
平成２７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２７年１０月６日（火） 厚生労働省専用第１２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 ４月１日～平成２７年６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  ８件 

審議案件 ９１９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 ：年金審査課執務室用空調設備の設置工事 

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 ：近畿厚生局  

契約相手方 ：堀江電機株式会社 

予定価格  ：4,971,420円 

契約金額  ：4,935,600円 

契約率   ：99.28％ 

契約締結日 ：平成27年6月18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 

随意契約の締結にあたり、一応先立って予定価格を決定さ

れているわけですよね。4者から見積を比較して安価な上位3

者で予定価格を立てましたと。このときの見積と実際の契約

を結ぶときに使った見積との関係でどういうお考えで。とい

うのは、わざわざ一番安い所を予定価格にしないで、上位3

者で少し高めの予定価格を設定しておいて、実際には、一番

下の業者と契約を締結した結果になっているのですが、これ

は予定価格を組む時点で先に決まっていたことなのか、結果

的に同じ金額になったと考えるのか、どういうことですか。 

 結果的にこうなったというところです。予定価格を立て

るために私どもは業者に声をかけまして、状況を仕様書等

で示して、現場を見てもらって、その上で予定価格を立て

るための見積を出してくださいということで、まず見積書

を集めました。それをもって予定価格を立てたのですが、

その後に本見積ということで、また事業者に声をかけて、

予定価格用に出してもらった見積は更に差がありませんか

ということで、値下げ交渉的なこともやったのですが、非

常にスケジュールもタイトということで、これ以上金額が

下がることはございませんという話がありまして、結果的

に同じ額になったというところです。 

頂いている資料だと、どれが予定価格を立てるための見積

書で、どれが本見積で使われたのか区別がつかないのです

が。予定価格を立てるために4者に声をかけて、いわゆる本

見積というか、契約締結のための更に見積というのかの依頼

も同じ4者にしたということですか。 

そうです。これに添付している見積書は予定価格のと

きに提出してもらったもので、本見積のときに、更に下

がりませんかと声をかけた結果、「下がりません、同じ

です」という話でしたので、本見積もこれを用いて契約

をしたということです。 

8 ページと 20 ページ、数字が全く同じで、日付けも同

じなのですか。 

予定価格で出してもらったのが、例えば堀江電機であ

れば15日。 



予定価格を立てる時の見積りと、本見積りの日付けは

普通は異なっているのでは。 

 

