
平成２７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２７年１２月２４日（木） 厚生労働省共用第９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 ７月１日～平成２７年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １２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 ２９１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 ：拠点内LAN設定変更等作業  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、新規の調達案件で競争性のない随意契約を実施していることから、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 ：北海道厚生局  

契約相手方 ：ソフトバンク株式会社法人第八営業本部 

予定価格  ：1,650,240円 

契約金額  ：1,080,000円 

契約率   ：65.45％ 

契約締結日 ：平成27年9月28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 

随意契約ということで、期間が限られていることが理由と

されていますが、これをやることが決まったのは、いつにな

りますか。 

９月１日に本省の方から指示のメールがきて、それから

９月４日には見積もりをすぐに提出して経費の要求をしな

さいということで、かなり日数が限られていた中で、まず

見積書の提出を受けました。 

 それに基づきまして本省の方に予算の要求をしたところ、

各地区のほかの厚生局と比べて北海道は高いと言われてし

まいましたので、それをもとに、各厚生局の金額の内訳な

ども聞きながら、改めてソフトバンクと減額交渉を行った

上で、最終的に税抜き100万円の金額で、再度見積もりの提

出を受けて、その金額で契約に至ったという次第です。 

予算を見積もるための見積もりと、予定価格を立てる見積

もりと、契約の見積もりと、理屈では３つに分かれますが、

今の御説明だと、９月４日の見積もりというのは予算の金額

を決めるための見積もりということですか。 

はい。 

随意契約にすることとソフトバンク１者に絞ることは別

のことだと思うのですが、随意契約の相手としてソフトバン

ク１者に絞って値引き交渉というか、価格交渉するというこ

と自体は、いつの時点で、どういうプロセスで決まっている

のですか。 

今回、期間が通常よりかなり短かったということが少な

からずあります。それも踏まえまして、ソフトバンクが、

だいたい半年前に一度、この年金審査部門の立ち上げの際

に、今回のシステム関係やスイッチ関係を調達していると

いうことがまず大きな部分でございます。 

それ以外に、今回のシステムについては、日本年金機構

の方からも、年金記録を確認できる端末、ウィンドマシン



と言われているものですが、そのシステム関係のつながり

や今回のスイッチの設定に少なからず影響を受ける部分と

事前に聞いておりましたので、その部分も本年３月に設定

などがされた際に、ソフトバンクの方で問題なく対応でき

たという経緯もございまして、まずはソフトバンクと随意

契約を考えようということで実施したところです。 

ここであれば楽だとは思うのですけれども、本当に10月10

日に作業を行うことを前提にしても、ここしかできなかった

のでしょうか。過去の実績がないとやれない作業のようにも

思えないのですが、ある程度一般的な作業というか、それな

りの業者であればこのくらいの時間の余裕があればできる

ような作業ではないでしょうか。 

はい。実は、今回、２回目の減額交渉をしている時点で、

もう１者、今回の案件とは関係のない案件でLANの配線など

を行っている業者の方にも見積もりの依頼をしています。

その時に出された金額は、結果的に、今回、再度減額交渉

を行った結果のソフトバンクよりも高い金額でした。そこ

の業者と話したところ、今回の調達については、システム

上複雑な部分も少なからずあった上で、さらに、ここまで

にやらなければいけないという期限があるので、もし何か

失敗したときに、それをリカバリーするだけの期間が余り

にも短い、また、日本年金機構から借りているパソコンの

方にも影響が出ると、正直、責任が負えませんということ

で、金額も少し高めに設定した上で、なおかつ、できれば

進んで手を挙げたくない案件ですという話は受けていまし

た。そういう部分も踏まえて、ソフトバンクでいくしかな

いのか、いったほうが、確実性は高いのかということが正

直な思いでしたので、引き続きソフトバンクの方と話を進

めていたところです。 

随意契約理由とは、ここしかないというようなことだった

と思うのですが、ほかの人が見れば、別にソフトバンクでな

くてもできる話ではないかと言われたときに、答えられるか

どうかだと思います。期限が決まっていたので早くしなけれ

ばいけないとか、担当レベルではいろいろあると思いますけ

れども、対外的な説明として十分に随意契約の理由に当たる

かどうかというのは、もう少し精査したほうがいいのかなと

いう気がします。もう１者来たというお話でしたね。 

はい。 

そうすれば、ほかのところも、ある意味では、相見積をと

ったり、もっと言えば、時間の制約がなければ一般競争にか

けたりできるかもしれない面もありますから、最初から決め

るのはどうでしょうかと思います。 

はい。 

北海道以外の厚生局はどのようにしていたのでしょうか。 全部は確認していませんが、３つか４つの局を確認した

中では、全て随意契約になっています。金額的には、100

万円を切るような額でした。 

ほかの局もソフトバンクでしたか。 いえ、そこはまた別で、地元の業者なりと契約している

と聞いています。 

３月に設置したという話がありましたが。その時点では、

今、問題になったLANとの接続は全然考えが及ばなかったと

いうことですか。 

