさせてしまって、とにか

く３件分入札した上で開札になるのか、どちらなのです

か。 

それぞれ前者のほうになりまして、１回見届けてから

次の札入れということにさせていただいております。 

 

４者、５者、７者の応札があって、競争力が働いて、

入札率も30％、40％、非常に競争力が働いて結構だと思

うのですが、そもそも予定価格はどうなのですか。見積

もりの平均を取っているのですか。 

いずれも３者の見積もりをとって、その平均にしていま

す。 

前年度まではこういう試験はやっていないのですか。 類似した試験を実施しています 

実施しているのですか。そのときも、落札率が低いよ

うな状況なのですか。 

時期にもよるとは思うのですが、落札率はこのような形

で低いです。 

入札業者の見積書が、果たして正しい値段なのかどう

かというものも検証したほうが良いと思います。 

 

我々も参考見積をとる場合に、一般的な市場把握とい

うことを前提にして業者さんから予定価格の参考のた

めに見積もりをとっているという状況です。それがどこ

まで市場把握なのかというのはなかなか一概に言えな

いのですが、こういったかなり低い落札率になることの

要因として、１つ考えられるのは、こういった動物試験

というのが、非常に近年オーダーが低くなってきている

というようなところがあって、一方で、こういう試験を

受注する業者さんというのは、そういったラボをあけさ

せておくよりも稼働させたほうが利益を得られる範囲

でそういった仕事をとってくるというところは１つあ

るようでして、これがこういった落札率の低いところに

帰結していることの理由にはなるのかわかりませんが、

そういったある程度採算がとれる範囲で価格を入れて

いることが１つ要因としてあるのかと考えております。 

（分科会長の意見） 

繰り返しになりますけれども、複数の応札があって、競

争力が働いて、予定価格に対して30%台の落札だったという

ことにおいて、競争力が働いたということは、一定程度評

価できると思いますので、特にそのことについて、問題は

なしということにさせていただきます。 

ただし、今、ご説明のように、予定価格が本当に妥当な

設定の仕方だっただろうか、そういう社会状況も勘案しな

がら、幾つかの会社の見積もりが意図的に高く出されて、

それの平均をして予定価格を設定している。しかし実態は

かなり低い金額で応札してきたというところに何か妙な隘

路がなかったということも勘ぐれば勘ぐれなくはないの

 



で、今後、予定価格の妥当な設定方法について、検討を続

けていただきたいと思います。特に、問題があるという指

摘はありません。 

 

審査終了後の委員等のコメント 

○事務局 

それでは、前回、第２回の第一分科会の審議案件の１の国立療養所長島愛生園の入所者日常生活支援業務について、

検討した結果を御報告したいと思います。 

 この入所者日常生活支援業務につきましては、担当する部局と協議をした結果、27年度の調達から当該事業を実

施できるものが社会福祉法人のみかを確認する公募を実施することとしたいと思います。 

 理由といたしましては、平成18年８月25日付の財務省通知について、公共調達の適正化において、競争性のない

随意契約によらざるを得ない場合は、契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの。 

 当該場所でなければ、行政事業を行うことが不可能であることから、場所が限定され、供給者が１に限定される

賃貸借契約、官報、法律案、予算書または決算書等の印刷等となっていまして、どの事項にも該当していないこと

が単に社会福祉法人と随意契約を締結することは望ましくないと考えておりまして、また、前回の委員会での議論

とかを踏まえて、今までどおり、単純に一般競争を実施することは、難しいと考えています。 
 ○医政局 

入所者日常生活支援業務については、これはいわゆる国立ハンセン病療養所におきまして、入所者の方の身の回

りの世話をするということなのですけれども、具体的に申し上げますと、日常的な預り金の整理とか、あとは遺言

書の作成、公正証書の作成のお手伝いとか、そういった公文書の作成のお手伝い、そういったものを外部に社会福

祉法人、社会福祉協議会というものが各都道府県にあるのですけれども、一部の園、長島愛生園というところ、岡

山県なのですけれども、長島愛生園というところと邑久光明園というところ、あと香川県の大島青松園というとこ

ろ、この３園におかれては、外部に社会福祉協議会に対して委託をしているという現状でございまして、昨年度の

調達では、一般競争入札ということでさせていただいていたところ、１者のみの応札となりました。その前の年も

１者応札です。当初はもともと随意契約ということで実施していて、一般競争入札でここ近年は実施していたので

すけれども、具体的な仕事の中身が非常に入所者の生活の中に深くかかわっていて、実際に園の中の敷地の中にも

社会福祉協議会の窓口がありまして、そちらに社会福祉協議会の人間が常駐をしているという現状ですので、同じ

方がずっと同じいろいろな複数の入所者の方を同じ方が長年御面倒を見ていただいているような状況であって、入

所者の方の思いとしましては、ずっと同じ方に引き続き我々の面倒を見ていただきたいという御要望もいただいて

いるところです。この日常生活支援業務の中身は必ずしも社会福祉協議会でないとできないことでもありません。

弁護士法人とか、そういった法律家の集団であればできるような業務もあるのですが、やはり同じ方、なれた方に

ずっと継続して面倒を見てもらいたいということから、一定の競争性は保たなければならないと我々も思っていま

して、そういったことで公募型、１回公募させていただいて、手を挙げていただいたところと契約をさせていただ

きたいとこちらとしては考えておりまして、先生からの御指摘のあったその随意契約か一般競争入札かというとこ

ろなのですが、ある程度の競争性はこちらも担保したいと思っておりまして、公募をさせていただきたいとこちら

としては思っている次第でございます。 
 ○分科会長 

大体納得できる御説明ですね。わかりました。ありがとうございました。 

それと、案件４の厨房機器の納入・組立を次年度に随契したという件は、もともと前年度の納入・組立も含んで

入札したということが妥当だったかどうかという点については、次回までに検討をお願いします。 

 それから、CTやMRIなどの高度な検査、保守点検が随契にならざるを得ないことは理解できるのだけれども、納入

時にそういうことも織り込んで何か入札要件を決めることはできないかというものを、こういう案件はたくさんあ

るはずなので、これも１つの課題にして、次回以降、監査指導室の見解をまとめておいていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 １８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） 


