
平成２６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２７年３月２３日（月） 厚生労働省専用第２３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 １０月１日～平成２６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１－１】 

審議案件名 ：食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等の検査業務委託 

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１－２＞ 

発注部局名 ：福岡検疫所 

契約相手方 ：一般社団法人食品環境検査協会 
予定価格  ：1,505,520円 

契約金額  ：1,413,720円 

契約率   ：93.90％ 

契約締結日 ：平成26年11月20日 

【審議案件１－2】 

審議案件名 ：食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等の検査業務委託 

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１－１＞ 

発注部局名 ：福岡検疫所 

契約相手方 ：一般社団法人日本油料検定協会 
予定価格  ：691,200円 

契約金額  ：691,200円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 26年 11月 20日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

アウトソーシングという御説明なのですが、エボラ出血熱

の問題がなければ検疫所が自分たちで行っていたというこ

となのですか。 

はい。自分たちで行っていました。食品の検査には、ア

ウトソーシングするものとしないものがあります。全国共

通で実施できるようなものや民間の検査機関の能力で実施

できるようなものについては、年度の頭に横浜検疫所で一

括調達を行って、単価契約を締結しています。 

そうすると、年間で横浜検疫所が行っているものを福岡検

疫所で緊急的に行ったということで良いのですか。 

そうです。当初、アウトソーシングする想定ではなく、

自前で検査を実施することにしていたものについて、今回、

アウトソーシングを実施したということです。 

そうすると、緊急性というのは横浜で実施するのを待てな

いというような、そういう要請がどこかからあったのです

検査項目というのがありまして、例えば契約件名のと

ころに成分規格の食品の検査のアウトソーシングなの



か。 ですが、クロストリジウム属菌とか、それぞれの検査項

目ごとに取り扱える検査機関も違いますし検査の内容

が全く違います。年度当初に、横浜検疫所で単価契約し

ているものは、全国共通して行うような検査をまとめて

実施しています。それとは別に、専門的なものなどは各

検疫所で引続き自前で行っています。今回、福岡検疫所

が優先順位の高いエボラ出血熱への対応を行わなけれ

ばならなくなったため、比較的優先順位の低いこの業務

をアウトソーシングしたということです。 

本件、収去食品の検査業務委託そのものに、緊急にやらな

ければいけないという要請があったのかどうかということ

が問題なのですが、その辺はどうなのですか。 

食品は、常に輸入されてきますので、それについて忙し

くなったから一旦検査は止めますというのは言うことはで

きません。その間にも危ないものが入ってきていて、検査

が実施できなかったから危ない食品が入ってきたのではな

いかということにもなりかねません。食品の検査というの

は止めることができないので、外部の検査機関に検査をお

願いしたということです。 

最終的に見積書の提出がされたのは合わせて2者だと思う

のですが、実際に声をかけたなど、事前に参加の意向を確認

したところというのは何者ぐらいあるのでしょうか。 

福岡検疫所が声をかけたのは今回見積りが提出され

ている 2 者だけです。 

 

その2者というのは、この業務ができるところが2者しかな

いという理由なのですか、それとも、何か別な理由があって

この2者となったのかについては、どちらでしょうか。 

この 2 者は、福岡検疫所が以前にアウトソーシングを

依頼した実績のあるところと聞いています。その理由で

すが、輸入食品の検査は、失敗が許されない、難しい検

査なのです。そういった能力が本当にこの機関にあるか

どうか。この検査ができるかというのは SOP と言われて

いますけれども、標準作業手順書というものを事前に検

疫所がきちんと確認して、OK が出たところにしか委託

しないという方針です。この SOP の確認というのは結構

複雑なもので、事務的に時間がかかってしまうこともあ

り、SOP の確認を省略できるようなところという観点か

ら今回は、2 者に声をかけています。 

（分科会長の意見） 

今まで、自前で行っていた検査について、エボラ出血

熱への緊急対応で職員がそちらに対応しなければならな

いということで、アウトソーシングしなければならなか

った。緊急性があるということで随契なのですが、2 者

から見積りを取ってそれに対応できる業者ということを

確認しつつ、また安いほうの価格の見積書の会社と契約

したと理解いたしました。特段、不適切な対処がなされ

たとは考えられません、適切な対処がされたというよう

に理解します。 

 

ありがとうございました。 

【審議案件2】 

審議案件名 ：社会交流会館新築整備工事の設計業務委託 
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、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  ：19,386,000円 

契約金額  ： 9,612,000円 

落札率   ： 49.58％ 

契約締結日 ： 平成26年11月26日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、３者応札があり、最も低い入札金額を提示した、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４９．５８％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 



低入札価格調査の結果について、今の説明で結論づけられ

るのですが、それを部内でも「問題ない」というような文書

はあるのですか。要するに内部で討議した結果はないのです

か。 

契約を締結する時に園長までの決裁を取っております。 

つまり、低入札価格調査というのは、入札段階で、本

件であれば玄場建築設計が一番安かった。だけど、低入

札価格となっていた場合にすぐに決定せず、内部的に調

査をしたり銀行調査をしたり、決算書を調べたり、ある

いはヒアリングをしたりという結果で問題なしという過

程を踏まえると思います。その過程の結果になる資料は

どれですか。 

決裁の資料は、今回の資料には添付していませんが、

私が支出負担行為担当官という立場であり、会計課長、

あるいは銀行にヒアリングを行った施設管理班長等で

議論し、問題ないだろうということで園長までの決裁を

取った上で契約を行っています。 

 

こういう場ですから、そういう資料はあったほうが良いな

と思います。 

わかりました。 

履行期限を4月20日までに延長していますけれども、それ

は何か理由があるのですか。 

入所者の方と今回の社会交流会館の詳細を詰めていく中

で、若干調整に時間がかかったものですから4月20日まで契

約を延長したところです。 

本件低入札に絡む話ではないのですか。 そういうことではありません。 

3者応札、49.58％の低入札、調査をした結果差し支えない

だろうという御判断でした。少し気になるのは、この玄場設

計だけがすごく低い入札かというと第2位もそれほど高くな

い入札金額で、予定価格の設定が妥当だったかということは

あるのですが、予定価格は建築の規模などで自動的に決まる

ものですか。 

そうですね、建築の内容において基準単価を用いて予定

価格を積算しています。 

（分科会長の意見） 

委員の御発言のように、低入札に関わるヒアリングや金

融機関への聴取などの文書は残っていますが、最終的に低入

札ではあるけれども差し支えないような文書を残しておい

たほうがよかったのではないかという御指摘はお受け止め

いただければと思います。 

その他、特段、不適切な事項があったとは考えられませ

ん。 

 

分かりました。 

【審議案件３－１】 

審議案件名 ：一般公用車両の交換購入契約 

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、官用車の調達で、１者応札であること、 

また、総合評価落札方式の実施の可能性について、確認する必要があるため。＜関連資料３－２＞ 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：静岡トヨタ自動車（株） 
予定価格  ：5,447,469円 

