
平成２７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２７年６月２４日（水） 厚生労働省専用第１４会議室 

委員（敬称略） 第一分科会長  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 

委 員     筧 淳夫   工学院大学建築学部 教授 

審議対象期間 原則として平成２７年 １月１日～平成２７年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １３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 １３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 ：事務室用什器類等の購入 

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 ：北海道厚生局  

契約相手方 ：株式会社ヤマチコーポレーション 

予定価格  ：4,986,526円 

契約金額  ：4,950,000円 

契約率   ：99.27％ 

契約締結日 ：平成27年3月2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 

予定価格の算出の方法についてですが、耐用年数から減価

償却率的なものを１年目幾ら、２年目幾らと掛けてやるとい

うこの方法を選択することについては、何か基準とかあるの

でしょうか。 

こちらの方法につきましては、12ページ目に物価資料の

書類関係を添付させていただきましたが、その中で減価残

存率表等がございます。 

もともと今回購入に至ったものにつきましても、資料の

７ページで、本省の年金局から会議で示していただいたも

のがございまして、総務省の第三者委員会で保有している

リース物品のうち、中古物品として可能なものについては、

そのまま買い取りというものも選択肢の１つになっており

ます。 

 購入につきましては、新規に購入した場合と比べて、時

価以下での購入を検討すると７ページの資料に記載があり

ましたので、時価以下でどのような形で単価を設定できる

かと考えたときに、１年目、２年目以降の減価残存率を掛

け合わせたもので単価を出すことによって、現在の物品の

価値がどのぐらいあるのかを算出いたしまして、それを積

み上げて予定価格を算出させていただきました。 

レンタル業者がこれをレンタル契約が終わったときに、中

古市場で売ろうとしたら、このような金額の何分の１、ほと

んど値段がつかないようなものばかりではないか、もっと安

いのではないかと率直に思ったのですけれども。 

今いただいたお話については、考えが及ばなかったので

今後の業務の中で生かしていきたいと思います。 



今ので、もう少しわからなかったのは、レンタルをするよ

りも中古として買ったほうが経済的だという判断なのです

よね。それは何をもってそう評価されたのですか。引き続き

レンタルという選択肢もあるわけですね。それはないのです

か。 

 

そちらにつきましても、先ほど資料の７ページ目の年金

局の資料のほうに戻らせていただきますけれども、レンタ

ルというか再リースという形も選択肢の１つとしては残っ

ておりました。ただ、資料の下の方に、いわゆる購入にな

じまないような、例えば単価の高いもの、複写機ですとか、

ファクスですね。こういったなじまないものについては、

新規でのリースなり再リースと資料にありましたので、机

や椅子ですとか、そういったものについては、局内で検討

した結果、レンタル会社から買い取るということで、結論

を出させていただきました。 

そうすると、どちらが安いとか、そういう話ではないとい

うことでしょうか。 

単価が高いものについては、再リースで、それ以外につ

いては購入ということで考えて実施いたしました。 

細かいことで恐縮なのですけれども、例えば９ページの内

訳で冷蔵庫とありますよね。こういうものは何年が耐用年数

で、それに何を掛けていることになりますか。多分、もうレ

ンタルは要りませんと言ったら、レンタル業者はお金を払っ

て処分しなければいけないようなものだと思うのですけれ

ども。これは耐用年数、何年で見ていますか。 

耐用年数は、償却率のところにもありますとおり、15年

で見ております。 

 

冷蔵庫を15年で見る根拠はどこにありますでしょうか。耐

用年数を一律15年と見たことがちょっとどうなのかなとい

う感じに見えるのですけれども。そこら辺は大丈夫ですか。

ほかのものも含めて。 

申しわけございません。確認不足です。 

全国の厚生局はこうやっているということなのですか。 

 

私がほかの局にも確認した中では、この７ページの資料

に基づいてレンタル品については買い取りということで進

んでいると聞いております。 

償却率、これは全ての物品一律で決めているのですか。 

 

