
 

平成２８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２８年１０月１１日（火） 厚生労働省専用第２１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 ４月１日～平成２８年６月３０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 ：国立療養所松丘保養園受水槽更新整備工事  

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 ：国立療養所松丘保養園  

契約相手方 ：東弘電機株式会社 

予定価格  ：64,811,100円 

契約金額  ：39,744,000円 

契約率   ：61.32％ 

契約締結日 ：平成28年5月13日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、６者応札があり、最も低い入札金額を提示した東弘電機株式会

社が契約の相手方となった。落札率は 61.32％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札の案件ということで、審議対象になっていますけれ

ども、予定価格は、誰がどのような基準で作成されたのでし

ょうか。 

こちらは、本省の施設整備室から出していただいており

ます。 

工事自体は特段、支障なく終わっているのですか。 はい。検査も終了しました。 

低入札価格に係る結果報告が 4月 27日付けであります

が、この調査内容というのは定形化されているのでしょ

うか。 

はい、こちらのほうは、通知によって決められている

内容になります。 

 

この中で、労務費について調べていらっしゃいますか。 内訳に係る労務費については、施設整備室のほうにお

願いしています。 

適切な労務費が支払われているかどうかの確認はされて

いらっしゃるということですか。 

はい。下請に関しては調べております。 

これは低入札案件で、しかも、応札者数が 6者ありまして、

ほとんどの所は安く入れていますが、一時、なかなか工事業

者が決まらないだとか、あるいは、高くて、なかなか金額が

折り合わない。むしろ、予定価格を超えるようなことが続い

た時期もあったかと思います。これは、6者中 5者が低入札

基準に入っているし、全ての所が随分と下回っている。この

案件に特徴的なものがあるのか、全体的に周辺の工事がこの

ようになっているのか、何か分析というか、評価がありまし

たらお願いできればと思います。 

この価格の分析は、できておりませんでした。 



 

この金額で入るのが、もう今や普通になったのか。見積り、

予定価格が高かったのか、何か抜けているのか、どうにもよ

く分からないです。 

積算自体が施設整備室ということですが、もし今の質問に

対して、御意見がありましたらお願いできればとおもいま

す。 

低入札価格調査の結果報告にあるように当該価格に

より、入札した理由として、市水受水槽の容量が、「工

場組立てが可能なサイズであるので」という、現地組立

てをしないで搬入し据え付けができるというのが 1 つ

の要因となっているのかという気はします。 

確かに青森県という土地柄、余り工事が多くないの

で、その辺は業者が受注を取りに来ているところが多か

ったのかということが考えられます。 

（分科会長の意見） 

低入札価格調査の計算はルールどおりということで、結果

的には、競争が働いて、うまくいった事案というように見え

ているのだと思います。特に指摘なしとします。 

ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所大島青松園社会交流会館（管理機能・宿泊機能）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、落札率が高いため。  

発注部局名 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：株式会社福島工務所 

予定価格  ：504,560,880円 

契約金額  ：504,360,000円 

落札率   ：99.96％ 

契約締結日 ：平成28年5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、２者応札があり、株式会社福島工務所が契約の相手方となった。

落札率は99.96％である。 

意見・質問 回   答 

事実関係として、1 回目と 2 回目の入札のときには、2 月

15 日から 3 月 7 日までの間で条件は変えているのでしょう

か。 

1回目のときは競争参加資格の業者は、建築工事一式でA

ランクとBランクの業者にしていたのですが、それでは入ら

ないということで等級拡大を行いまして、Cランクの業者も

入れて、第2回目はABCの3ランクの業者に、競争参加の業者

の門戸を広げました。 

それで、今回入った福島工務所ともう 1 つ応札した所

のランクはどこだったのですか。 

福島工務所がCランクで、A社はBランクです。 

1回目と2回目の公告の方法はどのようなものだったので

しょうか。 

ホームページと園内掲示と、高松に出先の事務所があり

ますので、そちらには掲示する形で、ホームページと紙媒

体の掲示でした。やり方は一緒です。 

1回目は応札者がいなくて2回目に臨んでいますが、その途

中にそれ以外の努力を、何かされているのですか。この2者

あるいは3者というのは、個別に接触したり、どのような形

で入ってこられたのでしょうか。 

第１回目の入札公告を行ったときは結果的には不調

だったのですが、そのときには当園に出入りしている業

者とか当園の中での工事実績のある業者への声掛けを

行いますし、実際に高松市内の地元の業者 8 者に電話照

会を掛けて、「ホームページを見ていただけませんか」

と。実際には、その中で入札説明書を FAX で送って、検

討をお願いしました。地元の業界新聞にも、紙媒体と電

子媒体で入札公告を上げていただくようにお願いした

のですが、結果的に第 1 回目は応札者がいなかったとい

うことです。 

先ほど、委員から言われたように、Cランクに門戸を

広げて、結果的に福島工務所とB社の2社が入ってきまし

たので、第2回目は3者でスタートしたということです。 

予定価格算出内訳を拝見すると、予定価格は本省による積

算内訳書と、福島工務所による見積書と、A社による見積書

を使って、予定価格を立てています。それの平均値ですね。

A社はBランクですか。 

はい。 



 