契約金額  ：5,337,910円 

契約率   ：97.99％ 

契約締結日 ：平成 26年 10月 24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、静岡トヨタ自動車（株）が契約の相手となっ

た。落札率は、９７．９９％である。 



【審議案件３－２】 

審議案件名 ：入所者搬送用車両の交換購入 

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、官用車の調達で、１者応札であること、 

また、総合評価落札方式の実施の可能性について、確認する必要があるため。＜関連資料３－１＞ 

発注部局名 ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：ネッツトヨタ静岡（株） 
予定価格  ：4,939,666円 

契約金額  ：4,833,100円 

契約率   ：97.84％ 

契約締結日 ：平成26年10月24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、ネッツトヨタ静岡（株）が契約の相手となっ

た。落札率は、９７．８４％である。 

意見・質問 回   答 

案件３－１の調達の車種はクラウンでないといけないの

ですか。 

当所の仕様で安全機能を重視していまして、ポップアッ

プフードを装着している車ということにしています。この

仕様に該当するのが、2500cc クラスのハイブリット車では

クラウンしかなかったということです。 

ということは、仕様を決めた時点において、車種がク

ラウンと決まったわけですね。 

はい、そうです。 

それでは何で、入札をしているのですか。 最低価格で応札した業者と契約を行うために、入札を

行っています 

最低価格落札方式を採用したという御説明なのですけ

れども、国の自動車の調達では、温室効果ガスの削減の

ために総合評価で実施するという指導になっています。

財務省と環境省との取決めで、総合評価落札方式を実施

することになっているのになぜ最低落札方式で実施した

のか疑問に思っています。 

それから、管内にここしかなかったというような、説

明をしていましたが、管内だけで限る必要はあるのです

か。その 2 点について、疑問がありますので教えてくだ

さい。 

仕様に該当する車種が1車種しかないために、最低価格落

札方式を採用しました。また、2つ目の質問については、応

札できる業者はほかにもあります。今回は、参加する業者が

1者しかなかったというだけのことです。 

もう一度、確認したいのは、大臣官房会計課長から各部局

長に対して、自動車の調達については総合評価落札方式を採

用しなさいということになっているのですけれど、それをな

ぜ採らなかったのかという理由を教えてください。 

大臣官房会計課長からの自動車の調達に関する入札に係

る総合評価落札方式についての通知があるのですが、平成

20年 7月 14 日付け、会発第 0714004号です。こちらの 1の

②に当該契約に係る仕様に該当する自動車が 1 車種しかな

い場合には、最低価格落札方式により入札を行うこととす

る、ということで書かれています。それで今回、1車種しか

なかったもので、最低価格落札方式を採用させていただきま

した。 

もう一度聞きますけれども、この公用車はクラウンじゃな

いと駄目なのでしょうか。 

仕様の中で安全機能を重視して、ポップアップフード

という機能を盛り込んでいまして、その機能を有するの

がクラウンしかなかったということです。 

ポップアップフードとは、どういうものですか。 衝突時にフードの後方部分を瞬時に跳ね上げて、歩行者の

頭部への衝撃を柔らげるという機能で、これは該当する

2500ccのハイブリット車ではクラウンしか採用していなか

ったということでございます。 

それを前提にすれば、それだけしかないというのは何度も

御説明頂いているのですけれども、その機能が必須であるこ

とについて、世の中には公用車が沢山あると思うのだけれど

も、何で当所だけそれを要求するかという所についての説明

が求められているのだと思うのです。それを仕様に入れたこ

との実質的な理由を御説明頂ければ、答えになっているのか

万が一の事故に対して、安全性を確保するために、こ

の機能があったほうが良いのではないかということで、

所内でこの仕様を含めるという形になっています。 

 



と思います。 

そうすると厚生労働省が調達する公用車は今後、全国

的にどこでもクラウンですか。 

ある程度、仕様の内容については、調達部局に任されてい

るところもあるかもしれないけれども、ことの性質上、特定

の人の、どなたが乗るのかは分からないけれども、その方だ

け特別な仕様を求めるというのは、バランスが悪いのかなと

思うのです。そこについては、調達部局独自の特有な事情が

有るのですか。それがなければ、後は会計課で整理してくだ

さい。 

厚生労働省の会計課としては、今回のように仕様を特

定のものにするというのは、基本的にはないと考えてい

ます。私も調べましたが、この仕様では、完全に 1 車種

に限定しているというのは、やはり、広い競争をするに

当たって、非常に良くないと思っています。自動車の購

入についての通知が出た頃というのは、まず、ハイブリ

ット車などがそれほど普及していない時代で、ハイブリ

ット車を使うのであればそこしかないので、一般競争入

札ということがあったかと思うのですが、広く 2500cc

クラスでもハイブリット車は増えてきていますので、仕

様である特定の部分を入れて、車種を限定するというの

は好ましくないと考えています。 

（分科会長の意見） 

国の公共調達は一般に国民の目から見て、透明性、あ

るいは競争性が確保されていて、無駄な税金の出費を防

ぐということが、コンプライアンスとして求められてい

ると理解します。 

  今回のように、御説明はありましたけれども、いわゆ

る一般的な公用車で 1 車種に限定することで、競争力が

働かないというような、仕様は少し工夫すれば競争力が

働き、透明性を確保し、かつ差し支えない物品調達がで

きる案件だと思いますので、今後はこれらについて、十

分工夫していただくよう、よろしくお願いいたします。 

 

はい。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：京都社会保険事務局レセプト事務センター分室アスベスト分析調査業務 

資格種別   ：役務の提供等の「調査研究」又は「その他」（Ｂ、Ｃ又はＤ）、 
若しくは建築関係コンサルタント業務（Ｂ又はＣ） 

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 ：近畿厚生局 

契約相手方 ：エヌエス環境株式会社西日本支社  

予定価格  ： 4,455,000円 

契約金額   ： 1,263,600円 

落札率   ： 28.36％ 

契約締結日 ： 平成 26年 12月 15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、エヌエス環境