今回につきましては、耐用年数15年ということで計算を

いたしました。 

全ての物品が同じ年数使っているのですか。  そうです。総務省北海道地方第三者委員会から確認をし

ております。 

（分科会長の意見） 

随意契約については、いろいろ制約がありますので、今後、

今の議論を踏まえて、よろしくお願いしたいと思います。 

また、随契理由ですが、予決令第102条の４第３号として

いますが、時価に比べて著しく有利な価格ということで、102

条の４第４号のほうがいいのかなと。要するに、有利な価格

がこれしかないということであれば、この102条の４第３号

ではなく、第４号のロのほうが妥当な随契理由なのかなとい

う気がしました。検討してください。 

はい。 

【審議案件2-1】 

審議案件名 ：汽船『まつかぜ』機関部等定期検査ドック工事 

資格種別  ：役務の提供等（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、最も落札率が高いこと及び同種の工事を別調達 

していること、また、追加工事を随意契約していることから、その妥当性について確認する必要がある 

ため。  

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：株式会社高升船舶工業 

予定価格  ：9,720,000円 

契約金額  ：9,612,000円 

落札率   ：98.89％ 

契約締結日 ：平成27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者応札なり、株式会社高升船舶工業が契約の相手方となった。



落札率は、98.89％である。 

【審議案件2-2】 

審議案件名 ：汽船『まつかぜ』機関部等定期検査ドック追加工事 

資格種別  ：-  

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、最も落札率が高いこと及び同種の工事を別調達 

していること、また、追加工事を随意契約していることから、その妥当性について確認する必要がある 

ため。  

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：株式会社高升船舶工業 

予定価格  ：2,970,000円 

契約金額  ：2,910,800円 

落札率   ：98.01％ 

契約締結日 ：平成27年3月9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。 

【審議案件2-3】 

審議案件名 ：汽船『まつかぜ』甲板部等定期検査ドック工事 

資格種別  ：役務の提供等（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、最も落札率が高いこと及び同種の工事を別調達 

していること、また、追加工事を随意契約していることから、その妥当性について確認する必要がある 

ため。  

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：株式会社新浜造船所 

予定価格  ：6,480,000円 

契約金額  ：6,156,000円 

落札率   ：95.00％ 

契約締結日 ：平成27年2月2日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札なり、株式会社新浜造船所が契約の相手方となった。