福島工務所はCランクですね。 はい。 

1回目の入札のときには、AランクとBランクでやっている

ので、つまり入札の対象となる会社から見積りを取って予定

価格を立てたということになりますか。 

1回目は応札者がいませんでした。 

ですけれども、見積りは1回目と2回目で予定価格を変えて

いますか。 

1回目は予定価格まで本当は立てるべきだったのですが、

誰もいなかったので、立てていません。 

予定価格を立てないで、下調査をしていたときに応札する

可能性がなかったので、予定価格を立てなかったのですか。 

はい。 

それで、2回目のときは手続をする可能性があるので、予

定価格を立てたということですか。 

はい。 

そのときに、対象となる所に資料をもらって、立てたとい

うことですか。 

はい。 

事実関係の整理ですが、資料だと予定価格を立てたのが4

月1日になっていますが、実際に4月1日に処理されたのです

か。 

はい。 

その4月1日の時点で入手していた資料としては、本省によ

る積算内訳書と福島工務所による見積書とA社による見積書

の3者を平均して出したとあるのですが、これは頂いている

資料にはみんな付いていますか。 

各業者から出された見積書は付けています。 

どの時点で参考見積りを取って予定価格を立てるかにつ

いて、何かルールがあるのであれば説明していただきたいの

ですが、今の御説明だと、1回目のときには予定価格を作る

作業まで至らなかったということですが、本来はいつの時点

で決めていなければいけないものなのでしょうか。それは何

かルールはあるのでしょうか、入札の前までであれば、特に

いつまでというのはないのでしたか。 

私も期間のことははっきりは分からないのですが、入札

説明書の中の第一関門が、今回の工事の案件について競争

できるかどうかの参加要件を満たしているかどうかを事前

に出してもらいます。例えば管理技術者を配置できるかど

うかとか。 

もっと直截にお尋ねすると、ここで予定価格算出に使った

内訳あるいはその金額と、入札の落札者決定のときに使った

金額は同じものなのでしょうか。結局、予定価格を作るのに

使った業者と入札に応じた業者が同じになっているわけで

すか。 

はい。 

そのこと自体が妥当なのかということもあると思うので

すが、それと参考見積り自体を入手したのは、3月31日付け

になっていますが、これもその日ということでいいのです

か。 

はい。 

なかなかうまく事実関係の前提の整理ができないのです

が、入札の公告を出して応札する意向があるという情報を3

者から得て、その時点ではまだ予定価格を立てていないとい

うことですか。 

はい。 

予定価格を立てるときに、今の仕組みだと本省の積算と2

者の見積りの平均を取っているのだけれども、その作業をし

たのはいつになるのかということなのですが、本当に3月31

日に参考見積りを取っているのだとすると、入札に参加する

という意向がある所から参考見積りを取って予定価格を立

てたように見えるのですが、そういうことでよろしいのです

か。 

はい。 

1回目の入札者がいない、2回目は頑張って探して見付けた

わけですね。その方たちに声掛けして、その人たちから見積

りを取って、その人たちだけが応札するというと、指名して

いるのと違いがないように思うのですが、一般競争入札と言

っていいのですか。しかも、見積りを出してきたのが3月31

日と4月1日で、4月4日が入札ですと、期間がないわけで、そ

のまま出したと。そもそも入札をする必要すらなかったので

できるだけたくさんの見積書を取るのが一番いいこと

で、いろいろな人に入っていただくというのはいいことだ

と思うのですが、プラスして、もう1つ本省とで積算した予

定価格をプラスした形で平均を取ることによって、少しで

も競争性を高めようと。もちろん、変に高い価格だったら

入れないとか、その辺を確保しようとは努めたということ

です。 



 