はい。今回の日本年金機構の情報流出の部分の話は、夏

ごろに起きた情報流出の事件を受けて、それから話が進ん

だと聞いておりますので、３月に工事を行って、４月に総

務省のほうから業務を引き継いだ時点では、全くそのよう

な想定はしていなかったと聞いております。 

（分科会長の意見） 

本件は、随意契約ということで問題として取り上げること

はないと思いますが、今後の随意契約に当たっては、今、出

たような意見を十分踏まえて取り扱っていただきたいと思

います。 

はい。 



【審議案件２－１】 

審議案件名 ：補給品運搬用自動車交換契約 

資格種別  ：－  

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

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 ：有限会社吉崎サイクル 

予定価格  ：1,500,097円 

契約金額  ：1,500,097円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成27年9月25日 

【審議案件２－２】 

審議案件名 ：庶務運搬用自動車交換契約 

資格種別  ：－  

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

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 ：有限会社 吉崎サイクル 

予定価格  ：1,391,000円 

契約金額  ：1,347,477円 

落札率   ：96.9％ 

契約締結日 ：平成27年8月25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 

吉崎サイクルの見積書がありますね。その次に他の会社２

者の見積書があるのですが、それぞれの見積もりはどう違う

のですか。 

まず参考見積もりとして３者からとっております。こち

らをもとに最終的に予定価格を決定する参考にしておりま

す。最初の時点では、吉崎サイクルを含め、４者に参考見

積もりを依頼していたのですが、１者からは来ませんでし

て、結果、３者という形になっています。 

「補給品運搬用自動車１式」の方ですが、見積もりをお願

いしたのは４者ということになるのですか。 

はい、そうです。 

「庶務運搬用自動車１式」も同じ４者ですか。 そうです。同じ会社４者です。 

この４者に声をかけていることの理由は何かありますか。 

 

当園は、地理的になかなか厳しい、岡山県の端っこの島

にありまして、岡山市内から大きな会社に来ていただける

かといえば、なかなか難しいようなところがあります。そ

こら辺の地理的条件もありながら、近くにあるディーラー

や、吉崎サイクルともう１者の昔ながらの自動車販売とい

うか地元に根ざしたような会社といった普段から取引があ

ったりというようなところに声をかけさせていただいた次

第です。 

他の大手メーカーのディーラーは、近くに、現実的な範囲

にはないということですか。 

ありませんし、取引も余りないところです。 

補給品運搬用自動車のほうは、ギアが問題になったという

ことで、もう一つはエンジンの調子が悪くなったということ

で、いずれも経年的には相当経過していますから、いずれ交

換、買い替えということが予想されるわけですね。であるの

に、それぞれ別々で、調達する時期が近いのに160万円とい

う随意契約の枠の中に入れようとして分けてやっているの

ではないかと、一般の人が見れば疑問に思いますが、それに

対してどのように答えますか。 

庶務運搬用自動車につきましては、以前から、エンジン

の調子が悪いということは、職員からたびたび苦情を聞い

ていました。それで、今年度、購入することを当初から予

定しておりました。補給品運搬用自動車は、来年３月で車

検が切れるということがあったのですが、予算をいろいろ

やり繰りして、予算面にある程度ゆとりがでれば、その時

点で買おうというような計画をしていたものですから、そ

れで別々の契約に至った次第です。 

それであれば、契約の担当部局は、別々にやる必要はない

というような考えにならなかったのでしょうか。事故があっ

た、車が急に動かなくなったなど、突発的な話ではないです

50kmくらいあります。 



から、そろそろ替えなければいけないなということがわかる

訳ですから、あえて分けて、しかも、同じ吉崎サイクル１者

と随意契約を結ぶというのは、第三者から見れば、なぜそう

いうことをするのかということだと思います。 

あと、瀬戸内市邑久町というのは、岡山市から見れば、そ

んなに離れていないですよね。 

公告してやれば、岡山市とか近辺のディーラーが入札して

くる可能性も十分あると思います。 

そのあたりは、おっしゃるとおりでございます。 

園としては車を何台ぐらい持っているのですか。 34台です。 

近年は、全部を吉崎サイクルから納入とか、そんな感じで

すか。 

いえ、４者ぐらいに分かれております。 

４者は地元のディーラーですか。 １者は岡山市内です。あと、バスなどがあって、それは、

そういったディーラーからとなっています。 

それぞれの車に仕様が書かれているのですが、この仕様と

いうのは、想定される車種は何台くらいずつあったのです

か。各社とも同じ車種を見積もってきていますね。つまり、

仕様書が車種を特定しているのではないかと思われますが、

そういうことはないですか。 

ある程度想定している車はありますが、それは交換する

車と、仕様がどうであるとか、そこら辺で、ほかの車が選

べるような範囲は持たせているつもりではありますが、結

果的に、このようになってしまったと思っています。 

（分科会長の意見） 

本件は、２件、同じ契約業者から随意契約ということで調

達されているのですが、やはりこういう近接している時期に

同じような調達をするに当たっては、競争契約の可能性につ

いて、いま一度検討されることを期待したいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：ビデオ鼻咽喉スコープシステム一式 