落札率は、95.00％である。 

意見・質問 回   答 

同じ船について、機関部と甲板部というのは、基本的に全

く別もので受ける業者も大体分かれているのですか。それと

も、場合によっては一緒にできる業者もあるのですか。 

甲板部と機関部は全く別々です。甲板部というのは、い

わゆる造船所なのです。船体周りの外周ですね。例えば塗

装とか、船体の底の洗浄とか。 

その造船所の中に船を陸上げして、船の中の機関部につ

いては、機関部を落札した業者がします。 

わざわざエンジンのためにだけ船を上げるわけにいかな

いので、連動して先に甲板部の入札を行って、造船会社を

決め、船を陸上げして、その中で船体の点検とエンジン部

門の点検をあわせてやるという流れになっています。 

そういうことを１つの造船会社ができるということはな

いのですか。 

造船所会社の中で、そういった機関部もできる業者が、

ひょっとしたらいるかもしれないですが、当園の場合は、

現状としては、別々な形でやっています。 

建設でいったらゼネコンみたいなところに一式受けても

らって、内側で調整してもらうのがいいのか、電気工事と躯

体と専門分野ごとに分割して発注する方がいいのかという

のがありますが、この場合どちらなのだろうかと。 

船の場合は、分けるほうが、競争性が働きますという選択

の結果であれば、そうなのだと思いますし、そこをお伺いし

たかったのですが。 

一括で発注がどうかというのは、今まで確認をしたこと

がないです。 

先ほどの御説明だと、まず、最初に甲板部の入札を行った

ということだったのですが、そもそも新浜造船所が決まった

ときに、機関部の入札というのは、競争性が働くようになっ

ているのでしょうか。新浜造船所の中で作業をするというの

それはないです。今回、１者応札になっていますけれど

も、ここで本来であればもう１者参加する予定だったので

す。直前になって、もう一者が、仕事が忙しいと急用の要

件が入ってきたということで、辞退届が出てきたというこ



は、機関部を工事する会社であれば、どこの会社でもこの作

業所の中に入って、作業ができるという競争性は働いている

のでしょうか。 

つまり、はっきり聞くと、新浜造船所が決まった瞬間に、

高升船舶が決まるのではないかという、その可能性はないで

すかということです。 

とです。予定価格をつくる段階までは、相手業者も参考見

積を出していただきましたから、直前までは２者の予定だ

ったのです。 

１－１の資料をみると、同じ時期に「せいしょう」という

船もやっていて、そちらのほうは甲板部も２者応札になって

いて、機関部のほうも２者応札になっているので、成り立た

ないというのでは実は無いのかもしれません。 

「せいしょう」のときには、もう一者応札されましたの

で、２者以上でできたのですが、今回の「まつかぜ」につ

いては、もう一者が急遽要件が入ったということで対応で

きないと言われましたので、結果的に１者応札ということ

になりました。 

予定価格の立て方なのですけれども、これを見ると、入札

公告を出した後に、予定価格を算定しています。予定価格算

定のための見積書を直前にとって、また何日か後に入札とな

っているのですけれども、そのプロセスについては、もう少

し早く見積りをとるなどできないのですか。参考見積は何者

からとっているのですか。 

参考見積は、もう一者、有限会社みたにというところか

らとっております。ただ、この有限会社みたにというのは、

競争参加資格を持っていないということで、あくまでも高

升船舶工業より出された参考見積の金額を比較するものと

して、価格の妥当性を見るための参考見積として出してい

ただいています。 

その参考見積をとるのに当たって、資格のある業者という

のは、もうここしかないのですか。青松園の近くのドックで

やれる造船業者ですよね。 

見積書を出した業者が入札して１者応札になって、しかも

高落札になるということで、果たして競争性は働いているの

と言われたときのため、なるべく広く見積書をとるとか、も

っと広く入札できるような環境を整えることが大事なので

はないかという気はします。 

はい。 

（分科会長の意見） 

機関部と甲板部を一本化して契約できるのではないかと