本見積のときに改めて予定価格の時とは別に見積書を取

るということはしていないのです。業者が、「金額は同じ

です」という話がありましたので、2度見積書を取るという

ことはしておりません。 

第三者が見れば同じものを作ってあるから、分からな

くなるのです。 

失礼しました。 

ちなみにスケジュール感というか、参考見積を依頼したの

はいつで、それを回収するのがいつで、実際の契約締結に向

けた依頼をしたのがいつで、それを戻してもらうのがいつで

と、どのようなスケジュールで進めたのですか。 

本省のほうから予算が何とか確保できそうというような

話があったのが6月中旬頃ということです。それと同時に事

業者のほうに声を掛けまして、予定価格もすぐに作成した

いので、見積書をすぐ出してくださいということでお願い

しました。その結果出てきたのが、添付している見積書に

書いてある日付けです。例えば、6月15日とか6月16日、こ

の辺に業者から見積書が出てまいりました。それをもって、

6月17日に予定価格を決定して、それと同日に業者には本見

積をお願いしましたと。以前頂いた見積から値下げを何と

かなりませんかということで話を持ちかけたのですが、そ

れはカツカツですという話がありまして、すぐ翌日の6月18

日に、見積り合わせの上契約を結んだと。スケジュールと

してはそういうところです。 

本件で少し気になったのは、本件はメールでも少しや

り取りがあったみたいですが、この管理官署である法務

局が賃借人に対して、要するに厚生局に対して負担しな

ければいけないものではないのですか。それは国、それ

ぞれ入っている所が勝手にやってくださいと制度上なる

のですか。国の会計制度上というか、そういう場合の取

り決めはどうなっているのか気になったのですが。 

そこは法務省の本省の見解によりますと、管理官署の責

任というのは全館空調を元どおりに戻す。この復旧に全力

を挙げるということが、管理管署に課せられた責務であっ

て、その間をどうしのぐかというのは自分の所で考えてく

ださいということです。 

各省みな同じという考えですか。 全省庁が共通かどうかは承知しておりませんが。ただ、

私ども厚生局としては、やはり大阪法務局が責任を持って

そこは何とかすべきではないかという思いもありまして、

しつこくといいますか、大分掛け合った結果、資料の2ペー

ジに戻りますが、真ん中に廊下がはしっているのですが、

向かって左側の執務室については、大阪法務局が別のフロ

アに持っていた個別空調を移設してくれたと。大阪法務局

としてはお金がない中で、これができることの精一杯です

ということで、廊下をはさんだ左側の部屋に移設をしてく

れたと。この右側の広い部屋は、すみませんけれども自分

の所で何とかしてくださいという話があったので、私ども

も仕方ないなということで、本省のほうに掛け合って予算

を頂いたところです。 

緊急の事態ですから、こういう場合はどうするのかまでは

決めていないとは思うのですが。 

はい。 

本件は随意契約の妥当性については、先ほど説明がありま

したように、法令上の範囲内で認められているとは思います

が。これは設置後、全館空調設備が回復したらどうなるので

すか。 

そちらは、全館空調設備が結果的に 9 月 1 日付けで復

旧しておりまして、ただこの庁舎は非常に古い建物にな

っており、空調も昭和 51 年製ということで、非常に効

きが弱いものです。今回、私どもの予算で設置した個別

空調というのも、予算の都合上非常に能力を抑えた小さ

い形のものを付けております。ですから、全館空調復旧

後は、全館空調と、今回付けた弱めの個別空調を併せて、

やっと一人前の空調設備ということで、今後は同時並行

で稼動していくことを考えております。全館空調復旧後

は、個別空調が無駄にならないようにしております。 

並行に使われているということですね。 そうです。 



今、できるだけ性能を抑えた、価格を抑えたという話があ

りましたが、どのような仕様の機械を入れるかというのは、

いつの時点でどうやって決めたのですか。 

全館空調がダウンしたという話が出た時点で、事業者に

何社か声を掛けて、この部屋、人員に対して、通常であれ

ばどれぐらいのエアコンの大きさですかと。お金がない場

合、少し弱めを設置するとすればどれぐらいですかという

ことで相談を持ちかけて、その結果、弱めであれば6馬力2

台、3馬力1台、それが全館空調復旧を併せてちょうどいい

のではないですかという話がありまして、それで仕様を固

めたところです。 

そのこと自体は 4 者同じように、同じレベルの情報が

伝わっているのですか。決めた時も 4 者いる前で皆さん

から出し合って決めたのか、1 者から聞いてそれを 4 者

に展開したのかとか、その辺の条件が平等だったかとい

うところについては大丈夫ですか。 

今回は見積合わせのことも考えておりましたので、見積

合わせを予定していた事業者全部に対して、同じ相談を持

ちかけて、結果的には同じ回答が得られたということにな

ります。 

それでは、随意契約の妥当性については了解したというこ

とで終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

（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２】 

審議案件名 ：モノクロ複合機の賃貸借(8台) 

資格種別  ：役務の提供等の賃貸借（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 ：九州厚生局 

契約相手方 ：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社九州支店 

予定価格  ：5,205,772円 

契約金額  ：1,010,880円 

落札率   ：19.42％ 

契約締結日 ：平成27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、３者応札があり、最も低い入札金額を提示した

