
平成２７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２８年３月１５日（火） 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 １０月１日～平成２７年１２月３１日の間における調達
案件 

抽出案件 １４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 ２６２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 ：日本社会事業大学中央監視装置 (空調・熱源設備関係) 更新工事  
資格種別  ：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こと。 

また、最も落札率が低いため。  
発注部局名 ：大臣官房会計課 
契約相手方 ：ジョンソンコントロールズ株式会社 
予定価格  ：117,957,600円 
契約金額  ：54,000,000円 
契約率   ：45.7％ 
契約締結日 ：平成27年9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、ジョンソンコントロールズ株式会社が契

約の相手方となった。落札率は 45.7％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札ということで審議案件としているのですが、そ

の理由の分析を簡単にしていただいた上で、もともとの

予定価格の積算というのが実態と比べて、振り返ってみ

たときにどう評価されるのか。恐らく基準どおりを拾っ

たのでしょうけど、にもかかわらず、これだけ乖離した

ことについて何か分析があれば教えていただきたいと思

います。 

低入札となった分析のほうから説明させていただき

ます。業者のほうとヒアリングを行い、相手方からの説

明によりますと、このジョンソンコントロールズ株式会

社が日本社会事業大学で、もともと中央監視装置と自動

制御システムを納入している実績があり、現在もそうし

た機器の保守メンテナンスを行っているという状況で

す。社会事業大学の現場のほうを非常に熟知しておられ

て、そういったことから工事の内容や作業につきまして

も無理なく計画を立てて、無駄のない作業を実施するこ

とができるということで、それによって直接の工事費や

共通費の節約が可能であるというお話がありました。そ

れから、ジョンソンコントロールズでは工事で使用する

装置や機器については、ほかの工事を含めてまとめて一

括で購入することをやっていて、それに伴って購入費用

の削減、コスト削減ができるということ。今回の入札金

額でも十分履行が可能であるということで申出があり

ましたので、そういった要因が結果的に低入札につなが

ったのではないかと考えています。 



今のお話ですと、ジョンソンが当初の納入業者という

ことだったのですか。だから低入札価格、要するに一般

の公的な積算基準よりも安く納入できるという話で、よ

ろしいですか。 

そこに関しましては、直接、ヒアリングは行っていま

せんけれども、今、お話いただいたとおりだと考えてい

ます。 

もう既に入っている機械がその会社のものであった

り、メンテナンスが、日常、そこの会社によって行われ

ているということで、それを引き継ぐ会社、次のターム

の会社の入札を行うとなると、今の話は、逆の見方をす

ると、同業他社が同じ条件で入札に参加できないという

ことになりますよね。つまり、どういうような情報提供

をして同じだけの知見を持つような工夫をされたかとい

うことが、問題になるのではないかと思います。そこが

不十分であれば圧倒的に、それは前から入っている所が

優位になるわけですから、競争が働かなくなってしまう

ということも考えられますけど、いかがでしょうか。 

図面の作成等で設計図書、発注図書に関しては、一応、

広くシステムとして利用ができるように、あまり限定を

した書き方は特にしていませんでした。ですから、例え

ば今回、参加いただいたジョンソンさんというのは、確

かに機器メーカーでありながら施行業者でもあるので

すが、機器メーカーであるからといってそこだけが必ず

しも有利だというふうには、こちらは捉えていませんで

した。 

既存のシステムに対する情報提供は十分だったと、お

考えですか。 

図面を作成した段階では、そのように考えています。 

一般的に、こういう大きな機器を当初に納入し、保守

メンテもその業者が行っていて、それで耐用年数が過ぎ

たから新しく同じ機能の機械を納入するといった場合

に、どのようにしてほかの業者も競争的に参加できるこ

とが確保されているのかということがポイントだと思い

ますが、その辺はいかがでしょうか。厚生労働省の調達

部門として、どのような考え方をお持ちなのかなという

ことです。 

特に先ほども申しましたように、発注図書に関しまし

ては特定業者に指定するような制限は掛けてはいない

つもりです。決して1者入札にはなってはいませんし、2

者目であっても少なくとも予定価格内で、一応、札は入

っているというふうにこちらは理解しています。それ

と、ジョンソンさんというのは確かに先ほども言いまし

たようにメーカーでもありながら、ただし、施行業者で

もある。今回、指定をしているのが環境事業の機械設備、

空調衛生設備等を施行していただける管工事業のA等

級、B等級と広く募集していますので、そこに関しては

特に競争性の制限等はしていないつもりというのが、こ

ちらの見解です。 

（分科会長の意見） 

本件は低入札の案件ですけれども、競争はそれなりに

働いていたと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件２】 
審議案件名 ：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構雇用促進住宅松川宿舎外7件放射線除染業務 
資格種別  ：建築一式（Ｃ又はＤ等級）・土木一式（Ｃ又はＤ等級） 

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 ：株式会社東武 
予定価格  ：76,205,000円 
契約金額  ：75,060,000円 
落札率   ：98.5％ 
契約締結日 ：平成27年10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者応札となり、株式会社東武が契約の相手方となった。落
札率は98.5％である。 