か、いろいろな検討課題があると思います。 

また、参加資格を中国地方にも拡大できるのではないかと

か、いろいろなことが考えられますので、引き続き、これま

での努力を踏まえて、契約の適正化に励んでもらいたいと思

います。 

はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：第三不自由者棟増築整備工事 

資格種別  ：建築一式（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、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  ：409,425,840円 

契約金額  ：409,320,000円 

契約率   ：99.97％ 

契約締結日 ：平成 27年 2月 27日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、２者応札があり、最も低い入札金額を提示した、中国建設工業

株式会社が契約の相手方となった。落札率は、99.97％である。 

意見・質問 回   答 

資料の調達概要書のところで、公告をした日が２日間に分

かれていますけれども、その理由は何かありますか。 

 

12月18日に一度公告をさせていただいたのですけれど

も、予算の追加示達がありまして、入札日のほうを変更を

いたしました。その変更日が２月９日です。 

変更したのは誰の事情なのですか。予算の示達があると、

どうしてその入札日がずれるのですか。 

予算の追加示達がありまして、それに基づいて、予定価格

の再決定を行いました。予算示達が来るということがわかり

ましたので、その時点で、当初の入札日で入札を行うことが

難しいということを判断いたしまして、再度公告をしたとい



うことであります。 

何で予算の追加示達があると、入札日が変わるのかがわか

らないのですが。 

 

 

 当初、仕様書を作った段階で、予定価格を組むのですが、

その時に予算の内示額との乖離が出ておりました。つまり、

もともとの予算金額があるのですが、仕様書をつくった段階

で金額が足らなかったのです。その追加予算を申請しており

ました。その申請が公告期間中にやっと認められたところ

で、追加という形になっております。 

 入札日までに予算が確保できれば、入札としては成立いた

しますので、それまでに予算を工面していたということで捉

えていただければよろしいかと思います。 

公告されたものを変えるというのは、よくあるのですか。 いえ、今回が初めてのケースです。 

一番初めに予算要求をかけた段階から１年以上たってい

るのですけれども、物価の上昇が、いろいろなところで出て

来ておりまして、予定予算と、それから実際に積算した予算

との乖離が出てきてしまった案件です。 

やらなければいけない仕事の内容と、その物価上昇による

部分の差を埋めなければいけないということで、追加で予算

の示達をしていただいたというものです。 

入札日とか日程は全然変わらないのですか。 入札日までに予算の示達があれば、予定価格を立てること

ができますが、日付の確定ができなかったため、入札日まで

にその確定ができればということで進めていました。 

 万が一、入札日までに示達が来なかった場合には、入札の

ときに質問を業者からもらう機会があるのですが、その段階

で、工事の部分を削って、予算内におさめるということをす

る必要がありました。 

人件費などが上がってきているということで、こういう事

態が出てしまったということなのですね。 

そのとおりです。 

（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４】 

審議案件名 ：総合診療棟新築整備実施設計業務 

資格種別   ：建築関係コンサルタント等業務（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：総合評価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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社あい設計岡山支社 

