
 

平成２８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２８年７月１日（金） 厚生労働省専用第１４会議室 

委員（敬称略） 第一分科会長  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 

委 員     倉井 潔   倉井潔税理士事務所 税理士 

審議対象期間 原則として平成２８年 １月１日～平成２８年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １１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 １１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 ：カラー複合機15台並びにモノクロ複合機1台の賃貸借及び保守業務一式 

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、落札率も低いため。  

発注部局名 ：東海北陸厚生局 

契約相手方 ：富士ゼロックス株式会社 

予定価格  ：9,891,901円 

契約金額  ：5,486,032円 

契約率   ：55.46％ 

契約締結日 ：平成28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、富士ゼロックス株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は 55.46％である。 

意見・質問 回   答 

予定価格調書を見ると、積算根拠は平均を取ったもので

す。こちらの表を見ると、現行の賃貸借料、当局○円、他局

○円と○円、市場見積価格○円とありますが、これを見る限

り平均を取るという意味が、高いものと安いものが分散して

いて、平均という意味があまりない気がするのです。それに

基づいて計算された価格というのは、もはや意味を失ってい

るように思うのですが、いかがでしょうか。 

蓋を開けてみたら○円ということだったので、そこは当

局も調査が甘かったと感じております。 

他局が○円と○円、市場価格と非常に大きな乖離をしてい

るわけですけれども、そうすると、他局のみ参考にしてもよ

かったなと思うのが1つです。それから、一般的にこういっ

たレンタルの場合、5年間の契約ですから、5年間契約が終了

するまで貸して、それ以降機械をメーカー側は引き上げて、

売却するなり、よそにまた貸し出すなどして利益を得ようと

思うわけです。そうすると、月当たり例えば500円で貸すと

年間6,000円。5年間で3万円。そういう金額では、その後売

却して元手が取れるのかなと若干不安になります。そうする

と、これはよくあるプリンターなどの販売の手法と同じで、

大元は値引きして、そこで利益を取るのはやめようと。代わ

りに保守で取ろうということかなと思うのです。そうする

と、保守は1年契約ですか。 

はい。単年度です。 



 

そうすると、その後保守契約を取れなかったら、こち

らのメーカーは大損ということになりますか。 

そうなると思います。 

場合によってはセットで考えても、保守も5年とか、そう

いうことはできないのですか。 

保守につきましては、使用の枚数に応じて毎年変動をす

る可能性もありましたので、賃貸借は5年で確定額と言える

のですけれども、使用枚数に関しては、毎年使用の実績を

踏まえて毎年の予定枚数というのを積算していましたの

で、それで単年度という扱いにしています。 

先ほどの平均額を計算したものですが、その価格、賃料と

か、あるいは保守料のほうもそうですけれども、これは同じ

ぐらい使用したであろう機械の場合を抽出したのでしょう

か。つまり、年間100万枚という単位ですよね、印刷の量が。

それと、1万枚しか刷らない機械では、保守料も契約時に変

わっていいと思うのですが、大体それは同じものを選んだと

いうことですか。 

大体同じぐらいです。 

落札者を決めるときには、どの金額とどの金額を比較して

決めたのかということについては、どういう御説明になるの

ですか。たまたまこれ1者だから、そういうのにならなかっ

たのだけれども、本来は何を比べて落札者を価格で決めたは

ずだったのですか。 

基本的には機種が決まっていて、予定数量を踏まえて、

予定価格を総価で計算してありますので、そこで比較して

あります。 

総価で決まるはずだったのですか。もし複数者が応札して

いれば。 

はい。 

総価ということになると、先ほどの賃貸借契約の部分の金

額と、保守料金の金額の部分が、渾然一体となっている総価

という意味ですか。 

はい。 

次年度以降、保守料金部分が、うち幾らなのかという

ところについては、どうなるのですか。 

次年度以降、保守だけの一般競争入札になると思うので

すけれども。基本的には今年度の使用枚数を実績値として、

それで保守料金の予定価格を立てて、入札を掛ける予定で

おります。 

例えば総価で同じ100万円だったら100万円で、内訳の作り

上、賃貸借部分を例えば99万にして、保守料金部分を1万だ

という積算を出されたとして、この契約で、賃貸借部分はど

ういう契約条件というか、値段になるはずだったのかなと思

いまして、その内訳も意味を持ってくるのかどうか、総価な

のか。 

この金額ということですよね。富士ゼロックスのほうで

内訳書があるのですけれども、基本的にはここで賃貸借の

ほうなのですけれども、5年間の賃貸借料金ということで39

万6,000円、このままいくことになります。 

こういうふうに書いてくれたから、これは結果的にはよか

ったのかもしれないけど、複数あって競争になったときに、

ある業者は総価は安いけれども、その業者さんは賃貸借部分

が九分九厘占めていたというようなときは、どうしたつもり

だったのでしょうか。 

そういった場合ですか。そこは正直言って想定していま

せんでした。 

コピー機の関係は、過去に何度も見てきているのですけれ

ども、どういう組合せになるかというのも、賃貸借と保守の

関係とかまちまちだったりするのです。このスタイル、賃貸

借部分を5年にして保守部分を1年で1個の契約でやる、総価

で見るというのは、どこか参考にされた事例はあるのです

か。それともどこかの指導によるものなのですか。 

当局が前回そうやっているのと、近年の他局の例も参考

にしました。 

これで賃貸借契約が富士ゼロックスで決まって、保守契約

が来年以降一般競争入札ということで。これ、富士ゼロック

スの愛知県の営業所が契約相手になっているけれども、代理

ということで本社ですよね。これ、一般競争入札で競争性が

働くのでしょうか。つまり、保守管理をやってくれる会社と

いうのは、結局、富士ゼロックス系列の会社になるのではな

いですか。その中で、もともとの契約が富士ゼロックスの本

社から代理契約で契約しているわけで、本当に競争性が働い

いわゆるメーカーが直接保守をする場合と、場合によっ

ては事務機屋みたいな所が、幾つか複合機を取り扱ってい

るような、業者側のメーカーではない通常の民間の事務機

屋もありますので。これまで当局は基本的に、入札を行っ

てもメーカーしか保守に関しても応札は来ていないのです

けれども、声掛けとか、呼び掛けに関しては、メーカー以

外の、いわゆる通常の事務機業者のほうでも保守をやって

いる所も他局の例はありましたので、そのメーカーに限定



 