意見・質問 回   答 

除染業者は、福島県だとしたら何社ぐらいあるとか、

そういうのは分かるのですか。 

私のほうでも調べてみたのですが、統計資料とか、そ

ういうものがなくて。 

何かそういう資格を持った業者でないといけないと

か、そういうものではないのですか。 

そういうものではないです。 



では一般の業者でもできるということですか。 はい。もともと建設業などをやられていた業者さん

が、震災が起こってそういった仕事が生まれてきたの

で、福島県内外を問わず、いろいろ入ってきたという状

況だというのは聞いております。 

そうすると、除染が必要な対象の建築物がまだ世の中

にたくさんあるから1者しか来なかったというような考

え方ですか。 

私たちとは違う所なのですが、平成26年に除染業務を

行った所があります。そこの話を聞いたところ、1回目

で入札を掛けたところ0件で、見積りを出してもらった

業者自体が入札をしてくれなかったと。なぜ入札をして

くれなかったかと聞いたら、自治体の大きな案件があっ

たのでそちらのほうをやるので今回は入札できません

という形で話があったということで、なかなか、自治体

とか、国の直轄事業でもかなり大きい案件はありますの

で、そういったところに流れてしまうと、なかなか難し

いところがあるのではないかと考えております。 

今回、本件を除染するという、今のこのときに除染す

るというのは、なぜそのようになったのですか。要する

に、今までタイムスケジュールのようなものがあって今

までやってきた中の1つというように考えていいのです

か、要するに、今、なぜこれをやるのですかという話な

のですが。 

これは、今までの流れの中で。要は、複数の施設をや

らなければいけないので、まずモニタリングを先にやっ

て、そして本来の除染作業という流れになってきていま

すので。 

それで、松川宿舎の外7件以外の宿舎もあるということ

ですか。 

モニタリングをした結果、除染をしなければいけない

対象宿舎としては、今回、除染作業をするこの宿舎で全

てです。 

まず、モニタリングをやったということですね。 もともと30件ぐらい除染対象宿舎という形であった
のですが、モニタリングや自治体などの調整でどんどん
落ちていきまして、最終的に今回の8件という形で収ま
っています。 

周知の方法というのですか、こういう案件があるとい

う周知はどういう方法でされたのですか。 

実際にモニタリングをしていただいた業者がありま
すのでそちらに声を掛けて、こういう仕事があるので、
ほかに同業他社とかありましたら声を掛けてください
という形で周知をしております。見積りに関しても、そ
ういった形で取ってきたものです。 

掲示とかインターネットに載せるとかは。 ホームページです。 

それは厚生労働省の。 はい。 

除染をしようとしている人がここにたどり着くのかと

いうのがあって、なかなか難しかったのかもしれないけ

れども、珍しい案件であればあるほど、例えば他省庁が

やっている同じ所に置かせてもらうとか、何かそういう、

もう少し。多分、世の中的にはメジャーな言葉なので恐

らく相当されていると思うので、そことの関係で割り負

けしていなければいいのですが、割り負けしているとす

ると、そういう工夫というのもどうなのかなとちょっと

思っています。ここで結局、単価×平米数で計算させて

いるし、そういうふうにしている形なのでこれを検証し

ようとすると単価が、割り負けしているというか、割高

になっているのか、適正な単価なのかというところで多

分見られるのかなと思うのですが、この単価は世間の相

場と比べてストライクなのですか、それとも、もともと

少し高めに拾っている、それとも低めに置いているとか、

何かそういう意識はありますか。 

業者のほうが、確か環境省が定めている単価があるの
でそれに定めて計算をしていると聞いているので、特別
高くなったりとか特別低くなったりということは、そう
いう認識ではありません。 

確認ですが、三社からまず見積りを取って、その中の 復興庁から予算の移し替えをするという作業が必要



一番低い金額を予算でもらったということですか。 だったので、まず事前に見積りを取って、金額としてこ
れぐらい、一番低い金額がここになるので、この予算を
移し替えてくださいという形で復興庁からお金を頂い
てます。 

そうやって決めた予算に対して入札を掛けて、(株)東

武さんが高い金額を入れてきたから当初の金額に合うと

ころまでずっと入札を繰り返したということですね。何

回までいいかというのは分からないのですか。一般的に

会計法令とか何かで決まっている話ですか。 

事務局から御説明いたします。特に会計法では何回ま
でというのは決まっておらず、そこは入札を執行する担
当官のほうで、自分たちでいろいろ決めてやっていると
いうのが現状です。 

では、今回は 5 回までやったというのは、別に法令

上は問題ないわけですね。 

法令上では問題ありません。 

途中でやめて、あと随意契約にしてもいいし。 はい、そのとおりです。 

（分科会長の意見） 
 本件は 1 者応札ということで、ある意味、業者が不

足していたというのはやむを得ない面もあるのかなと

いうような面もあります。もう一つは、公告のやり方

です。こういう特殊なものについて厚生労働省では余

り例がないものですから、もう少しほかの業者の目に

入るような形で公告をやるというのも一つのやり方

で、それによって、やれる業者が入札に参加できる機

会が増えると思いますので、少し検討したほうがいい

かなと思います。 

はい。 

【審議案件３－１】 
審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎P3・P4実験設備等定期点検業務(給排気ファン分解整備業務等) 
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、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 ：国立感染症研究所 
契約相手方 ：大成温調株式会社 
予定価格  ：16,979,262円 
契約金額  ：11,556,000円 
契約率   ：68.06％ 
契約締結日 ：平成 27年 10月 28日 

【審議案件３－２】 
審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎P3・P4実験設備等定期点検業務(安全キャビネット保守点検業務等) 
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、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 ：国立感染症研究所 
契約相手方 ：日立アプライアンス株式会社 
予定価格  ：16,980,955円 
契約金額  ：10,800,000円 
契約率   ：63.60％ 
契約締結日 ：平成27年10月28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、２者応札があり、最も低い入札金額を提示した大成温調株