予定価格  ： 66,583,080円 

契約金額   ： 37,530,000円 

落札率   ： 56.37％ 

契約締結日 ： 平成 27年 3月 3日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ３者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社あい設計

岡山支社が契約の相手方となった。落札率は 56.37％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札になっているのですけれども、210ページの入札状

況を見ますと、いずれもかなり低入札ですよね。現実にそぐ

わない予定価格になっているのではないかというような見

方もできるのだと思うのですけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 

予定価格そのものは積算の基準に基づいて本省の施設整

備室で作成したものを基に決定しておりますので、それほ

どおかしいものとは思っておりません。 

公共工事というのは、この時期、低入札というのは少なく

て、むしろ、もっと上がるのではないかと。かなり下がって

いるから、予定価格が本当に大丈夫かなという気もしたので

すが。 

予定価格につきましては、国土交通省をはじめとして、

中央官庁で採用している方法で積算をしてございますので

間違いはございません。 

この入札が低入札になった原因を推察いたしますと、こ

の設計自体が、かなり大規模な案件でございまして、多分、



設計事務所自体がこれをやると非常に実績となるわけで

す。小さい設計ではなくて、非常に大きな病院の中心とな

るようなものを設計いたしますので。そうすると、やはり

一般競争入札の性格で、価格でも勝負していかなければい

けないとなります。もちろん、技術力も総合評価なので必

要ですが、価格面でも勝負しなければいけないというとこ

ろで、各社頑張ったのではないかというのが、施設整備室

としての見解でございます。 

競争性が働いたと理解できるわけですね。 非常に働いたと考えております。 

本当に、この価格は大丈夫なのかといった場合のときに、

本省としては、その内訳を出してもらって、それを精査する

とかいうことはやるのですか。 

低入札価格調査につきましては、例えば倒産寸前ではな

いかとか確認するマニュアルがございますので、それに沿

って、園のほうで調査を行っています。 

設計は、人件費だとかが主ですので、比較は非常に容易

なのですが、例えば、資料３であったような工事が低入札

であった場合は予定価格でつくった金額と、業者からの見

積書を比較いたしまして、どこに相違があるのかと、例え

ば、金額について数字を入れ間違えているのではないか、

桁が１個間違えているのではないかとかいったところを施

設整備室のほうでチェックをかけさせていただきます。 

（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５－１】 

審議案件名 ：構内人工芝貼り替え等一式 

資格種別  ：-  

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

あること、また、一括調達の可能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 ：高下建設 

予定価格  ：2,407,320円 

契約金額  ：2,326,320円 

落札率   ：96.64％ 

契約締結日 ：平成 27年 2月 12日 

（調達の概要）会計法第２９条の３第５項に基づく随意契約を行った。 

【審議案件５－２】 

審議案件名 ：構内舗装補修 

資格種別  ：-  

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

あること、また、一括調達の可能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 ：高下建設 

予定価格  ： 2,430,000円 

契約金額  ： 2,324,160円 

落札率   ： 95.64％ 

契約締結日 ： 平成27年2月19日 

（調達の概要）会計法第２９条の３第５項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

同時期に２つの工事をやっていますけれども、ほかの平面

図や配置図等を見ると、隣接しているような感じもするので

すが、これを分けて発注することの理由は、どのようなこと

なのですか。 

構内舗装補修につきましては、入所者の自治会より要望

がありまして、すぐに本省のほうに予算要求を行いまして、

各所修繕費として内示がつきましたものですから、この工

事につきましては、各所修繕費で整理しなければならない

という認識でおりました。それで、もう一点の構内人工芝

貼り替え等一式につきましては、10月の時点で担当者より

指摘されまして、それはまた別物として、工事をしないと



いけないという認識で整理したところでございます。 

今の前提は正しいですか。会計法令的に。予算の科目が違

うと、別契約でやらなければいけないという説明は。 

（事務局から説明） 

会計法令上は、歳出科目が違う場合は、必ず分けなくて

はならないといった定めはございません。 

予定価格は、いつの時点で250万を下回ると判断されたの

ですか。何月何日のどの時点で何をもって随意契約の対象だ

と判断されたのですか。 

実際に見積書をとったのが２月12日です。これは人工芝

の貼り替え等一式です。そのときに把握したと聞いており

ます。 

人工芝貼り替えのほうの関係ですけれども、２月10日付の

見積書と12日付の見積書がついているのですけれども、この

見積書の位置付けについて説明していただけますか。４枚つ

いていると思うのですけれども。 

参考見積りが予定価格を立てるときにとった見積書で、

その後で、実際に数社見積もりをとって、安い見積書を出

した業者と契約をしています。 

２月10日の高下建設の見積書で予定価格を立てて、随意契

約でいくという決断をして、そこから声をかけたのですか。

残りの２者には。 

その後でしました。 

その中で一番安いものをとったということなのですか。３

者見積もりをとって。 

はい。３者の競争で。 

なぜ参考見積もりが１者だけなのかということについて

の理由はありますか。たまたま落札した業者１者のみに参考

見積をとっているという形になっていますが。 

これまでに人工芝の貼り替えをした業者に参考見積を１

者からとりました。 

この残り２者への呼びかけというのは公告なのですか、そ

れとも個別に声をかけているのですか。 

個別に声をかけています。 

 

参考見積のときに、その残りの方に声をかけなかった理由

はあるのですか。 

特には無いですが、実績のある業者に参考見積をとりま

した。 

見積り合せのときに３者に声をかけるなら、手前の参考見

積りも３者を横一線に扱っておくというほうが自然なのか

なとも思ったのです。１者しか声をかけないと、特定のとこ

ろに目をかけていますというメッセージを出すことにつな

がってしまうのではと思うのです。 

はい。 

本件５－１、５－２は、工期はほぼ同じで、しかも施工場

所もほぼ近接している。であれば、意図的に250万以下にし

て分割して少額随契をやっているのではないかと一般の方

が思ってしまいます。そういう事をなくすために、その辺の

ところは少し考えていただかないと。 

はい。 

（分科会長の意見） 

随意契約につきましては、いろいろ国民の方からの視点が

ありますから、そういうことも踏まえて、厳正な執行をよろ

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 ：業務用デスクトップパソコン24台購入 

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、比較的凡用性の高い物品購入で1者応札であるため  

注部局名   ：名古屋検疫所 

契約相手方 ：株式会社コンピュータメディア 

予定価格  ：2,302,344円 

契約金額  ：2,289,600円 

契約率   ：99.4％ 

契約締結日 ：平成 27年 2月 6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、株式会社コンピュータメディアが契約の相手