て、保守料金が下がるということが期待できるかどうかとい

うのは、どのようにお考えですか。 

した保守というようにならないようにはしたいと思いま

す。 

もちろん事務機屋さんは保守をしてくださるでしょうけ

れど、結局、富士ゼロックスの本社と契約しているわけなの

で、根元を押さえられている形になりますよね。だから、事

務機屋さんだって、そこは富士ゼロックスから、本社から仕

入れているわけだから。そこで本当に競争性が期待できるか

どうかということに関しては、いかがかなと思ったのです

が。それが、先ほど来議論が出ているように、最初の賃貸借

契約は抑えておくけれど後々保守料で。普通のビジネスモデ

ルではよくある話なのですけれども。それも今までと変わら

ないような金額で、安い金額で入れてきたとすると、今後、

1年ごとで、これから保守契約をするというやり方が、期待

どおりの結果になるかどうかというのが、少し不安だなと思

ったのです。 

御指摘のとおりかと思います。 

手続としては適法にされていたものとは思いますけれど

も、予定価格の算定において、5年間という長い目で見たと

きに、本当に経済性といいますか、一番安価な金額になるよ

うな形で、うまく設定されていたのかどうかということにつ

いて、他所の事例も参考にしていただいて、コピー機の件に

ついては、今後、機会がありましたら、また見直しをしてい

っていただければというふうに思います。 

事務局から説明します。基本的には機種の賃借のところ

を5年と、機種については、国庫債務を掛けられるのですが、

保守については国庫債務を掛けられないので、5年の賃貸と

1年の保守でセットにした入札を行い、その後、保守のとこ

ろを入札、若しくは公募すると、こういうような手法でや

っているのが現状です。 

保守契約について、国が債務を負う部分は1年に限られる

としても、例えば入札する側の条件として、次年度以降に応

札する場合はこれを上回る条件、初年度よりも高額の入札に

しないこと、というのは入れられないですか。 

こういうやり方でやっているけれども、それが本当の契

約として正しいかと言われたら、きれいさからすると、き

れいじゃない気がするのですけれども。機種だけやって、

あとは保守のところは公募を掛けて随契にしているとかと

いうと、まだきれいな気がするのですけれども、どうも実

際上の今の各省庁のやり方を見ても、そのようにやってい

る例が結構多くて、それが駄目だという理由はないのでは

ないかと整理をしていて、そういう形に認めているという

のが一般的な形です。 

（分科会長の意見） 

特に適正性を欠くというところは見当たらなかったと思

いますが、競争性がより働くように、一層努力いただければ

と思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所長島愛生園建物解体工事 

資格種別  ：建築一式（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、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 ：株式会社三幸工務店 

予定価格  ：52,233,120円 

契約金額  ：37,260,000円 

落札率   ：71.3％ 

契約締結日 ：平成28年3月1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）行ったところ、５者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社三幸工務

店が契約の相手先となった。落札率は 71.3％であり、低入札価格調査を行った。  

意見・質問 回   答 

この工事に関しては、大幅な値引きがされていますが、ど

のような理由があったのですか。 

解体工事ということもあり、かなり予定価格に対してず

いぶん大きな値引きがあるのではないかと、当初から予想

はされていました。 

これは、A社で見積られた金額ですか。 はい。 



 

業者から並々ならぬ受注意思も勘案し、更に20％値引きを

適用したという形で計算なさっています。その20％というの
は、どこから出た数字でしょうか。 

それは、A社の後に、B等級の今回入れない建設総合業者2

業者さんに参考見積りを取りました。その業者が、2社とも

に、およそ何社ぐらいの応募があるのというので、その情

報をこちらから積極的に言うのは望ましくはないのですけ

ど、5社ぐらいあると話をしたところ、今回この建物解体工

事で、なおかつ、第七不自由者棟、更に総合診療棟という

大きな建物を踏まえている工事で、かなり業者さんが興味

を持っている。建物解体工事の会社さんはかなり大きな値

引きをしてくる可能性があるということで、私どもが出し

た金額よりか、これの8掛けぐらいでも業者はいけるのでは

ないかという話をされていました。そこの確実性はないの

ですけれど、2社とも同じ80％ぐらいでいけるのではないか

と言われて、それを適用しました。実質、開札したところ、

設定した予定価格、実際導き出した額の8割ですけど、それ

と近いラインの業者さんもいました。更には、かつて中国

建設工業さんから見積りを取っていて、それが大体今回と

近いような金額であったので、恐らく8掛けでも落札者がい

るのではないかということで予定した次第です。 

A社の見積りは、20％値引く前だとものすごい利益率の高

い見積りを最初に出してきたのですか。 

見積りとしては参考にはしていないのですけれど、とり

あえず出してきたので、この金額。かなり現実とかけ離れ

た相当に高い金額なので、実際に設計を委託した業者さん

が出す見積りというのは、こんなものかなと思いました。

現実とかなり乖離しているなという実感はあります。 

予定価格の立て方の前提の確認ですけども、業者に参考見

積りを取って作る場合と、自ら積算というのですか、項目を

拾って積み上げる場合、あるいは本省に頼む場合があるかと

思うのですけれども、例えばこの規模の解体工事の案件の場

合というのは何か準則、どの方法でやるという基準はあるの

ですか。 

基準は特にないですけど、本来的には積み上げていく。

当園の場合は、平成27年10月まで一級建築士が1名いたので

す。その方が退職されて、その後技術者がいなくなって、

内容的には厚生労働省の施設整備室に予定価格をお願いす

ることもあったのですけれど、なかなかそこが十分にいけ

ずに。ただ、実際に立てた予定価格は、現実には相応のい

い線でいってるなというのはあるのですけれど。そうです

ね。やはり積み上げていって立てるのが本筋だとは思って

おります。 

（分科会長の意見） 

本件は結果としては5社応札で、しかも低入札になってい

るということで、競争性については十分に発揮されたと評価

できると思います。予定価格の積算についても、結果として

はよかったということになろうかと思いますけれども、一般

的な適正性について、もし改善する余地があるのであれば、

先ほど決まった基準はないということでしたけども、より適

正の予定価格の算出について、御努力されるようにお願いし

たいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国立療養所長島愛生園総合診療棟新築整備工事(機械) 

