
 

平成２８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２８年１２月２２日（木） 厚生労働省専用第１２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 ７月１日～平成２８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 １２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 ：赤外分光光度計一式の賃貸借 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、落札率が低いため。  

発注部局名 ：九州厚生局 

契約相手方 ：ＪＡ三井リース株式会社 

予定価格  ：3,995,460円 

契約金額  ：1,574,640円 

契約率   ：39.41％ 

契約締結日 ：平成28年7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、４者応札があり、ＪＡ三井リース株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は 39.41％である。 

意見・質問 回   答 

低入札の調査は実施しているのですか。 低入札の調査は対象金額にはなっていないので実施し

ておりません。 

金額についてはこんなものでいいだろうということです

か。 

リース期間を勘案して、この金額でリースできると応札

者は申しておりました。 

定価証明書が出ていますが、リース料の総額は、

1,574,640円で大分今回は安いです。 

この定価証明書については販売した場合の定価の証明

になりまして、その価格を基にリース料を算出したところ

です。 

リース期間が終了しても所有権自体は JA三井のほうに残

るから、これでいいだろうということだと思うのですが、

この後は、随意契約で延長するのですか。 

いいえ、引取りです。また新しい機器が出ましたら、ま

た精度が上がると思いますので、その4年半後に、再リー

スするか、新しいもの調達するかというのはそのときに決

定します。 

残存価格は幾らと見積もっているのですか。リース期間

終了時点での価値ですが。要するに、三井側が引き取ると

きの金額です。リース料総額から残存価格を引いたのが、

本来、厚生局が負担すべきリース料だと思うのです。それ

は幾らと見積もっているのですか。資料の減価償却費に、5

年目で定率法でやっていて、そこには一応5年後の価格が載

っているのですが、それは予定価格を算出するところに、

その数字が引用されてないです。 

そこまで見込んで予定価格を立てておらず、物価指標に

よる形で物件価格と金利と足し合わせて積算しておるも

ので、そこまで考慮しておりません。 

予定価格を立てるときに4者の平均を取っているのです

か。 

はい。 



 

4者平均。同じ機器の平均だと意味があるようですが、こ

こでわざわざD社製、C社製、高いものを加えて平均を取る

ことのその理由については、なぜ違う機種の平均を取った

のかということですが、何か理由はありますか。 

この調達については仕様書に合致する製品が何者ある

かというのを確認しまして、3 者分は必ず入れるというこ

とで確認をしました。その中で、何者かある中でその平均

を取るというのも従前どおりの流れでやらせていただい

た次第です。結果的に、かなり落札率が低くなっておりま

すので、仕様を満たす中で一番安いものを、予定価格を立

てる際の金額として採用しなければならなかったのかと

いうことで、後で分かった次第です。 

本来は、同じ性能で、3者の機械があるのであれば、それ

は同じ物だというふうに考えると、高い金額と安い金額と

いったら、安い金額のほうで予定価格を立てるのが普通だ

と思うのです。結果論の話ではなくて。それと、このA社製

というのは、2者から定価証明書を取っているのですか。 

この定価証明書はリース会社から徴収しております。 

違うリース会社から取っているのですか。 はい。 

同じものが出て来たということですか。 同じものが出てきています。 

予定価格を立てるのであれば、あえて平均値を取るので

あれば、3者で取るのが正しいやり方だと思います。ただ、

その平均を取るということのやり方自体がそもそもいいか

どうかという議論は、多分残ると思います。あくまでも仕

様書ベースで議論をしているわけですから。仕様書をきち

んと満たしているのであれば、それは安い者の価格を想定

するのが、社会的には普通だと思うのです。 

 

（分科会長の意見） 

定価ではなく実勢価格の参考見積を得て予定価格を決め

るとすれば、その金額が安すぎないかという視点はあるの

でしょうけれど、本件では定価証明で定価として頂いてい

ますので、これを更に安すぎる、本当は高いのではないか

と疑う必要はないと思うのです。あえて高いところを取り

入れて平均するということの意味がどうなのだろうかと。

本件においては競争性が働いて、結果として4者ともかなり

安い金額で入っていることから、結果的には良かったので

すが、もし、これが1者で高落札率ということの可能性も全

くないわけではなかったと思うので、予定価格の立て方に

ついては、一般論としてはもう少し事案ごとに見て、機械

的に平均するのではない処理の仕方もあるのではないかと

思っております。 

ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：別府重度障害者センター地震被害復旧工事一式 

資格種別  ：建築一式（Ｃ、Ｄ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、落札率が高いため。  

発注部局名 ：国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター 

契約相手方 ：株式会社朝来野工務店 

予定価格  ：4,588,920円 

契約金額  ：2,851,200円 

落札率   ：62.1％ 

契約締結日 ：平成28年9月23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、株式会社朝来野工務店が契約の相手方となっ