式会社が契約の相手方となった。落札率は、68.06％である。 

一般競争入札（最低価格落札方式）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日立アプラ

イアンス株式会社が契約の相手方となった。落札率は63.6％である。 

意見・質問 回   答 

分けていただいて、非常に御苦労様でした。それで実

際に分けてみていかがでしたか。金額うんぬんの話では

なく、実際に、業務上の問題とか、手間の問題とか、い

ろいろなことを含めてお話をお伺いしたいのですが。 

実際に今回落ちた業者は、それぞれ、大成温調と日立

アプライアンスですが、去年まで日立プラントサービス

の下に子という形で付いていた業者が直接落としたと

いう形になります。現在、作業のほうは大体終わってい



ますが、連絡調整のほうが、今までとは逆に、親になっ

ていた所がないので、我々が現場に直接下りていって作

業を指示しなければいけないというのは、そこは手間で

はあるのですが、金額的にはかなり、コストのダウンと

いうか、その辺は成果としてはかなり出ているのではな

いかという形で考えておりますので、取りあえず第一段

階としては成功ではないかと考えているところです。 

今、ここに2つ挙がっていますが、これはほかにも幾つ

かありますよね。 

はい。 

それらは例えば、よく分からないでお伺いするのです

が、空調設備のメンテナンスと安全キャビネットのメン

テナンスは本当に分けて大丈夫なのかどうなのかという

辺りの議論などは、それは研究所内でいろいろ議論され

ているわけですか。 

はい、かなりもみました。実際に分けられるであろう

というものに関してのみ、5本だったか6本だったかと思

いますが、実際に分けて、今回、この対象で2件、呼んで

説明してくださいという話になっております。 

4年間、ずっと1者応札だったわけですね。 はい。 

今回、競争させて2者が応募してきたのですが、結果的

に、それによって経費が、予定価格、落札率ですか、下

がったという結果が出ているわけですか。 

はい、今回書かせていただいていますが、68.06％と

63.60％ですから。 

かなり下がっていますね。 ええ。これはもともと、日立プラントサービスのほう

で小分けにした場合は幾らぐらいになるだろうかという

ものをある程度頂いていまして、そこが結構ベースにな

っている金額ですので、削減の効果としては、かなり見

込めたのではないかと思っております。 

そういう意味では、競争性も確保されたし、経済性も

確保されたということですね。 

はい。 

ほかに、こういう例は、これから国立感染症研究所で

も検討されるということもあるのですか。 

この案件がトータルとして、何千万とか、億に近い額

になりますので、これが取りあえず最初だとは思います。

ほかの契約に関しては結構、個別ごとにやっている所が

あって、統括でやっているというのはそんなにありませ

んので、こういう形でやろうかというのは今後はそれほ

ど出てこないかなと思います。 

（分科会長の意見） 
 本件は一般競争入札を実施していて、従来は、1者
応札だったものを、それを分割して一般競争入札の効
果が発揮されるように努力されたものです。そういう
意味では、我々は良い事例として考えておりますので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

【審議案件４－１】 
審議案件名 ：指定添加物の安全性に関する試験(フルフラールプロピレングリコールアセタールに関するトラン

スジェニックマウス遺伝子突然変異試験)一式 
資格種別   ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）  
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、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 ：国立医薬品食品衛生研究所 
契約相手方 ：公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター  
予定価格  ：5,578,200円 
契約金額   ：5,508,000円 
落札率   ：98.7％ 
契約締結日 ：平成 27年 10月 1日 

【審議案件４－２】 
審議案件名 ：指定添加物の安全性に関する試験(ラズベリーケトンに関するトランスジェニックマウス遺伝子突

然変異試験)一式 
資格種別   ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 



選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、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 ：国立医薬品食品衛生研究所 
契約相手方 ：公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター 
予定価格  ：5,578,200円 
契約金額   ：5,508,000円 
落札率   ：98.7％ 
契約締結日 ：平成27年10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、公益財団法人食品農医薬品安全性評価セ

ンターが契約の相手方となった。落札率は、98.7％である。 

一般競争入札（最低価格落札方式）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公益財団法
人食品農医薬品安全性評価センターが契約の相手方となった。落札率は 98.7％である。 