資格種別  ：管工事（経営事項評価点数950点以上） 

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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：三建設備工業株式会社 中国支店  

予定価格  ：682,084,800円 

契約金額  ：556,200,000円 

契約率   ：81.5％ 

契約締結日 ：平成 28年 3月 18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三建設備工業株

式会社中国支店が契約の相手先となった。落札率は81.5％であり、低入札価格調査を行った。 



 

意見・質問 回   答 

今回の予定価格について、会計課施設管理班というの

は、外部に委託して積算したということではないわけで

すか。 

 はい、一応、厚生労働省の大臣官房の施設整備室に担っ

ていただいて、私どもの名前を付けたという整理にしてお

ります。 

金額は、それでも大幅に違った理由を教えていただけます

か。 

 施設整備室は、国土交通省の定める基準等に基づいて適正

に積算されておりますので、それでも、なおかつ、業者の意

欲がすごくあったのではないかと思われます。実際に政府調

達案件で6億の中で、仮にその調達物件の値段が6億だったと

して、およそ低入札の価格が9掛けとしたら5億4千万という

のがおよその範囲なのですね。ただ、この業者については、

低入札での応札覚悟で5億1千万という形で出てきましたの

で、とにかく取りたいという、そんな意欲が働いたのだろう

とは思うのですけど。予定価格の積算については、適正に計

算されていると考えております。 

 業者が余りに頑張りすぎると、今度、品質等に疑念が生じ

る可能性があるとか、外注費を削るのではないかのですか。 

 低入札の調査をしっかり実施しております。 

業者が、企業努力と言われればそれまでだと思うのですけ

ど、余りにむちゃな低価格な入札をさせてしまったというこ

とは、ヒアリング等ではなかったのですか。 

 この低入札の価格であっても、履行可能性に係る調査を

行いまして、この三建設備工業中国支店は、過去に当園

の工事を 1 度担ったことがあり、全国規模で事業展開し

ており、幅広い分野での施工実績がある。特に病院や福

祉施設での施工実績がかなり多くありまして、とても信

頼できる業者と判断しました。 

 この業者についての経営状態というのは、現金の預金

が○円もある。とにかくキャッシュ面で強い業者さんで、

直近1年間での損益計算書を見ると、約○円の純利益が生

じており、年々増加傾向にあって、メインバンクの銀行

にお聞きしましたところ、経営状態も良好で安定した優

良企業という、そういうことをいただきました。こちら

の業者は信頼できるということで、金額的にはかなり安

い金額にはなったのですけれども、今、現実に施工もし

ていただいておりますが、信頼できる業者と判断してお

ります。 

本省の施設整備の担当にお伺いしたいのですが、これまで

も特に設備の見積りに関して低入札にかかるような事例が

幾つかあったかと思うのですか。設備の見積りの難しさがど

ういうところにあるのかを、少し御説明いただけますでしょ

うか。 

 一般的な話としては、設備関係でいけば、例えば大きな工

事になれば扱う数量が大きくなってきます。同じ例えばエア

コンみたいなものであれば、1台買うのと100台買うので単価

が下がってきたりとか、そういったことはあるのかなとは思

います。今回みたいな大きな工事であれば、そういったとこ

ろで、業者も安く大量に仕入れられるところはあるのかと思

います。 

ベースの資料は、国土交通省の資料から出していらっしゃ

るのですか。 

 機械物につきましては、メーカーの見積りを取って積

算をしております。 

メーカーの見積りが、その案件によって台数の違いと

かで、時として大きく読み間違うことがあるということ

でしょうか。向こうの事情によって、こちらの腹づもり

と違うということが起きるということでしょうか。 

可能性としては、そういうこともあろうかと思います。そ

の近隣で、例えば今回取った業者さんが、同種の工事を受注

した場合には、仕入れることが大量にできますので、こちら

は我々の工事しか分かりませんので、大量仕入れできること

によるコストダウンということは可能かとは思います。 

今回の案件に関して、低入札の調査でそのようなことがヒ

アリングでされたのでしょうか。 

 今回のヒアリングの中で実際に聞いた話は結果報告に書い

てある部分で、今、岡山市内で同じような工事をやっていて、

そことの調達を一緒にするのでスケールメリットが生かせ

るとか、自分の所の経営努力、更に信頼できる業者との長年

のつながりでそこを落としてもらうという、そのような話の

ヒアリングでした。 

（分科会長の意見） 

 この案件については特にありません。 

 ありがとうございました。 



 

【審議案件４】 

審議案件名 ：面会人宿泊所改修整備その他工事 

資格種別   ：建築一式（Ｂ又はＣ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 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：株式会社シンケン 

予定価格  ： 282,274,200円 

契約金額   ： 203,040,000円 

落札率   ： 71.93％ 

契約締結日 ： 平成 28年 1月 18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、６者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社シンケ