はないかという印象を受けるのですが、その辺は公平性とい

うか透明性というか、一般競争入札としては問題があったと

いう認識はありますか。 

この本省、福島工務所、A社の作った個別の見積りの項目

を見ると、各項目はものすごい金額の差があるのですが、ト

ータルになると福島工務所を挟んで、きれいに1,200万円と

か1,300万円ずれます。したがって、3つを足して3で割れば、

ほぼ福島工務所の価格になってしまうわけです。こういうの

は不自然な気はするのです。こういう偶然というのはあるの

ですか。 

そこまで分析はしていません。 

個別項目ごとに、何でこのようになってしまっているのか

というような検討はしていらっしゃらないですか。例えば海

上運搬費でいくと、本省が○万円、福島工務所が○万円、A

社が○万円と、ものすごく乖離があるわけですが、これらの

いろいろな項目を足していくとなぜか尻尾がよく似てきま

す。最終的にこのようになるものなのでしょうか。企業努力

でどこか削ったり、くっ付けたりということをやった結果、

たまたまこうなったと認識されていますか。 

はい。 

もう一度事実関係を確認したいのですが、2回目の入札の

プロセスに入って、協力してくれそうな3者が見付かりまし

た。この見積りを頂いていますが、福島工務所であれば3月

31日です。その見積りをベースに、本省の作った見積りと一

緒で予定価格を立てられた。それで、4月4日に改めて札を入

れていただいたのですか。 

札と内訳書は一緒に出してもらいました。 

札と内訳書が一緒に入っているということは、予定価格を

立てた段階で、各社が幾らかというのは分かっているわけで

すか。 

A社は表題に「見積書」、福島工務所は「工事積算内訳書」

と書いていましたが、私の認識では見積書という感覚でい

たものですから、参考見積りという形で。 

つまり、意識の中では見積りの金額と札の金額は違ってい

る可能性があると考えていたのですか。 

結果的にはそうです。 

外形から見ると、本省の積算をそのまま使わないで、

なぜ業者の見積りを判断基礎に入れたのかという点、そ

うなっていて、その点に何か理由があって、それが許容

されるのかどうかというところについて意見を頂きたい

と思います。 

仮に許されるとして、入札することが分かっている人

から参考見積りを取って、そこから予定価格を立てれば、

必ずそこに納まるということは分かっているので、落ち

るようなところに予定価格を設定したのではないかと見

えているのですが、そのことに対する弁明というか、正

当化する話があるのであれば伺いたいと思います。 

1回目の入札が不調に終わっていますので、2回目につい

ては、この案件については社会交流会館とか給食棟の整備

については、2年越しの予算を繰り越した案件なのです。そ

れと、工期も後ろが決まっていますので、1回目が不調だっ

たということは、結局実勢価格を反映していないという解

釈があったので、2回目については各業者の出された見積書

を反映させて、実勢価格を入れて、適正な予定価格を積算

したという意識でいます。 

（分科会長の意見） 

担当の方の意図は、はっきりと認定できるわけではな

いのです。外形的に見ると、結果的に予定価格を決める

に当たって、先に「参考見積り」とおっしゃっていたけ

れども、客観的に見れば入札の札の金額と同じですので、

入札金額を前提とする内訳を見た上で、予定価格を決め

たようにも見えています。 

 初めからそこに落札させようとしたのかは分かりませ

んが、落札するであろうことを予期しながら、そういう

設定をしたようにも見えていますので、それ自体は公平

性というか、予定価格の趣旨からすると問題があったの

ではないかと見えます。 

 対応としては、もう少し時期を離すとか、予定価格を

作るには全然利害のない所から見積りを取るとか、ある

ありがとうございました。 



 

いは公平性を持たせるような工夫の余地もあったのでは

ないかと思っています。そういう意味で、適切な処理で

はなかったように私として考えています。 今後、こう

いうような案件のときには、なかなか進まないというお

気持ちはあったのかもしれませんが、公正らしさ、公平

らしさという見え方の点についても、十分に留意して処

理されるようにお願いしたいと思います。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：園内清掃等業務委託契約 

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 ：キョウワプロテック株式会社  

予定価格  ：13,801,307円 

契約金額  ：7,750,080円 

契約率   ：56.15％ 

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、５者応札があり、最も低い入札金額を提示したキョウワプロテ

ック株式会社が契約の相手方となった。落札率は56.15％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

入札書比較価格は 1,277万 8,000 円で、これに対して開札

調書は○万円以上のものと○万円のと、大きく 2つのグルー

プに極端に分かれたわけですが、差が 500万円あるいは倍違

うということについては何か。例えば前年のときの業者と比

較して。適正価格というのはどのようにお考えでしょうか。 

予定価格については、清掃に係る単価は物価資料の清

掃管理費、福祉課作業業務というのもありますので、こ

れは国土交通省の平成 28 年度建築保全業務労務単価の

日額を基にして、現場管理経費は健康保険料と交通費と

を算出して、一般管理費を総務省の積算基準の上限 10％

を採用して算出しました。 

以前に落札した業者にも参考見積りを徴取していま

す。例年の価格と比べて、開札調書で○万円台が 2 者あ

って、あとが○万円以上ということで分かれているので

すが、例年であれば低入札になるような案件が今までに

ありませんでしたので、こちらの積算と参考見積りとを

考えますと、予定価格は妥当な金額だと判断しておりま

す。 

なぜ低入札価格となったのか、それで本当にできるの

かという部分につきましては、低入札価格調査を付けて

いますが、業者が言うには、効率的な作業方法、効率的

な道具と機材の使用により、時間短縮を図ることが可能

であるということです。それから、定期清掃の場合は、

パート、アルバイト、専門作業スタッフをグループ化す

ることにより、費用の削減を図ることが可能だという考

えを聞きました。以上のことを踏まえて積算した上で、

売上利益確保は可能であると判断したので、入札に参加

したということです。 

これまでもこの業種については競争が激しい業種で

した。過去に少し遡ってみますと、平成 22 年度が国際

警備保障、平成 23 年度が第一美装、平成 24 年度と平成

25 年度がサン・エイ、平成 26 年度が明和ビルサービス、

平成 27 年度がサン・エイ、平成 28 年度が今回のキョウ

ワプロテックということで、2 年連続で同じ業者が落札

したのは平成 24 年度、平成 25 年度のサン・エイのみで、

あとは毎年業者は入れ替わっています。今年度について

も、当園は非常に立地条件の悪い所なのですが、5 者の

応札があったということで、十分に競争は働いていると



 