株式会社西日本支社が契約の相手方となった。落札率は２８．３６％である。 

意見・質問 回   答 

結果的には競争性が働いたと見えるのですけれども、この

事案については仕方なかったとしても、次に今回の結果が生

かせるようにするには、どうしたらいいのかと思いまして、

今、振り返ってみて、予定価格の立て方については何か評価

はありますでしょうか。 

予定価格の算出につきましては、当局でこのような大

規模な調査案件を実施したことがなかったということが

ありまして、仕様であるとか長期間にわたって検討して

発注を行ったところです。近隣の国有財産を管轄してい

ます近畿財務局でありますとか、国土交通省であります

とか、いろいろ御相談にも行きましたが、はっきりどの

ような予定価格が良いのかというのは分からなかったと

ころで、いつまでもこのままにしてはおけないので、業

者さんの見積書を基に予定価格を算出したというところ

があります。 

  少し高額になってしまったという反省点はありまし

て、今後、もう少し精査した予定価格が算出できるよう

に研鑽していかなければいけないと思っています。 

確かに経験のない案件なので、業者3者から、参考見積り

を取って、予定価格を算出されたということは、場合によっ

その業者は、落札はされていないのですけれども、余りに

も見積りと違うので、その理由について確認したところ、か



てはやむを得なかったのではないかという気もしますが、内

容を見てみると、例えば、参考見積りを412万で提出してい

る業者が、入札では198万で応札しています。なぜ、そのよ

うな結果となるのかという気がします。 

なり頑張った金額で入札をして落札をしたかったとの説明

でした。結果としては、もっと安く応札された業者様がいま

したので、そちらに発注させていただきました。 

（分科会長の意見） 

委員が御指摘のように、結果として競争力が働いたと

いうことにおいて、その意味では幸いだったかもしれな

いけれども、事情は分かるにしても、参考見積りを取っ

て、それを予定価格にしたというプロセスにおいて、も

う少し工夫すべき余地があったのではないかという御指

摘があったことを、指摘するに留めさせていただきたい

と思います。 

 

はい。それは、検討したいと思います。 

 

 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 厚生労働省上石神井庁舎電算棟構内通信機器更新工事 

資格種別  ： 建設工事-電気通信工事（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者応礼の中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 富士電機ITソリューション株式会社 
予定価格  ： 52,739,557円 

契約金額  ： 39,960,000円 

落札率   ： 75.77％ 

契約締結日 ： 平成 26年 12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、富士電機 IT ソリューション株式会社が契約の

相手方となった。落札率は、７５．７７％である。 

意見・質問 回   答 

 1者応札ですけども、1者しか応札がなかったことについて

は何か思い当たることはありますでしょうか。 

入札説明書を取りにきた業者は 9 者ありまして、ま

た、競争参加資格の書類を提出されたのが実際には 2 者

ありました。ただ、実際のところ、そのうち 1 者につき

ましては資格の書類に不備がありましたので不合格に

なり、結果的には 1 者になったということです。 

今回の更新の前の、当初の機器の契約の相手先は今回の契

約の相手先と同じですか。 

既存の機器の契約の相手先は別の会社になります。 

 

予定価格の算定は、どういう方法でされたのですか。 

 

予定価格につきましては、複数者参考見積りを取りまし

て、その中でも低価格のものを採用しています、また、イ

ンターネット上で探した情報も参考にしながら、基本的に

は低い価格を採用しながら予定価格を作成しています。 

落札された業者さんも予定価格の参考にしたところに入

っているのでしょうか。 

入っています。 

今の御質問に関連するのですけども、207ページから210

ページまで、予定価格調書に関する書類があります。この書

類には、複数者から見積りを取ってそれを参考にしたという

痕跡が残っていないように思うのですが、それはどうなので

しょうか。 

決裁をしているときに、きれいにした書類だけを付けて

いましたので、実際には別に綴っていまして、こちらには

添付しませんでした。申し訳ございません。 

もう一度確認させてください。予定価格は単価を積み

上げたものではなく、複数者から見積りを取ったものを

勘案して予定価格を決めたということでよろしいのです

ね。 

 

209 ページがなぜここにあるのかですけども、実際に

予定価格の内訳が左側に並んでおりまして、個別につき

まして参考見積りの低い価格を採用して積算している

ということになります。低入札価格調査のときに作った

資料がここに添付されています。 

少し理解ができないのですが、208、209 ページをもと

にして、207 ページの予定価格が設定されたわけですよ

ね。それと複数者の見積りを取られたというのは、どこ

の部分の見積りを取られたということでしょうか。例え

機器については、複数者の見積もりを取りました。 



ば 210 ページの共通仮設、現場管理、一般管理費等々に

ついて見積りを取られたということですか。 

事務費とか諸経費は、工事規模や単価から自動的に決

まってくると考えて良いのですか。 

諸経費等については、そのようになります。積算資料

などを用いて算出しています。 

ただ、機器のほうはある程度それで根拠というか裏付

けになっていると思うのですけど、これは典型的な工事

と若干違うような気もするのです。工事内容があまり理

解できませんけれども、仮設費とか管理費を典型的な工

事と同じような率でカウントするのが正しいのですか。

なぜかというと、価格差が生じている部分というのは仮

設費や管理費であると思うので、本来それを積むのが性

質上正しいのかどうかと思うのです。そのことについて、

御意見があれば教えてください。 

そこは、性質的にはそういうことも考えられます。今、

御意見をいただきましたので、今後内容も考えて精査して

いきたいと思います。 

確認ですが、機器費について見積りを取られた複数者のう

ちの 1 つに、富士電機 IT ソリューションが入っているので

すか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

分かりました。本件は1者応札で、落札率75.8％だったの

ですけど、一般的な国民感情からいえば、数社から問合せが

あったと説明はありましたけれども、できる限り競争力が働

くような努力が期待されていることが1つです。また、予定

価格を算出するに当たって、残っている書類にはそれが現わ

れていないけれども、機器費を設定するに当たって数社から

見積りを取って、それを勘案してこの機器費の予定価格を設

定し、全体の予定価格を設定したという、書類の保管の仕方

に不備があったのではなかったかということを、今後打開し

ていただくよう、努力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

はい。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：西太平洋戦没者の碑補修工事 

資格種別  ：「建築一式」又は「土木一式」（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指定いるため  

注部局名   ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社佐藤企業 

予定価格  ：91,826,157円 

入札金額  ：71,474,400 円 

契約率   ：77.84％ 

契約締結日 ： 平成 26年 10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、３者応札があり、最も低い入札金額を提示した、株式会社佐藤

企業が契約の相手方となった。落札率は７７．８４％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

3者応札ではありましたが、77.8％の落札率で、低入札価

格調査をされたわけですね。 

はい、行っています。 

低入札価格調査をされた結果差し支えないと判断された

ところを、若干補足して説明いただけますか。 

55 ページに記載されているとおり、最低価格で応札した

佐藤企業ですが、過去に同様の慰霊碑の補修工事等を行っ

ており、現地の調達に非常に慣れていまして、現地とのパ

イプもできているということで、重機の借り上げ、人件費

等について安くできることが主な要因となっています。 

入札書が添付されていない業者は、電子入札の関係で

すか。 

はい。入札書がない業者は、電子調達システムを利用し

て応札しています。 

分かりました。それと、ペリリュー島の碑というのは、最

初に作成した業者は今回の落札業者と同じところですか。 

当初の業者は、今回の落札業者と別の業者になります。 



（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７】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター病院検査室内壁天井グラスウールボード追加工事 

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 ：株式会社フジタ関東支社 

予定価格  ： 5,008,039円 

契約金額  ： 4,524,120円 

落札率   ： 90.34％ 

契約締結日 ： 平成 26年 10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 

現に施工中の工事というのは、引渡しを受けていた病院棟

部分と別の所なのですか。 

具体的には、病院棟につながる渡り廊下の工事をして

いました。 

本件の契約というのは、病院棟部分の所に入るわけです

か。 

はい。病院棟の中の検査室です。 

 