た。落札率は62.1％である。 

意見・質問 回   答 

A 設計事務所に積算内訳書という設計書を頼んだわけ

ですか。 

はい。センターの職員では、こういった予定価格と

か積算とかできかねるものですから、県内の3設計事務



 

所に依頼をしまして一番安い所がこのA設計事務所で、

そこからもらいました。 

3者に頼んだけれども、2件は見積りの作業料が高かった

から、お断りしたのですか。 

はい。3者のうちのA者が一番安かったものですから、こ

こに細かい積算をお願いしました。 

この中身ですけれども、細かく何箇所と書いてある所も

あれば、一式と書いてあるのが結構あるのです。一式とい

うので見積りが多いと、これが妥当なものなのかどうかと

いうのは、判断しかねると思うのです。何でこんなに価格

の差が開いたのかというのを、実際の落札した朝来野工務

店の内訳と比較したりはされましたか。 

内訳書につきましては、落札した朝来野工務店からもら

っております。 

実際に極端に安い価格で落とした朝来野工務店と、A設計

事務所の内訳の比較というのはなさいましたか。 

それにつきましては、しております。ただ、一式と言っ

たところが御指摘のとおりに、ちょっと大雑把なところは

あったかもしれません。 

どちらが正しいというか、実勢価格に近いものだろうと

いうことは判断しておられますか。 

その判断がなかなか難しいものですから、設計事務所に

依頼しました。 

予定価格を立てるときに我々がよくここで目にして

いるのは、厚生労働省の本省に頼んで、本省が国土交通

省の単価を使って作る方法と、業者さんに参考見積りを

取って、それで平均を取るのと、両方の方法があるよう

に今までの経験上見ているのですけれども、ここの設計

業者に頼んだときに使った単価というのは、指定したの

ですか。あるいはどう聞いているのですか。 

 結果的に安く収まったからいいのかもしれないけれど

も、元々が高すぎて、そこにリスクがあったのではない

かということの疑いというか観点だと思いますけれど

も、そこの業者に頼んだからそれでよしというのではな

く、その業者がなされた積算の正当性について何か補足

がありますか。 

設計事務所に積算を依頼するときには、積算方法につい

て国土交通省新営予算単価を参考にすることという条件

を付けております。 

施設整備室に頼んでも基本的には、作業ミスがない限り

は同じ見積りが上がってきたはずだということですか。 

はい。 

業者に依頼したり、設計事務所に依頼して有料で見積り

を作ってもらうのと、本省のほうにお願いすることの使い

分けというのは何か基準があるのですか。 

国の機関の中で仕事の分担として、施設整備室のほう

で積算をしている例というのもあったように記憶して

いるのですが、結局、同じ作業をするのであれば、その

辺、使い分けはどういうことなのかなと思いました。 

地震被害の積算なものですから、現地に入らないと難し

いのかなといったところで、施設整備室には依頼はいたし

ませんでした。 

建築の見積りというのは、一式というのはよく出てく

るのです。だから、これはしようがないのかなと思いま

す。それから、入札したときに工務店が、その事案に対

してメリットを持っているかによって、比較的地の利が

いい所の工務店だったりとかいろいろな事情があるの

で、そこら辺は積算の単価の積み上げではできない話に

なってしまうのです。だから、今までも結構低入札とい

うか、予定価格と大きくずれるようなことはありまし

た。だから非常に建築工事は難しいです。 

 ただ、気になるのは、A 設計事務所ですが、選び方が

金額だけで選んでいらっしゃるのです。だから、そうい

う積算能力がある事務所なのかどうか。つまり設計事務

所もいろいろな事務所がありますから、業績として積算

能力がある事務所かどうかということを確認するよう

なことは、されたほうがいいかもしれません。 

はい。 

（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に係る監理業務 

資格種別  ：建設関係コンサルタント等業務（Ａ、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、契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社黒川建築設計事務所  

予定価格  ：13,175,136円 

契約金額  ：12,852,000円 

契約率   ：97.5％ 

契約締結日 ：平成 28年 7月 8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、（株）黒川建築設計事務所が契約の相手方と

なった。落札率は97.5％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式でしたけれども、結果的には 1 者

応札だったので、その評価点というのは事実上使われ

なく落札したのですか。 

はい、事実上はそういうことになりました。 

設計はどこですか。 

 

あい設計です。今回の設計業者で、入札説明書の中に、設計

を担った業者さんは応札業者にはなれませんということを書い

ておりまして、今回の応札はできない業者ということで御協力

をいろいろ頂いたところがございます。 

確認ですが、通常は監理業務は設計者とは別にして

いるのですか。 

通常の業務の工事監理ですが、公共工事の品質確保に関する

法律というものが改定されておりまして、できるだけ公共工事

の品質を良くしていこうという一環の中から、工事監理者、設

計者、それから我々技術者、多数の者が1つのものを造っていく

のに携わっていって、悪いところがあれば多数の目があります

ので、そういったものを見付けられやすいだろうという観点か

ら、ここ数年、各省庁とも、工事監理業者を設計業者とは違う

者ないしは設計者と違う者にしています。同じ会社で受ける場

合というのがないわけではないのですが、それは設計事務所の

方が地方でいないという場合に、違う会社で限定してしまうと、

どうしても工事監理者が決まらないことがありますので、設計

の担当をされた方と違う方の1級建築士を求め、違う目というこ

とで、絶対同じ会社でなければ駄目だとか、違う会社と限定さ

れていないのですが、できるだけ違う会社で1つのものを造って

いく流れに今はなっています。この案件についても同様の流れ

で動いております。 

そうだとすると、そもそも設計契約のときに監理業

務は契約できないわけですか。 

はい。 

（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 ：国立療養所長島愛生園 総合診療棟新築整備工事に係る建築設計意図伝達業務 