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が契約の相手方となった。落札率 は19.42％である。 

意見・質問 回   答 

今回、調達の対象となったものは、複合機の賃貸借とあり

ますが、消耗品類をどこまで含むのですか。物だけを借りて

消耗品は別途購入するイメージですか。 

モノクロ複合機とあるのですが、実質ファックスです。

保守が入るにしても何枚使うかというのも、基本カラーコ

ピー等ではなく、あえてファックス専用機としての調達に

なるものですから、トナーカートリッジがいつ切れるのか

定かになっていないので、賃貸借のみの契約で入札という

形を取りました 

仕様書に消耗品について言及があるのですが、今の御説明

とこれとの兼合いというのはどういうことですか。 

メーカーから借りるものですから、リサイクルトナーは

使わないというのが絶対条件と、メーカーとはお話してい

たところです。 

例えば、仕様書の、「その他」というところに、「仕様に

かかる消耗品は純製商品を使用する」とあるのですが、これ

は誰に向けた言葉ですか。誰が使用するということですか。 

メーカーにもし賃貸借を契約した後、ほかのリサイクル

トナー等は一切使わないということで。 

「使用する」の主語は、当所というか、九州厚生局は純製

品を使用するという宣言ということですか。 

はい、そうです。 

それはここに書く意味というのは、本当にそういうふうに

読むのかなと思っているのがあって、あえて聞くのですが、

ここに1ページの4項、納入期限の所にも、「使用に必要とな

る消耗品も含めて設置すること」とあるのですが、これは初

回分を指しているのですか。 

はい。 

そうすると、先ほどの「その他」も初回分、1回目に使う

部分は純製商品を使用するという意味ではないですか。 

これはリース期間中にかかるという意味で記載した形で

す。 



それを仕様書に書くことの意味合いというのは何ですか。 

それによって入札金額に影響を及ぼす可能性があるとか、な

いとか、どういう意図で書かれているのですか。 

そういった意識はなかったです。何か故障が生じたと

きにリサイクルトナー等が起因するのであれば、まずい

のかなと思っています。 

予定価格の算出ですが、予定価格と実際に落札した金

額の落札率に大分ギャップがあるということですが、予

定価格はここに書いてありますが、簡単に説明していた

だけますか。 

予定価格については、当時借りていたファックス1台当た

りの月額と予算等の示達額、それに入札公告等を出して

興味を示していただいた業者2者から後継機種とそれに

見合う参考見積を提供いただいてそれに基づいて物価

資料のリース料を積算したところの平均を取りました。 

予定価格に比べて落札額が非常に低くなった理由を何で

すか。企業の努力だけですか。 

ファックスだけの機種となると、実は2者しかなかったの

です。モノクロ複合機とすることで5機種、応札できる条件

の門戸を広げたので、そういった競争性も働いたのかとは

思ってはいるのですが。 

モノクロ複合機で入札をして、選んだのが単体のフ

ァックス機だということですか。 
 

ファックス機能のみだと2機種しかなかったのです。2機

種だと競争性がどうなのかと思ったので、モノクロ複合機

としても、たまにコピー、モノクロなのでそんなに用途は

ないかと思うのですが、モノクロ複合機とすると5機種あっ

たものですから、その5機種だと競争性も大きくなるかと思

って門戸を広げてモノクロ複合機ということで。 

そもそも必要だったのはファックス機なのですか。 そうです。しかし、値段等見比べたら、モノクロ複合機

とそう大差がなかったものですから。 

値段は違わない。 2 機種しかなかったものですから余り差異はなか

ったです。 

競争性を高めるために、ファックス単体機からモノ

クロ複合機に変えたということですか。 

そうです。ファックス機能の付いた複合機を。 

前のリースというのは、いつ頃契約されたのですか。 5 年前です。そのときの資料は見ていないのですが、

5 年リースということです。 

今のファクシミリから複合機に変えたというのは、参

考見積を取った以降に変えたという趣旨ではないですよ

ね。参考見積を取るときには、もう既に複合機で取って

いますよね。 

インターネットで後継機種を検討している間に、ファッ

クス単体ではこれに沿ったのが 2 メーカーしかなかったも

のですから。 

先ほど見積書を取るときに、公告してから取ったというこ

とですが、そういうことでいいのですか。 

そうです。 

公告というのは、入札を公告しますよということでやっ

て、それから予定価格を立てるわけですか。もう少し早めに

立てるのではないですか。ちょっと分からないのですが、い

つの時点で立てるのが正しいのか。 

以前から公告から開札までの間に立てているのですが。 

予定価格の算出上で、示達額というものも1つの参考資料

に入れていますが、示達額というのはあくまでも予算の上限

という意味なのでしょう。それを予定価格の中に入れるのは

少し違うのではないかと思ったのですが。 

当局内でも好ましくないということで、指摘を受けまし

た。 

それでは、本件は落札額は極めて低いものの、手続き上特

に問題や瑕疵があったことではないと判断されますので、今

後ともよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

（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 ：カラー複合機等の賃貸借 

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者応札であるため。  

発注部局名 ：関西空港検疫所 

契約相手方 ：株式会社イノウエ商事 

予定価格  ：1,814,400円 

契約金額  ：1,231,200円 



契約率   ：67.86％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 Ｂ 

（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、株式会社イノウエ商事が契約の相手方となっ

た。落札率は、67.86％である。 

意見・質問 回   答 

1者応札になったことの理由についての心当たりという

か、何か分析はありますか。 

本件は入札参加資格が B・C・Dという形になっておりまし

て、そこで限定されてしまっていることと、入札期間につい

ては 16 日をとっておりまして、著しく入札期間が短かった

とは思っておりませんが、その部分で 1者と結果的になって

しまったのかと思っております。 

実はこの 1 つ前の審議案件も同じような賃貸借でした

が、そこは参考見積を取った業者と、入札に応じた業者

が完全一致なのです。今の案件は逆に A ランクの業者か

ら参考見積を取って、実際に、これを入札に参加したの

は B・C・D ランクということですよね。 

そうです。おっしゃるとおりです。 

ランク制度の趣旨にもよるのかもしれませんが、競争性と

いう意味では、かえってマイナスになっているのです。これ

は本来はCですか。前後を入れてB・C・Dなのか。本来Dで2

つ入れてB・C・Dなのか。 

本来は D だと思います。 

特に参加が難しい案件でもないので、どんな所でもやろう

と思えばできて、特に障壁があるとは思えないのですが、こ

れは余り人気がないというか、そもそも業者にとって魅力の

ない契約なのでしょうか。 

一応、こちらとしても関西空港検疫所の合同庁舎に公示し

たり、ホームページに公示したり、後は事務用品を取り扱う

業者に周知したりはしていましたが、結果的にこういった形

で 1者になっているという状況です。 

今のお話はB・C・Dですが、Aを入れることはできないので

すか。逆に言えば、そういう選択肢はないのですか。先ほど

の話ですが、資料2の九州厚生局のものはAが入っていました

ので。 

それは B・C・Dのうちの、例えば B であれば、Aが入った

りとか、規定上はそういう形に。 

A・B・Cとなっていましたからね。 そうです。B であれば、Aと Cが選べますので。 

そうすると、本件はDだから、Aは入らないと。 そうです。Bと C、上位に 2 つという形になるわけです。 

そういう取り決めになっているわけですか。 規定がありまして。 

これはイノウエ商事が最終的に落としていますが、この機

種は何ですか。 

機種はコニカミノルタです。見積書を取った、こちらの一

番低い額のものにはなりますが。 

そうすると、お伺いしたいのは、これは型番しかないので

分からないのですが、コニカミノルタと他の企業で全然金額

が違いますよね。これは機種が違うのですか。 

いや、性能は一緒です。スペックは一緒だと思いますが。た

だ、企業の方針と言いますか、例えばコピー機を含みますの

で、保守の方でお金を取るとか、リースの方で安くして、保

守でお金を取るという方法と、リースも高くして、保守の方

を安くするとか、多分、企業というか、業者の考え方にもよ

ってくるのかと思います。コニカミノルタの方はリースを安

くして、保守の方で高くなるとか、そういった形があるので

はないかと思います。 

ということは、入札のときは将来取られる保守は評価

していないということですね。 

 

そういうわけではないのですが、ただ保守は絶対しなけれ

ばいけないという話でもありませんので、今回の場合です

と、カラー複合機だけ保守をお願いはしておりますが、モノ

クロの複合機の保守の依頼はしておりません。セットという

形では必ずしもありませんので。 

カラー複合機には保守を入れているということですが、保

守というのは何を指しますか。 

頻繁に使うものであれば、その状況に応じて故障が多

く発生したりとか、そういったことがありますので、そ

の際にすぐ駆け付けてもらうような形で保守をお願いし

ているという形です。 

随意契約ですか。 随契です。金額にもよりますが、随契になるかと思い

ます。 

ということは、3種の合計金額で一番安いものを入札比 はい、そうです。 



較価格にしたときに、これだけで1者に決まってしまうわ

けですよね。 

コニカミノルタということにもう決まってしまうという

ことですね。少なくとも2倍以上の差があるわけですから。 

コニカミノルタにするということではないと思います。価

格自体はそこで設定されると思います。 

性能から見て、予定価格を作ったということになるでしょ

う。現実的にはコニカミノルタが入っていくのでしょうけれ

ども。 

おっしゃるとおりです。 

本当だったら、保守料金がかかることを見越しているので

あれば、トータルで安い所を入れればというのが、問題意識

で、多分そうなのだと思うのです。イニシャルは安いけれど

も、将来かかるのだったら、何のための競争なのということ

ですよね。これは保守を出すと決めているのなら、将来の保

守料金込みで入札をかけたほうがフェアではないのですか、

ということに対してはどうですか。 

保守を依頼する場合はそういう考え方ももちろんある

と思いますが。 

 

保守料金月額込みで、1台幾らと入れてもらうことも可能

な気もするし、それならトータルのコストで見たときに公平

な感じがするのですが、どうなのでしょうか。 

保守が必要な場合は、それも見越して入れていくとい

うのは確かにあるかと思います。 

 