そうすると、現に施工中の部分の付帯とは言えないのでは

ないですか。 

今回このようにしたのはこれだけということではな

くて、1 つは実際に病院として使っているということが

ありましたので、一刻も早く検査ができる状態にしても

らわないと診療に差し障るという要望もあったので、急

いでいたということが 1 つです。 

あと、引渡しは確かに受けたのですが、その後に残工

事ということで、例えば使っていたドアの下が擦るので

修正するとか、微妙な調整などは少し行っていましたの

で、そういうことも勘案して、全体的な病院棟整備工事

の一環として、関連工事と考えたものです。 

6 ページの一番下の所に、「現に契約履行中の工事に

直接関係する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行

させることは不利であること」と予決令の条文が書いて

ありますが、具体的に不利となるような理由は何になる

のですか。 

 

全く別の業者さんに頼むとなると、現場事務所などを

一から作るという話になると思うのですが、そのための

費用とか、今工事を行っているところであれば、工事の

関係の大工さんは既にいますので、その方々を融通して

使える一方、全く新規の業者だと一から募集して集めな

ければいけないので、通常考えると現に施工されている

フジタさんのほうが、コスト的には有利になるのではな

いかと考えています。 

競争することによるメリット、安くなるだろうという

要請が会計法令上はあると思うのですが、それはどのよ

うに考えているのですか。要するに、こちらにしたほう

が良いだろうという発想で良いのかというような疑問を

持ちました。 

全く新しい業者だと新たに自前の現場事務所を設置した

り、一から労働者を募集するというコストが発生しますの

で、現に施工中の業者に頼んだほうが、少なくともそのコ

ストは削減できると考えました。 

当初竣工した性能は、予定されていた設計の仕様の性

能を満たしていたわけですか。 

はい。設計上の仕様の性能どおり施工されていたので、

通常の検査室としての吸音性能は満たしているのですが、

これはうちの特殊性になるのかもしれないのですが、リハ

ビリテーションセンターということで障害者の方が主な患

者さんになり、特に聴覚障害の乳幼児を含めた方の検査を

する場合に、最初に言われたのが、検査をするときは音源

を置いて、音を出して反応を見たり、脳波を測ったりする

らしいのですが、その際に反射音がどうしても出る。反射

音があると正確な検査ができないということでドクターの

ほうから話があり、そこから具体的にどのぐらいの厚さの

吸音材を追加すればいいのかというところも含めて、ほか

に既存のものではなくて、コンピュータ上でシミュレーシ



ョンしてもらって、これぐらいの厚さなら求めている性能

があるとか、そういうことを調整した上でやったという経

緯があり、そういうことで一般競争入札で行うことが難し

い案件だったと考えています。 

竣工した後、新たな性能アップをしてほしいという要

請があって、共通仮設の問題とか現場事務所の問題など

があるので、新ためて競争入札を行うよりは随契で行っ

たほうが総合的に見て、コスト面でも不利にならないと

いう判断ですね。 

はい。 

 

（分科会長の意見） 

そこにおいては、やむを得なかったと考えられますの

で、指摘事項はありません。 

  ただ、竣工した後に性能を追加したことについて、当

初からそういうことを十分に設計性能に盛り込むべきで

はなかったかという指摘はありますが、この事案につい

ては、やむを得なかったと思います。 

 

 はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター画像診断棟及び病院新館改修工事（第1期）  

資格種別  ：建設一式（Ａ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者応礼の中で、最も落札率が高いため。 

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 ： 株式会社フジタ関東支社 

予定価格  ： 1,450,712,094円 

契約金額  ： 1,447,200,000円 

落札率   ： 99.76％ 

契約締結日 ： 平成 26年 12月 5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、株式会社フジタ関東支社が契約の相手方とな