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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社あい設計岡山支店 

予定価格  ： 7,206,840円 

契約金額   ： 6,845,990円 

落札率   ： 95％ 

契約締結日 ： 平成 28年 7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 

予定価格の適正性について何か補足することはあ

りますか。参考見積りを、あい設計から取って決めて

いるようですけれども、その工数とか単価について、

これでいいのだということについて何か判断された

ことがあれば説明いただけますか。 

当園での判断の中で次年度契約の要否は今後検討とい

うことを書かせていただいております。設計意図伝達業務

の中の必要業務人工数を考えるに際しまして、工事の全期

間をもって契約せずとも、今回であれば初年度のみの契約

で足り得ると考えておりました。ただ、状況を確認したと

ころ、こうした大きな工事では基本的に工事全期間にわた

り契約することが当たり前のようです。今後、次年度も契

約する方向で調整を進めてまいりたいと思っております。 

 予定価格の算出ですが、平成 27 年 10 月に本省施設整備

室から、当初の段階で設計と設計意図伝達業務を合わせて

契約をしていないと。実際に工事が始まった際には設計意

図伝達業務を契約してコンセプトを伝えて、きちんとした

目的に沿った成果物にしないといけないよという御指摘

を頂き、平成 27 年 10 月の時点で必要人工数を把握したい

という意味合いで、今回設計を担当されたあい設計から見

積りを取らせていただきました。そこでは必要業務人工数

は 93 日と 93 人ということで挙げられておりました。 

 続いて、平成 28 年の 5 月の段階で再度、この 93 日につ

いてどうなのか考えるに当たって、あい設計のほうから見

積書を取らせていただいたところ、また 93 日ということ

で見積りが出てきまして、一律、93 日を契約期間に関係

なく考えられているのかなということを分析、検討するこ

とといたしました。本件につきましては、予定価格積算は

当園が担う範疇と認識しておりまして、予定価格を立てて

おります。 

 93 日が実際に適当かどうかを考えてみたのですが、当

園では定例の工程会議というのを毎週木曜日の午前 11 時

から行っております。本年の 7 月 8 日に先ほどの監理業務

の業者が決まる見込みでしたので、それ以降、平成 28 年

度末日まで工程会議の木曜日の前日の水曜日に、あい設計

さんのほうに皆さんに集まっていただいて意図伝達業務

をする流れになっています。当時、あい設計さんで担当さ

れた人たちは、この 4 月の人事異動でそれぞれ支社のほう

に移っていて、現状、当時の方が誰もいらっしゃらない状

況も踏まえて、あい設計からの提案があり、今回、建築・

電気・機械分離発注方式で総合診療棟を進めさせていただ

いておりますけれども、その業者さんに来ていただいて、

水曜日に意図伝達日ということでやろうという話があり

ました。 

 実質、35 日と考えておりましたが、お盆休みの 2 日間

と、工程会議の開催日の木曜日が休日で休みになる日が 2

日ほどありまして、その 4 日間を引いて 31 日間がベース

の日になると考えました。その 31 日間に対して、建築・

電気・機械の 3 名の方たちが来られて次の日の工程会議に

備えてやられますから、その 3 倍の 93 日ということで、

この出されている数字は的を射ているのかなと判断いた

しました。 

実際にもう走り始めていますけれども、定例の会議に

はルーチンで3名来てもらっているのですか。 

3名以上来られています。 

設計意図伝達業務を設計業務とまとめて発注しなか

ったことについてはどうなのでしょうか。 

一般的に意図伝達業務を発注する工事、屋上防水とか、そ

ういうのはそれほど意図を伝達するものがないので発注しな

いのですが、こういう大型案件については、色決めからいろ

いろなものから、経緯とか、あとは官公庁との調整とかもい



 