そもそも賃貸借契約というのには、通常の使用に伴う故障

の対応、その維持というのは入らないのですか。保守契約は

別途いるのですか。 

そうです。別途でやっております。 

賃貸借というのは保守も含めて一緒に契約するものもあ

るでしょう。そういう考え方があるのでしょう。ないのです

か。 

私の知る限りでは別個で。 

賃貸借と保守とは別に契約をやっているのですか。 やっていると考えていますが。 

（分科会長の意見） 

 本件は1者応札になったわけですが、特に問題がある事案

ではないと思います。ただ、1者応札というのは、やはり競

争性が排除されているという一般の認識がありますので、今

後ともなるべく1者応札をなくすような努力を、引き続きや

ってもらいたいと思います。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：国立療養所大島青松園における船舶運航業務委託 

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 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：ジャンボフェリー株式会社 

予定価格  ： 653,665,000円 

契約金額   ： 653,184,000円 

落札率   ： 99.93％ 

契約締結日 ： 未定 

（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、ジャンボフェリー株式会社が契約の相手方と

なった。落札率は、99.93％である。 

意見・質問 回   答 

仕様書を見ますと、目的の所が少し分かりづらかった

のですが、今ある官用船 2 隻、せいしょう、まつかぜと

いうのがあって、それに加えて今回のジャンボフェリー

を付けるということなのですか。それは、なぜそういう

ことになったのですか。 

今回、契約の中身が、船も用意していただいた上での

運航委託という形になっています。既存の官用船、せい

しょう、まつかぜというものも、これまで大島・高松港

と大島・庵治港の間を運航していて、現在も動いている

状況ですが、今後、大島・庵治港の航路については、職

員が主に乗船される便ということで、なかなか船員の確

保が地域的に困難という前提条件があります。非常に船

員の安定的な供給ができないという中で、両方の航路と

も止まってしまうことを、こちらとしては懸念しました



ので、少なくとも大島と庵治については、職員が通勤す

るということは、入所者のお世話をする職員が確実に大

島青松園に行けるようにする、その手段を確保するため

に、今回 5 年間の船も含めた民間委託とさせていただい

た上で、従来からある官用船については資源の集中とい

うことで、大島と高松のほうに運用させていただく。 

 例えば官用船については、法定の定期検査と中間検査

というものがありまして、いずれにしても 1 年の間に 1

回は造船所に行かなければいけないということで、せい

しょう、まつかぜ、この官用船についても、今回、大島・

高松港の方に仮に集中するということであれば、お互い

の併用ということで考えている状況です。 

今まであった官用船 2 隻は、大島・高松便に持ってい

くということですか。 

そういうことです。 

それで、大島・庵治便はジャンボフェリーに任せるという

形ですか。 

そうです。 

今まで職員の方は、どのような形で通勤されていたのです

か。その官用船でやってきたということですか。 

これまで職員の通勤は、先生が御指摘のとおり、大島

から庵治に官用船を使って、主に朝と夕方、通勤してい

ただくという形をとっています。今後、委託後もジャン

ボフェリーが用意する船に乗っていただいて、通勤して

いただくことを考えています。 

参考見積を1者から取っているのですが、なぜこの1者だけ

なのか、理由はありますか。1者だけというのと、なぜこの

者なのかということもですが。 

入札公告を1月26日に、官報掲載とか当園のホームページ

で立ち上げて、それに参加希望のある事業者の方について

は、当然興味を持ってホームページや官報掲載を見られて

いると思うのですが、結果的にはジャンボフェリーのほう

から1者のみ応札の希望がありました。 

補足させていただきますと、予算については私たちのほ

うで積算をさせていただいたという経緯があります。最終

的にこの予算額自体は、財務省との折衝の上で決まった額

ということですが、その内訳としてはこちらも運輸局など、

そういった所に照会をかけて、船員さんの単価を照会した

り、参考見積を2者から取得し一般的な市場の単価を調査し

たりするなど、そういったものを積算した上で積み上げた

額が、この結果という形になっているので、そういった金

額を予算額として計上させていただいているという現状で

す。 

参考見積で取った金額よりも低い金額で予定価格を出し

たけれど、結果的に落札してくれたということですか。 

そうです。 

瀬戸内海というのはジャンボフェリー以外にも、いろいろ

なフェリー会社がありますよね。予定価格を青松園の中で

作るときに、ほかの所、いろいろなフェリー会社から、

概算でも何でも参考的な資料を取るようなことはしない

のですか。査定するに当たって。 

先生が御指摘のとおり、四国界隈にはほかにもフェリー

会社が複数います。そういった所に対しては一般論で、例

えば船長の給与はいくらですかなど、本省のほうでも予算

を積算する上で、いろいろと聞かせていただきました。そ

ういった情報を基に、詳しくはなかなか申し上げにくい部

分もあるのですが、こういった予算額を積算させていただ

いているので、それに沿った形で今回契約させていただい

たものだと認識しています。 

分かりました。それで、どのようになるのですか。現

に必要性はあるわけですよね。 

はい。やはり非常に船員の採用が、なかなかできない

という中で、唯一の移動手段ということになっていま

す。入所者の方の生活にも御不便をかけないようにする

ということで、運輸局と受注者のほうで今、最後の詰め

を行っている段階と聞いておりますので、それが終わり

次第、速やかに契約を締結して運航を開始したいと、こ

ちらも承知しています。 

（分科会長の意見）  



それでは、本件は特に手続上の瑕疵があるということでは

ありませんが、1者応札の対策については更に努めるように、

今後とも努力していただきたいと思います。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：社会交流会館新築整備工事 

資格種別  ：建築一式（Ｂ又はＣ等級）  

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：中国建設工業株式会社 

予定価格  ：253,000,000円 

契約金額  ：243,000,000円 

落札率   ：96.05％ 

契約締結日 ：平成 27年 6月 19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、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、96.05％である。 