った。落札率は、９９．７６％である。 

意見・質問 回   答 

本件は総合評価ですね。 そうです。 

総合評価の結果というのは、どれを見れば分かるのです

か。 

このときには先ほど説明しましたように、フジタ1者とい

うことだったのですが、フジタから出された申請書の中の

施工計画書で特に提案がなくて、標準案に基づき施工する

という提案内容でしたので、評価をする余地がないという

ことで、相手方に回答をしています。 

そうすると、評価を行わなかったということですか。 実際にはフジタから特に加点に当たるような提案がな

かったということで、こちらも特に審査をする余地がない

という結論になり、実際に委員会を開くということはしま

せんでした。 

審査調書を見ますと、前回もフジタが総合評価で落札

しています。前回は、4 者の応札があって総合評価をし

ていますが、今回は、フジタしか応札しなかったという

ことなのですか。 

そうです。当然官報にも出して、広く公告はしたのです

が、フジタしか応札しなかったということです。 

手続的なことが分からないのですが、総合評価方式で入

札公告を出した場合に、結果的に1者しかこなかった場合

は、評価を実施しなくても良いということになっているの

ですか。 

いいえ、そういう意味ではなくて、1者であってもフジ

タから「こういう提案をします」というものがあれば、そ

れに基づいて、例えば加点に当たるかとか、そういう審査

はするのですが、今回は申請の中で提案そのものがなく、

全部標準案で実施しますという申請内容だったので、こち

らとしては審査をする余地がないということなのです。 

それで評価をしなくてもいいという手続になっているの

ですか、その辺が分からないです。 

審査をする項目がないので結果的にしていないのです。

ただ、入札の計算上は審査項目があって、加点対象の項目

があれば加点をするのですけれども、今回は加点対象がな



いので100点ということで計算をしています。ただ、100

点なので落札価格と事実上同じになってしまうのですが、

加点なしの100点ということで入札の是非を判断するとい

うところは変わらないです。 

前提の確認です。そもそも総合評価のときの評価という

のは、加点しかないのですか。「加点を希望しなければ出

す意味がない」という御説明だったかと思うのですが、要

するに資料を出すことが加点にしか働かない、マイナスは

そもそもないという前提でしたか。 

評価の審査項目としては加点だけです。例えば事故

及び指名停止など何かあれば、マイナスになるという

こともありますが、提案の内容については、もしこち

らで評価しないとなれば加点しないのでゼロですし、

評価するなら点数が付くということで算定しますの

で、提案内容によってマイナスになるということはあ

りません。 

総合評価の資料を出してきた所が1者のみであるという

ことは、いつの時点で、応札業者のフジタさんには伝わる

のですか。 

特に業者に対して、「入札者はあなたしかいません

でした」ということは申しません。今回は電子入札だ

ったので特にそういうこともないのですが、例えば開

札のときにその業者しか来ていなければ、うちだけだ

ったのかということになる場合もあるのですが、今回

は電子入札でしたので、業者に対してこちらから「あ

なただけです」ということを伝える機会もありません

し、してもいません。 

積極的に行わないのは分かりましたが、開札まで秘密扱

いすることはルールになっているのですか。 

明確にルールとして、「言ってはいけない」というとこ

ろまではなっていないと思います。ただ、積極的にこちら

から言うということはありませんし、今回も特に言ってい

ません。 

積極的に言うことはないのかもしれませんが、いざ札を

入れる時点で1者しかないということになれば、幾ら入れて

もうちしかいないと、ある程度推測されてしまう可能性が

あるので、むしろそれは秘密にしておくほうが良いのでは

ないかと思います。実際にはどうなっているのか確認しま

した。 

明確に「教えない」という規定があるわけではありませ

んが、御指摘のとおりだと思いますので、今後そういうこ

とがないように明確にするとか、そこは検討させていただ

ければと思います。 

99.8％という落札率になった理由はわかりますか。 それは業者さんが独自に算出していますのでわかり

ません。 

予定価格は、積み上げで算出した価格ですね。 そうです。設計業者さんに依頼して、計算してもら

った額です。 

病院棟がこれに先立って、債務負担で平成 22 年から平成

27年 3月竣工でフジタが落札した。それとは別に、画像診

断棟と病院新館を訓練棟と宿舎棟に改修するというのが、

今回の案件ですね。 

そうです。 

一般論として、本棟の工事を落札すればこのような付帯

する工事について、現場仮設とか共通仮設とか、いろいろ

なことがあっても、それはフジタが落札するに決まってい

る。したがって 1 者応札という流れになります。それを避

ける方法はないのですか。あるいは初めから全体の工事が

予定されていたら、債務負担行為で、本棟とこの改修工事

も一体的に調達をして、競争力が働くプロジェクトにする

ということは考えられるわけです。ただ、そのときそのと

きの予算の制限があるのですか。 

御指摘のとおりで、本当は先ほど説明した病院棟整

備工事の中で、画像診断棟も病院新館も、全部まとめ

て最初に全部を調達できれば良かったと思うのです

が、そこは予算上の制約、又は使用目的が、もともと

重度身障者の宿舎棟や訓練棟にするのが、22 年に発注

したものよりも後に、平成 23 年ぐらいに決まった話な

ので、予算に計上できなかったというところで、分け

ざるを得なかったという事情もあり、もちろん御指摘

のとおりだと思うのですが、そういう諸般の事情で一

緒に調達することができなかったというのが現実で

す。 

今後、類似の案件が、障害者リハビリテーションセンタ

ーで発注されるのですか。 

先ほど少し説明しましたが、第 2 期工事が残ってい

ますが、それが終われば、予定がありません。 

病院棟整備工事のときの落札率と、今回の落札率の乖

離はありますか。審査調査に書かれている前回競争性が

働いている調達の病院棟整備工事のときの落札率との

間においてです。 

平成 22 年のときの資料までは持って来ていないの

で、わかりません。ただ、このときは低入札価格調査

をしていますので、かなり開きはあったと聞いていま

す。 



今回は、予定価格は積上げでされているということの

説明でしたが、前回と比べて中身が割高になっているか

などの評価はどのようにされていますか。 

 

正直言いまして、平成 22年の当時は競争もより働いて、

4 者応札したということもありますので、かなり低価格で

落札できたと思うのですが、現状については大工さんの手

間賃とか、そういうものがここ 2年ぐらい上がっています

ので、こういう公告をしてもほかに来てくれる業者がない

というのが現状です。国交省の労務単価なども、ここ 3 年

ぐらいはずっと上がっている状況なので、こういう調達を

する立場としては、非常に厳しい環境ではないかと個人的

には思っています。 

世の中全体が変わってしまっていて、当時との比較は難

しいということですね。 

はい。当時とはかなり環境が変わっていると認識し

ています。 

（分科会長の意見） 

病院本体の工事が債務負担行為を含めて、平成 22 年か

ら平成 27 年まで発注され、フジタが落札した。同一敷地

の近密に関係のある別の物件が発注されて、1 者応札と

なり、落札率は 99.8％だった。 

  今、説明を伺ってみると、当初から一体で工事が出せ

ればよかったけれども、予算の関係とかいろいろな制約

があって、別々にせざるを得なかった。それの事情はよ

く分かります。 

  とは言え、一般的な国民の目から見ると、競争力が働

いていなくて、99.8％というのは、これは何だろうと、

普通は思います。だけれども、よく説明を聞いてみると、

やむを得ないと思います。 

  そういうことから、委員が質問された当時の状況と今

の状況というのも、結構大事なことだと思うのです。だ

から、この案件が極めて不適切であったとは指摘はしま

せんが、説明者も私どもの申し上げていることをよく理

解して、しかし複雑な様々な事情でやむを得なかったこ

とは分かります。 

  ですから、強い指摘事項はないわけですが、一般的に、

これは本当に透明性があるのか、競争力が働いているの

かということについては、釈然としないものが残ります。

特段の指摘事項はなしということにさせていただきま

す。 

 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター画像診断棟及び病院新館改修工事の監理業務 

資格種別  ： － 

選定理由   ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性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 ：株式会社山下テクノス 
予定価格  ： 6,931,008円 