方となった。落札率は、99.4％である。 

意見・質問 回   答 

６ページを見ますと、もう１者来ていますけれども、この

業者は説明書をもらっただけで、入札には参加しなかったと

こちらの者につきましては、入札説明書を１月21日に交

付をさせていただいたのですが、応札には至らなかったと



いうことなのですか。 確認しております。 

なぜ入札に参加されなかったのかについて確認をしまし

たか。 

先方の御事情等もあると思いますので、具体的に応札に

至らなかった理由の聴取は行っていません。 

既存のパソコンがあって、24 台というのはそれに追加す

るのですか。 

従来使っていたパソコンがパーソナルコンピュータの耐

用年数である４年を大きく超えることがあり、不具合等が

見られたということで、名古屋検疫所のほうから買い換え

の要望がありまして、予算措置の目処がつきましたので、

この 24台のパソコンの更新を行いました。 

全て入れ替えたということですか。 はい。 

説明会をしていませんが、例えば、物の納入だけではなく

て、ソフトのインストールであるとか、データの移行も仕様

内容に入っていたかと思うのですが、この辺の作業の具体的

な中身とか、ボリューム感、どのぐらいの手間かというとこ

ろについて、説明する機会はこの２者にはあったのでしょう

か。 

ネットワークサーバーへの接続というのは、いわゆる一

般的なパーソナルコンピュータのインターネットの設定、

共有フォルダというのは、名古屋検疫所が持っている共有

のNAS、共有のハードディスクへの接続。インストールにつ

きましても、既存持っている媒体を差し込んで、インスト

ールをして、ライセンス番号等を入力してオーソライズを

するという作業になりますので、いずれもいわゆる応札を

妨げるような極めて困難な内容の作業ではないと確認をし

ております。１台当たり大体10分～15分ほどあれば、付随

する設定作業は可能ということでございましたので、この

内容が応札の妨げになった事由であるとはこちらとしては

考えておりません。 

説明書を取りに来たのが２者というのが少ないと思うの

ですけれども、今後応札者を増やしていく工夫の余地という

のはあるのでしょうか。 

今回は、法定の公告期間を上回る11日間の公告期間を確

保した上で、複数の者に声をかけました。 

今後は、いわゆる従来から継続的なおつき合いのない業

者に対しても、積極的にこちらの方から声かけをするであ

るとか、入札説明会を開催して、幅広く御参加いただける

ような工夫が必要ではないかと考えているということでご

ざいます。 

Windows７の32ビット版を指定しているというあたりに、

それを扱える業者の数が絞られてしまうということはあり

ませんか。 

OSにつきましては、Windowsということで、非常に汎用的

なOSということになりますので、そこが何かしら応札の制

限になったとは考えられないと思います。 

ただ、今、いろいろなメーカーで、７を搭載しているマシ

ンというのは、かなり限られていると思うのです。だから、

それを調達できる業者が限られていたのではないかという

可能性はないかと思うのです。 

 

検疫所で使用している業務用のソフトウェアであると

か、システムの要求仕様がWindows７になっていたものがあ

るかと思いますので、そういったところを名古屋検疫所と

して判断をして、Windows７を指定したものと思います。 

 ただ、パソコンに関しましては、Windows８であるとか、

そういた上位のOSがプリインストールされた端末であって

も、ダウングレードでの納入がなされるケースというもの

があると聞いておりますので、そういったものを活用して

いただければ、今回の仕様をクリアすることは極めて難し

いというものではなかったのではないかなとは考えていま

す。 

Windows７を選択したこと自体はネットワークへ接続の理

由であると思いますが、ダウングレードを選択できる数も、

実はかなり限られているので、どこのメーカーでも調達でき

るという話ではなく、結果的に仕方がなかった側面もあると

思います。 

そのあたり、パソコンの仕様等は、今後、同様の調達を

する場合には、具体的な事情を踏まえて、できるだけ多く

の業者に応札をしていただけるようにしていきたいと思い

ます。 

（分科会長の意見） 

引き続き、１者応札を防ぐための努力をお願いしたいと思

います。 

はい。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：業務用自動車（１台）の交換 



資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ、Ｃ又Ｄ等級） 

選定理由   ：総合評価落札方式を実施している案件中、調達方法等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 ：トヨタカローラ埼玉株式会社 

予定価格  ： 2,131,144円 

契約金額  ： 1,983,788円 

落札率   ： 90.8％ 

契約締結日 ： 平成 27年 1月 30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トヨタカローラ

埼玉株式会社が契約の相手方となった。落札率は、90.8％である。 

意見・質問 回   答 

本件は、総合評価方式ですが、総合評価の結果というのは

この資料でどれを見ればいいのですか。 

13ページに「入札執行調書」がございます。そちらに、

第１回入札結果として、トヨタカローラ千葉が環境点では

104点。価格点では200.6732。総合点が0.518で２位。トヨ

タカローラ埼玉株式会社が、環境点が104点。価格点が193

点。総合点が0.539で１位。ホンダカーズ東総が環境点

100.6。価格点206.88。総合点0.486で３位という評価の結

果を記載しております。 

その点数ですが何をもって算出したのですか。 

 

総合評価方式による評価点の算出基準が環境省のグリー

ン購入法と会計課の通知等で決まっております。 

環境制度に対する得点として、燃費を点数化するための

計算式となっております。また、あわせて入札価格も点数

化しまして、その入札価格に対する得点と、環境性能に対

する得点から算出しております。 

過去の委員会で、自動車の案件は何度もやっているのです

が、例えば、埼玉と千葉のディーラー、同じトヨタ系で複数

入るとか、あるいはトヨタとホンダが両方入るというのは結

構珍しく、そういう案件が増えてくればと思います。 

そこで、仕様決定に当たっての工夫であるとか、声かけの

工夫であるとか、何かこの事案で工夫したことがあれば教え

ていただけたらと思うのです。 

今回、購入いたしました車は、車いすを載せられる仕様

の車を選定しております。私どものほうの予算の範囲内で

買える車で、かつ車椅子を載せられる車種を販売している

車を、まず、選びまして、過去、私どもの入札に参加して

いただいたメーカー、販売業者に、いろいろとお声かけさ

せていただいた結果、複数の業者から県をまたいででも入

ってきていただけたのだと思っています。 

会社が離れていることによる不便はありますか。 今のところは特にはないです。 

（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８】 

審議案件名 ： 拠点内LAN敷設等一式（東京） 

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、落札率が極端に低いため 

発注部局名 ： 関東信越厚生局 

契約相手方 ： パナソニックESネットワークス株式会社 

予定価格  ： 5,409,907円 

契約金額  ： 690,984円 

落札率   ： 12.77％ 

契約締結日 ： 平成 27年 2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、６者応札があり、最も低い入札金額を提示したパナソニック ES