意見・質問 回   答 

先ほどの工期の変更というのは、入札公告で1日ずれたと

いうことがありますが、これはどういうことですか。1ペー

ジの工期の変更で、入札公告を変更しているという話は、ど

ういうことですか。 

これは設計の遅れがあったものですから、平成 27 年

6 月 19 日になった次第です。 

 

いや、5 月 21 日に入札公告が最初にあって、それで 5 月

22 日に変更というのが記載してあるのですが、これはどう

いうことなのかということです。 

この工事案件は財務局の繰越の承認を得た案件でし

て、当初は平成 27 年 7 月 31 日までにしていましたが、

財務局に確認したところ、繰越承認での完了の日付を延

長するには、再度の承認手続は必要ないということだっ

たものですから、工期を平成 28 年 3 月 18 日までに変更

したところです。 

総合評価方式を行った時の評価シートがありますが、加算

点にしろ、入札価格にしろ、今回、契約者となった所が一番

なのですが、この加算点の評価について説明して下さい。 

加算点の違い、11点と4点の違いですが、中国建設工

業というのは過去に当園での工事実績等もあったとい

うところで、ある程度信用できる工事ができるというと

ころも、評価した点です。 

これは技術提案書で求めている、安全管理に関する提

案を求めて、それを評価しているのですが、この加算点

の評価表というのは、最初からこの評価項目があったの

ですか。それとも、ここに具体的な施工計画ということ

で、各社が具体的に挙げてきていますが、それを評価項

目として並べているのでしょうか。評価表の、技術的所

見というリストが、1 番からそれぞれについてあります

けど。つまり、最初から評価項目があったのか、それと

も出てきた項目に沿って、それを評価項目にしたのだと

すれば、たくさん書いてくれば書いてくるほど評価が良

くなるということになりますよね。 

これは従来からあった様式を使わせていただいていま

す。 

関連でお尋ねしますが、どこに配点がされているのです

か。1～6という番号があって、技術的所見欄に「関係者との

事前打合せ」とかがありますが、これは公開されているので

すか。それとも非公開なのですか。 

これは公開していません。 

これも選択の問題なのかもしれませんが、例えば「安全パ

トロール」の所はどちらも入っていないけれど、実際にやっ

ているのだけれど、そこに着眼点があると思わないから書い

てないようなところというのは、なかなかうまく反映されな

い。まさかそこに配点があるとは思わないから書いてないと

かがあるのかなと思うのですが、そこはどうなのでしょう

か。逆に開示すれば、みんな満点が付いてしまうのですかね。

でも、それはそれで悪いことでもないような気もしますが、

こちらとしましては、ある程度開示をしていただければ、

それは点数に反映するのかなとは思っています。 



そこら辺についてはどう考えたらいいのでしょうか。 

これは確認ですが、様式5としてある加算点評価表、これ

はそちらの施設独自のもの、これまでずっとやってきた独自

のものですか。それとも、一般にほかのプロジェクトなどで

も使っているものでしょうか。 

この加算点表は、従前からある表を使っています。 

要するに形式的に総合評価落札方式をとったのは、金額だ

けではなしに、それ以外の要素も加えて競争したほうがいい

だろうという趣旨だと思うのですが、その総合評価の各項目

が形式的に終わっていると、本当にそれでいいのですかとい

う趣旨だと思うのですが、それに対してどういう考え方をお

持ちですかという質問です。 

今、お話がありました様式 5 についてですが、こちら

については施設ごとにものが違ってきます。正確な言葉

を言うとですね。そもそもマニュアル本が出ていまし

て、そのマニュアルに沿って、施設ごと、事例ごとに、

同じものを使っている場合もありますし、これは不要

だ、必要だといったものがあった場合には、付け足した

り削除したりしているものです。ですから、同じ書式の

ものがあれば、場合によっては少し違うものが出ている

ものです。 

多分、邑久光明園さんのほうで従前からと言っている

のは、毎度と言うと言葉が過ぎますが、工事が同じよう

に例年続いてきていて、安全管理に関することを特に重

視されている。それは園のほうで、御高齢の方であると

か、身体の不自由な方が非常に多くいらっしゃいますの

で、そこを中心に見ているということで、なんとなく同

じような評価項目が出てきていると考えています。 

施設ごとにこれを構成することができるというのであれ

ば、やはりそれぞれのプロジェクトにおいて、この項目を同

じように使い続けるのではなく、どういうところにウェイト

を置くのか、何を評価するのかということをきちんと考えな

がら、それぞれのプロジェクトをやっていただく。それが総

合評価方式の趣旨だと思うので、是非ともよろしくお願いし

ます。 

はい。 

（分科会長の意見） 

総合評価方式をとったという、その趣旨をよく現場の方

が理解されて契約を行うことによって、単純な金額だけの競

争ではなくて、より良いものを求めるためにやっているので

すということが分かるような形に、更に努力していただきた

いと思います。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：食器洗浄業務委託契約 

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、落札率が低いため。  

注部局名   ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社ボーラ 

予定価格  ：21,902,400円 

契約金額  ：11,639,700円 

契約率   ：53％ 

契約締結日 ：平成 27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、株式会社ボーラが契約の相手方となった。落