ろいろありますので、意図伝達業務を発注しています。通常

は、設計業務と意図伝達業務を一遍に発注することがほとん

どです。今回分けたというのは、予算の関係とか、あと支払

いの関係とかがあって、次年度にこれを別で契約せざるを得

なかったのです。今回はちょっとレアケースではないかと考

えています。 

分けたことによって割高になったとか、そういうこと

はこの事案に限ってはないということになりますか。 

その辺りは大丈夫のはずです。 

特に病院のような医療施設の場合は、設計の段階で実

は設計が終わっていないということがよくあって、つま

り現場からの要望を聞いてより良いものを造ろうと思

うと、どうしても工事が始まっている中で検討を重ねな

ければいけないこともあるわけです。屋上防水などはそ

ういう議論はほとんどないわけですが、このカウンター

の高さをどうしようかという最後のところでちょっと

変えようとか、そういうのが出てくるわけです。それが、

監督業務をする監理者と施工業者だけではやはり物足

りない。今回も、意図伝達業務というこの中身をずっと

見ていくと、かなり細かい議論に参画をしなければいけ

ない。ただ単に、今までやってきたことを伝えるだけで

もなさそうだというのはあるのです。ですからやはり、

本来は、ちょっと予算の問題もあったかもしれません

が、一連の業務として、あえて必ず、結局、随契しかで

きないわけですから、その設計を他の人にやるわけには

いかないので、随契しかできないことは見えているわけ

なので、極力そういうことが起きないように今後してい

ただくということではないかと思います。 

 

できるだけ随意契約にならないように、当初の段階か

ら御配慮というか、留意いただいて、結果的に随意契約

になったときには、引き続き随意契約としての発注の適

正性に御留意いただければと思います。 

 

設計者選定の段階で、契約の中に金額が入っていれば

そこで競争性が効いたはずなのです。今回の場合は、も

う競争性が効かなくなってしまっているのです。そこら

辺が問題として残ってしまうということも御理解を頂

きたいと思います。 

 

（分科会長の意見） 

この案件については、ただいまの指摘のとおりであ

り、付け加えることはありません。 

ありがとうございました。 

【審議案件５－１】 

審議案件名 ：国立療養所長島愛生園 第3不自由者棟真砂土鋪装ほか改修工事 

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随意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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社松本工務店 

予定価格  ：2,484,000円 

契約金額  ：2,376,000円 

落札率   ：95.7％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 22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５－２】 

審議案件名 ：国立療養所長島愛生園 恩賜記念館外部改修工事 

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随意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 ：国立療養所長島愛生園 

契約相手方 ：株式会社松本工務店 

予定価格  ：2,419,200円 

契約金額  ：2,268,000円 

落札率   ：93.8％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 31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 

今回の水溜まりができたのは、予測できないような事

情によるということですか。 

6月後半、7月ぐらいにものすごい雨が降って、毎週そうい

う状況が続きました。1週間ぐらい空けてまた大雨という状況

があったのも確かなのですが、それ以降、水が全然捌けない

みたいな感じに、グレーチングがあって、そこに土砂とかが

溜まっていったのかもしれないのですが。      

ちょうど低湿地で南側にあるので、ここらは湿度が高いよ

うな状況にはなるなということは懸念はされていたのです

が、ここまで水溜まりができて、片や、2棟の南側の縁側を出

たところがいつも水浸しのような状態になっている、そこま

では想定していなかったです。奥のほうの、ちょうど南東の

三角地の所は、本当に水溜まりで、誰も行けないような状況

になりました。 

一時的に、人間の力でその水を排水するということは

どうですか。 

それは行いました。園の中に技官がいるので、それでもっ

て捌けたのですが、余りにも頻繁にそういう豪雨が来るよう

な状況があって、やってもやっても同じ状況になりました。

また雨が降ってまたなって、そのような繰り返しをしている

中、今度は部屋の中までカビが生え始めて、これは根本的に

やらないといけないのではないのということで、ちょうどお

盆の時期に重なって、なかなか対応が苦しくなったのですが、

可能な限り早く進めようと努力しました。 

5-2 と 5-1 は、見積りを取った業者は 3 者とも同じで

すか。 

はい。 

見積りを取る中で、項目というのは、具体的に指示を

しているのですか。 

具体的な仕様書を作って、お渡しはしています。競争させ

ているよと言って、それで当園の意向に沿った形で御回答を

頂いたのが松本工務店であったということです。 

この細かい項目を選別できる方が園にいらっしゃる

のですか。 

はい。技官はおります。 

3月に竣工していて、6月の雨で排水が悪いというの

は、そもそも、外構計画に間違いがあったとは考えられ

ませんか。つまり、設計上の瑕疵です。 

外構計画で、雨水計画はもちろんしています。雨水計画は

雨水排水計画と呼ばれるものなのです。今回、こちらの雨水

排水計画については、理科年表、その気象台のところで一番

降ったものの最大値をもって、あと面積でどのくらい降った

かというものと、それからこれは崖地なのですが、その崖地

からこちらに落ちてくる数量を踏まえて排水計画をかけてい

ますので、ここまでひどくなるというのは、計画上、信じら

れない状態です。 

もちろん、そういう数字を使っていらっしゃるのでし

ょうが、水が溜まって逃げないということは、そもそも

排水計画がおかしくありませんか。 

設計上、集まってきた水が流れて枡に落ちて、枡から違う

枡に流れていくというのが、全てこれは計算上問題がないも

のが検証されていますので、当初の計画上は問題がないもの

と思います。しかしながら、どこからか集まってきた土が枡

を塞いでしまうとか、それから、排水溝そのものを塞いでし



 