認識しています。 

 このキョウワプロテックですが、平成 26 年度に園内

清掃業務の業務委託に入っていました。翌年度の平成

27 年度は今回と違う業者に低入札価格で契約を取られ

たということがありますので、その辺りがどのように影

響したかは分かりませんが、その辺りのこともあって、

多少無理をしてもというところはあったのではないか

と考えております。 

前年の契約ですが、前回調達状況の契約金額が842万4,000

円で間違いないですか。 

間違いございません。今年度については、委託範囲を増や

しています。 

 委託範囲が広くなっているのに、価格は下がったというこ

とですか。 

 はい。 

それも企業努力で、ヒアリングを見ると、グループ化とい

うことで努力をしたということは結構なことなのですが、口

頭での説明は「ちゃんとやっていて、ブラック企業ではあり

ません」とみんな言うと思うのですが、予定価格から考えて

も、前年のものから見ても、極端に安いのは、口頭で「でき

ます。大丈夫です」というのを、そうですかと聞くのも不安

が残る気がするのですが。 

その点につきましては、はっきりした回答はもらえません

でしたが、メインバンクにも電話で確認は行いました。その

結果、はっきりとした返事ではないのですが、暗に「大丈夫

です」というような返事を頂きましたので、契約に至っても

問題はないだろうということで、最終的には判断いたしまし

た。 

先ほど「ほぼ毎年のように会社は替わっている」というこ

とでしたが、清掃される方は替わっているのですか。 

最初のうちは、以前の方を引き続き雇用されていたのです

が、途中で辞められて、以前お勤めの方は最終的には替わら

れていました。 

そのときに雇用条件や雇用形態は変わっていませんか。 変わっていません。 

同じ形で引き継いでいるのですか。 単価は下がっています。 

だから安くなったのですか。 そうです。岡山県の最低賃金が 735 円で、業者は 750

円で雇うということで聞いておりますので、最低賃金を

下回ったということはありません。そこは確認しており

ます。 

人を増やしていますか。 人は増えてはいません。 

仕様書があって、その内訳のようなものが付いています。

そこに人工で計算している表があるのですが、これは園で作

ったのですか。 

はい。 

ここだけを見ると、これに労務単価を掛けて積算している

のかと思ったら、単価の積算のほうは平米で出されていま

す。園内清掃というのは、人工でいくのか平米数からアプロ

ーチするというのは、何かルールはあるのですか。 

現在、最終的には平米数で考えています。当園は敷地が広

くて、清掃する場所も離れている所があるので、人工でいく

と難しいのではないかと内部で話し合いまして、面積で計算

しています。最初はこのような形で人工で出していたのです

が、途中から変えました。 

人工で計算したほうが安くなるのですか。それをされた上

で、横に並べてみたわけではないのですか。 

それは並べてみてはいないです。 

この結果を受けて、来年以降の予定価格の立て方も従前ど

おり平米で出されて、あとは入札者の札との関係で決まると

いう流れをお考えなのでしょうか、それとも何か予定価格の

立て方について変えるお考えはありますか。 

具体的には考えていないのですが、できれば今年度の業者

もそうですし、昨年度落札した業者もですが、積算の内訳の

ようなものを出してもらえれば、それらを基にもう一度考え

方を改めてやろうとは思っているのですが、それが頂けるも

のかは伺ってみないと分からないのです。 

厚労省の施設で、こういうような正職員でない委託業者の

職員の人工の単価というのは、見積るときには最低賃金でい

くのですか。そういうときは何を根拠にするのですか。 

先ほど申しました物価資料、官公庁の建築保全業務の

労務単価といったところから積算しています。 

 先ほど申し上げた最低賃金の件につきましては、今回

が余りにも低かったので、面積から割り戻して最低賃金

を割っていないかという確認のために算出してみただけ

のものですので、予定価格の算出には使っておりません。 

ということは、今回は面積でやっていますが、人工で計算

しても厚労省の単価であるとか、実勢単価、物価資料などを

使って見積りを作ったけれども、最低賃金で業者が入札して

そう思います。 



 

きたら、今回のような大きな乖離が生じるということになる

わけですか。 

（分科会長の意見） 

 結果としては、競争性が働いて安価に済んだ事案だという

ことで、評価できると思います。予定価格の立て方について

は、なかなか一義的に決まらないのかもしれませんが、適正

な労務単価も意識されて、公平で妥当な金額になるように、

引き続き御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４－１】 

審議案件名 ：国立療養所邑久光明園 社会交流会館LAN、緊急通報、PHS配線工事 

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 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：有限会社ニシムラシステム  

予定価格  ： 2,376,000円 

契約金額   ： 2,322,000円 

落札率   ： 97.7％ 

契約締結日 ： 平成 28年 5月 9日 

（調達の概要） 

  会計法第２９条の３第５項に基づく随意契約を行った。 

【審議案件４－２】 

審議案件名 ：国立療養所邑久光明園 受変電設備保安点検 

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 ：国立療養所邑久光明園 

契約相手方 ：山陽電気保全株式会社 

予定価格  ：1,436,400円 

契約金額  ：1,436,400円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28 年 5月 9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 

随意契約の妥当性ということでお話をお伺いしたいので

す。同じ時期に同じ電気設備の工事を2つに分割しているよ

うに見えてしまう。片方が弱電で、片方が強電だということ

で、それぞれ違う工事なのだろうということはある程度分か

るのですが、弱電や強電を1者で受けてくれるような会社を

探すことはされたでしょうか。 

実際にはしておりません。 

少額随契ということなので、法令との関係ではよく分かる

のですが、実際にどの業者さんに声を掛けるかというところ

については、複数声を掛けて安いところを取ったということ

なのか、価格についての妥当性についての何か努力のような

ものはされているのでしょうか。 

今回の工事につきましては、2者から見積書を徴収しまし

た。それで、安価な業者のほうを参考にして契約をさせて

いただきました。 

施工伺があって、発議されたのは平成28年5月9日で、決議

も同じ、見積りも5月9日で、契約伺も5月9日ということでよ

いのですか。見積りは、これは後から日付を押しただけで、

本当はもっと前に取っていたものですか。 

はい。 

もう１者の、比較のための見積りというのは別途保存して

あるのですか。 

事前にファックスで送っていただきました。 

これも保管してあるのですか。 はい。 

今のお話の趣旨としては、4-1のほうについては、綴って

いるものとは別に、実積にどこを契約の相手方にするかにつ

A社とニシムラシステムの2者から取っています。 



 