札率は、53％である。 

意見・質問 回   答 

本件は一般競争入札を実施している案件で、落札率が

低いということです。今、御説明があったのは、低入札

調査をしていないということでよろしいですね。 

はい。 

その基準というのはどういう基準なのですか、本件の

場合に当てはめると。 

予定価格の 60％を切る場合については、低入札というこ

とで調査をして、調査の結果妥当性が認められれば契約



をするということです。 

それをやっていなかったということですね。 はい。 

既存の業者も入札に参加されていますね。なかなかこうい

う継続のものでこれだけ競争性が働くのも、ここで見ていま

すとそれほど多くないのかなと実は思ったりもするのです

が、この件で、結果的に低入札に係るぐらいの金額で新しい

業者が入ったことについて、何か理由とか、あるいは何か工

夫したのかとか、そういう思い当たるところはありますか。 

工夫ということはないのですが、今回の入札について結

果を御覧になっていただければ分かりますが、既存の業者

はほぼ90％台で入札していますが、ほかに2者、60％を切っ

て入ってきています。こちらの業者は今回初めて来たとい

うことと、それと、遠方でして、両方とも九州の業者です。

これについては、落札金額もありますし、地域的なことも

ありますので、この低入札に係る調査としてではありませ

んが、契約前にいろいろ聞き合わせ、それから調査等を行

って契約について妥当性を確認しているところです。ただ、

今回4者入ってきたというのは、ちょっとこちらでも想定し

ていなかったということです。もともとの業者と、その前

の年も業者が代わっています。それ以前の業者についても

こちらから声掛けはしたのですが、その前の年の業者の方

は、今回は入札には入ってこなかったという状況です。 

 一般的には安ければいいのかもしれませんが、これは

特に委託業務の中でも人件費率が高いものかと思うので

すが、最低賃金を割っていないかとかの調査ぐらいはさ

れたのでしょうか。特に、入札でやっているのだから安

ければいいということに一応はなるのでしょうか。 

 

作業員の賃金については調査をしました。こういう場

合ですと、業者が代わっても実際に作業員はそのまま残

るというケースが多いのですが、今回の場合はかなり金

額が下がったということで、前の業者の所に来ていた作

業員はみんな辞めるという意思表示をされました。もう

1 つは、今回入った業者が事前に作業員に挨拶がなかっ

たというか、自分たちが入ろうと思うということ、その

前の業者はあったのだけれど今回はなかったというこ

とで、作業員のほうも続けてはやらないということだっ

たので、結構、今回入った業者のほうは大変と言うか、

募集を掛けています。最低賃金については、確認したと

ころ、予定価格の積算方法でいくと最低賃金よりは 110

万円ほど上回っています。それから、今回の業者のほう

は作業の方法なども若干変えていまして、予定価格の中

では毎日 1 人 1 時間ずつの超過勤務を見込んでいます

が、今のところはそれもしていないようなので、そうい

うものを外して考えると、今回の業者の落札金額でいく

と 952 円ぐらいの単価になります。作業員の募集を折込

み広告等で掛けていますが、募集には時間単価 1,000

円で募集を掛けていますので、大体、管理費であるとか、

あるいは通勤手当等、その辺りのところで調整できれ

ば、恐らく 1,000 円ぐらいの単価では一応ペイするので

はないかなと思っています。 

 あと、今回落札したということで、4 月 1 日の業務開

始までに地元の作業員がそろわないので、当初は九州の

会社のほうから社員を派遣して 6 月 5 日までいました。

それから地元の作業員に替わったということで業務を

遂行しています。 

（分科会長の意見） 

本件は、必要な手続を取っていなかったという点はあると

ころですが、契約手続については、一般競争で実施されてい

るということではその点は問題ないと思います。ただ、会計

規程はきちんと守っていかなければいけないものですので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

分かりました。ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎の管理・運営業務請負契約 

資格種別  ：役務の提供等の建物管理等各種保守管理（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、１者応札であるため。  

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：東京ビジネスサービス株式会社 

予定価格  ：465,979,447円 

契約金額  ：370,915,200円 

落札率   ：79.60％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1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 者応札であり、東京ビジネスサービス株式会社が契約の相手方

となった。落札率は、79.60％である。 

意見・質問 回   答 

前回の契約内容というか、警備とか設備管理とかの仕様

と、今回のもので大きく変わっているところはあるのです

か。 

特に大きく変えているところはありません。 

今回の予定価格の出し方については資料が付いていました

が、それと、前回契約の実績との関係で、前回契約の実績よ

りも本来あるべき積上げをした結果、高い予定価格で一応手

続が進んだということになるのですか。 

積算本で算出した額に過去 3 年間の平均落札率を掛

けて予定価格を作りました。 

 