まったがために水がなかなか流れなくてとなってくると、計

画上のものが出てきませんので、その辺りが今、原因なのか

と考えています。 

園のほうでは、詰まった土をどけるという工事はされ

なかったのですか。 

工事というものではないのですが、職員でどけたりはしま

した。 

つまり、ものすごい集中豪雨があった、それで詰まっ

た、それで水が20cm溜まって動かなくなった、それはあ

るかもしれないわけです、想定できないようなことがあ

るかもしれないですが。 

1 週間に 1回程度集中豪雨に見舞われまして、毎週、集中豪

雨があるような状態が続きました。 

毎週でも、それでも 8 月までずっと水が溜まり続け

るというのが、まず理解できないのです。それでカビ

が生えるというのはよく分からない、理解できない。

そこを掃除していくということは簡単な言葉かもし

れないけれども、もっと大変かもしれませんが、排水

をきちっと確保するところからまず始めるのかと思

うのですが、すぐに随意契約で工事をしてしまったと

いうのが、これが 1 点目。 

2点目は、カビが生えるぐらいまでずっと水が溜ま

っていったわけですから、その間、なぜすぐに一般競

争入札に、ぎりぎりまで時間がないところまでいっ

て、カビが生えるまでの状況になってから随意契約ま

で持って行ったのかというのが、もう少し早く手を打

てなかったのかということが気になるところなので

す。何となく後手後手になって、それでもうどうしよ

うもなくなって随意契約でやったというように聞こ

えるのですが、いかがでしょうか。確認ですが、水が

溜まっている所には排水溝がちゃんと中にあるので

すか。 

はい。設計上あります。 

2つの工事を合わせることもできなくはないかもしれ

ないけれども、当初予定した5-1工期を遅らせることな

く2つ合わせるというのは、現実的には難しかったとい

うことですか。検討の時期が、8月の初めに5-1の工事の

検討を始めて、見積りを取られて、予算が付いたのが何

か少し後で、できるけれどあえて分離したのではないか

という懸念に対して、何か説明があれば伺いたいと思い

ます。要するに、少額随契にするためにあえて分けた、

特段さしたる理由がないのに分けたのではないかとい

うのが見えたので抽出案件になっているのですが、伺っ

てみると、必ずしもそうではないような気もするのです

が、そこについて、何か説明があれば頂きたいと思いま

す。 

実質、5-1の案件は8月の初めに起案し、8月の終わりまでに

は終わらせるというような流れがありました。5-2の案件は、

8月後半に予算が付かないと決まった時点で、すぐさま起案を

して最速で始めました。実際に工事が始まったのは9月になっ

てからなのです。 

今回の、もう少し早く施工することを決めていれば時

間的余裕があったのではないかというお話もありまし

たが、そこの意思決定の判断についても、直接この契約

の瑕疵の問題ではないように思うので、一旦そこも置い

ておいて。あと、少なくとも、直近の最後の随意契約を

選択したことの妥当性に絞って考えたときに、特段、こ

とさら分割して少額化したとまでは思われないという

ことと、5-1の個別事案としては、随契でもやむを得な

かったと、それを否定するだけの事情はなかったのでは

ないかと思います 

 

工夫する余地はあったのではないかということです。

5-1も5-2も、いずれにしろ、少し安易に少額随契に走っ

ているのではないかと取られかねない、随意契約の妥当

 



 

性という意味では、という面があるのかなというぐらい

の指摘にとどめたいと思います。 

（分科会長の意見） 

5-1は健康面からの必要性が一応あって、そこの判断

で異論はあるかもしれませんが、問題なしと整理したい

と思います。5-2のほうは、なぜそこで即やらなければ

いけなかったのか若干分かりにくいですが、一応、少額

の条文の枠内に収まっているので、政策的当否を話す場

でも多分ないのでしょうから、こことしては、そういう

御意見を差し上げた上で、案件としては問題なしと整理

したいと思います。 

どうもありがとうございます。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：C型慢性肝炎治療薬(ソバルディ錠、ハーボニー配合錠)の費用対効果評価再分析作業に関する準備業務 

資格種別  ：役務の提供等（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者応札のため。  

注部局名   ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：学校法人聖路加国際大学 

予定価格  ：7,098,837円 

契約金額  ：7,000,000円 

契約率   ：98.6％ 

契約締結日 ：平成 28年 9月 30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、１者応札があり、学校法人聖路加国際大学が契約の相手方とな