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、1者応札の中で落札率が高いため。  

発注部局名 ：国立療養所多摩全生園 

契約相手方 ：株式会社ＭＭコーポレーション 

予定価格  ：4,854,600円 

契約金額  ：4,853,520円 

契約率   ：99.98％ 

契約締結日 ：平成 27年 7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ＭＭコーポレーションが契約の相手

方となった。落札率は99.98％である。 

意見・質問 回   答 

これは、一般競争入札で１者応札ですが、参加してくださ

いという趣旨の声かけをした業者はありますか。 

当園と取引がある業者へは、公告の時点で声かけはした

のですが、参加には至らなかった状況になっております。 

その理由ですが、直接聞いているか、あるいは、心当たり

でもいいのですが、扱っている商品の特性によりますか。そ

れとも、それ以外の理由でしょうか。 

細かくは分かりませんが、その製品は取り扱っていないと

いう回答が来ていました。 

参考見積もりの方には他の会社があるのですが、入札のと

きには入っていません。それは何か理由が分かりますか。 

すみません。把握していません。 

落札率が99.98％で、しかも、両者の参考見積もりはほと

んど全部同じですね。これで１者しか来なかったら、ほとん

ど定価で買っているのと同じような形になって、競争が全然

働いていないのではないかと言われると思います。その辺の

ところは、こういうシステムだから仕方がないと考えるの

か、その辺はまだ不十分な契約のあり方だとするのか、そう

いうことはどう判断されるのかと思っています。 

 例えば、ほかの療養所などではどういう機器を購入してい

るか、他のメーカーから購入していないかなど、そういう調

この案件につきましては、ハンセンの施設に照会しまし

て、３施設から回答があったのですが、値引き幅が大きかっ

たのがこのＭＭコーポレーションの70.59％でした。 

 



査をされますか。厚生労働省関係では、病院や療養所があり

ますが、そういうところではどういう機器を購入していて、

予定価格を立てるに当たっては、市場価格を勘案して、予定

価格をもう少し下げるとか、そういうことをするのが普通だ

と思いますが、それをされていないと思いました。そういう

ことはしていますか。 

例えば、今、資料を見ていますが、これですと、実際の見

積額が、70％が割引後の率ですね。 

はい。 

「ビデオ鼻咽喉スコープシステム 仕様書」というこの仕

様書は、園内でどういう手順で作られましたか。誰の発案で、

園内でどういう手順を踏んでこの仕様書を決めましたか。 

こちらの仕様書につきましては、臨床検査科に依頼しまし

て作成していただきました。 

 

臨床検査科から上がったものが、園内で検討されていない

のですか。 

それは医療機器整備委員会の方に諮っています。 

そのときに、この仕様書が、特定の機器を指定するような

仕様書になっていないかどうかの確認はされていますか。 

それにつきましては、特定の機種に選定がないように、仕

様書を作成するようにしています。 

ということは、この仕様書は、他のメーカーの機器でも選

定できるということですね。 

それなのに、ほかの業者は、対応する機種がないからとい

うことで応札してくださらなかったということですか。 

ほかの業者の方が、メーカーと取引を行っていない、こう

いうビデオ鼻咽喉スコープを取り扱っていないという業者

がありました。 

ということは、スコープを扱っていない業者に声をかけた

ということですか。 

当園と医療機器の取引がある業者には、全て声かけをして

おります。 

取引があるというのは、こういう鼻咽喉スコープについて

の取引があるということですか。 

ほかの医療機器に全般的に取引がある業者について照会

しましたところ、この機種については取引がないということ

になってしまいました。 

今の理由だと、扱っていないから入札日当日になっても参

加者は増えないことは分かっていたけれども、手続上はせざ

るを得ないから、当然１者になりましたという感じですか。

でも、そうだとすると、他の１者が参考見積もりを出してく

れているわけだから、少なくとも扱っているところまではた

どり着けているような感じがするけど、そこに声をかけてい

ないのですか。 

声はかけております。 

どこまでやるかは難しいかもしれませんが、少なくとも、

このままでは１者だとほぼ見えているときに、既存の取引関

係があるところの声かけにとどまるのか、未来永劫そういう

形でこの枠内だけで処理していくのか、ある程度競争が働く

ことが確認できれば別ですが、ほぼ１者応札であることが見

えているとき、裾野というか、窓口、チャンネルを広げてい

く努力が必要な場合もあるのかなと感じています。 

今後につきましては、当園の取引がある業者以外にも、例

えば近隣の医療機関などに照会しまして、ほかの業者を紹介

してもらい、もっと複数の業者に声かけができるように、い

ろいろ当たっていきたいと思います。 

よく病院の方などは仲間の病院に聞くということをしま

すが、相当する機械が明確になっているときには、複数のそ

れぞれのメーカーに取り扱い業者を聞く方がはっきりする

のではないですか。うちの近くで取り扱っている業者を教え

てくれと言えば、すぐにわかると思います。 

 