意見・質問 回   答 

入札に参加できる業者さんは大体幾つぐらいあるとお

考えなのでしょうか。 

私どもの調達の実績から申しますと、おおむね2社か

ら4社程度あるかと思われます。 

参考見積りをどこから取るかというときに、何か選別

をしているのですか。2社ないし4社ということですが、4

社だとすると、少ないかもしれない。現実には2社という

ことなのでしょうか。 

そうなると思われます。 

2つの案件が30分の時間ずれでやっていて、予定価格の

立て方も一緒で、ほぼ同じような作業を量的に分けたよ

うな見え方をしているのですが、大体のつかみとしては

そんなもので、大きく間違ってはいないですか。 

おおむねそういった形になろうかと思われるところ
です。 

そうすると、多分2社が来るのだろうなというところ

で、2社から参考見積りを取って予定価格を立てるとき

に、頂いている資料では通し番号になるのでしょうか、

例えば、予定価格算出調書の算出のプロセスは2社を平均

して出しているのですが、2社を平均して出すと、せっか

くA社がこの金額でやってくれると言っているのに、わざ

わざ高く設定して、しかも落ちるまで入札を繰り返して

高くやっているというような見え方もするのです。振り

返ってみるとどうなのでしょうか、毎回こういうことを

されているのか、今まではこんなはずではなかったとい

うか。つまり、A社は落札したところの参考見積りより入

札のときのほうが金額が高いですよね。それについてど

うお考えになりますか。 

私どもとしては、予定価格を立てる際には、参考見積

りを徴しまして、複数社から取って平均を取るという形

を通常行っており、今回もその流れで行ったものです。

ですので、結果としては、見積りを出したときよりも高

い価格で落ちましたが、その手続としては特段問題はな

いものと考えております。 

競争相手がたくさんいて、安いところで乗っかってし

まうと、そこが入ってこなかったら一気に不調になって

しまう、要するに、それに弄ばれるリスクはあるのかも

しれないけれども、クローズな狭いところだとすると、

どうなのでしょうか、今の平均を取るというのが、この

事案にうまくはまっているのかと、どういうお考えです

か。やはりこれを続けますか。正解を持ち合わせてはい

ないのですが、今どうお考えなのかと思って。 

私どもとしては、こういった形で続けていくことを考

えております。 

一般的に、私の今までの感じでは、見積書を取ったと

きに安いものや高いものがあって、その平均を取るより

も、安いものが信頼を置けるのであれば安いものを取る

というのが普通ではないのですか。例えば、変な業者な

どであれば信頼がないから駄目だなということで、逆に

言うと、ものすごく安ければ、はじいたりしますが、そ

うではなく、一般的な業者が安く出してきているものに

ついて、それなりに検討した業者の参考見積りであれば

その辺りについては、これも法令上などで特にルー

ルがあるわけではないのですが、そこは今御指摘があ

りましたとおり、安い値段で信頼できる参考見積りが

あるのであれば、その安い金額で予定価格の参考にす

るというのが一般的ではなかろうかとは思われます。 



それを参考にするというのが一般的ではないのでしょう

か。監査指導室はその辺りのところはどうですか。 

そういうことだと思うのですが、どうでしょうか。 そういった御指摘があるとすれば、私どもの今後の方

法としましては、安いものを取るということも十分に考

えていきたいと思っております。 

4-1も同じなのですか。4-1はどういう形でやっている

のですか。 

4-1も、ともに同じ形です。 

たまたま金額が同じだというのは、ベースが同じだか

らということなのでしょうか。 

同じ種類の試験ではありますので、同一の価格になる

ということも十分にあり得ると考えております。 

（分科会長の意見） 
本件は、予定価格の算定の在り方について、今一度御

検討をお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件５】 
審議案件名 ：諸外国における食品微生物の規格基準に関する調査一式 
資格種別  ：－ 
選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について確認する必要があるため。 
発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 
契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所  
予定価格  ：3,772,000円 
契約金額  ：3,772,000円 
落札率   ：100％ 
契約締結日 ：平成 27年 11月 26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 

随意契約をした理由書の中で、例えば、前回は7年前の

研究ですが、変更点の比較や、調査手法や調査内容をそ

ろえるなどという話は、それがないと研究報告書の意味

がないと思うので、通常は詳細に報告書に書いてあり、

それをフォローすることはそう難しくなく、ほかの所で

もできると思うのです。これが極めて、この業者でなけ

ればできないという理由をもう少し詳しく教えていただ

けますか。 

本件につきましては、規格基準を外国等が規定してい

る法律等がどこにインターネット上で掲載されている

か、どのファイルの中にあるか、そういったことを探索

することから始めないと難しいということがありまし

て、そういった関係から、短期間で事業を行うために、

過去のノウハウを活用することが必要であるといった

経緯です。 

ただ、普通、その手のものは研究報告書に出典として

必ず載りますから、それが分からなければ、この研究自

体、規格の基準の比較ということ自体、意味がなくなっ

てしまうので、随意契約をしなければいけない強い理由

としては、なかなか一般的に理解しづらいと思うのです。

もう少し、随意契約を是非ともしなければいけなかった

のだという、もっと強い理由がないと、なかなか理解が

得られないのではないかと思うのですが、いかがでしょ

うか。ほかには何かありませんか。 

そこで、外国等の法令をしっかりと読み込んで、ま

た、関連の資料等も読み込んで、その内容を熟知した

上でまとめる必要がありますので、そういった専門性

の高い業者であるといった必要性があると考えまし

て、今回の随意契約をしたわけです。 

 また、今回の契約業者は前回の経験等もありますの

で、どういった所を見ればよく分かるかといったこと

を熟知しているといったことがありますので、今回の

随意契約の選定の理由となったわけです。 

それは、熟知しているであろうとこちらが期待したと

いうことですよね。楽ができるだろうということですが、

それは業者が努力するなり、他にやれる業者はあるかも

しれないのです。本当にそういう特殊なものであれば仕

方ないので、それを論証してくださいという趣旨だと思

うのです。日本でここしかできない、そんな特殊なこと

なのですかと問われているのだと思うのです。それは多

分、ここがやったら業者さんは楽するかもしれないけれ

ども、それは発注者が考えることではないですよね。そ

こは、発注者の目から見てどうしても必要だということ

発注側から見ますと、今回、期間の制限もありますの

で、そういったことで確実に事業を行うということから

考えまして、そういった過去の経緯といったものを併せ

て検討した結果です。 



の理由になっているのですか。 

例えば、ここの調達でできるかは分からないけれども、

企画書というか、実質的な金額一本ではなくて何か出さ

せるとか、あるいは事前に審査というのか、能力の部分

について何らかの形でそれを検証した上で、札を入れさ

せるというのはできないのですか。 

総合評価や、例えば随意契約をする場合においても、

公募といった形も採ることは可能ではあろうかとは思

うところですので、今後、同様なものの際には検討して

まいりたいと考えております。 

今、随意契約についてのいろいろな御意見がありまし

たが、「随意契約ありき」というのはいかがかなとは思

いますね。やはり、こういう調査物というのは、本当に

そこしかできないのかという、そこしかノウハウを持っ

ていないとか、その会社のある人がいて、そこでしかで

きないのだというのなら仕方ないのですが、そういうこ

とではなく基準を把握しているというレベルですから、

随意契約というよりも、もう少し視点を広げて、総合評

価なり契約競争なり、一般競争はこういうものにはまだ

あれですが、もう一度検討されたらどうかなという感じ

はします。この辺りはいかがですか。 

今後、同種のものの際には十分に検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

システムの問題として、こういう研究委託を、もちろ

んこれは研究所さんのほうに研究者がいるわけですよ

ね。その研究所の中で、随意契約をするといったときに、

どういうシステムで議論されて随意契約まで持っていく

のでしょうか。つまり、研究者の先生が「随意契約だ」

と、「あそこでなければ駄目だ」と言ったからそうなる

のか、組織の中でどういう議論をされて随意契約まで持

っていったのかというところの辺りをお伺いしたいので

す。 

研究者のほうから、随意契約をしたいという申出があ

った場合にも、理由書を徴しまして、それを事務方でも

十分に検討いたしまして随意契約をしているところで

す。 

そうすると、会議か何かで決めるのではなく、研究者

と事務方とのネゴシエーションで決まるということです

か。 

はい。 

（分科会長の意見） 
本件は、随意契約の是非も含めて、今後検討してもら

いたいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件６】 
審議案件名 ：ユニット家具工事一式 
資格種別  ：内装仕上（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。 
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 ：向山装飾株式会社 
予定価格  ：9,847,612円 
契約金額  ：9,612,000円 
契約率   ：97.60％ 
契約締結日 ：平成 27年 12月 21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、向山装飾株式会社が契約の相手方となっ