ネットワークス株式会社が契約の相手方となった。落札率は、12.77％である。 

意見・質問 回   答 

これも１番目にありました総務省から年金記録に関する

事務を引き継いだという案件ですね。 

はい。 

新たに端末装置を設置して、LANを接続するという話なの

ですが、以前あったものは、どういう形になっているので

もともとありましたのは、あくまで総務省のネットワー

ク機器及びネットワーク施設でございますので、まだ現在



すか。 も並行稼働している状態です。総務省のLANはそのまま残

した状態で、厚生労働省のネットワークを新たに敷設しま

した。 

このネットワークの仕様の作成はどちらでやったのでし

ょうか。 

私どももそれほど詳しくありませんので、全体を統括す

る本省の年金局に相談をしまして、年金局のほうで参考と

なる仕様を作っていただき、それに基づいて、東京の配置

に即した形に一部手直しをして作成しました。 

その仕様に基づいて、予定価格は資料から拾って作成し

たということですか。 

はい。 

確認ですが、その予定価格作成においては、参考見積り

はとっていないということですか。 

今回については、参考見積りはとっておりません。 

ただ、総務省のLANを敷設した業者に、新たにLANを引いた

ら、どのぐらいの費用になるのでしょうかというところは

仕様書をお見せする前、予算取りの前ぐらいの段階で聞き

まして、それでざっくり600万ぐらいになるのではないか

というアドバイスはいただいた経過はあります。 

ざっくり600万で、それに近い予定価格を立てて、実際は

随分と安い入札になっていますね。なぜそうなったのかと

いうのは、検証されていますか。 

埼玉、千葉、東京、神奈川の４つの拠点で、今回、同時

に設置するのですが、全て１者、同じ者が落札しました。

利益というよりは売り上げを重視してたくさん落札した

かったということで、社としてかなりぎりぎりの価格を設

定したという回答をいただきましたので、かなり戦略的な

価格の設定をしたのではと判断しております。 

ほかの入札業者５者も100万円台のところもあるし、随分

と差がありますね。ここら辺のところはなぜそうなってい

るのか。理解に苦しむような予定価格なのか、それとも業

者が頑張っているのか、何か分かりますか。 

細かい分析まではできてはいないのですが、今回は、居

抜きであり、新たに私どもがすぐに入るということで、夜

間や土日の時間帯に作業する必要があるという中で、確実

に作業は３月末までに終わらせなければいけないため、人

件費等の見積もりが若干甘かったのかという感じはして

おります。 

人件費の積算は、どういうやり方をしたのですか。 人件費については、物価資料に載っているシステムエン

ジニアの単価ですとか、LANの配線ですので、電気工事士

の単価といったものを使用しています。資料の26ページか

ら27ページのあたりの単価を利用しています。 

予定価格の算出で、20ページを拝見すると、調達物品費

は全部定価なのですね。後ろのほうのカタログの定価をそ

のまま積んでいるように見えるのですが。  

はい。調達の物品につきましては、ケーブルですとか、

そういったものはカタログの価格です。L3 スイッチ、L2

スイッチというような、かなり専門的なネットワーク機器

につきましては、参考価格がなかなか見当たらずに、結果

としてメーカーホームページの価格を利用せざるを得ま

せんでした。 

その辺は市場価格になっていない面が考えられないです

か。これだけでも133万円ですよね。現実にそぐわないよう

な予定価格になっているという印象を持ちました。 

LAN の敷設で 60 名、50 名といった大規模な事例がなく

て、機器の値引き率ですとか、そういった参考になる事例

がなく、結果として定価ベースでの積算になってしまった

というところは否めないなと思っております。 

（分科会長の意見） 

予定価格は、なるべく現実に即したものを模索されるとい

うのを引き続きお願いします。 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：全身用Ｘ線CT装置一式 

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、一者応札であり、最も契約金額が大きいため。  

 発注部局名 ：国立療養所多摩全生園 

契約相手方 ：株式会社六濤 

予定価格  ： 37,268,454円 

契約金額  ： 34,884,000円 

落札率   ： 98.92％ 



契約締結日 ： 平成 27年 3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、株式会社六濤が契約の相手方となった。落札