（分科会長の意見） 

 一般競争を実施してはいるものの、99.9％、しかも、１者

応札となりますと、一般の目から見ると、果たして競争して

いるのかという疑問が大きいと思います。ですから、こうい

う事態をなるべく避けるためには、意見がありましたように

いろいろな調査をして、予定価格を作ったり、あるいは業者

に働きかけたりして、競争原理が働くように努力していただ

ければと願っております。 

ありがとうございました。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：国立療養所多摩全生園一般寮（夫婦寮）解体その他工事一式 



資格種別   ：「建築一式」（Ｂ、Ｃ又はＤ等級）、「とび、土工、コンクリート」（Ｂ、Ｃ又はＤ等級）、「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、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 ：有限会社キャンディフリーダムプロジェクト 

予定価格  ：53,484,079円 

契約金額   ：40,964,400円 

落札率   ：76.59％ 

契約締結日 ：平成 27年 8月 31 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者の応札があり、最も低い入札金額を提示した有限会社キャ

ンディフリーダムプロジェクトが契約の相手方となった。落札率は 76.59％である。 

意見・質問 回   答 

解体工事などの場合は、寮で生活している人のことを考え

て、例えば、安全や環境とかを考えて、総合評価を行う例を

今まで見てきましたが、本件を総合評価をしなかった理由は

ありますか。 

既に一般寮の別の建物を建てていまして、この21棟に住

んでいた方々はそちらに引っ越しが終わっており、その後

の空き家の解体ということで総合評価にはしていません。 

解体後は、どういう利用をしますか。 建物の解体はほぼ終了しております。その次の計画につ

きましては、園の自治会の要望と、園の中の話し合いにな

ってきますので、今後どういう決定をするのか、まだ検討

段階です。 

かなり競争性が働いた結果、こういうことになったと思い

ますので、それは評価できると思いますが、参考までに、競

争性を働かせるための努力というか、何をされたかを教えて

ください。 

 

公務員宿舎解体工事の入札を３月にしたのですが、この

ときは建築一式と土工の２種類の条件で入札したところ、

２者しか応札者がいませんでした。 

そこで、役務提供を入れさせていただいたところ、下請

業者のような会社が入ってきまして、７者という結果にな

ったのだと思います。思い当たるのはそのぐらいです。 

入ってきたところは、建築一式とかだとＢ、Ｃ、Ｄにも入

ってこないような業者ですか。 

もし、建築一式でしたら、ほかの建築一式の資格を持っ

ている業者が入札に参加して、その下請けに回っているよ

うな、本来、そういう業者です。 

それは、力関係上というか、経済的にそうなのか、資格が

ないわけですか。 

資格だけの話です。役務等は持っています。でも、建築、

土工、コンクリートといった資格は持っていません。実際、

条件にもあったように、解体の実績はありますので、影響

はないという判断で契約させていただきました。 

「調査基準価格（低入札価格）算出表」というものがあり

ますね。低入札の基準価格の算定のときには、資料にある「混

合廃棄物処理費」というのは入れなくていいんですか。 

すみません。入れるべきだと思います。 

そうすると、調査基準価格は幾らになりますか。 基準額は上がると思います。 

基準価格が上がれば、要するに、低入札の調査をしなけれ

ばということですか。 

確認して、もし、基準額に引っかかるようでしたら、調

査する必要があったものとなると思います。 

そうすると、本件手続は、低入札の調査をしなかったとい

うことの瑕疵があるということですか。 

実際に計算してみないと何とも言えないのですが、もし、

低入札価格が引っかかった場合は、調査しないで落札して

しまったということになって、「瑕疵」という表現になる

のでしょうか。 

では、そのような場合は、どのようにされますか。事務局

から説明をお願いします。 

金額を確認したところ、本件は低入札価格調査をすべき

案件であったのですが、契約としましては成立しておりま

して、特にこれが今後取り消しになるとか、そういったこ

とはなりません。対業者との契約関係ではそのようになり

ますが、手続きとして調査はしておくべきですので、今後、

こういったことがないように、きちんと事務指導などをし

ていきたいと考えております。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件は、今のような問題点はありますけれども、

ありがとうございます。 



一般競争入札を実施していて、７者応札ということで、相応

に競争性、公平性がある程度確保されている案件だと思いま

すので、今後ともその努力を続けてほしいと思います。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：国立療養所菊地恵楓園受変電設備改修整備工事 

資格種別  ：電気工事（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、低価格入札を実施していること、また、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ：新熊本電気設備株式会社 

予定価格  ：23,101,200円 

契約金額  ：12,312,000円 

落札率   ：53.3％ 

契約締結日 ：平成 27年 7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、６者の応札があり、最も低い入札金額を提示した新熊本電気設

備株式会社が契約の相手方となった。落札率は 53.3％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が予定価格の半額に近いのですが、その原因は