いては別途な、金額についての資料があるということなので

すか。そのときには、ここに出てきているA社と、実際に契

約の相手方と違う所からも取っているということなのです

か。 

その2者間では、価格競争の結果、ニシムラシステムさん

のほうを選んで、あとから書類を付けたのですか。 

日付が全て同じということで、委員さんのほうで言われ

たものですから、書類は全部同じ日付になっていますが、

当初、見積りについては事前にファックスを頂いておりま

して、それで確認をしました。 

4-2のほうも、またこれも同じ日付なのです。これも同じ

担当の方がやって、片端から5月9日でやってしまったとい

う、契約日に合わせてみんな作ってしまったということです

か。 

はい。 

4-2のほうは、26ページの記載から読み取れることとして

は、園のほうで独自に持っている数字より高いので、価格交

渉をして安いのが出てきたというようにこちらは読めるの

ですが、そのように伺っていてよろしいのですか。 

そうです、価格交渉を行いました。 

同じ日付がゴム印で押されており見栄えがよろしくない

とも思うのです。こういう日付は大切なので、もう少し気

を使っていただいたほうがいいと思います。 

分かりました。 

（分科会長の意見） 

4-2のほうは、同日に全て処理されたからかもしれないけ

れど、施工伺という工事を実施することの決裁と契約決定が

同じ日にというのは見栄えとしてよくない。もし実態が適正

なのにそう見えていないのだとしたら残念なことなので、そ

れはお直しいただいたほうがいいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：園内廃棄物処理作業  

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 ：国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ：三友プラントサービス株式会社 

予定価格  ：1,063,152円 

契約金額  ：1,063,152円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28年 4月 1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 

当初の見込み数量から予定していた支払金額が増額した

ということの意味合いなのですが、そこから何を読み取れば

いいか補足していただけますか。 

平成27年度の保健所の立会検査で、以前から当園のほう

でためていた廃液等を早急に処分してくださいという指摘

がありました。実際、最初に動いて、2月の段階で廃液を集

めてこれぐらいですという形で見積りを取って動こうとし

たのですが、その後2か月ぐらい、園の中にまだ少しほかに

もあるという形で、機械の中とかいろいろな所からまた少

し追加されました。単価契約という形でやっていましたの

で、そこからでやっていれば、その辺は金額や数量の移動

があってもよかったのかもしれませんが、総価契約という

形でやらせていただいていましたので、その分が実際、4

月に実施する段階で廃棄の量が少し増えてしまったという

ことで、数万ほど、ちょうどボーダーラインの辺りだった

のですが、結果的に支払金額が超えてしまったということ

になりました。 

 100万の壁にこだわられているのは、もし100万を超えるこ それも選択の1つにあったかというのはあります。 



 

とが初めから分かっていれば違う方式を選択しなければい

けなかったということですか。 

100万円というところが何に意味のある基準なのかと思い

まして。100万円を超えると入札にしなければいけなかった

のですか。 

100万円を超えない役務ということで少額随契の適用に

なるかなということで判断しました。 

随意契約理由書に、「廃棄薬品の廃棄許可を持つ業者が現

行の医療廃棄物処理業者を含め群馬県内になく」ということ

ですが､本当はどうなのですか。 

 これはスポットではあったのですが、現行は医療廃棄物

等を処分している業者等に確認したところ、廃液での処分

資格というのは、なかなかないということでした。 

ホルマリンや水銀製品というのは、群馬県でも、大きな病

院だとかいろいろな化学関係の施設もあるかと思うのです

が、そういう所とかにも確認はされましたか。どこか業者を

紹介してくれと。みんな神奈川県に持って行っているとは思

えないのです。 

一応、県内の病院程度ですが、確認しました。 

みんなこの神奈川県の業者に頼んでいるのですか。 ほかは見付けきれなかったというのがそのときの現

状です。 

ほかの群馬県内にあるそういった廃液を出す業者も、みん

なこの会社に頼んでいるという回答を得たわけではないの

ですか。 

それほどたくさんでもないのですが、病院とその業者さ

んの間で確認したところ、それほどなかったということで

す。 

ここに「ホルマリン等」と書いてあるのですが、何を廃棄

しようとしたのですか。ホルマリン以外は何かあるのです

か。 

メインはほとんどホルマリンと水銀です。 

環境省のホームページで、マル適マークの業者をリス

トアップはされていますが、関東近辺に、そのホルマリン

を扱う業者というのは幾つもあるのですか。 

はい。 

その中で、ここしかなかったというのは、つまりその水銀

を一緒に処理したかったとか、そういう理由が何かあるので

すか。 

そうですね。一応、水銀を。 

世の中には病院がいっぱいあるのに、どこの病院でも生じ

るような薬品なのに、なぜここしかないというのは本当なの

ですかと疑われているのだと思うのです。それについて、い

や、本当にないということなのか、聞いた範囲でないのだと

しても、世の中本当にないことにはならないから、即断にす

ぎませんかということだと思うのですが、いかがでしょう

か。 

園のほうで努力をしたと言いますか、いろいろ探した結

果がこの業者だったという形なのです。 

もともと少額随契のほうだという頭で、余りそこは必須と

思わずに走り始めてしまったのか、どうなのでしょうか。随

契であるならば随契で、その業者を選んだという説明がほし

いので、それが今の説明で、ここしかなかったという御説明

なのですか。 

草津のほうまで来てくれる業者もそうそうなかなかあり

ませんで、いろいろ問い合わせた結果、ここの業者だった

と。ほかはなかなか見付けきれなかったのですが、もう本

当に1者という形で動いてしまったのです。 

これは、これだけの手順はきちんと踏んだという記録が残

っていないと説明はできないのかと思うのです。その手順が

完璧かどうかは別として、これだけのことをやってこの範囲

内で見たけれどもやはり分かりませんでした、この1者しか

ありませんでしたということをきちんと説明するような資

料があれば、多分何も問題はなかったと思います。 

県内の業者や病院に問い合わせたときの記録、履歴をこ

の中で残していなかったというのはあると思います。 

予定価格算出内訳の人件費の所です。使っている物価資料

と公共工事設計労務単価ですが、この公共工事設計労務単価

がベストな選択だったのですか。 

参考にしたのは、物価資料のレンタカー料金と、公共工

事設計労務単価です。 

ほかによさそうなものは見当たらなかったのですか。 はい。 

（分科会長の意見） 

本件は随意契約ということですが、随意契約の理由につい

てはきちんと整理しておかないと、事後に見たときに適正か

どうかという評価が難しくなりますので、きちんとしたプロ

ありがとうございました。 



 