契約金額  ： 4,989,600円 

落札率   ： 71.99％ 

契約締結日 ： 平成 26年 12月 5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 

本件の設計業者というのは山下テクノスですか。 はい。 

一般的に国土交通省の官庁営繕などでは、設計業者と工

事監理業者は分けなさいということになっています。 

工事の品質確保のために、公共施設については、設計業

者と本件のような工事監督は分けるという指導を行ってい

これについては、全く新規に発注することになれば

入札で実施することになると思うのですが、1 度不調

になって内容を見直ししたという、特別な経緯がある

案件でしたので、なぜこのように変更したのかを分か



るのですが、本件はそれに当たらないのですか。 っているところでないと、実際に工事を監理するとき

に、適切な監理ができないのではないかと判断しまし

た。もちろん分けたほうが適切であるということは承

知していますが、工事の監理を適切にできるというこ

とを優先して、判断させていただいたものです。 

そういう理由で会計法の「契約の性質又は目的が競争を

許さない」ということに該当するのですか。そこまで強く

言えるのかどうかというのは疑問に思います。 

本来であれば設計した業者と監理した業者は別が良い

というのは御指摘のとおりだと思うのですが、今回は第1

期と第2期に分割したことも、予算の制約上で実施したも

のです。だから、分割の方法も病院新館でいうと、3階、4

階、5階が第1期で、1階、2階が第2期としています。それ

も特に技術的な理由で分割しているわけではなくて、予算

上という観点でのことです。そのような理由から、設計内

容の見直しについて分かっているところでないと、実際に

工事を監理するときに適切な監理が難しいのではないか

と考えたものです。 

一般的には、国土交通省では阪神大震災の後、公共施設

が適切なものでなく施工されていたのは、やはり設計と工

事監理業者が一緒になっているために見抜けなかったとい

うような反省があったと思うのです。ですから、そういう

通達を出したと思うのです。その辺のところは考えたほう

が良いのではないですか。 

御指摘は重々理解しているつもりです。私どもとして

も、工事監督としての役割もありますので、きちんとそう

いうのは見ながら、そのようなことがないように努めてま

いりたいと思っています。 

随意契約にせざるを得ないということになると、金額の

適正性に気を付けなければいけないと思うのですが、40ペ

ージと41ページの予定価格を算出するに当たって、見積書

を参考にした部分とそうでない部分があるようですが、業

務量の人日については見積書の通りを採用したということ

ですか。 

はい。 

ここは独自に算出することはできない部分なのでしょう

か。 

業務量について、何人が適切かというのは分かりか

ねましたので、ここについては業者の見積書に準拠さ

せていただきました。 

予定価格を算出するときには、ここだけは業者の見積り

を使って、そのほかは別の官庁の基準を使われているから、

落札率が低いように見えるけれども、業者の見積書を見る

と実は100％になっています。わざわざ発注者側で下駄を履

かせて予定価格を高くしているようにも見えなくもないの

ですが、それは何か意味があるのですか。 

そこはそういう気持ちは全然なくて、人日については当

方で分からなかったので業者さんの見積りを使わざるを

得なかったのですが、単価だとか諸経費率については、国

交省基準なりに基づいて、つまり業者さんが出した額が適

切な価格なのかを確認するという意味で、こちらで使える

単価なり諸経費率については、なるべく国交省などの公共

単価の基準を使って、確認をしたという意識です。 

人日のところは原案が作れないにしろ、これを誰かに意

見を求めて妥当かどうかということを確認することも可能

ではないでしょうか。 

 通常ですと相見積りを取ってという方法があると思

うのですが、今回の場合はここしか業務ができるとこ

ろがないだろうという判断だったので、相見積りを取

るのはもともと難しいということもあり、やむを得ず

人日については山下テクノスさんのものを参考にせざ

るを得なかったというのが、正直なところです。 

（分科会長の意見） 

やはり随意契約にするということは、相当いろいろ

な意味で慎重にやっていただく必要がある。説明を伺

っていると、相当程度は慎重にいろいろやっていただ

いたとは思うのですが、設計内容を大幅に見直したの

がこの山下テクノスだったので、工事監理にもその経

緯を知っているところということで判断されたわけだ

けれども、そもそもが会計法では設計と監理は原則分

けるべきもののところを、この理由で本当に大丈夫だ

ったのだろうかとか、山下テクノスから見積りを取っ

たことをベースに、国交省の単価で予定価格を出した

   

ありがとうございます。 

 



わけですが、その予定価格の算定の仕方についても、

十分に慎重だったであろうかということが各委員から

御指摘がありました。 

その御指摘は受け止めていただいて、非常に困難な

案件であることは理解できるのですけれども、随契と

することについては、今後いろいろと慎重に対処して

いただきたいと御意見を申し上げたいと思います。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：国立障害者リハビリテーションセンター病院新館改修工事の設計意図伝達業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性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  :株式会社山下テクノス 

予定価格  ： 2,454,105円 

契約金額  ： 1,684,800円 

落札率   ： 68.65％ 

契約締結日 ： 平成 26年 12月 5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 

前提の質問なのですが、工事監理とこれの違いはどの

ように考えたらよいのでしょうか。 

 

ここはよく誤解を受けるのですが、工事監理と設計意図

伝達は別なものです。工事監理は工事がきちんと適切に行

えるかどうかを、管理・監督する内容です。設計意図伝達

業務は、設計業者の行える業務の1つで工事施工段階にお

いて、設計者が設計意図を正確に伝えるために、いわゆる

設計図書に基づいて質疑応答、説明、工事材料、設備機器

等の選定に関する検討、助言等を行う業務ということです

ので、内容的に工事監理とは全く別の業務と理解していま

す。 

工事監理と違う業者だと当てはまるのかなと思うの

ですが、両方とも随意契約で契約をしています。今回

の設計意図伝達業務と、この 1 つ前の案件の工事監理

とは同じ工事に係るものですか。 

同じ工事です。 

両方とも随意契約なので、まとめられる部分や重なる

部分があるのではないかと思いますが業務内容はきれ

いに分かれるものなのですか。 

 