どこら辺にあると分析できますか。 
 

この落札業者ですが、前年度に不自由者棟の新築工事の

方を施工しておりまして、当園の電気設備には詳しいとこ

ろがあるという理由があります。今回の工事の内容につい

ても、この会社が得意としているといいますか、十分対応

できる工事であるため、ぜひとも工事を行いたいというこ

とで、この入札価格で提示してきたと考えております。 

第２位のところも 50 万円差で、たまたま１者だけ極端に

安かったということとも違うようにも見えます。積算自体は

きちんとルールに従って積まれたから、そこに瑕疵があると

かということではないけど、実態と乖離が生じているのか、

これをどのように見たらいいのかなと思いました。ノウハウ

があることによって、人件費相当の部分が安いということに

なるのでしょうか。 

そこは、入れる機器に関しましてはきちんと見積もりを

とられて、その金額を積算の中に入れておられます。施工

の人工のほうが自社で全て工面できるということで、その

部分について相当の値引きをして入札したと考えられま

す。 

今、職人がいらっしゃるということですが、御存じだと思

いますが、今、建設業界は、かつて安い賃金で職人が働かさ

れていて、適切な賃金を支給するようにと、国土交通省など

も言っているわけですけれども、その賃金について確認をさ

れていらっしゃいますか。それから、福利厚生費も。 

福利厚生費のほうは、一般管理費の内容を確認しまして、

そこまで圧縮したような金額ではないと判断しておりま

す。 

予定価格は、どのように作っているのでしょうか。実

態と乖離した予定価格を積めば、どうしても低入札にな

ってしまう可能性があるので、そのあたりのことをお伺

いしたいのですが。 

予定価格の積算方法についてですが、国土交通省官庁

営繕部の方で作成しております統一基準があります。厚

生労働省独自で、一円単位をどうするかなどのものもあ

りますが、国土交通省と全て横に合わせて積算をしてい

ます。ですので、当方の積算の結果が、基本的に国土交

通省で行っている積算結果と同じようなものと考えて

いただければと思います。 

見積もりをとったりするところがあります。これは、

どうしても市場価格が公表されていなかったり、調べき

れないところについては、業者から見積もりをとって、

見積もりを単価ベースで採用するということをします

が、それをそのまま採用するのではなくて、設計事務所

の方で、その地域の取引価格の調査をしていただきま

す。今の場合で言うと、熊本の菊池の周りでは大体幾ら

くらいの実勢価格なのかということと、いただいた見積

書を比較して、これは大体このくらいの実勢価格ではな

いかという金額を算定しています。 

 ですので、当方で積算したものについては、例えば、



どこの会社がとったとしても、福利厚生費やそういうも

のが、それなりにやっていける金額が積算されます。た

だ、過大に積算してしまうと、もちろん、国費が損をし

てしまいますので、そこはいかないように実勢的なもの

を調査しているという状況です。 

既に工事は終わっていますが、状況はどうですか。十

分に履行されていますか。 

はい。問題なく履行は終わりまして、検査も合格してい

ます。 

（分科会長の意見） 

本件は低入札ではありますが、施工は契約に従って適

正に行われていたということであります。６者応札で、

それなりに競争性が確保されていると見受けられると思

料されます。 

ありがとうございました。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：国立療養所菊池恵楓園 第一センター空調設備整備その他工事 

資格種別  ：建設工事の管工事（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中で最も契約金額が 

大きいため。  

注部局名   ：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ：協成設備工業株式会社 

予定価格  ：107,496,000円 

契約金額  ：65,880,000円 

契約率   ：61.3％ 

契約締結日 ：平成 27年７月 14 日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合価格落札方式）を行ったところ、６者の応札があり、最も低い入札金額を提示した協成設備工業

株式会社が契約の相手方となった。落札率は 53.3％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

これも低入札で、しかも、１者だけではなくてほとんどの

ところが同じような桁で入札してきていることから、たまた

ま特定のところだけが無理をしたということではないと思

いますが、予定価格との積算の乖離についてはどのように評

価していますか。 

この案件は新年度に入ってからすぐの入札公告で発注す

る工事でした。公共工事が３月までで大体全て終わってし

まっていて、業者としては手すきの状況であり、会社で手

持ち工事がないので、ぜひとも工事を請け負いたいという

ところがあったと考えております。 

今の説明は発注時期が値段に与える影響がかなり大きい

ことを示唆していると思いますが、時期が年度当初になった

というのは、何か理由があってのことですか。 

いえ、特段そういうことはありません。タイミングとし

て、この時期にちょうど入札公告を行うようなスケジュー

ルになったということです。 

積算などの作業自体は前年度から始めておられて、年度ま

たぎで実施されたのですか。 

はい。平成 26年度の予算でいただいており、繰り越しを

行いまして、平成 27年度で実施しております。 

（分科会長の意見） 

本件は、低入札ではありますが、６者が応札しております

し、競争が働いているということで、適正な契約手続にのっ

とって図られているものと思料されます。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：国立療養所大島青松園第三センター改修整備その他工事 

資格種別  ：建築一式（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 ：株式会社橘一吉工務店 

予定価格  ：298,979,100円 

契約金額  ：297,000,000円 

落札率   ：99.34％ 

契約締結日 ：平成 27年７月 21 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、株式会社橘一吉工務店が契約の相手方となっ

た。落札率は 99.34％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で調達を実施していますが、評価結果と