ンが契約の相手先となった。落札率は 71.93％であり、低入札価格調査をおこなった。 

意見・質問 回   答 

先ほどと同じことですが、こちらも会計課施設整備室で見

積ってもらったものですか。 

はい。 

3割ほど安く落札されたということですが、ちなみに、こ

ちらの会社の概要で損益計算書が出ていますが、こちらの完

成工事高と売上総利益を見ると、利益率は粗利で○％ぐらい

の企業です。 

営業利益で見ると○％ぐらいしかないわけですが、官房で

の見積りが適正で、一般的なゼネコンの利益率が10％ぐらい

ということから見ると、3割引かれてしまったら、この会社

自体は体力があっても、この工事に関しては赤字で落札して

いるのではなかろうか。あるいは、その逆、見積りが高過ぎ

た。どちらが原因とお考えですか。 

今回落札した業者は、当園の工事には新規に参入した業

者です。今後、実績を作る上で、ある程度利益がなくても

実積を作るために入ってきたのかというところはあるかと

思います。 

これは直接この案件のみにかかわらずですが、実積づくり

のために赤字覚悟で入ってくる業者は世の中にいっぱいあ

ると思うのですが、そういうことは余り望ましくはないけれ

ども、企業努力だからしょうがないという理解でよろしいで

しょうか。 

はい。 

世間の動向で、例えば応札者数が多そうで競争性が働きそ

うだからとか、あるいは、今、世間で工事職人が足りないか

らといって厳しそうだとかいうことを、予定価格を立てる段

階で反映させる場所は、基本的にないということでいいので

すか。参考見積による方式ではなくて、国交省の基準とか施

設整備室で積むような積み上げる方式のときは、その辺は余

り考慮されないということでよろしいのでしょうか。 

積算に関しまして、あくまで国土交通省の積算基準に基

づいて予定価格を立てるということで、それを本省の整備

室から頂いて予定価格を立てていますので、積み上げとい

う方式ではその辺は考慮されないと思っています。 

（分科会長の意見） 

結果的に競争性が発揮されたという評価になろうかと思

います。 

 ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：国立療養所邑久光明園内に整備する「社会交流会館資料展示室」の展示制作等業務 

資格種別  ：-  

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、1者応募であり、最も契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：株式会社乃村工藝社  

予定価格  ：21,184,558円 

契約金額  ：21,149,326円 

落札率   ：99.83％ 

契約締結日 ：平成 28年 2月 17日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、１者応募となり企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、株式会社乃村工藝社と



 

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 

1者応札ということですが、案件の内容などを見ると、応

札できる業者は近隣にあるようにも思われます。他方で、前

に一定以上の展示をやったことがあるとか、そういう者に絞

られていくと、結構ハードルが高いのかという気がするので

すが、どの程度応札が可能な業者があるとか、そういうこと

はあらかじめ見込んでいたのでしょうか。 

今回の企画競争に当たって、今回落札した業者とは別に、

公示した後に説明会をしました。大手の業者ですが、説明

会には1者参加しました。実際に企画競争に参加していただ

けるものと思っていたのですが、ハンセン病の歴史等につ

いて、ある程度理解をしていただかないと展示が作れない

ということがあり、その業者については、途中で辞退をし

た経緯があります。もう1者、ほかのハンセンの資料館の展

示制作に携わった業者に声を掛けました。業務が繁忙で断

られたということで、最終的にこの業者1者になった次第で

す。 

そうすると、あらかじめ見込みとしては、そもそも広く全

国に業者が何社も手を挙げると見込める内容ではなかった

ということですか。 

最低でも3者ぐらいは来ていただけるのかは見込んでい

ました。 

 恐らく今の資格要件的なものの展示面積110㎡以上の云々

と、そこの要件の立て方が絞り過ぎではないかとか、あるい

は必須ではないかということの問題意識ではないかとは思

うのです。ここの基準は何か根拠はあるのですか。平成17

年以降で、190㎡で、国と公共団体発注とか、これは緩めら

れないとか、ここは緩められるとか、何か、どういう根拠な

のですか。 

これは単純に資料展示室の平米数が195㎡だったもので

すから、それ以上ということで挙げさせていただきました。 

平米数が難易度に関わっている気は余りしないのですが、

どうなのですか。これは展示面積の平米数を抜くと、何かリ

スクが高いのですか。 

今回、私どもはこういった契約が初めてなものですから、

ある程度入札公告をするに当たって、本省とも相談させて

いただきまして、特にそこの平米数については、当初のこ

ちらの案で出して、そのまま行ったということです。 

ハンセン病の関係の施設で、よその園は別の業者を使って

いるとか、そういう情報収集みたいなのはされたのですか。 

はい、それは把握しています。 

金額と企画の中身の評価の関係というのでしょうか、これ

はたまたま1者応札ですが、これは複数が競合した場合に、

金額のところについては、直接的に落札の決定に反映される

仕組みにはなっていないのですか。 

まず、今回、企画提案という制度を採用しているもので

すから、各業者がどういった提案で、どういった金額でや

るかというところを踏まえて、結果として応募が1者しかな

かったのですが、それはその都度こちらの評価委員会のほ

うでその内容については審議して、2者あれば、そこで各委

員の評価を聞いて決めるという形ではありました。 

募集要綱に予算額は2,200万円だと書いてあるのですが、

これは2,200万円を十分に使ってその枠内で何が提案できま

すか、という読み方をしていいものなのですか。それとも、

うちは1,100万円でできます。かつ、この内容ですという値

段との兼ね合いで何か提案をすることをお勧めしていると

いうか、そういうものなのですか。これはどう読めばいいの

ですか。 

こちらとしては、当園のある程度目指している資料館で

ありつつ、なおかつ、金額は安ければそれに越したことは

ないのですが、ある程度マックス2,200万円掛かっても、そ

こはしょうがないのかとは思っています。だから、余り安

いからいいというものでもありませんし、当然、制作する

以上はいいものを作りたいというのは、園としても入所者

の方の思いもあります。 

例えば、工事の総合評価などを見ていると、金額も含めて

点数化して、うちはこうやっていますという中身と金額を掛

け合わせてやるようになっているようですが、ここはそうい

うふうに、機械的に金額の所を点数に置き換えてというつく

りにはしていないということですね。それも含めて、基本的

には余り値段で競争させるという発想はないということで

すか。 

 はい。 

業者は費用の中に備品等は調達して請求する形になるの

ですが、この展示終了後、その備品は業者の所有物だから、

それはそのまま業者が持っていくつくりになっているので

すか。 

今回、所有というかその予算の範囲内で、こういった備

品も提供しますということの提示がありましたので、それ

はいろいろパネルを作ったりとか、証言ビデオを作ったり

とか、映像コーナーを作ったりとか、その中で最低限こう

いった備品を設置しますという提案内容ですので、最終的

には業者というよりも国の持ち物にはなります。 



 