セスを残すようにしていただけたらよろしいのかと思いま

す。予定価格の立て方のところについては、特に指摘なしと

したいと思います。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：医薬品の購入に係る単価契約  

資格種別  ：物品販売「医薬品・医療用品類」（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者応札のため。  

注部局名   ：国立武蔵野学院 

契約相手方 ：アルフレッサ株式会社 浦和北支店 

予定価格  ：3,007,978円 

契約金額  ：2,591,169円 

契約率   ：86.1％ 

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、アルフレッサ株式会社浦和北支店が契約の相

手方となった。落札率は 86.1％である。 

意見・質問 回   答 

医薬品の卸という会社は沢山あって、競争が非常に激しい

世界と聞いています。本当に1者のみですか。 

各種PRさせていただきました。A社、B社、C社等各種、電

話等で、なぜ入ってくれないのか、応札していただけない

のかということで確認したところ、人手不足で納品が思う

ようにできない、配送ルートの確保が難しいという理由で、

応札に応じていただけない状態でした。 

納品回数というのは 1 回だけですか、それとも医薬品

期限がいろいろあると思うのですが。 

実際には週 1回程度発注していて、365日 24時間営業の

施設ですので、たまに随時明日持ってきてという日もあり

ます。 

そうすると、これだけの医薬品の量を確保しておいて、必

要に応じて持ってきてという契約になっているのですか。 

はい。 

それでは支払も必要の都度ですか。 1か月に1回です。 

これは、例年同じ業者が入られているのですか。 平成27年度もアルフレッサ株式会社だったのですけれど

も、平成26年、平成25年は株式会社メディセオでした。 

そこは会社の方針としてやりませんということで、一応ア

プローチはされているということですか。 

はい、そうなのです。人手不足で納品ができないという

ふうに。 

この１者応札の状態を解消するアイディアはありますか。 粘り強く業者にPRをする。毎年入札を掛けているので、

人手が確保できたり、納品ルートが確保できたら是非とも

入札に参加してほしいというように、引き続きPRしていく

しかないかなというところです。 

ロットというか、数量が少ないから余り魅力的ではないと

いうのがあるのですか。 

それはわかりません。 

同じように厚生労働省管轄の施設で、医薬品を必要とする

施設というのはありますか。 

 同じ施設で国立きぬ川学院という女子だけの所がありま

す。 

それだけではなくて、例えばハンセンの施設であるとか、

それほど大きい施設ではない、だけれども薬を必要とする、

同じような状況の施設というのはあるのではないかと思う

のです。やはり購入の仕方というのは、今のような卸業者、

つまり病院と同じような卸業者を決めていて、必要なときに

オーダーを掛けて、それで運んできてもらうというようなや

り方しかないのでしょうか。他のやり方はないのか、その方

向というのを何か探ったことはありますか。 

探ったことはないです。今の状態が児童にとってベスト

です。欲しいときにすぐ持ってきてくれるということです。 

ただ、その1者が下りたら、ベストとは言っていられない

ことになりませんか。 

 そうです。うちも薬を必要としているというところを、

引き続きPRしていくしか方法はないかなというところで

す。入所児童を病院へ連れていくという手もあるのですけ

れども、こちらの施設も職員が不足しております。余り十

分とは言えない状態で働いているので、1人の児童を通院さ



 

せるのもなかなか難しいのです。それなので常駐の医師が

薬を出して処方して、そういう子供の病気もコントロール

しているというところです。 

調剤薬局から買ってくるという手はあるのですか。 薬を見ていただくと分かるのですが、調剤薬局ではなか

なか難しく、入ってくる児童が毎年違うので、どんな薬が

必要になるかも分からないので、卸売の所から買うのが一

番だと思っています。 

（分科会長の意見） 

本件については、一者応札ですけれども、競争性を担

保するために一定程度努力されていることが認められま

すので、特に指摘なしとしたいと思います。引き続き努

力し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７－１】 

審議案件名 ：食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等の試験に関する事務の登録検査機関への  

アウトソーシング【添加物7項目、成分規格3項目】 

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、低入札価格調査を実施しているため。  

発注部局名 ：横浜検疫所 

契約相手方 ：一般社団法人日本油料検定協会 

予定価格  ： 32,569,689円 

契約金額  ： 18,783,684円 

落札率   ： 57.7％ 

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、４者応札があり、一般社団法人日本油料検定協会が契約の相手

方となった。落札率は 57.7％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件７－２】 

審議案件名 ：食品衛生法第28条第4項の規定に基づく収去食品等の試験に関する事務の登録検査機関への  

アウトソーシング【成分規格13項目】 

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、低入札価格調査を実施しているため。 

注部局名   ：横浜検疫所 

契約相手方 ：一般財団法人日本冷凍食品検定協会 

予定価格  ：17,432,145円 

契約金額  ：9,277,200円 

契約率   ：53.2％ 

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、４者応札があり、一般社団法人日本冷凍食品検査協会が契約の