った。落札率は 98.6％である。 

意見・質問 回   答 

入札公告の競争参加資格で、「臨床疫学に関する専門

家が所属している大学又は国立研究開発法人」の2つに

絞っている理由は何でしょうか。 

専門部会の議論により、厚生労働省による公的な専門体制

の管理監督下で、大学等のアカデミックグループが主として

実施するという御議論がありましたので、こちらの入札説明

書でこの縛りをかけさせていただきました。 

ここは、民間の研究所は排除するという趣旨なのです

か。 

公的な機関ということで議論がなされたようですので、民

間のものについては排除というか、資格に含めなかったとい

うことです。 

そういう判断は、中医協の部会の結論がそうなの

か、そこまでは言っていないけれども、発注者側で、

そのように絞り込んだということなのですか。 

専門部会のほうでは、大学等のアカデミックグループとい

うことで決められたのですけれども、実際の国立研究開発法

人と大学については当院のほうで決めさせていただきまし

た。これは保険局の関連事業ですので、保険局とも相談させ

ていただきながら、この資格を定めました。 

業務の概要だと、「大学等のアカデミックグループ(研

究者個人を含む)」となっているぐらいで、「研究者個

人を含む」というのはどういう考え方なのですか。その

後、実際に公告を行ったときには大学になるわけではな

いですか。この「研究者個人を含む」というのと、保険

局と話し合った結果とは全く衝突するところはないと

いうお考えですか。枠を当初は広くかけていたのを、狭

めると競争原理が働きにくくなってしまうのではない

かという考えです。 

提案書作成要領の中に、業務体制ということで、どの研究

者がこの業務に携わるかというのを、限定して登録していた

だいておりますので、こういう意味で個人を含むというのは、

1名でも可、グループでも可という意味でここに記載させてい

ただきました。 

説明会に 4 者参加で、3 者が下りた理由については何

か調べましたか。 

本案件については、他にも指定品目がありましたので、そ

れぞれ同じような形でやっています。種類が違うのですが、

中身的にやる業務について、専門性が問われます。実際に費

用対効果の分析の業務を行っている大学などが非常に少ない

ということで、今回はそれぞれの品目で、実際にこういう契

約をさせていただいています。4者来たというのは、他の指定

品目について入札をしていただいたというような形になって



 

おります。 

評価表に、「当該品目あるいは疾患領域に関する費用

対効果評価を担当した経験があるか」というのは、ある

か、ないかという 2つに 1つの話だと思うのです。ここ

が、なぜか人によって分かれている。あるならあるしか

ないと思うし、ないならないしかないと思うのです。な

ぜ分かれたのでしょうか。こういうことについて、違っ

た場合にすり合わせとか、そういうのはあるのでしょう

か。結果に影響を及ぼすので教えてください。 

当該品目、あるいは当該領域に関する経験があるかという

ことで、ハーボニーというのは C 型肝炎の薬なのですけれど

も、例えば B 型肝炎であるとか、あるいは隣接する肝臓系の

疾患であるとか、直接ピンポイントではフィットするわけで

はないのですが、そういう周辺領域をどう解釈するかという

ことで、その評価される方の回答というか、点数が異なって

いるのではないかと考えております。 

声掛けというか、こういう案件があるということの周

知というのはどういう方法でされたのですか。 

ホームページと、当院事務所前の掲示板、あとは研究部

のほうで費用対効果について研究をやっておりますので、

その関係でこういう入札があるというのはお声掛けして

いただいております。 

この応札状況というのは予想どおりというか、やはり

そうだろうなというような感じなのですか。 

実際専門的にやっている方がなかなかいないということな

ので、このような感じかなというのが実情だと思います。こ

ういう契約は今回が初めてなものですから、私どももどうい

う方法でやったらいいとか、そういうのは保険局といろいろ

相談させていただきながら、今回契約を締結しているという

実情があります。 

今回この業務を受けてくださる担当の先生の名前が、

業務体制の方たちです。先生の所に、中医協具体例検討

の再分析というのが、これまでの担当経験として書かれ

てあります。要は経験者ということですか。この方たち

は、中医協との関係はないのですか。 

こちらについては、費用対効果評価の試行的導入が開始さ

れる前に、その具体例ということで、政策に反映しないので

すけれども、一通り流れをやってみる中で実施したものです。

この際は、特別研究班を作って、企業から出していただいた

データを、そこで再分析を実施したという経緯があります。

中医協と直接関係あるということではなくて、その研究班の

メンバーになっていただいたということです。 

つまり見え方として、極めて内情をよく知っている方

たちが1者応札で入札を取ったというように見えます。

お声掛けの仕方というのは、なるべく複数者、またそれ

はなるべく参加条件を広くするということもあるのか

もしれませんが、そう見えないように、そう言われない

ように気を付けていただければと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件は特段の指摘はありません。より競争性を高

める工夫、あるいは競争の公正らしさについて一層留意

されるようにお願いいたします。 

ありがとうございました。 

【審議案件７－１】 

審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎BSL3・BSL4実験室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、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  ： 32,370,960円 

契約金額  ： 11,458,800円 

落札率   ： 35.40％ 

契約締結日 ： 平成28年9月23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、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35.4％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札となったことについて、原因の分析はありま