実際には、さらにそれの 79.6％になっているので、その

差というのはどこで生まれたのかなと思って。よく見れば分

かるのかもしれませんが、入札した業者は前年並みに入れた

つもりなのに落札率が約 80％になったのか、前年よりも業

者がどこかで努力されて安くなっているのか、どちらかなと

思ったのですが。 

3 年間の契約が前提ということもありまして、入札手続

のコストの削減だとか、初期投資等の民間事業者の削減

の効果が表れているのかなとは理解はしているところ

です。民間事業者の創意工夫を取り入れてコストの削減

が図られたのかなと考えています。 

今回落札した所は、前回、これまでやっていた所と同じ所

ですね。そこはいつからその建物の保守管理をされているの

ですか。 

調べたところ、平成22年度より以前は分からないのです

が、平成22年度のときには応札者が2者ありまして、入札の

結果、東京ビジネスサービスに。平成23年度、平成24年度、

平成25年度は入札で東京ビジネスサービスの1者応札。平成

26年度、昨年度は応札者は2者でしたが、東京ビジネスサー

ビスが落札したと。調べたところでは、平成22年度からは

東京ビジネスサービス株式会社であることが把握できまし

た。 

この施設ではとても難しい実験をしたりしているの

で、施設の維持管理も非常に大変ではないかと思うので、

そういう意味では、今の建物の維持管理をしている会社

はかなり情報を持っていたり、ノウハウを持っていて入

札に参加しやすいわけです。ですから、今のお話ですと、

平成 22年から 5年連続で 5回入札で落とすことができて

いて、今回 3 年契約ということで合わせて 8 年になるわ

けですが、これまでも複数者の応札があったようですが、

ほかの者が取りやすいような、つまり参加しやすく、こ

の入札により適切な金額を入れやすいような工夫という

のは、何か仕様のようなところで、又は入札の条件など

でされているのでしょうか。 

平成26年度の入札のときにプライバシーマークを外すと

いうこと。プライバシーマークの条件があったのですが、

そちらを外して、これまで3年間、そもそも市場化テストの

対象になったのが3年間連続で1者応札であったという経緯

があったものですから、平成26年度のときにはそういう競

争性がもっと働くようにしようということで、プライバシ

ーマークの条項を外して、2者の応札者があったのですが、

結果的には金額の安い東京ビジネスサービスになったとい

うことで、プライバシーマークを外したというのがありま

す。 

入札参加資格、入札公告の一番下の(6)ですが、かなり

厳しいという印象を持つのですが、これについてはどう

いう感じですか。 

実はこちらに関しても議論がありまして、ここの条項を

入れるに当たって、内閣府の市場化テストに載っているも

のですから、官民競争入札等管理委員会という所で御審査

を頂いて、こちらの議論をしていただき、ここの条項をこ

のように定めるということで書かせていただきました。 

では、前はもっと厳しかったということなのですか。 はい。 

何か、これ自体ものすごく厳しいなというような印象を持

ったのですが。ですから、こういう基準を作るとほかに入っ

てくるところはあるのかなと。素人目ですが、現実にあるの

かなという印象を持ったのですが。それなりに努力されてい

はい、そうです。 



るということで。 

本件は機器の維持管理というものと、警備受付というのと

2 つ合体しているのですが、これを分けるという考え方はな

いのですか。 

そこら辺の議論も実はありましたが、感染症に関する研

究を行っていまして、特殊な病原体を取り扱っていること、

通常の庁舎と異なる特徴を有しているということで、一体

となった管理運営が望まれるというところで、このように

一体としてということになりました。 

戸山庁舎以外に感染症研究所はほかにもあるのです

か。そこはどういう契約形態になっているのですか。警備

と一体ですか。 

村山庁舎とハンセン病研究センターというのがありま

す。村山庁舎に関しては警備と施設維持は一緒になってい

ます。 

参考までにお伺いしたいのですが、先ほどの公告の条項、

P3 レベル相当の施設の維持管理をやっているというのは、

これは何社ぐらいあるのですか。 

そこも実は、平成26年度のときに、何か競争性を妨げて

いないかどうかということを議論を重ねました。複数者あ

ることは間違いないです。他の会社が平成26年度は応札し

てくれましたが、そこは、P3実験施設と同様の施設を有す

る所を扱っているということで、2者の競争性は働きまし

た。 

（分科会長の意見） 

本件は総合評価で1者応札ということですが、感染症とい

う特殊な研究所であるので、そういう厳しい要件を付けざる

を得ないという面もあることは認められます。ただ、今後と

も、このような大きな契約について1者応札がずっと続くと

いうことであれば、やはりそれなりに問題視されると思いま

すので、その辺の、より競争性を持たせるような努力をして

いただきたいと思います。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立医薬品食品衛生研究所 排水処理・再利用・専用水道設備・焼却炉施設維持管理業務一式 

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者応札であり、落札率が高いため。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社クリタス 

予定価格  ： 49,155,120円 

契約金額  ： 49,086,000円 

落札率   ： 99.86％ 

契約締結日 ： 平成 27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者応札であり、株式会社クリタスが契約の相手方となった。

落札率は、99.86％である。 

意見・質問 回   答 

これは官報に掲げていますが、WTOとかそういう関係で掲

げているのですか。 

金額的に、官報に載せることになっています。政府調達

案件として扱っております。 

予定価格を立てるとき、参考見積を2者から取って出され

ていますね。これは1枚だけ、各者、1者ごとに1枚しか付い

ていないのですが、内訳は実際にあって、その内訳でチェ

ックというか、適正性については検証していることになる

のですか。 

そうです。 

前回、これと同じ会社が落札されていますね。クリタス

はいつからこれを落札されていますか。 

一般競争入札に移行したのが平成 17 年からになる

のですが、その後はずっとクリタスで、その前の随意

契約の時代もクリタスが入っておりました。 

この施設の維持管理というのもかなり特殊性がある

と思いますが、そういった意味で、競争性を高めるよう

なこととして、実務経験10年以上というのを相当年数と

変えたとありますが、ほかに何か競争性を高めるような

ことはされていますか。 

実際、どのぐらいの量を処理しなければいけないのかと

いうこともありますので、「参加資格」、4)の中に、要は

1日の処理能力等、あとは再利用の処理能力等を目に見え

る形で示すことによって、他社が入っても積算しやすいよ

うに、入札しております。 

10年以上にわたって。もっと言えば、随意契約の頃から、 はい。この施設、設備もそうなのですが、設置して



もっと長いのでしょうけれども。10年以上にわたって、こ

の業者しか、実際には管理業務に付けていないのは、何か

考えつくような理由はあるのですか。 

30 年以上経っているもので、熟度の高い管理者が必要

なことが、第一前提となってしまうと。ただ、先ほど

の実務者経験等を緩和したことによって、今年の説明

会には 3 者が見えられたのですが、如何せん古いとい

うことで。通常の、今の処理方法、例えば、メッシュ

でこし取るような方法で処理しているものが、吸着沈

殿させた物を掬い取るとか、方法が違うと、処理容量

が違うこともあって、現場を見て、熟度の高い管理者

を確保できないので辞退されていると聞きました。 

 それと、東日本大震災以降、東北のほうの需要が高

いということで、そちらのほうに熟度の高い管理者が

行っているという状況も聞きましたので、今はこちら

の方に入ってこられるような状況ではないと聞きまし

た。 

参考見積の提出があった他の会社が入札してこなかった

のはなぜですか。その理由は何かあるのですか。 

参考見積として徴取はしているのですが、もともと

この会社は相当年数の経験を有するというところで該

当者を用意できないということで辞退しております。 

（分科会長の意見） 

極めて特殊な業務の契約であると認識しております。少し

ずつではありますが、そういう枠を取り払っている努力も認

められます。ただ、落札率が高くて、1者応札というのは第

三者が見れば問題視されかねませんので、よりいっそうの御

努力を期待したいと思います。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：試験研究業務等のための人材派遣業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由   ：不調による随意契約を実施していることから、調達手続きの妥当性について、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 ：ＷＤＢ株式会社 