いうのは、この資料ではどれを見ればわかりますか。 

入札公告や入札説明書では、総合評価落札方式というこ

とで公告をしていたのですけが、応札者は、直前までは２

者いたのですが、結局、１者が、技術者を配置することが

できないということを言ってきました。結果的に１者しか

応札の予定がないということで、金額だけで落札を決定し

てしまいました。 

こういう案件についてはどういう見解になりますか。事務

局から説明をお願いします。 

こういう場合は想定をしていないので明文上の規定はあ

りませんが、手続としては、不適切と言わざるを得ません。

ただ、対受託者との関係では、入札という手続をして、そ

こで落札の決定をして、実際に契約してしまっていますの

で、契約は成立しているということになります。以後、こ

のようなことがないよう指導していかなければと考えてい

るところです。 

要するに、先ほど、総合評価という手段で、価格以外の要

素も加味しなから落札業者を決めていくという会計制度が

あるわけですから、それを踏まえて対応していないというの

は、ある意味では瑕疵がある行為だと思います。今後、そう

いうことがないように、ぜひ本省の指導のもと適切に行って

もらいたいと思います。 

申し訳ありません。 

今の関係ですが、書類は出させていて、それに対する審査

をこちらで止めたのですか。それとも、もう要りませんと言

って出させなかったのですか。 

書類としては、事前に応札の希望が２者ありました際

に、それぞれの業者から競争参加資格確認申請書を事前

に出してもらうのですが、その中で、施工実績や配置予

定の技術者、近隣施設の施工実績、施工実績があれば契

約書の写し、技術提案者といった必要な書類を出しても

らっています。 

 その時点ではまだ２者が応札する意思表示がありまし

たので、とりあえず、出された書類については、要件を

満たしているかどうかということを確認するために、園

内で競争契約等参加資格審査会を開催しました。審査メ

ンバーは、園長、事務長、事務長補佐、会計班長、施設

管理係がメンバーになっておりますが、書類については

問題ないということで、それぞれの業者には競争参加資

格がありますということを出していました。 

その後、本来であれば、２者がそのまま応札の意思表

示を示せば評価委員会を開く予定でしたが、その前に１

者が辞退したものですから、当方の早合点だったのです

が、相手方がいなくなったということで評価する意味が

ないと思いまして、金額だけで決定してしまったという

経緯です。 

点数化をしなかったとしても、１者しか応札していないか

ら順位が逆転することはないということですね。 

はい。 

入札公告には「提案内容が発注者の設定している最低限の

要求要件を下回らないこと。」とあります。これを最低限ク

リアしていれば結果的にはいいと思いますが、手続きに漏れ

があったことに気が付いた時点で、振り返って評価をし直し

たというか、基準を満たしているかどうかということの検証

はされましたか。 

担当者レベルではありますけれども、一応、評価して

みました。 

 この評価の仕方につきましては、基準評価点について

は、標準点が100点満点でそれを予定価格で割ることで

算出しますので、計算してみますと36.1229という数値

が出てきました。このたびの応札業者が出してきた入札

価格で、標準点に加算点を加えた数値を割るのですが、

この標準点は100点満点はとっていると思います。加算



点の15点は今回の計算では加えないとしても、計算する

と36.3636ということで、先ほどの基準評価点の36.1229

を上回っています。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件は、総合評価を実施する方式であるに

もかかわらず、最低価格方式で進めてしまったというこ

とで、瑕疵があると思いますけれども、今後、こういう

ことがないように、本省の指導のもと、総合評価落札方

式の契約の趣旨にのっとって事務を行ってもらいたいと

思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：国立療養所大島青松園盲導鈴設備改修整備その他工事 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：不調に伴う随意契約を締結していることから、調達手続の妥当性について、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 ：松熊工業株式会社 

予定価格  ： 9,581,760円 

契約金額  ： 9,504,000円 

落札率   ： 99.19％ 

契約締結日 ： 平成 27年 9 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、不調となったため、会計法第２９条の３第５項の規定に基づき随