すか。 

こちらの案件は、BSL3・BSL4の実験室の設備の定期点検業

務ということです。2年前まで、安全キャビネット、次の給排

気ファン、最後に排水の処理をする所の点検があります。全



 

部の業務を一緒にして、1者が落札をしていた実績がありまし

た。仕様を業務ごとに分けて開札をしたというのを去年から

やっています。今年がその2回目ということになるのですが、

去年も同じ業者が落としております。予定価格の立て方とし

ては一緒なのですが、去年が63.60％、今年が35.40％。もと

もとの予定価格の立て方として、1者応札でやっていた頃の時

代の見積りを参考にしているところがありますので、個別で

請け負ったところでやったほうが安くなるのかというのが、2

年やってみたところの結果として感じています。 

参考見積書があって、今おっしゃったように、一通り

のものを全部見積りを取って、その中から今回の業務に

該当するところを抜き出したということですか。 

はい。 

そうしたら高かったということなのですね。 はい。 

ちなみに 1年前と、仕様の範囲はほぼ同じと見ていい

のですか。 

違います。 

また違うのですか。単純に比較できないということで

すか。 

はい。 

去年の落札率が 6割ぐらいということで、今年はもっ

と低いのですけれども、そこの分析というのは、今年は

更に割安になったと読むのか、それは数字の取り方であ

って、実質去年の同水準なのか、かえって高くなってい

るのか、これはどのように分析したらいいのでしょう

か。 

それによって、また来年以降も同じように予定価格は

高いままやっていくのか、これで安定しているのだか

ら、次からは絞っていくのか、そういう判断にも絡んで

くるのかと思います。 

来年度以降であれば、落札率がだんだん下がってきている

経緯がありますので、その落札率のほうもある程度勘案して、

予定価格を立てるべきではないかと考えているところです。 

（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７－２】 

審議案件名 ：国立感染症研究所村山庁舎BSL3・BSL4実験室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、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。 

注部局名   ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社精研 

予定価格  ：18,747,067円 

契約金額  ：8,078,400円 

契約率   ：43.09％ 

契約締結日 ：平成28年9月23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、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35.4％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

予定価格の立て方は7-1の案件と同じになるのです

ね。 

同じです。 

分けるとなぜこうなるかということについて、何か参

考までに分析はありますか。 

今回の 2 件に関しては、確かにおっしゃられるとおり、落札

率はかなり低いと思いますので、次年度以降の予定価格の立て

方に関しては勉強させていただければと考えております。 

（分科会長の意見） 

低入札案件ですけれども、その分割したことの努力も

踏まえて、競争性が働いた結果と考えます。予定価格に

ついても、競争性が働けば安く落ちるので実害はないの

かもしれませんけれども、将来的には予定価格の適正な

ありがとうございました。 



 

積算の点も踏まえて、より適切な入札になるように御努

力いただければと思います。 

【審議案件８】 

審議案件名 ： siRNA Kinaseライブラリー購入契約 

資格種別  ： 物品の販売（Ａ、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、落札率が100％のため 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 岩井化学薬品株式会社 

予定価格  ： 1,864,800円 

契約金額  ： 1,864,800円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成28年7月29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、岩井科学薬品株式会社が契約の相手方となっ

た。落札率は100％である。 

意見・質問 回   答 

国内でこれを販売している業者はどのぐらいの数が

あるかは御存じですか。 

メーカーは決まっているのですが、そこへ卸している代理店

は何者かあるとは思います。 

実際にB、C、Dで扱っている所があることはあるので

すか。その辺の見通しというか、あるのだけれども応じ

てくれなかったということなのか、未確認なのでしょう

か。 

出入りの業者を中心に声を掛けたので、実際のところは正直

申しまして、扱っている、扱っていないというのは分からない

です。 

出入りでB、C、Dのところで扱っているのは確認でき

ていないということですか。 

はい。声は掛けたのですが、札を入れてくれなかったので

す。 

札を入れていないというのは、扱えないから無理です

というようなことなのか、扱ってはいるのだけれどもや

めておきますというのか、どうなのか。 

理由までは聞いていないです。 

1回目は不調ということです。1回目と2回目の間には、

声掛けなどの方法を変えるというようなことはあった

のですか。 

2回目を公告してから、前回以上に声掛けを積極的にや

らせていただいております。 

合計何者ぐらい声を掛けたのですか。 5者ぐらいです。 

（分科会長の意見） 

結果的に2者応札になっていますけれども、いずれも

参考見積りを出したということなので、競争性の観点か

らすると、機能したとまでは言えるのかなかなか悩まし

いところがあります。この事案としてはやむを得なかっ

たものとは思いますけれども、今後より一層競争性が働

くように工夫・努力をされるようにお願いいたします。 

ありがとうございました。 

【審議案件９－１】 

審議案件名 ： 8号棟排水処理施設自動制御盤等改修工事(滅菌処理ユニット用)（8号棟排水処理自動制御盤改修工

事、8号棟排水移送ポンプの交換工事） 

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 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 株式会社日立プラントサービス 