相手方となった。落札率は 53.2％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

資料7-1の予定価格算出内訳ですが、これは各社の見積り

と前年度の契約の比較ですか。 

はい。 

7番の対象欄の「果実」の所を見ると、見積りのうちの前

年契約額は倍ほども違うわけです。これは正常なのでしょう

か。 

比較表を御覧ください。こちらは前年度の予定数量が書

いていないのですが、増えております。1番に関しては40

から50へ、2番も40から50へ、3番に関しては2,600から2,700

へという形で数量のほうが増えています。7番に関しては、

逆に900から500に減っています。 

単価が倍も違うのですか。 はい。 

数をこなしてもこなさなくても、結局かかる費用は同

じだということですか。数量が半分になったら、単価が

倍になったと。2 つやろうが 1 つやろうが同じ金額なの

だと、そういうものなのでしょうか。 

こちらは、一時に検体を送付するものではなくて、年間

計画的にサンプリングしたものを業者のほうに送付して検

査を行いますので、その週に行う検体の数が違います。 



 

そうすると、総額は変わらないのが正常なのですか。例え

ば、いつも 1個ずつやるのだけれども、今回は 2つ来たので

同時に並べて、1人が同じ時間でできるということになると、

単価は 2 分の 1 でできますし、1 個ずつしか来ないから、必

ず 1人そこに張り付かなければいけないというと、それなり

の価格になってしまうと思うのです。これは、適正額という

のは幾らぐらいなのかと認識しているかどうかということ

なのです。最終的にこれは平均を取るわけではないですか。

平均を取って異常なものと正常なものを同時に足して 2 で

割ればそれっぽいものが出るというのが余り合理的だとは

思えないのです。正常なものを抽出して、それで平均を取る

のなら分かるのですけれども。ですから、前年の契約額が正

常だったのか、今回がおかしいのかということなのか、そこ

をどう認識されておられるのか。 

実際そこまで細かくは考えて試算のほうまではして

おりません。 

 

日本油料検定協会の添付資料の 1つで、直接人件費の算定

基礎という表があります。直接人件費というのは、例えば直

接作業に関わる人の人件費と考えてよいのですか。 

直接従事する人件費に関する経費、直接経費と間接経費

と記載があります。 

○円ということになるのですが、これは正社員というか、

それなりの専門の方がやっているにしては随分安いかなと

いう印象があります。日本冷凍食品検査協会の資料でしょう

か。申請件数、手数料の額及び算定基礎の直接人件費は○円

で計算されているような気がするのです。随分違いが生ずる

ものだという印象を受けます。 

まず、この油料検定協会に関しては、落札の際に価格が

非常に低かったので、本当にこの価格で大丈夫かというこ

とを口頭で確認しました。この価格で頑張るということの

回答は得ております。 

これまでの過去の契約の会社を教えていただけますか。 まず資料7-1に関しては、平成26年度からの調達開始とな

っています。平成26年度は日本油料検定協会、平成27年度

は日本冷凍食品検査協会、それで今回は日本油料検定協会

となっています。もう1件は資料7-2のほうになりますが、

平成26年度開始で、新日本検定協会、平成27年度は食品環

境検査協会、それで今回は日本冷凍食品検査協会となって

います。 

先ほど予定価格を立てるときに、4者から参考見積りを取

って、あとは昨年の実積と単純に平均することについて問題

提起があったかと思うのです。積算は、自分で積むこととい

うのは難しいものなのでしょうか。機械的に平均を取る以外

に何かやり様があるのであればという御示唆でもあったの

かと思うのですけれども、なかなか難しいのでしょうか。一

番高い所は明らかにおかしいから、そこは平均のときに外す

とか。オリンピックの点数の付け方ではないですけれども、

一番上と一番下を切るとかどうですか。 

調達を3本一緒に掛けております。1の調達内容(2)、①の

添加物7項目と、成分規格3項目。②として成分規格15項目。

③として成分規格13項目。全てを1本でやればいいのではな

いかという考えもあるのですが、それだと今ある検査機関

だと全部はできないということで分割させていただいて調

達をしている状況にあります。そういう中で、実際に札を

入れる際に、その年度で調達できる業者がどこになるかと

いうのは、こちらのほうとしては分かりかねますので、厳

密にそこまで数字を積み上げるというのは難しいのかなと

考えております。 

（分科会長の意見） 

2件につき同じ評価だと思うのですけれども、競争性が働

いた結果として、低入札になった案件と見ることができると

思いますので、特段個別の案件としては指摘なしとしたいと

思います。予定価格の立て方について、より良い合理的な立

て方があるのであれば、検討し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】 

審議案件名 ： 高速液体クロマトグラフ質量分析計（日本ウォーターズACQUITY UPLC システムTQ-S） 

1式の賃貸借【再リース】 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性及び契約金額の妥当性について確認する 

必要があるため。 

発注部局名 ： 横浜検疫所 

契約相手方 ： 日立キャピタル株式会社 



 

予定価格  ： 5,196,696円 

契約金額  ： 5,196,696円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 28年 4月 1日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４号に基づき、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