意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

「随意契約理由書」に２回開札したと書いてありますが、

24、25頁の入札書がこの２回の入札書ですか。 

はい。入札説明書にも、２回目で打ち切りますとしてい

ました。 

この一つ前も同じ大島青松園の案件で１者応札でし

た。入札に参加することが普通の工事業者では大変であ

るとかの事情が何かあるのでしょうか。また、何か工夫

みたいなことはされているのでしょうか。 

出入りしている業者や今まで当園で工事をされた実績

がある業者に、どうですかと打診をかけることもあります

が、当園の場合は離島で、特にこれからは冬場にかけて海

が荒れることが非常に多いので難しいところがあります。

本土側で行う工事であれば、いつからいつまでという工期

が立てられますけれども、当園の場合は離島なので、例え

ば、資材の運搬、工事車両の運搬、作業員の通勤の確保と

いったものが必要となり、そういったものは海上フェリー

やチャーター船を一応チャーターすることになりますが、

天候が荒れることが多いので、船を接岸できないケースが

あります。それは、職員の通勤の場合にも時々あります。

そういった特殊事情がありますので、本土の業者から見る

と、なかなかうちに応札するのは厳しい面があります。 

例えば、資材を運搬するための船はどちらが用意します

か。業者側が自分でチャーターするのでしょうか。 

はい。 

既存の業者に声をかけるだけではなくて、もう少し工事

を手がけてくれる業者を広げるような余地はありません

か。なかなか厳しいですか。 

それぞれの業者にどうですかということで照会したこ

とは余りないと思いますが、客観的に見たら、先ほどご説

明させていただきましたように、これから冬場にかけて海

が荒れることが多いので、せっかく応札していただいて、

例えば来年の２月、３月に履行期限を設定していても、下

手をすると、履行期限に間に合わないことがあるわけで

す。そうしたリスクを抱えていますから。 

今の説明だけでしたら、発注時期を工夫すれば解消でき

ますね。 

発注時期については、先ほどの第三センター改修整備

は、８月に契約をして、来年２月末までという期間をみて

います。それから、今回、随意契約に至った盲導鈴設備改

修につきましては、もし、再度公告をした場合、公告期間

をある程度確保しなければいけないですし、それもまた工



事の時期が後ろにずれてきますから、そうしますと冬場に

かかることになります。そうすると、履行期間が確保でき

ないという懸念があります。盲導鈴の設備については、当

園の中では何年か越しの整備案件なので、ぜひここで決め

たかったということがあります。 

盲導鈴の工事というのは、特別な施設特有の一般的には

余りない工事なのでしょうか。 

詳しくは分かりませんが、当園のような特殊な施設でな

いと、そういった事例はないと思います。 

そうすると、例えば、療養所は全国の至るところにあり

ますが、大体、盲導鈴が設置してあるのでしょうか。 

あると思います。当園の場合は、だいぶあちこち老

朽化が進み、この盲導鈴は鳴らないとか、鳴っていて

も雑音が入るとか、そういったことがあちこちで出て

きています。 

大島青松園では、１者応札が多いですか。 この案件についてはそうですが、この前行いました園内

の外の線の張り替えについては、業者が２者応札してくれ

ました。しかし、実際に応札してくれる業者は、離島であ

るために厳しいことには変わりありません。それと、今、

工事業界全体が忙しいということもあると思います。 

（分科会長の意見） 

それでは、本件は、一般競争入札を実施したけれども、

結果的に落札者がいないということで随契に至ったとい

うことで、お話を聞きますと、それなりに了解できるよ

うな内容だと思います。 

どうもありがとうございました。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：図書館用ソフトウェア賃貸借契約 

資格種別  ：役務の提供（Ａ、Ｂ又はＣ等級）  

選定理由   ：一般競争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 ：株式会社紀伊國屋書店 

予定価格  ：8,842,149円 

契約金額  ：8,717,652円 

落札率   ：98.59％ 

契約締結日 ：平成 27年７月 14 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、株式会社紀伊國屋書店が契約の相手方となっ