業務内容としては、完全に別のものです。工事監理につ

いては先ほど議論になりましたように別の業者のほうが、

本来は良いのではないかという御指摘だったと思うので

す。設計意図伝達業務というのは、設計者でないとできな

い業務ですので、ここは設計者と必ず設計意図伝達業者が

同じ業者になります。 

先ほど工事監理の調達をわざわざ随意契約で行った

理由としてよく知っている業者であるということを挙

げているわけだから、そこで実質的に設計意図という

のを使っているような気がするので。それは実質的に

重なっているような感じがします。結果的に設計意図

伝達的な業務が入るから、純粋な工事監理より高くな

るということはあるかもしれないけれど、全く別もの

として積算するというのがどうなのだろうかと思いま

す。 

国交省の通知などではそれは一応別だということで、仮

に工事監理業者と設計業者が同じだとしても、設計意図伝

達業務は工事監理の業務とはまた別の業務なので、もし設

計意図伝達業務をしてほしいということであれば、やはり

契約を別に結ばないといけないと理解をしています。 

設計意図伝達業務は、設計が出来上がってから、設計契

約の前に設計意図伝達業務を含めて委託契約をすること

はできないのですか。 

  設計意図伝達業務は、工事が始まらないとできない

ので、そこの部分だけもし事前にまとめて契約すると

しても、工事自体が始まらないとその部分の取り扱い

をどうするかという問題が起きてしまいます。やはり、

どうしても設計そのものをするという業務と、その後



工事が始まってから、設計意図伝達業務をしていただ

くのを、分けざるを得ないと考えています。 

国土交通省の仕様とか説明とかも、そのように実施する

ことになっているのですか。 

直接書いてあるわけではありませんけれども、少なくと

も工事監理と設計意図伝達業務は別な業務なので、やはり

契約はそれぞれ別に行うことになっていると聞いていま

す。 

契約方法は随意契約で良いとなっているのですか。 設計意図伝達業務については、設計業者でないと性質上

できないので、それは随意契約にせざるを得ないと考えて

います。 

画像診断棟のほうはどうなっているのですか。画像診断

棟を設計したのは山下テクノスではないのですか。 

画像診断棟については別の業者です。この業者とも、

別途意図伝達業務を締結しています。 

公共工事の場合、設計意図伝達業務は、必ず発生するも

のですか。 

少なくとも国交省の通知では設計業者がどういうも

のを請求できるかという通知があり、その中に設計意

図伝達業務というのが出てくるのです。当然設計業者

から見ると、この工事も公共工事であるわけですので、

ここに載っている設計意図伝達業務についても契約が

できるだろうという前提で照会が来ますので、当方と

してはその通知に沿った対応をせざるを得ないと考え

ています。 

公共工事の場合は必ず設計意図伝達業務が付随するの

ですね。そしてそれは必ず随契なのですね。 

必ず付随して、設計業者でないとできないものですの

で、随契にならざるを得ないと考えています 

付随するかどうかという質問で、必須だと決まればここ

にならざるを得ないというのは何度も説明いただいてい

るのだけれども、必ず設計意図伝達業務がセットになるの

か、付いてくるのかという質問だと思います。 

つまり私の意図は、工事監理業者は山下テクノスなので

すね。そういう場合でも必ず設計意図伝達業務を発注しな

ければいけないのかという意味です。 

私はそう考えています。 

設計意図伝達行為、それから工事監理業務について、簡

単に説明します。まず設計行為と呼ばれるものは、図面を

作る作業です。平面図であるとか立面図といったものを作

って積算をする。ここまでが設計業務です。これが終わる

と、納入品として発注者のところに提出されます。ここま

でで設計業務は終わりになります。 

一方で工事がこの後入札で始まって、工事業者が入って

きます。そうすると例えば仕様書の中に書いてある言葉と

いうのは、製品名が細かく書かれてはいません。窓ガラス

はこういうものを使ってくださいとありますが、それぞれ

のメーカーで若干仕様が変わっています。それをどのよう

に調整していくか、また、部屋の空間の色をどのように決

めていくか、幅木であるとかいろいろなものの色をどう調

整していくかというのを、業者がこういうものを使いたい

と言ってきたときに、細かいディテールであるとか空間構

成が設計図書とマッチしているかを施主と調整を行う、ま

たは、決定していくのが設計意図伝達行為です。こういう

空間を作っていくために、具体的にどうするかを、施工業

者から吸い上げて行っていくのが設計意図伝達行為です。 

一方、工事監理業務は、設計図書に例えばコンクリート

の強度であるとか、排気の仕方という記載があります。そ

れが適切に行われているかどうかを現場で監理していき

ます。ですから空間の色決めなどを工事監理者が決めるわ

けではありません。工事監理者はあくまでも業者、ゼネコ

ンが作っているものが設計図書に合っているかどうかを

確認していくのが、工事監理です。 

一見同じようなものですが、目的としているものが違い

ます。設計図書に沿ったものができているかどうか、空間

が納品されてくるものと色彩とかいろいろなものが合っ

てくるかというのを決めるのが設計意図伝達行為です。 

工事監理というのはそれが施工上できちんと反映され

ているかどうかを見るものです。 



それは国交省の指針に照らして、特に矛盾はないわけで

すね。 

もちろん矛盾はありません。 

工事の内容によっては、意図伝達業務は必要ないという

のがあるのではないですか。 

特に当園は障害者の方が使うという前提の建物なの

で、例えばトイレや風呂が典型なのですけれども、既

存の風呂を入れればいいわけではなくて、障害者に対

応した改造したものを入れるとか、車椅子の人でも中

まで入れるように形を作るとか、そういうことでかな

り特殊な部分があって、設計上も当然そういう特殊な

ものがたくさん出てくるものですから、施工業者が見

ると、なぜこういう形にしているのかとか、壁の仕様

はなぜこういう仕様なんだというのが、どうしても出

てくると思います。 

  設計業者は、我々と障害者に対応できるためにどう

いう仕様にすれば良いか、相談して設計していますの

で、こういう意図があって壁はこういう仕様にしてい

るとか、トイレの形はこうしているだとか、通常一般

の官庁舎を作るというよりは意図伝達をしなければい

けない機会は多いと考えています。 

前の案件で委員が御指摘になった予定価格の問題で、こ

の案件も前の案件と同様に、山下テクノスから取った見積

書の人日についてはそれに基づいて、単価等については国

交省の基準に基づいて算出しているのですか。 

はい。同じような方式で算出しています。 

 

この案件において、設計意図伝達業務を、別途発注する

必要があると、検討したのはいつの時点ですか。 

設計当初から、もし工事が始まれば意図伝達業務は

必要だと考えました。 

設計の時点でどの程度具体的に記載するかの問題であ

り、ある程度幅を持たせた記載だから補充が必要になると

いうことなのでしょうか。 

設計の段階で詳細図というものは作っていますけれ

ど、メーカー名の品番とかを特定することはしません。

これはいろいろな品物がある中で、競争でこの品物が

良いとゼネコンが仕様の幅のある中で選んでいきます

ので、全ての品物をこれ、これと決めることはしませ

ん。つまり、建具などは仕様で発注しています。そう

すると、どうしても全てのメーカーで同じものができ

てくるわけではないのです。細かいところを調整する

必要は、工事が始まった後必要になってくると思いま

す。 

けれども建築の仕様書上、幅のある記載を許しておいて、

いざこれを入れたいとゼネコンが言ったときに、駄目だと

言う権利はあるのですか。設計図書がある程度抽象的に書

いてあるので、工事の発注もある程度抽象的になっている

わけですね。ゼネコン側が、この枠内で言葉に抵触しない

範囲でこれを入れたいと言ってきたときに、設計の意図と

違うから駄目ですと言う立場なのかどうか。発注と仕様書

以外のところで内容を変更するというか、事後に縛りをか

けるようなことは本来ありうるのですか。 

基本的には御指摘のとおりです。仕様で決めていますの

で本当はこちらが良いのだけれども、こちらを選ばれてし

まったということは存在すると思います。実際にそういう

例があります。その場合、設計意図伝達を受けたところは、

ゼネコンが持ってきたところを使いながら、そこに合わせ

てどう調整していくかで動いていきます。 

誰のための設計意図伝達なのかですか。図面上のミスを

事後的に補充するということではなくて、技術的に一定程

度図面には限界があって、実質的には事後的に何かで補足

しないとうまく回りません、それが実際ですということ

に、こういう領域はなるのでしょうか。私はあまり建築は

分からないので、図面に書かれているのが全てで、その枠

内であればあとはお任せとつかんでいるのですけれども、

ちょっと違うのでしょうか。 

入札で使う図面は枚数がある程度あるのですが、実は施

工で使う図面というのはその 10 倍も図面があるので、委

員の御意見のとおり全ての図面を発注時に揃えることは

不可能です。ですのでこのある図面の中からどんどん図面

が出来上がってくると考えいただいて間違いありません。 

工事監理と設計意図伝達業務が違うことは分かりま

した。それで国交省の規定に基づいて、齟齬なく運営

されていることも分かりました。ただしやはり一般人

はい。 

 