この参加要件の所には書いてはいないのですが、企画競争

理由書という中で、先ほどからおっしゃっているように、参

加する方がハンセン病に関する歴史に関して正しい知識を

持っているかどうかを問うているのですが、なぜ、それを必

要なのでしょうか。例えば、どこか、縄文歴史博物館のプレ

ゼンテーションを作ってくださいと言ったときに、縄文文化

について詳しい所しか応札できないということは、普通はな

いと思うのです。なぜ、今回、条件としてハンセンに関する

知識を求めたのですか。 

当然、この資料館自体が園の事業ではありますが、入所

者のかつての希望です。当然、入所者の今までの過去のそ

ういう歴史とか、どういったことがあったかを把握してい

ただかないと、展示制作をする上でより反映できないとい

うことで、参加資格の中に入れました。 

展示空間を求めるのではなくて、展示物の中身を求める企

画競争だったということですか。 

中身と言いますと展示物ではありますが、例えばその展

示物の言葉の表現1つにしても、ある程度心情を察して、そ

の言葉を提案してもらうというか、解説をしていく、ある

程度理解していただいたほうが、業務がよりスムーズに達

成できると考えています。 

ハンセン病に対する正しい知識を啓蒙するということで、

その表現だったりコンテンツまでも含めて業者に求めるわ

けですか。普通は企画する側がこういうものを展示したいの

だけれども、そのプレゼンテーションの方法としてどういう

見せ方があるのですかとか、そういうものかと思ったのです

が、そうではないのですか。 

当然、こちらの園も、作る上でいろいろと助言、指導等

はするのですが、提案をしていただく上である程度そこに

行くまでの理解をしていただかないと、多分、例えば言葉1

つにしましても、この言葉は何ですかということから説明

していきますと、それだけ作業が遅れることもあります。 

例えば、今回、入札を行うときには、公告又は配った資料

としては、これ以外の資料もあるのですか。 

これ以上はありません。 

分かりました。でも、それはおかしくないですか。ハンセ

ンの施設が社会にハンセン病の歴史をきちっと正しく伝え

るとか、実情を知ってもらうとかといったときに、コンテン

ツの中身のかなりの部分を第三者任せにすることになりま

す。私たちは、こういうものを伝えたいのだと、それをどう

見せたらいいのかを求めるのなら分かるのですが、逆にそこ

ら辺が極めて競争性を失ってしまって、参加資格はかつてそ

ういったものに関する経験のある所にしかなくなってしま

ったのではないかということが心配されるのです。 

確認ですが、仕組みとしては、コンテンツについても一定

程度委ねる形の発注、調達も、それは許容はされているとい

う前提でいいのですか。 

はい。 

 

あとは、適否というか是非の問題という形ですか。 はい。 

（分科会長の意見） 

伺っている制度を前提とすれば、特に不適切な所はなかっ

たと考えます。ただ、結果として、1者応札ということでし

たので、さらに競争性を発揮されるように努力されることを

希望したいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件６－１】 

審議案件名 ：公務員宿舎給湯配管災害復旧一式 

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。  

注部局名   ：国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ：株式会社レモンガスかごしま 

予定価格  ：4,968,000円 

契約金額  ：4,644,000円 

契約率   ：93.5％ 

契約締結日 ：平成 28年 2月 12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６－２】 



 