前提の確認なのですけれども、一般名称は同じですけれど

も、物としては同じものではないですか。もともと検疫所

のほうに複数台ある中の一部を引き続き検疫所としては継

続して、一部を保健医療科学院のほうに売却したというこ

とでいいのですか。 

実は同機種のものが2台あって、そのうちの1台を我々が

引き続き、それで1台が保健医療科学院ということです。 

6年前に、リース期間5年で契約したのですか。 実際には丸5年には達してはいなくて、4年2か月です。

まず平成23年1月25日から平成27年3月31日まで国庫債務

で借りた後に、平成27年度で再リースを1度しております。

今年が2回目になっています。 

このリース契約の中には、保守料は年1回の保守が入って

いるのですか。 

はい、入っています。 

当初リース契約の総額は幾らだったのでしょうか。 当初は 2 台で 2,520万円程度です。 

再リースのときの代金額の決め方なのですけれども、こ

れは見積りをもらって決めているのですか。 

はい。 

この辺で妥当な金額というのが、参考見積りに頼らざる

を得ないのか、客観的にリース品の再リース、再々リース

についての一般的な計算方法があって、それに当てはめれ

ば大体同じ金額になるのか、これはどのように考えたらい

いでしょうか。 

見積りの詳細までは記載ができないということで業者

に聞き取りをしたところ、本体の平成 28 年のリース価格

については○万円程度、保守が､○万円程度と聞いており

ます。他の機種の保守に関して並べてみたところ 340万～

350万円ですのでほぼ同じかと理解しております。 

先ほど2台で2,500万円でしたか、もともと当初の総額が。

そこと比べて1年当たりの単価が割り負けしているような

印象を受けたものですから、それはもともと新品のときの

リースの単価よりも、再リースのほうが高くなるというの

が正常なのか。認識が間違っていたらそれ自体を直してほ

しいのです。 

保守料に関しては○万円ということで聞いておりまし

たので、年度が経過している中で、その時よりも落ちてい

ると聞いております。 

先ほどのリース総額の中に保守料が入っていなかっ

たということなのですね。 

最初の 5 年の際には入っています。年間 2台で 2,500万

円です。その 2,500万円の中に保守料が 1台当たり○万円、

合わせて○万円です。だから、機械代は○万円ぐらいとい

うことです。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：高速液体クロマトグラフ質量分析計（TQ-S）1式の購入 

資格種別  ：－ 

選定理由   ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性及び契約金額の妥当性について確認する 

必要があるため。  

 発注部局名 ：国立保健医療科学院  

契約相手方 ：日立キャピタル株式会社神奈川法人支店 

予定価格  ：4,860,000円 

契約金額  ：4,860,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28年 4月 1日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４号に基づき、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

これは買取りで480万円ですか。 はい。 

これの保守管理はどうなっていますか。 保守管理は別途契約しています。 



 

その保守価格はどのぐらいなのですか。 保守契約については 7 月 1 日から 3 月 31 日までの保守

契約を結んでいて、総額で 393万円です。 

年間だと、これの 3分の 4倍でいいのですか。 年度途中からの契約になりましたので、9 か月間と言っ

ても、やや割高になっているかもしれません。年間の額に

近い額になっているかと思います。 

8 番の関係ですけれども、再リースのほうは保守として

は、1 回メンテナンスに来るだけですか。 

年 1 回の定期点検、あとは不良の際の適切な処置に

際して技術員を派遣して対処を行うことです。 

これが一緒になった価格がこの 519 万 6,000円ですか。 はい。 

審議案件 9についてなのですけれども、この機械はあと

何年ぐらい使えるものと認識していますか。 

購入ですので、使える限りこの先もずっと使っていく予

定です。 

5 年間は保守を確約していますとか、そういう契約は結

んでいないのですか。 

しておりません。今年度のみ保守契約をしております。 

これは中古物品を購入ということになると、必然的に随

意契約、しかも特定の所から買うということからセットで

決まってしまうことなのですけれども、中古品を購入する

ことについて、何か拠ってたつ基準とか何かあるのです

か。 

こういう契約は初めてですので基準というものはな

いのですが、実際に使う研究者が現地へ行き、状況を

確認して、問題ないということを確認していますので、

今回は随意契約で購入ということになっています。 

技術的に専門家から見て、物の品質としては問題ないの

かもしれないけれども、必然的に随意契約、特定の契約者

を指定した随意契約になるので、それ自体の契約というの

は、調達という観点から見た側の公正性、適正性について

どのように考えるのかなと。中古だったら何でも一本釣り

で決められるということになってしまうと、全体との兼ね

合いがどうなるのかと思います。 

今回は一本釣りのような形でやっておりますけれども、

研究者のほうも早めにこういったものが欲しいというこ

とで、今回は随意契約ということにしております。、契約

を終わった後にいろいろ考えてみると、実際に他にも日本

全国でこういうものがないとは言い切れないので、違う方

法で契約をできることも考えてもよかったのかなという

のは、反省点ではあります。 

9 の関係で、新品を購入するよりも、中古を買って保守

料を払っていったほうが安いということですか。 

はい。 

新品をリースで借りて、その一定使用期間、トータルの

コストと、この中古を買ってトータルのコストを、一定年

限でどこかに線を引いたのではないかと思うのですけれ

ども、その計算根拠を教えていただきたいのです。 

計算根拠と言いますか、予算の制約がありますので、リ

ースとなるとまた次年度その予算が確保できるかどうか

ということもあります。今回購入に至ったということです

が、今回については研究部が使用する予算の中で、これを

購入できるだけの枠が取れたということですので、今回購

入しております。来年度以降、もしかしてその分が要求等

で削られる場合もありますので、最悪 1 年限りしかリース

できないという場合も想定されるので、今回はこういう形

で購入させていただいております。 

何年持つかで、保健医療科学院方式が勝つか、横浜検疫

所が勝つか。どちらが安かったかという話になるわけだけ

れども、今のお話を伺うと、保守管理料が結構利いてくる

ので、大きくは違わないかなというのは確認できたと思い

ます。 

はい。 

（分科会長の意見） 

両事案とも特段指摘なしとしたいと思います。中古品の

購入のときに、公正性、適正性について、本当にそれがベ

ストなのかというところについて、もう少しはっきり説明

できたらいいのかもしれません。 

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） 