率は、98.92％である。 

意見・質問 回   答 

１者応札ということですが、説明書をとりにくるとか、

関心を示した業者というのは、他にあったのでしょうか。 

入札の説明書をとりに来た業者数は７者です。それか

ら、説明会をやっておりまして、説明会に参加した業者は

４者ありました。 

入札説明会に参加しながら、実際に入札に参加しなかっ

たところについて、その理由とか、何か背景についてお尋

ねになりましたか。 

特に問い合わせはしておりませんが、恐らくはこちらの

要求している仕様に自社の製品が合わなかったのではな

いかと想像しております。 

それと、非常に短い期間で納入しなければいけないとい

う事情がありまして、年度末ぎりぎりの入札でしたので、

機器の納入がスケジュール的に合わなかったところがあ

るのかとも思っております。 

何でこれは３月４日が開札日なのですか。そこについて

積極的な理由はありますか。 

予算は、もっと前についていまして、ここまで遅くなっ

た理由は見当たりません。事務処理の遅れによって年度末

ぎりぎりになってしまったというのが実態だと思います。 

この仕様書を決めるときにどういう議論をされたので

しょうか。 

 

診療所の専門的なことは事務の部門ではわかりません

ので、診療部門の例えば放射線の技師に作成を依頼して、

事務部門のほうに提出してもらっています。 

医療にかかわるお話ですから、医療スタッフ側の要望は

聞くということはわかるのですけれども、広く調達できる

ようなことを妨げるような仕様が書かれてしまうと、結

局、ある社の製品に絞られてしまうということが起きま

す。そういうことを妨げるような機能が病院の中で働いて

いるのでしょうか。 

結果的に１者になってしまったところを見ますと他の

メーカーが入りにくいような内容があったのかなとも、そ

の辺は否定できないところだと思います。  

（分科会長の意見） 

入札説明会に４者が来られて、それが結果的に１者しか

入札しなかったわけですから、その他のところにこの仕様

書では応札できなかった理由を聞くということも考えら

れるのではないでしょうか。なるべく１者応札を避けよう

という流れですから、その辺のところをもう少し検討され

たらどうかと思います。 

はい。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：セルソーター用増設検出器の購入契約 

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、一者応札であり、落札率も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  ： 2,203,200円 

契約金額  ： 2,203,200円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 27年 2月 27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、株式会社チヨダサイエンスが契約の相手方と

なった。落札率は、100％である。 

意見・質問 回   答 

セルソーターというものはどういうものなのですか。 ある目的の細胞をその機械に入れまして分析をすると

いう機械です。 

従来あったところにまた個数を増やすというようなイ はい。検出器を増設することで、より広い波長を拾うこ



メージでよろしいですか。 とが可能になるということで、純増といいますか、新たな

増設です。 

こういう機器というのは、医療機器納入業者であれば、

広く手に入るようなものなのですか。特定の代理店しか入

らないとか、そういうことでもないのですか。 

特定の代理店というわけではないと思います。 

広く一般競争入札をしても、複数者が応札してくるよう

な物品と考えていいのですね。 

そのように認識しています。 

池田理化というところから参考見積をとっていますが、

そこが入札に参加しなかった理由はありますか。 

製造メーカーである日本ベクトン・ディッキンソン株式

会社から徴しました希望小売価格の積み上げが、税込みで

220万3,200円でした。厚生労働省における競争参加資格と

して、予定価格が300万円未満の調達というのは、Ｂ、Ｃ、

Ｄ等級とされていますが、池田理化という会社は、Ａ等級

のためです。 

100％になってしまった落札率が、何か腑に落ちないと

いうのが、一般の人から見ればあるのですけれども、これ

は何か説明できるような理由はありますか。こういう価格

はある程度、決められてしまっていて、余り競争が働かな

いものだというような理解をされているものなのですか。

それとも、複数者が入れば、価格が下がるようなものなの

か、その辺のところが理解できなかったので、何かわかる

ものがあれば説明していただけますか。 

メーカーの方で、定価が定められております。複数業者

が入ることで、金額が数千円とか気持ち程度の差はあるか

もしれないです。 

（分科会長の意見） 

本件は１者応札ということでありまして、今後も、競争

が働くように、より一層努力をしていただきたいと期待し

ております。 

はい。 

 

１４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） 