た。落札率は、97.6％である。 

意見・質問 回   答 

工事の内容なのですが、ユニット家具工事というのは、

この図面が付いているものを現地で組み立てる感じなの

ですか。それとも、組み立てた物を搬入して据付けをす

る感じなのですか。 

組み立てていただいた物を搬入し、設置するというこ

とです。現地でやるということではありません。 



それは既製品ではなくて、この図面どおりに材料を使

って落札業者さんが作ってくれるという感じなのです

か。 

車椅子を使用されている重度障害者の利用者様向け
のユニット家具ということで、既製品にはないタイプの
物です。例えば、テレビを置くスペースや、テーブルを
その方の座高というか高さに合わせて上下するように
工夫されてあったり、洋服掛けが右側にあるのですが、
扉がない状態で出し入れがしやすいようにするとか、そ
の辺りはケースワーカーのアドバイス等もありまして、
このような設計で作っていただくというような内容に
なっております。 

競争参加資格種別で、内装仕上(C又は D等級)とされて

いるようなのですが、何というのか、広い意味では工事

と言えば工事なのかもしれませんが、内容との関係で、

内装仕上げのみにする必要性はあるのですか。これはイ

メージで、裏付けがある話ではないのですが、内装仕上

げというのはかなり狭い範囲に絞り込んでいるような気

がして、それと 1 者応札になったことと関係しているの

かどうなのかという観点なのですが。 

そんなに少なくないのです。内装仕上げは世の中にた
くさんいます。 

もう少し応札があってもよかったという感じなのです

か。 

それなりに業者さんはいらっしゃるかとは思うので
すが、説明書の配布期間の際には、実はこの参加した業
者のほかにも、もう1社が説明書を取りに来られてはい
たのですが、実際には参加していただけなかったという
経緯はございます。 

公告の手法は掲示ですか。 事務所の前に掲示するのと、あとは、当センターのホ

ームページに掲載させていただいております。 

見積りは所沢市内の業者2社から取っていて、応札はそ

れとは違う所沢市内の業者が入ってきたと。 

はい。この見積りを頂いた業者は今回の競争参加資格
に概当しない業者さんで、工事の内容を説明しまして、
参考という形で頂いております。 

それで、先ほどの御質問なのですが、区分がよく分

からないのですが、一般的にはこの手のものだと家具

だと思うのですが、内装仕上げという分類に、そうい

ったものが含まれるのでしょうか。 

はい。 

もう一つは、その依頼は、立面と断面の図面だけで依
頼しているのでしょうか。公告の資料として、つまり入
札するときに、これだけだと、どんな材質で、どのレベ
ルでの仕上げにすればいいのかというのは、作る側は非
常に不安ですよね。材質はどんな物か、一応、合板とは
書いてあるのですが、どの程度のレベルにするのかとか、
色も分からないし、見掛けも分からないわけです。だか
ら、入札する側が非常に不安に思ったのではないかとい
うのが少し心配なのですが、それはどうですか。ほかに
も何か資料はあったのですか。 

このほかにはございません。もちろん質問があった場

合にはお答えはさせていただいていたのですが、資料と

しては、こちらに提示しているものです。 

今のお話ですが、要するに内装仕上げのC又はD等級で
すか。 

はい。 

内装仕上げで本当にいいのかなというのは素朴な疑問
なのです。契約の中身が積算の中身のほとんどがユニッ
ト家具ですよね。 

はい。 

これだけで見ると、内装仕上げというよりも、家具

の購入や物品の購入というレベルの話なのではないか

と感じるのですが、その辺りはいかがなのですか。な

ぜ物品の購入、あるいは家具の購入では駄目なのか。

その辺りはどうお考えなのかというのがあるのです。 

 それで先ほど、もう 1 社が来ましたというのは、ど

ういう内装仕上げの業者なのですか。 

把握しておりません。 



本件は1者応札なので、そういう観点でもう一度見直し
したら、もしかしたら複数社が参加していたのかもしれ
ないという感じもありますので、両委員が御質問されて
いる内容は、その辺りがどうかなということだと思うの
です。 

はい。 

ちなみに、図面は、誰が実際に作るのですか。 このユニット家具の設置をする病院の新館の改修の

工事ということで、今まで病院だった建物を改修して、

重度の車椅子の障害者向けの受入施設に改修工事を行

うということで、それに伴って、1級建築士の方を雇上

げしており、その方にお願いして、最初に申しましたケ

ースワーカーの意見を反映させた形で、こういう図面を

作っていただいた次第です。 

ちなみに、この入札に参加するかもしれない業者さん
が、この仕様について、もう少し具体的に確認したいと
いうような問いがあったときには、答えるものなのです
か。それとも、情報は公平だから、ここに書いてあるこ
とから全て読み取ってくださいというような対応になる
のですか。 