審議案件名 ：公務員宿舎給水ポンプ設置一式 

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。 

注部局名   ：国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ：日本浄水管理株式会社 

予定価格  ：3,348,000円 

契約金額  ：2,430,000円 

契約率   ：72.6％ 

契約締結日 ：平成 28年 1月 27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 

こちらの宿舎の築年数はどのくらいですか。 築年数は様々なのですが、一番古い所で昭和50年の前半

だったと思います。一番新しいもので平成元年です。 

故障や破裂がなかった所には、今回手は触れなかったので

すか。 

はい。公務員宿舎は全て給湯配管を外に出していたもの

ですから、それで全て外に出してあった配管は破裂する状

態になってしまいました。給水の配管は建物を作るときに

屋内に配管してあったものですから、そちらは破裂するこ

とはなかったのです。給湯管の外に出していた分は包帯で

巻いてあったのですが、保温材ではなかったので-11℃の寒

さに耐えきれずに保護材もろとも破裂する形で、ほとんど

の宿舎が破裂して使えない状態になりました。 

今回の契約の納期は 3 月 25 日ですか。納期は守られたの

ですか。 

納期は守られました。 

概要書の中で、給湯・給水管が凍結し大量破裂、湯わかし

器の破裂がありとありますが、湯わかし器を取り換えたので

すか。 

湯わかし器は全部ではなくて3台とか。当時使っている部

屋の湯わかし器は予備熱が走っていたので凍結しなかった

のですが、そのとき留守にされていた所や若干、長期の空

き屋があった所が破裂して壊れたのです。 

資料の総括内訳表、予定価格調書の中に湯わかし器が入っ

ていますか。 

湯わかし器は、今回配管の更新をメインに契約しており、

部品の修理で可能な所は部品で修理対応しておりますの

で、今回の給湯器の故障は今契約には入っていません。 

給水ポンプですが、配置図を見せていただいて、対象とな

るのは先ほど同じ住宅なのですか。 

給湯配管は宿舎全戸です。配置図の斜線で囲っている部

分が公務員宿舎のエリアです。こちらのエリアの給湯配管

を全てやられたということです。そのうちの2棟の給水ポン

プが故障したということです。 

給水ポンプは加圧給水ですか。 はい。 

受水槽に上げるのではなくて加圧給水なのですか。  はい。 

随意契約をするに当たって幾つかの業者に問合せをして

おりますが、先にここは確認するというものをリストアップ

した上で、そこは一通りどのような返事であっても声を掛け

ているのか、順番に受けられるという所が出てくるまで掛け

て、やれますと言ったらそこで止めているのか、どちらです

か。 

 給油配管については、問合せの期間が1月26日から2月8

日までと長くなっているのですが、どうしても随時掛けて

いって、各業者にいろいろな所へ確認していただいて、資

材が入るかどうかの返事待ちを含めた上でのものですか

ら、掛けるのはほぼ同時にずっと掛けております。 

もう片方は。 これも確認した日にちは同時期で、実際に契約した日本

浄水管理のほうが、ごく最近うちに納入があり、そちらに

確認したらたまたま九州にはなかったのですが、関東エリ

アに在庫が2台あると返事を頂いたものですから、ここが割

と早かったのです。 

聞き方を変えると、結局4社に確認しておりますが、とに

かく先に4社に声を掛けると決めて、4社に声を掛けてたまた

まある所が1社だったということでよろしいですか。 

 はい。 

もし、これで2社ができますと言ったら、2社の中でどちら

にするのかということは、また別の検討があったということ

はい。 



 

でよろしいのですか。 

今回、業者が引き受けられると言ったのは、それぞれ1社

ずつだったわけですか。 

 はい。確認した時点で。 

それは納期の問題でしょうか。例えば、3月30日だったら

もっと安く受けられると業者が言ったわけではなくて、偶然

にもみんな納期の話ではなくて、うちは受けられません、受

けられるか、2つに1つだったということですか。 

 そうです。県下一斉だったものですから、若干、県とか

市のほうが先に手を打ったりとかそういうこともあったみ

たいで、まず、やってくれる業者がなかったということが

実態です。 

（分科会長の意見） 

随意契約とした理由について、理解できるところだと思い

ます。随意契約を選択した後の手続ですが、経済性も可能な

範囲で考慮すべきだと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：情報セキュリティー対策実施状況調査 

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 ：国立療養所菊池恵楓園 

契約相手方 ：正晃株式会社 

予定価格  ： 2,376,000円 

契約金額  ： 2,376,000円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 28年 3月 7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 

見積書の金額が適正であるかどうかという点について、何

か調査というか業者に質問等を行いましたか。 

通常システム開発であればSEの単価が使えるのですが、

今回はシステムの開発ではなくて、セキュリティーそのも

のが妥当かどうかということでしたので、そこは物価資料

の中の労務単価ではとても安くて請け負えないという積算

を自分たちではじいております。 

ただ、これだけの短い期間でどれぐらいの残業をやれば

できるのかということは、私どもでははじき出せませんで

したので、その3社に見積書を依頼したところ、2社はそん

な時間では見積書は出せませんと、1社だけが出してきたの

でやむを得ずその1社の分を見積書として当園は採用した

ところです。 

全国のハンセンの療養所で同じことが起きたのですか。 うちの園は全国に比べて入所者の数がほかの園よりも圧

倒的に多いので、入っているシステム数が全部で22ありま

す。ほかの園は入所者の数が何10人台という所があり、複

雑なシステムまでは入れていない所もあるので、私どもが

やったような契約をやっているのかどうかは分かりませ

ん。 

ほかの園の入札の様子を情報収集されなかったのですか。 しておりません。 

業者が出してきた金額について、結局、正当性の根拠、内

訳とか、曖昧なりにどのようにこの金額が導かれたというこ

とについて説明を受けているのですか。 

当然、説明は受けております。 

それはどういう積上げのされ方だったか、人工数だったの

ですか。 

中の所で作業員、SEではないのですが、そういう調査専

門の方がおられるので、そういう方々が何日間働いてどの

ような時間数で、これを最終的に成果物を積み上げますと

いう説明でした。 

資料が付いていないので分からないかもしれませんが、そ

こでいう延べ何人日で 1 人単価が幾らだったかということ

は、そのときの資料としてあるということですか。 

はい。 

そこに書かれていたものの単価が、先ほど通常の SE の単 判断してそれを受け入れたということになります。期間



 