予定価格  ：分類16 5,828,568円 分類25 5,958,660円 

契約金額  ：分類16 5,225,472円 分類25 4,327,344円 

落札率   ：分類16 89.6％    分類25 72.6％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を実施したところ不調となり、会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令

第９９条の２に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

不落随契をしたのは、入札者がいなかったからですか。 はい。入札を33件行いまして、その中で、その分類につ

いて入札がなかったものです。その分類については4頁か

ら御覧いただきたいと思いますが、左端に「分類」とあっ

て、4頁からの6頁に33番まであります。その中の、5頁に

ある16番、25番が今回ＷＤＢと不落随契をした案件です。 

いつもは不調となっても、一定期間をおいて再度公告を

して、再度入札をする手続を踏んでいるのですが、この時

は2月、3月で、非常に人の出入りが激しい時期でもあって、

この開札後にＷＤＢのほうから、人材が確保できたという

話があったもので、この時期を逃がしてしまうとまた人を

確保できない可能性があるため、予定価格などは全て変え

ることなく、その範囲内で不落随契としました。 

原則は、もう1度、再度入札をかけるというやり方です

か。 

はい。原則は再度入札です。 

不調となったのは 8 件あります。ほかの 6 件はそう

いう手続を取ってあるのですか。 

このほかの会社からも提案がありまして、その者とも不

落随契を結んでおりますが、残りの 5件については再度公

告を行って、落札があるまで入札を続けています。 



履行可能な所はＷＤＢ以外にはなかったのですか。 今回、入札説明書を取りにきた業者は 11 者ありました

が、実際に入札書を提出したのは 6 者でした。その 6者の

中で、開札後にＷＤＢがこの 2件について人材確保ができ

た状況でした。 

最初に応札しなかったＷＤＢが、後になってできると入

って来た経緯が分からないのですが。 

業者は派遣できる人を確保できていれば、入札に参加し

てくるのですが、3 月 2 日の時点で派遣できる人の中に、

16 番、25 番の資格要件のスキルを持った人がいなかった

ので応札できなかったのです。26、27頁を見てください。

3 月 16 日と 3 月 20 日に、それぞれこの金額で、それぞれ

の業務に対してスキルを持った人を提案できるという話

がありまして、それで、不落随契という形で契約をさせて

いただきました。 

公平性があったかを確認したいのですが、声かけはＷＤ

Ｂだけに対してのみ行ったのでしょうか。それとも入札に

参加した業者全員に行ったのでしょうか。 

声かけは、入札に参加した業者だけでなく、入札説明書

を取りに来て入札に参加しなかった業者に対しても行

っています。 

その結果、ＷＤＢだけが来たのですか。 そのとおりです。 

（分科会長の意見） 

特段、手続上の問題や瑕疵があるとは認められないと思

います。 

  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：パソコン検証作業一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えることから、再委託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 : 富士ゼロックス株式会社、再委託先 Ｓ＆Ｊ株式会社 

予定価格  ： 4,725,000円 

契約金額  ： 4,590,000円 

落札率   ： 97.1％ 

契約締結日 ： 平成 27年 6月 18日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項の規定に基づき富士ゼロックス株式会社と随意契約を行ったところ、Ｓ＆Ｊ株式会社に対 

して委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超える再委託が行われていた。 

意見・質問 回   答 

本件はなぜ再委託されたのか説明をお願いします。 当初、緊急随契を行うに当たり、できるところを探

しました。その結果、富士ゼロックスともう 1 者、後

藤商事というところができるという話をいただいて見

積りもとったのですが、富士ゼロックスの方からほと

んど大部分はＳ＆Ｊに再委託する説明がありました。そ

のため、Ｓ＆Ｊと直接、契約できないかと話をさせてい

ただきました。そうしたところ、Ｓ＆Ｊが直接の営業窓

口を有しておらず、営業代行を通してのみしか契約で

きないと説明がありました。そこのところはどうにか

ならないかと、こちらとしても話はさせていただいた

のですが、できないということでしたので、こういう

形で契約をさせていただきました。 

その再委託金額と委託金額との差額が富士ゼロック

スに入ります。全て放り投げているような形に見える

のですが、そういう場合でも富士ゼロックスにその分

を支払わなければいけないことになるのですか。 

実際、品質管理となると、契約上、責任の所在は全部、

富士ゼロックスとなりますので、その分として考えれば致

し方ないのかと考えております。 

サイバーセキュリティという意味において、この業界

の、つまり、営業窓口を直接持ちたくないという、会社の

形態の特殊性みたいなものが背景にあるのでしょうか。 

Ｓ＆Ｊ株式会社の業務実績についてですが、例えば、他

の官公庁からでも、大規模感染事案の端末調査を行ってい

ると伺っております。こちらについてもＳ＆Ｊが官公庁と



直接契約をしていたのではなくて、その間にどこかが入っ

てという形で契約を行ったと伺っております。Ｓ＆Ｊはこ

ういった形態を取っていると伺っている次第ですが、ほか

にこういった形態を取っている会社がどれだけあるかは

調査できませんでした。 

Ｓ＆Ｊ以外にもサイバー攻撃の検証作業という業務を

できる会社はあるのですか。 

検証作業自体はできる所はあります。 

後藤商事というところからも見積書を取ったというこ

とですが、そちらはどうなのですか。 

後藤商事は商社でして、実際にPC解析ができる会社

に再委託するという形で、今回の富士ゼロックスの場

合と同じです。 

（分科会長の意見） 

公共調達の適正化の通知では丸投げのような再委託を厳

に戒めていますから、その辺との兼合いでどのような取扱

いをするべきかという案件です。このような案件はそんな

にあるとは思えませんが、今後も注意して適正に行ってい

ただきたいと思います。 

 

 

９都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況については資料の配付をもって報告を行った。 

 

                              【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 