それは、お答えは支障がない範囲というか、当然、作

っていただくのに変な物が出来ても困りますので、きち

んと内容は御説明して、そのほか、結局1社だけしか説

明書を取りにきていませんが、例えば取りにきた業者に

は同じような内容を返すようにはしています。その辺り

は不利益にならないように対応しています。 

先ほどの御説明を聞いて、1級建築士の方がいらっしゃ
るというので納得できたのですが、いかにも、この図面
は建築の図面なのです。家具の図面ではないのです。だ
から、例えば建築のプロセスの中だったら、こういう絵
を描くと、大工工事として、その場で作ってくれるのだ
けれども、内装や家具の発注の仕方とは多分違うと思う
のです。想定した業者に、うまく情報が伝わらなかった
のではないかというのが少し心配です。そちらが思って
いらっしゃることがこういうものなのだというのがうま
く伝わらなくて、それで応札する会社が少なくなってし
まったかもしれない。もう少し情報の提供の仕方も考え
たほうがいいのではないかと思います。 

はい。ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 
いろいろな御意見がありましたが、基本的には本件は1

者応札になってしまったということなのです。その原因

は、競争参加資格種別にもう少し検討の必要があったと

いうことで、元をたどれば、契約の中身に合わせた競争

参加者をどのようにするかといったところの検討を今一

度、今後はやっていただくということをお願いしたいと

思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 
審議案件名 ：業務用自動車1台交換購入 
資格種別  ：物品の販売-車両類（Ｂ、Ｃ又は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、１者応札であるため。  
発注部局名 ：近畿厚生局 
契約相手方 ：大阪マツダ販売株式会社 
予定価格  ：2,839,165円 
契約金額  ：2,808,000円 
落札率   ：98.9％ 
契約締結日 ：平成 27年 10月 13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、大阪マツダ販売株式会社が契約の相手方