予定価格  ： 15,832,800円 

契約金額  ： 15,832,800円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 28年 9月 29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 

特殊な施設で、日立プラントサービスしかできないの 整理としてはそういう形になります。 



 

だから、もうしようがないのだということですか。 

したがって、それが本当に高いのか安いのか分からな

いのですが、今後も同じことになるわけですか。 

はい。特に今回の件に関しては、緊急性がとても高かった

ものですから、作られた業者が日立プラントサービスですけ

れども、そちらのほうにお願いしたというのが結論です。 

国内に、同じようなハイレベルの危険なウイルスだと

か、そういうものを検査できる施設というのは他にある

のですか。 

こちらの8号棟というのは、バイオセーフティレベル4

という言い方をしておりますが、非常に感染性の高い、段

階がある中では一番高い建物になります。こちらのほう

は、今現在日本ではうちだけですので、これを扱っている

所は今のところ少なくともありません。 

随意契約の確認なのですけれども、緊急であることが

かなり重要なのでしょうか。緊急でなくても、結局は日

立プラントサービスになるのですか。両方お書きいただ

いているのですけれども。 

8号棟の排水の部分に関して、実際に建設であるとか設計

の部分は日立プラントサービスでやっている所があります

ので、緊急の話は取りあえず置いておいたとして、一般で入

札をかけたとしても、恐らく結果としては日立プラントサー

ビスが落とすのではないかと思います。 

緊急でなくて、例えば定期的な修理というのがあるの

かどうか分からないのだけれども、もう少し時間的な余

裕があるのであれば、形の上では入札にかけるような性

質のものなのですか。 

ポンプは可能ではあるかなと思います。制御盤のほうはカ

スタマイズというか、オリジナルのものを作って入れていま

すので、そこは難しいのかと思います。 

BSL4自体がかなり古いので、全部取り換えようかとい

う議論をするのであれば、そこに競争性は生まれるけれ

ども、自動制御盤は作り込みのものだから、日立プラン

トサービス以外には作れないと言うのですか。 

はい。 

（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９－２】 

審議案件名 ： 8号棟排水処理施設自動制御盤等改修工事(薬液処理ユニット用) 

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 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： セオービット株式会社 

予定価格  ： 9,828,000円 

契約金額  ： 9,828,000円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成28年9月29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 

そもそもセオービットの操作盤を前の工事のときに

入れることの判断というのは、発注者側でセオービット

に対して発注してそこが造ったのか、例えば大手のどこ

かに頼んだときに、下請的にと言うのでしょうか、発注

者側のイニシアチブでないところで、セオービットで起

用されて、そうすると次の修繕もずっとセオービットが

付いてくるみたいな形になるのか。今の時点ではやむを

得ないのかと思うのですけれども、そこに至るまではど

ういうプロセスなのかと思いました。 

初期の頃についてはかなり昔で、この設備自体が昭和50年

代に設置されているものですので、詳細はこの場ではなかな

か難しいです。 

一般的には当初作り込みをさせていただく段階では、当然

初めからセオービット株式会社を頼ってというよりも、幅広

にできる所がないかというのが、最初の発端としてはそこが

出発点だと思います。 

それはそうだと思うのですけれども、当初、国立感染

症研究所とセオービットが直接契約をして、最初に導入

したわけではないのですか。 

違うと思います。 

どこかの建設会社が請けて、下請というか納入業者とし

てセオービットが入ったということですか。 

はい。あくまでも建設の一部でしかないので、それは違う

と思います。 

その時に、発注者側として、セオービットにするか、

しないかというところについて意思が入っているのか

その当時は、恐らくこの排水処理設備だけをピンポイント

で意識して造るというよりも、全体の中でのお話かと思いま



 

どうか。そういうのは、施工業者任せなのですか。 すので、全体のゼネコンのような大きな枠の中で、最初がそ

この窓口となって、結果的に今のセオービットになったとい

うようなことだと思います。 

BSL4 の施設になるとかなり高度な設備なので、つま

り研究者が黙ってそのままゼネコンに任せるというこ

とはしないと思うのです。だから、どのプラントを入れ

るかというのは、多分感染研の研究者と打合せは相当さ

れていると思います。 

そう思います。 

駆動部分と制御部分を切り分けるような改修はで

きないのですか。 

電気的に、機械的に一体で動かしている部分があるの

で、そこは難しいのではないかと思います。 

ここのセットをどうせ入れ換えるわけだから、お互い

2つの業者で電気信号をやり取りしながら、駆動部分と

制御部分を分ける。かなり大きな金額の随意契約なの

で、これがずうっと今後続くというのは、できればなる

べく避けたほうがいいということがあると思います。 

分かりました。 

（分科会長の意見） 

本件の処理としては、特段問題なしと考えます。将来

的に、一般論にはなりますけれども、なるべく将来を見

通して随意契約にならないように、していただければと

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。 
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