価より高かったとか高くなかったとか、あるいは単価ではな

くて人数について、何か園としての、素人なりかもしれませ

んが何らかの判断をされたということなのですか。 

的に短かったので、そこのところが割増しかもしれません

が、ただ、どれだけの部分が割増しかということは、あく

までもその市場におけるところの期間と納入するもの、全

てが整合性されたところで価格は決まるものではないかと

思っておりますので、一概に物が高いからということで休

止するということは私どもではできませんでした。 

例えば、よその園と規模は違うかもしれないですが、要求

される技術は変わらないのだろうから、少なくとも単価の部

分については何となくこれくらいというより、もう少し正当

性を検証する術がなかったのかなと思うのです。本省からこ

のようにやってくださいというように案内が出る中で、その

辺、予定価格の立て方や考え方については、指導というか情

報提供は特になかったのですか。 

そこは各園の判断に任せております。 

本省から指示があったのが 2 月 18 日、メールがあったの

が 2 月 19 日ということですが、この時期に緊急を要すると

いうことで、あとは会計年度等の問題があるのでしょうが、

なぜこの時期になったのかということは伺っておりますか。 

いえ、そこは私どもではお伺いしておりませんが、年度

の当初から、例えば、社会保険庁にメール攻撃があったり

とか、ほかの官庁にメール攻撃があったりということがあ

りました。私どもの園も含めて、ほかの13園もそうですが、

本省から怪しいメールが毎日送られてきているか、そうい

うメールを受信していないかどうかを毎日確認してくださ

いという指示がきておりましたので、その当時はかなり悪

質なメールを受信するということに対しては、ものすごく

神経質であったかと思います。 

振り返ってみて、業者の作業がここまでされたとか、作業

量を見て、この金額は事前に聞かされていた人工数と見合っ

ていたと、事後的にそのように見えましたか。 

十分、237万6,000円の成果物は頂いたと考えております。 

それは、何万円の何人日だったのかは今は分かりません

が、それぐらいに手間が掛かるものだったとよ、振り返って

みたらそういうことになるのですか。 

はい。何日間も向こうの業者が入ってきて、当園の職員

もそこに立ち会って、動きや流れを説明して、そこを向こ

うが書き込んでいって、どのようにどこがどこにそのシス

テムが流れ込んでいくのかということを詳細に洗い出して

おりました。私どもはその報告書を受け取って、私ども自

身も、脆弱性も業者からその報告書の中で指摘していただ

いたところもありますので、そこは今後、改めていかなけ

ればならないところだと考えております。 

緊急性のところについて、どういう整理になりますか、戻

ってしまうのですが、緊急随契の緊急はどういう限度で許容

されるのですか。生命、身体とか。 

この場合は期日がないというところです。 

条文との関係で、会計法の条文に当てはまるのですか。 まず、計会法の第29条の3の4が競争を許さないという条

文です。それを受けて予決令第102条の4の第3号が、緊急を

要するものです。そこを適用しております。 

緊急を要するものという表現ですか。 はい。 

（分科会長の意見） 

本件を、緊急を要するものと認定した判断については、一

応、了解可能だと考えております。本事案の処理としては、

当時の状況に鑑みると、やむを得なかったと考えます。随意

契約であっても契約の条件が適正であることについては留

意しなくてもいいということにはなりませんので、一般論に

なりますが今後そういう点についても留意されてやってい

ただきたいと考えております。 

ありがとうございました。 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 蛍光顕微鏡一式購入 

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、落札率が100％のため。 

発注部局名 ： 国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ： 株式会社池田理化 



 

予定価格  ： 6,564,240円 

契約金額  ： 6,564,240円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 28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、２者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社池田理

化が契約の相手先となった。落札率は100％である。 

意見・質問 回   答 

仕様書が、ずいぶん具体性があるように見えるのです。

特定の機種が念頭にあったと思ってよいのでしょうか。 

特定の機種というよりは、蛍光顕微鏡は過去の旧式のも

のでは暗幕を引いて、その中で本当に見なくてはいけない

というもので、非常に実験の環境にもよるというものです

が、この新しい蛍光顕微鏡というのは一体化したもので、

中に標識を入れると自動で動いてくれるということで、多

分ある程度、認識というものはあるのでしょうが、それを

実現できるものとして仕様に落としているというもので

す。これを買うということではないです。 

ただ、その目的を果たせる顕微鏡は、世の中にそんなに

何百種もあるわけではなくて、数種に絞られそうではない

のですか。 

今、私が知っている中では、当所に入っているのはこれ

ぐらいしかないのですが、全国的にどのくらいあるかとい

うと、一体型というのはそうは聞いていないので、幾つも

あるということではないと思います。 

あらかじめこの機種、あるいは対象機種というか、そう

いうものは何種類かは頭にあったのでしょうか。 

まず、この機械を買うに当たって、所内で比較検討を行

い、その中で仕様を満たしているものとして、そもそも欲

しい機能があり、それに合ったものを比較検討して決めて

おります。 

具体的な特定の、これしかもうないということはなかっ

たわけですか。 

ということではないです。 

価格証明が付いていますが、ここに挙がっている機種が

結果的に入ったのですか。それとも違う機種が入りました

か。 

結果的にこの機種が入っております。 

この要件を満たす商品というのはほかにもあるかについ

ては、具体的には掴んではいらっしゃらないということで

すか。型番まで同じでないにせよ、この会社以外の所で扱

っている商品でも、一応あることはあるということの確認

はできているか。先ほどの説明だと、それもできていない

ということになるのですか。 

いいえ、それをした上で、この機械が欲しいということ

で仕様に落として購入していますので、比較検討した中で

機能を満たしているものとして、このスペックのものとな

っております。逆にこれと同じものであれば、他社でもそ

こは全然構わない。 

けれども、それが世の中に存在するかは特には関心がな

いというか、確認はしていないということなのですか。 

比較検討する際に、同様の機種があるかないかとい

うのも含めて確認しております。 

 

ですから比較検討する中で本命はこれかもしれないけれ

ども、この2番目、3番目のものも一応ここは満たすという

ようになるのか、それは弾かれてしまっているのですか。

例えば仕様を決めるときに、ある程度まるめた仕様という

のですか、ぎりぎりではなくて少し含みを持たせて仕様を

作ることもできると思いますが。 

できる限り特定の機種にならないような仕様を作成

するということは、心掛ております。幾つか要件があ

る中で、要件を満たさない機種というのもございます。

要件によって満たす、満たさないというものを判断し

ております。 

 

落札率が百パーセントという点については、偶然ですか。 この会社については、ずっと実績として落札率が百パー

セント、要は定価で売っているということがあり、それは

代理店を通しても同額、直接入ってきても同額。うちだけ

かということで他の法人の実績も確認させていただいた

ら、やはり百パーセント。定価イコール、要は定価で納入

しているということでした。 

（分科会長の意見） 

特に経過において不適切な点はないと考えますが、仕様の

書き方、設定の仕方について多くの方が対応できるように、

ありがとうございました。 



 

努力されるように望みたいとは思います。この個別案件につ

いては特段指摘なしとしたいと思います。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：柔軟仕上げ剤の臭気官能試験一式 

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 ：株式会社島津テクノリサーチ 

予定価格  ： 2,964,600円 

契約金額  ： 2,964,600円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 28年 1月 21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 