となった。落札率は、97.6％である。 

意見・質問 回   答 



車両の調達で、1者応札というのは、車は幾らでもある

ように思うのですが、何が原因だったと思いますか。 

今回は大阪府内だけに限定して競争参加資格を考え

た場合、ディーラーが持っている会社がほとんどAの社

になってしまいます。Bの社に該当するのが2社ありまし

た。他府県にも声を掛けたのですけれども、興味を示し

てくれたのが2社ありました。しかしながらアフターケ

アとかメンテナンスの関係で辞退させていただきたい

という回答を得ています。 

他の遠い所はメンテナンスの問題があるからというこ

とですね。 

今回、電話で連絡した所はそのように回答を得ていま

す。実際に等級をA、B、Cでやったときに、大阪で入札

をしているのですけれども、過去には滋賀のディーラー

も入れてきた実績はあります。ただ、そこの会社は競争

参加資格がAランクなもので、今回の入札には参加でき

ないということになりました。 

予定価格の積算を見ると、本件の大阪マツダ販売以外

にも 6 社ですか 5 社ですか来ています。この業者の他の

車はなぜ入札しなかったのですか。 

競争参加資格が Bランクのところについては、入札を

辞退した理由を聞いてみると、本社と話し合った結果、

今回は難しいので辞退させていただきたいという回答

でした。 

難しいというのはどういう理由ですか。 多分、同じランクの車を考えたときに、うちが落とす

可能性が低いのではないかと考えたのではないかと思

います。納期に関しては間に合うという話は聞いていま

した。その他の会社に関しては、競争参加資格がAラン

クになり、今回の入札の中には入ってこられない感じに

なります。 

Aランクと B・C・Dランクではどう違うのですか。 物品の調達で、予定価格300万円未満のものに関して

はDランクと定められていますので、それの上位2つをプ

ラスできることになっています。その場合にはB、C、D

となります。 

トヨタの会社も Aですか。 トヨタの会社は資格を持ってなさそうな感じだった

のですけれども、過去に見積書を取っていた所があった

ので、そこに電話をして、今回見積りだけでもお願いし

ますという感じでお願いして、頂きました。三菱と日産

もAです。 

すごくいろいろ車がたくさんあるように見えるのだけ

れども、そもそも仕様書で限定した段階で、三菱と日産

のここに出てくる車は、価格差で 20万円ぐらい。一番上

の数字の価格差が、車両価格で 20万円ぐらい違うわけで

すよね。 

はい。 

A ランクということもあって、競争相手にはならなく

て、つまり業者側が仕様書を見た瞬間に、マツダのビア

ンテが強いのだなと。それと拮抗できるのはトヨタのノ

アということになるわけですか。 

それが一概にも言えないのです。過去の落札率を見る

と、日産は結構値引きが高くて、もし仮にこの会社がB

であれば入ってきて落札した可能性はあります。 

日産の B の販売系列の会社というのはなかったのです

か。 

日産のBの会社は大阪府内には１社しかないので。 

それで対象にならなかったと。 はい。ただ、競争参加資格自体は近畿で区切っていま

すので、県をまたいで入ってこられるのですけれども、

メンテナンスの関係で、私の所は入れてくださいという

ような感じが多かったです。 

建前としてメンテナンスというのは契約内容には入っ

ていないのだけれども、納める業者としては、業者の責

任として、それは納めたからにはメンテナンスもします

よと。頼まれたメンテナンスができないぐらいなら、初

それもあると思います。メーカーから、販売エリアが

決められているという話を聞いたことがあります。それ

で販売できないのと、仮に販売したとしても、法人向け

の割引きが全くできないというようになってくるので、



めから売りませんという販売店側の遠慮なのでしょう

か。あるいは、その後のメンテナンスというのは義務で

はないけれども、お付き合いせざるを得ないという認識

なのか。 

入札してもちょっと不利になるという考え方があるら

しいです。 

ここの場所で取り上げたよその事案で、県をまたが

ったディーラー、同じメーカー系列の別ディーラーが

県をまたがって入ったものがありました。それが、か

なり実質的に競争が働いた事案があったものですか

ら、これも見てみようということがありました。とに

かく応札する側が決めることなので、それは法律上の

義務ではないとこちらから言っても始まらないことは

始まらないのですけれども、こういう構造が固定化し

てしまうのか、何か次のときには改善する余地がある

のかというのは検討する必要があるのかどうかという

ことです。 

今回これとは別に、後でA、B、Cの競争参加資格で入

札したときは、滋賀県の会社が落としております。前年

度のときにも滋賀県の会社が落としています。今回は決

められたことなので仕方がないのですけれども、役務の

提供で300万円未満の場合はD等級だと決まっていて、上

位2つのB、Cしか入ってこられないという状況で落とせ

なかった。1社になるというのが事前に見えていたよう

な感じもあったのです。できれば車だけでも例外的にA

の社が入ってくれるようにしていただければ大変有り

難いかと個人的には思っています。 

それは、どこが決めるのですか。全省庁が決めている

話なのですか。 

今は多分、仮に今B、C、Dでやって、どこも入ってこ

なかったり、落とせなかった場合は会計課にお願いし

て、A、B、C、Dでやりますというのができるらしいので

す。それを、ちょっと前倒しでやっていただければ。 

最初から Aランクも入れるということですか。 そうですA、B、C、Dでできるようにしていただければ。 

会計課のほうではどうなのですか。 今の説明のとおり、現行制度ではそのようになってお

ります。今回についてはB、C、Dでやらざるを得なかっ

たというのはそのとおりです。それで、Aも最初から入

れるようにしたいというお話がありましたけれども、そ

れについては会計課に協議していただきたいと思いま

す。 

（分科会長の意見） 

本件は1者応札ということで、その理由の辺りが大体分

かったような気がします。今後は、なるべく数者が応札

できるように変えていただければと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件８－１】 
審議案件名 ：新良田フェンス取替工事 
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別調達をしていることから、随意契約の妥当

性について、確認する必要があるため。 
発注部局名 ：国立療養所長島愛生園 
契約相手方 ：株式会社松本工務店 
予定価格  ： 1,755,000円 
契約金額  ： 1,620,000円 
落札率   ： 92.3％ 
契約締結日 ： 平成 27年 10月 13日 

【審議案件８－２】 
審議案件名 ：72-2-3号舎修繕 
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別調達をしていることから、随意契約の妥当

性について、確認する必要があるため。 
発注部局名 ：国立療養所長島愛生園 
契約相手方 ：株式会社松本工務店 
予定価格  ： 1,447,200円 
契約金額  ： 1,353,240円 
落札率   ： 93.5％ 
契約締結日 ： 平成27年10月8日 



【審議案件８－３】 
審議案件名 ：73号軒先補修工事 
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別調達をしていることから、随意契約の妥当

性について、確認する必要があるため。 
発注部局名 ：国立療養所長島愛生園 
契約相手方 ：株式会社松本工務店 
予定価格  ： 1,144,800円 
契約金額  ： 1,080,000円 
落札率   ： 94.3％ 

契約締結日 ： 平成27年11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。 

意見・質問 回   答 

本件は3件、それぞれ少額随契なのですけれども、1件

にまとめるか、あるいは2件にするかどうか、いずれに

しても一般競争にできる余地があるのかないのかとい

うのがポイントだと思います。説明を伺っていると、そ

れなりにそれぞれ理由があるのかという感じはします。

最後の軒先の工事はもともと平成29年度に補修計画が

あったのですよね。 

はい。  

だけど、それが急に壊れてしまったので、緊急にその

部分だけを直したということなので、特に問題はないと

いうことです。 

これが実際のものです。平成29年度にその整備計画

があったのでやろうと思っていたのですけれども、今

回の爆弾低気圧の影響がかなり来まして、軒先が剥が

れ落ちて飛ぶようになりました。確かに足場を作って、

非効率的にはなるのですけれども、やはり皆さんの身

の安全が第一だということで優先させていただきまし

た。 

（分科会長の意見） 
本件は随意契約をしているわけですが、その妥当性に

ついてはそれなりの理由があると認められると思いま

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 ：国立療養所星塚敬愛園汚染処理装置更新整備工事 
資格種別  ：管工事 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 ：国立療養所星塚敬愛園 
契約相手方 ：九錦設備工業株式会社 
予定価格  ：49,831,200円 
契約金額  ：48,060,000円 
落札率   ：96.45％ 
契約締結日 ：平成 27年 11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、１者応札となり、九錦設備工業株式会社が契約の相手方
となった。落札率は、96.45％である。 

意見・質問 回   答 

この公告の方法、手段はどのようにされたのでしょう

か。 

今回の公告は、事務所の前に掲示と、当園のホームペ

ージ、鹿児島県内の建設新聞に載せました。 

辞退された業者は辞退届も付いているのですけれど

も、その理由は聞いていますか。 

25 日に提出された 1 社は、自分の所の工事の内容

が、イオン交換樹脂法ではなくて、別の方式でやっ

ているということでした。逆浸透膜法というのがあ

って、そちらのほうを推奨しているということでし



た。工事自体、イオン交換樹脂法についてもやれな

い工事ではないのですけれども、ホームページを見

たら逆浸透膜法を重要視されていて、そちらの工事

ならば喜んで手を挙げさせていただきたかったので

すけれどもということでお断りの辞退届が出されま

した。 

 残りの 1 社については、2 回ほど確認させていただ

いたのですけれども、公表できる範囲で構いません

のでということでお尋ねしたら、うちのほうの問題

ではなくて、今回は自社のほうの問題で辞退させて

くださいということだったので、詳しくはお聞きで

きませんでした。 

予定価格はどのように立てたのかを教えてください。 予定価格については、当初の予算請求するときには、
うちの施設のほうで業者に依頼して見積りを出してい
ただき、予算のための見積書を提出させていただきます
が、正式な見積りについては、会計課の施設整備室のほ
うでお願いして作成していただきました。 