には分かりにくいですね。それと随契については十分

慎重でありたい。だけど設計業者が決まったときには、

既に設計意図伝達業務も随契で付随することが確定的

なわけですね。 

（分科会長の意見） 

そこのところが我々一般人からは直ぐには受け入れ

にくい。そういう要因になっていることは理解していた

だいて、今後十分注意して運用していただきたい。予定

価格を算出するときには、業者の人日の数字を前提にし

て予定価格を出しているというところも、随契は随契な

りに相当程度慎重にいろいろなことを精査していただ

きたい。 

  今回はリハビリテーションセンターでいろいろな案

件を審議しましたが、工事監理も設計意図伝達業務もそ

うですが、一つ一つを精査すれば大きな瑕疵があるとは

もちろん言えない、妥当に遂行されているとは思います

が、そういう意味で特段強い指摘事項はありませんけれ

ども、やはりいろいろな意味で慎重になっていただきた

いという指摘をさせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

 

審査終了後の委員等のコメント 

○事務局  前回、平成 26 年度第 3 回厚生労働省公共調達監視委員会第一分科会が平成 26 年 12 月 24 日に開催

され、いくつかの案件について御審議いただきました。その中で 1 件、国立療養所長島愛生園厨房機器搬入組立

てについて随意契約ということになっていたのですけれども、これについて抽出審議を行っていただきました。 

  簡単に、業務内容を説明しますと、平成 25 年度において、国立療養所長島愛生園で給食棟の整備をしていま

した。それに合わせて厨房機器の整備も必要だということで、一般競争を実施するためにいろいろ準備をしてい

ましたが、実はこの給食棟の完成が諸般の事情によって、平成 25 年度中に完成できないという見込みになり、

完成が平成 26 年度になってしまったということです。 

  一方で、厨房機器については、給食棟の工事の関係の予算上の科目と、厨房機器いわゆる物品の調達に係る科

目の性質が、それぞれ違うということで、厨房機器につきまして、いわゆる建物の整備費とは別の予算立てとい

う形で、本省から園のほうに配分されることになりました。しかし、先ほど説明しました通り給食棟の完成が翌

年度にずれ込むということで、給食棟の施設整備に係る経費は、場合によっては翌年度への繰り越しが認められ

る経費なのですが、厨房機器の購入など物品に係る経費というのは翌年度への繰り越しが認められない。せっか

く平成 25 年度中に経費が配分されたということで、翌年度所要の経費が確保できるかどうか、予算の事情も厳

しい中で難しいところもありまして、やむを得ず園としては平成 25 年度に機器そのものだけの購入という形の

一般競争を行いました。 

  通常、こういう大型の厨房機器というものは、調達するにあたっては物品を単に持ってきてもらうだけではな

く、据付けをして当然動作の確認もして、それで最終的に納品という位置づけで検査して、それに合格すれば対

価を支払うというものですけれども、やむを得ず物だけを持ってきてもらうという形で一般競争を行ったという

ことです。 

  ところがその後のよく確認をしたところ、一般競争の公告を行うときには既に年度内に給食棟が完成しないこ

とが明らかになっていました。本来であれば、大型の厨房機器のような設置を含めた調達において、何度内に物

を持ってきてもらうだけの調達はできないのです。入札の内容の中で、給食棟が完成しなければ、実施できない

搬入、組立ても含めて入札を実施して、落札者が決定後、落札額から搬入、組立てに係る経費を差し引いた額で

契約を行って、年度内に機器を納品したということです。 

  そして翌年度給食棟完成後に、予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 4 号、こちらの規定は「競争に付すること

を不利と認めて随意契約によろうとする場合において、その不利と認める理由」が「現に契約履行中の工事、製

造又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」に

該当するときに適用されるものなのですけれども、それを適用して随意契約によって機器を調達した業者との随

意契約で前年度納入してもらった機器について、搬入と組立てをしてもらったということです。 

  搬入と組立てに係る契約額については、前年度の落札額から差し引いた搬入、組立てに係る経費についてさら

に価格交渉をし、さらに値引きしたということです。 

  このような説明を踏まえて御審議をいただいた結果、委員から 2 点御指摘がありました。まず 25 年度中に給

食棟が完成しないにもかかわらず、納入、搬入、組立てを含めて同年度中に一般競争をかけていることが、そも



そも適正なのかということと、もう 1 点がやむを得ず分割して調達をかけざるを得なかったとしても、搬入、組

立てについて次年度に別途契約するにしても、随意契約ではなくて一般競争にかけることもあり得たのではない

かという疑問を示されました。 

  これを踏まえて、上野分科会長からも、経緯を踏まえると随契もやむを得なかったとまずは判断できるのだけ

れども、一方で上記 2 点の疑問が委員から示されたので、これを会計課監査指導で整理の上、次回の公共調達中

央監視委員会にて報告していただきたいという御発言がありました。それを踏まえまして私どもも詳細な事実関

係、それと法令上の関係を整理してこの件についてこれから御報告申し上げます。 

  まず、先ほど説明しました据付け工事を要する大型厨房機器の購入につきましては、一般的に納入後の据付け

までを同一契約として調達すべきところです。そのような中で機器の搬入と据付けを分割し、異なる年度で調達

したことについては、先ほど説明しましたとおり、平成 25 年度に措置されたものが、平成 26 年度に必ずしも予

算措置できるかという確証がない。そういう厳しい予算状況下で毎年予算額が確保できるか不確定要素がある

中、平成 25 年度において機器の調達に係る所要の予算が確保できたのだけれども、給食棟の完成が翌年度にず

れ込んだことに伴って、据付けが当該年度内に不可能になったことを踏まえますと、今後同種の案件でこうして

いいというわけではないけれども、本案件についてはやむを得なかったと判断せざるを得ないと思っています。 

  また、機器の据付けについて、前年度の一般競争入札の落札業者と随意契約を行ったことについては、先ほど

説明しましたとおり、こうした大型機器の調達というものは、搬入後の据付けまでを同一契約として本来行って、

最終的に機器が正常に稼働するまでを確認した上で、契約の給付がきちんと確認されるという性質を考えると、

機器の確実な稼働を図るために同一業者に行わせることも必要であったと考えられるので、これにつきまして

も、今後同種の案件があったときに同じようにやって良いというわけではないけれども、本案件についてはやむ

を得なかったと判断せざるを得ないと思います。 

  なお、機器の据付けまでが不可能であることが入札公告前に明らかでありながら、履行しない部分を含めて一

般競争を行ったということですが、入札公告後にそういった事象が発生して、やむを得ず落札業者と変更契約を

交わすということはあるのですけれども、明らかに入札公告前にできないことが分かっていることも含めて、入

札を行ったということは、我々としても事務処理上不適切であったと言わざるを得ないと考えます。 

  今後は先ほど説明しましたとおり、現時点でやむを得なかったと判断せざるを得ないのですけれども、今後同

種の案件を同様に実施して良いというのではなくて、世間一般的に見て疑問を生じるような契約の仕方をするの

ではなく、適正な予算執行に努める上で、なるべくこういう変則的な調達がないようにしていきたいと思ってい

ますし、そういう点で適正な予算執行となるように努めてまいりたいと思います。以上で御報告を終わります。 

○分科会長  わかりました。 

 

２７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） 