随意契約理由書に株式会社島津テクノリサーチに依頼

することによってのみ進めることが可能であると。ほかに

比較検討した企業というのはあるのでしょうか。 

私ども研究部で知り得る限りの業者数社を調査したと

ころ、柔軟仕上げ剤を製造しているメーカーと関係がある

など、そういう点で不適当な所がありましたので、この島

津テクノリサーチのみが人的・資本的な関係もなく公平に

できると、そういった観点から判断したものです。 

それは何社で、どういった調査からその複数社をまず抽

出したのでしょうか。 

研究者が知り得る限り、記憶の中にある会社を名を上げ

て、その中で各社に確認を取りまして、製造販売業者の関

係など、そういったところを確認して 1社に絞った形です。 

それは記録には残っているのですか。 明確な記録等は残っておりませんで、研究者の記憶に頼

るところのみです。 

そこしかないと確認したのは、研究者が確認したのです

か。契約担当の部門の方ではないのですか。 

それは研究者が確認したところです。 

契約担当者としては、それは抽象的になかったという言

質を取っているだけなのですか、 

はい。 

この会社しか対応する所がないと分かっていても、条件

を明確にして一般競争入札にして、1 者応札しかなかった

とはならなかったのですか。なぜ随意契約にしたのです

か。 

今から考えますと、おっしゃるように一般競争であると

か、公募とかそういった形もあろうかとは思うところでは

ございます。しかしながら契約当時においては、期間的に

詰まっていることもございまして、急いだという点もござ

いまして、随意契約の形をもって処理したところです。 

これはいつまでにやらなければいけないという、何

か縛りがあったのですか。 

予算ものですので、年度内に行うことが必要です。 

それは事業の性質ではなく、治験自体が何か緊急なニー

ズがあってやらなくてはならなかった、ということではな

いですものね。恐らく私もそうだし、ほかの先生方も、世

の中にこれができる業者はいないわけないだろうと、素

朴、感覚的なことだと思うのです。それに対して、本当に

ないのであれば、ないというエビデンスを残しておかない

といけないのかなと思います。本当にないのですと自信を

持って、ここまでやりましたと言っていただければ、それ

で済んだ話だと思うのです。これはもう契約としてはやっ

てしまっている話ではあるのだけれども。これは、また次

も同種のことが出てくる可能性がありますか。 

同種の試験が今後ある可能性はあると思います。その際

には御指摘のように一般競争など、そういった方向を検討

してまいりたいと考えております。 

こういった研究の計画は、いつぐらいに決まるものなの

でしょうか。 

研究の性質によって異なりますが、年度初めから計画的

にくるものもありますし、ある程度の研究のニーズがあり

まして、突然といった形でくるものもございます。 

今回はいつぐらいから、この案件はいつかやらないとね

という話が上がってきていたのでしょうか。 

今回のものは平成 27年 5月 25 日に本省の、当時、医薬

食品局から依頼があり、その中にあったものですが、具体

化したところとなると若干遅くなり、年度の後半であった



 

かと記憶しております。 

計画は、そういったスケジュールはどういった形で組ま

れてくるのですか。例えば、半年とか年間の計画、ここに

これをやろうとか、そういうのはあらかじめ決めていらっ

しゃるのですか。 

あらかじめ本省と当所の研究者の間で調整をして、決め

ているものです。 

今回については何が何でも年内にというか、その取っ掛

かりが何かずれ込んで遅くなってしまったとか、そういっ

た事情がたまたまあったのでしょうか。 

具体的にどういう試験をするかについて決まりました

のが、かなり遅い時期になりまして、年が明けてからの契

約になってしまったこともありましたので、こういった形

でしたところでございます。 

（分科会長の意見） 

(株)島津テクノリサーチのみができるということが前

提になっていたかと思います。本当にそうであれば問題が

ないのですが、少なくとも「のみ」であることについて納

得できる資料が、現時点で我々に提供されたとは判断でき

ませんので、そこについて、もし今後この手のものを進め

るときには、きちんと後から振り返ったときに、確かにそ

うなのだということが第三者、外の人間も分かるような処

理のされ方をしなければいけないのだと思いますので、御

留意いただければと思います。 

はい、分かりました。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：別館4階室内空気汚染機構実験室ブライン配管更新工事 

資格種別  ：管工事（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 ：国立保健医療科学院 

契約相手方  : 株式会社日立プラントサービス 

予定価格  ： 12,506,319円 

契約金額  ： 12,420,000円 

落札率   ： 99.3％ 

契約締結日 ： 平成28年2月17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、株式会社日立プラントサービスが契約の相手

先となった。落札率は 99.3％である。 

意見・質問 回   答 

この工事がこの時期になったことには、何か理由が

あるのでしょうか。 

 

この件については、当初の予算要求をしておりました

が、なかなか今般財政事情は厳しいということで認められ

ないという見通しになり、当院の予算を節減等があり、こ

の部分を確保できるという目処が立ちましたので、年を明

けての事務作業をスタートしたということです。 

予定価格の立て方について御説明いただきたいのです

が。付いている参考見積りが予定価格にどのようになって

いたのですか。 

一応2社から参考の見積りをいただいて、基本的にはそ

の平均を取った額を予定価格としております。それぞれの

事項ごとに平均を取っておりますので、合計の平均という

よりは事項ごとの平均の合計額という形になっておりま

す。 

1 者応札というのは結構多いですか。 

 

院の場合は、工事関係というのはこういった入札という

のは余りないのですけれども、今回も複数社にお声掛けを

させていただきましたが、結果としてこの日立プラントさ

んしか応札しなかったということでございます。参考見積

りを頂きましたA社にも一応聞いてはみたのですけれど

も、やはり年度末ということもあり、なかなか人夫の調整

がつかないということで、今回はちょっと応札はできない

というような話は聞いております。 

（分科会長の意見） 

入札時期がかなり厳しい時期で、そこに至ったこと自体

ありがとうございました。 



 

がやむを得ないのだとすれば、その後の流れとしてもやむ

を得ないのだろうなとは思います。やはり工期が短い、年

度末で集中するとどうしても条件が厳しくなるというの

は、容易に思いつくところだと思いますので、発注時期等

でもし少しでも工夫が可能なのであれば、御留意いただけ

ればと思います。本事案としては特に指摘なしとしたいと

思います。 

 

８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） 