この図面を書かれているのは設計事務所のようです
けれども、それは予算を取るときにですか。 

予算を取るときにではなくて、設計のほうは、それ以
前に 8月の段階で、この工事に合わせた設計の入札を行
ってきています。 

本件は1者応札に結果的にはなっているのですけれど

も、できるだけ1者応札を防ごうと、複数で競争しよう

という話ですので、星塚敬愛園のほうとしては、やれる

だけのことはやったという感じでよろしいのですか。 

そうです。今回の工事については、硝酸性窒素を

除去する方法として大きく 2 つあって、逆浸透膜法

とイオン交換樹脂法とあります。当初、逆浸透膜法

の検討をされていたみたいなのです。そちらのほう

が飲料水として使うために必要なミネラル成分と

か、そういう栄養分まで除去してしまうということ

で、今度はその除去されたミネラルなどの栄養素を

また作成するコストがかかるという話があって、で

きたらコストのかからないイオン交換樹脂法を採用

すると。こちらについてはイオンを再生するのに必

要なのが食塩だけで済むということで、業務用食塩

を使用すれば、かなりの安価で対応できるというこ

ともあり、こちらのほうを採用しました。 

 こういう二者選択の中から選んで、工事に持って

いったものですから、どうしても最初の逆浸透膜法

を採用されている業者にとっては若干参加しづらか

ったのかなとは感じています。どっちかに決めてや

っていかないと仕方なかったというのがありますの

で、園としては今回の選択としては正当性はあるの

ではないかと感じています。 

鹿児島県ということで、業者もそれなりに限られてき

ますよね。 

はい。 

そういう意味では厳しい中でも、なるべく複数応札を

チャレンジしたのだけれどもできなかったという感じ

でよろしいですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 
引き続き競争契約になるような努力をしていただき

たいと思います。 

どうもありがとうございました。  

【審議案件１０】 
審議案件名 ：歯科ユニット一式 
資格種別  ：物品の販売-医療機器整備(Ｂ、Ｃ又はＤ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 ：国立療養所宮古南静園 
契約相手方 : 株式会社沖縄歯科器材 
予定価格  ：5,089,467円 
契約金額  ：5,076,000円 
落札率   ：99.7％ 
契約締結日 ：平成 27年 8月 20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、株式会社沖縄歯科器材が契約の相手方
となった。落札率は、99.7％である。 

意見・質問 回   答 

ここで想定している歯科ユニットというのは既製品

なのですか。 

既製品ではなくて、業者がそんなに作っていないもの

で、作るのに 2、3 か月ほどかかるという返事をもらっ

ていました。 

参考見積りのときに、定価の表示が違うわけですけれ

ども、そういうのはどこに由来するかというと、例えば

A という会社名が書いてあったり、B という会社が書い

てありますけれども、そういう販売店ではなくて、メー

カーの完全な既製品ではないけれども、何かそれっぽ

い、そのベースになるモデルみたいなのがあって、そこ

にアレンジしていくみたいな感じになるのですか。 

一応カタログはありますけれども、これから作成しま

すという返事でした。定価証明書を見て分かると思いま

すが、(特型)という文言がこのことを指していると思い

ます。 

それの販売店というのは、県内にどのぐらいあるもの

なのですか。取り扱える業者ですが。 

10数社と聞いています。 

その中で、参考見積りをこの2社にした理由は何かあ

るのですか。 

理由は、過去平成17年に入札を行っていますけれど
も、それを参考にしました。 

宮古島は離れていて、両者とも本島の業者なのです
ね。 

はい。 

沖縄歯科器材は入札に応じてくれたわけですけれど
も、もう１社はそもそもやる気があったのでしょうか。 

見積書をくださいということで出していただきまし

た。最初は参加するような話で進んでいたのですけれど

も、締切りの日の前日に確認したところ、今回は遠慮さ

せていただきますという返事をもらいました。 

その理由は聞きましたか。 理由は、他に案件があるので参加できないと言ってい

ました。 

一般論でお伺いしますが、期限で、器材調達で、離島
による問題というか、デメリットというのはあります
か。 

デメリットは、歯科の関係とか医療機器もそうですけ

れども、宮古島にはそもそも業者がいないのです。沖縄

本島にいる会社がほとんどです。来る業者はいいのです

けれども、来ない業者も結構多くて、それで困っており

ます。 

その来ない理由というのが、本当に受けたくないの
か、受注したくないからなのか、あるいは受注したい気
持ちはあるのだけれども、手間と交通費を掛けて行って
取れないというリスクを取るほどの価値がない。例えば
電子入札とか、他の入札で負担を軽減することによって
解消可能なということになるのか、その辺はどうなので
しょうか。 

そちらは分からないのですけれども、他の歯科診療所

などに対しても、機器を納品していることがあった、そ

ういうところだと思います。 

これは郵送でも受け付ける形にはしているのですね。 はい、郵送でも受け付けております。 

確認ですが、島内に歯科診療所はありますか。 正確な数は分からないのですが、結構あります。 

ありますよね、そこでもユニットを持っているはずで
すよね 

もちろん持っていると思います。 

2社に声を掛けて、そのうち1社が応札して、ほぼ100％
という流れがあれなので、もう少し声を掛けたほうがよ
かったのではないかという感じがしているのですけれ

18 日までに、他に 2 社ほど電話をしております。こ

の理由は申されなかったのですけれども、参加は遠慮す

ると言っていました。 



ども、なぜ2社に絞られたのかが、過去に実績があると
いうだけではどうなのだろうか。 

遠慮するというのは、理由を言わないでですか。 はい。 

1者応札というのは先ほどの件もそうなのですけれど
も、歯科ユニット一式といえば、今の話では他にも納入
業者がいるようですので、それが1者応札になっている
というのは、まだ努力の余地があるのではないかという
気がするのです。 

12 月に他の歯科医療機械の入札を行ったのですけれ

ども、ここも 1社しか参加しませんでした。同じように

電話をしたのですけれども、それでも参加しませんでし

た。 

（分科会長の意見） 

今後もこういう契約があると思いますので、できるだ

け1者応札にならないように、いろいろな業者に声を掛け

て、入札に参加していただくように努力していただきた

いと思います。 

ありがとうございました。 

 

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） 