た。落札率は 98.59％である。 

意見・質問 回   答 

仕様書に「調達ソフトウェアは、原則として調達時点で

製品化されていること。」とありますが、ここに書いてあ

る仕様を満たすソフトウェアが既製品で何種類あるかと

いうのは確認されていますか。 

こちらで確認したところでは、３種類ほどあったと思い

ます。 

定価証明というか、納入実績等をあるメーカーからとっ

ていますが、ここに決めてとっているのはなぜですか。 

仕様を満たすところで一番安価と見込まれるところが

この業者でした。 

安価と見込んだということで、安価かどうかを実際にと

って判断しないというのは、ほかの競合品と比べて明白な

差があるのですか。 

これは、今あるソフトを更新するようなイメージです

が、今あるソフトウェアは、購入で 1,500万円ぐらいかか

っています。それが仕様を満たす製品の一つで、もう一つ

のものが、MBI というところが開発している製品で、それ

はこれよりも高いということを価格表のようなものをも

らって確認しています。 

高いというのは、改めて見積もりをとるのも無意味なく

らい極端な差があるという前提ですか。 

はい。 

なぜ、この１者応札だったのかという心当たりはありま

すか。 

入札公告を行うに当たっては、１者応札は避けたいとこ

ろですので、広く情報提供を行いました。感染症研究所に

は３庁舎存在しており、戸山、村山、ハンセンと違った地

域に庁舎がありますが、例えば、今までは戸山庁舎だけに



入札公告を掲示してホームページにアップしていました。

それだと、いろいろな業者の目に触れる可能性が少なくな

ると考えて、他の庁舎にも掲示するようにしました。 

製品化されているものということですので、ある程度の

業者が見込めると踏んでいたのですが、実際にふたをあけ

てみると１者だったということです。 

これは保守も契約内容に入っていますけれども、保守と

いうのは、今回落札した株式会社紀伊國屋書店が直でされ

るのでしょうか。下請けあるいはメーカーが出てくるので

しょうか。 

窓口は紀伊國屋書店にはなるかと思いますが、実際に保

守対応に当たるのは開発元の業者が来られるかと思いま

す。 

CMSシステム以外のシステムもあるわけですね。 はい。 

それがものすごく値段が高いということですか。 はい。日立などもつくっているようですが。 

だからCMSのシステムを採用しますということが頭の中

にはあるとは思いますが、実際にそれを納入する業者は紀

伊國屋以外にあるのですか。 

詳細には調査していないのですが、実際にふたをあけて

みると、紀伊國屋しか入ってきませんでした。 

独占販売権というか、そういうものがあるのでしょう

か。 

はい。あるのかもしれません。ただ、そこは当方も気に

なったので、後で聞いてみたところ、メーカーで入ること

もできるということです。 

このCMS自体がですか。 はい。なので、考えにくいかもしれませんが、代理店と

メーカーとの間での、そういった競争性は０％ではないの

かなということはあります。 

代理権を与えれば、普通、CMSは入ってこないでしょう

ね。CMS以外の製品はないのですか。 

こうした図書館の業務を扱っているソフトウェアは結

構たくさんあって、調べていくと、日立、リコー、MBI と

あって、もしかしたらほかにもあるかもしれません。 

更新前はどこのソフトでしたか。 リコーです。 

細かい話ですが、蔵書数は何冊ですか。蔵書数を指定し

ないで仕様書をつくっているのですか。 

仕様書の中に蔵書数についてはうたっていないのです

が、感染症研究書の図書数で言うと、国立図書館のように

大きくてたくさんの量の蔵書を取り扱うというわけでは

なくて、それよりも規模的には小さいと思います。 

これは、対応できるシステムなのですね。 対応できるシステムです。 

（分科会長の意見） 

本件は、一般競争を実施していますが、１者応札で

98.59％の落札率です。お話を聞きますと、それなりに努

力されていますが、やはり１者応札ということで、一般国

民の目から見れば、そういう目で見られますので、これか

らも日々努力してもらいたいと思います。 

ありがとうございました。  

【審議案件１０－１】 

審議案件名 ：バイオロジカルセーフティキャビネット購入契約 

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、比較的近い時期に契約をし、同一業者の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 :株式会社チヨダサイエンス 

予定価格  ：2,862,000円 

契約金額  ：2,862,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 27年 7月 3日 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ：CO2インキュベーター購入契約 

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、比較的近い時期に契約をし、同一業者の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 : 株式会社チヨダサイエンス 



予定価格  ：2,881,440円 

契約金額  ：2,799,360円 

落札率   ：97.15％ 

契約締結日 ：平成27年７月13日 

（調達の概要） 

両調達とも、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。落札率はそれぞれ、100％、98.59％である。 

意見・質問 回   答 

双方とも１者応札ですが、応札者数を増やすための努力

は何かされていますか。 

先ほどの案件でも説明がありましたが、感染症研究所は

３庁舎に分かれていまして、特に村山庁舎は東京都でもか

なり外れのほうになりますので、入札公告をする際は３庁

舎全ての庁舎で広告をするということをしています。 

ホームページの掲載もされていますか。 しています。 

あと、この案件に限らず、新しい取引業者の開拓は、さ

れているのでしょうか。こういう科学的な機材を取引でき

るような業者について１者応札が続くようであると、漫然

と待っているのではなくて、何か攻めていかないと現状が

変わらないのかなという気がします。 

はい。こちらの方としても、１者応札は余りよくないと

思いますので、うちのほうから積極的に声をかけた方がい

いと考えているところです。 

落札したところは、Ｂ、Ｃ、Ｄのランクで言うと何の業

者になりますか。 

Ｃランクです。 

参考見積もりを２者からとって、実際の入札が１者でし

たが、ランクを１つ上げて、Ａ、Ｂ、Ｃが入れるようにし

て実施していたら、参考見積もりをとった２者プラス今回

のチヨダサイエンスが全部参加できて、３者入ったかもし

れません。分割にするのか、一緒にするのかということに

ついて、ある程度は経験から考えなければいけないのかも

しれませんが、何か考える余地がありますか。 

はい。今回の件に関しては要求している実験をされる方

がたしか別だったかと思いますが、なるべくまとめてでき

るものであれば、その方がうちとしてもいいのかなと思い

ます。 

ものにもよると思います。全く異質なもの２つを抱き合

わせにすると、かえって、応じられる業者が減るというこ

ともあるかと思います。だから、その都度の判断だと思い

ますが、今回はたまたま、参考見積もりをとった２者が２

件とも同じですね。 

はい。 

落とした業者も同じ業者だから、今回は完全一致という

か、そういう感じに見えてしまっています。こういうこと

があらかじめ予想できるのであれば、ちょっとした対応と

いうか、工夫もあるのかなと思いました。 

 ただ、かえって入りにくくなるかもしれないので、何と

も言えないところがありますが。 

はい。結果論というところも、正直、あると思います。 

一般競争入札で、100％の落札率というのは、やはりど

こかに問題があるのではないかという目で見られますの

で、そういった点の配慮をしていただけたらと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

本件は２件、感染症研究所の一般競争契約の購入契約で

すが、ただいま申し上げましたようなことについてさらに

一層努力されることを希望いたしまして、今回はこれで終

わりとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

２８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） 


