
平成２８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２９年３月２３日（木） 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 １０月１日～平成２８年１２月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １３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 １３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 ：国立療養所大島青松園園内道路整備工事 

資格種別  ：建設工事「土木一式」又は「建築一式」(A、B、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 ：国立療養所大島青松園 

契約相手方 ：タチバナ工業株式会社 

予定価格  ：135,475,200円 

契約金額  ：112,860,000円 

契約率   ：83.31％ 

契約締結日 ：平成28年12月22日 

（調達の概要） 

前回まで入札不調が続いていたため、等級拡大を行ったところ、２者応札があり、タチバナ工業株式会社が契約の相

手方となった。落札率は 83.31％である。 

意見・質問 回   答 

入札不調が続いていたとありますが、時期、回数、その

ときの状況、一者の応札もなかったなども含めて御説明い

ただけますか。資料 7 ページに資格審査会の議事録があっ

て、11 月 1 日付けで入札公告とありますが、その 1 回だけ

なのでしょうか。前回まで続いていたとあるものですから、

1 回だけでなくて、もう少しあったのか、そのときにどんな

状況だったのか。 

第 1 回目が平成 25 年 11 月 1 日の入札公告で、応札

者がなく、不調で終わっております。2 回目が平成 26

年 4 月 1 日付け入札公告で、このときも応札者なく、

不調です。3 回目が平成 26 年 7 月 4 日付け入札公告で、

このときは予定価格との乖離が大きく、不調です。こ

のときは一者応札でした。入札書比較価格 8,736 万円

に対して、入札価格が 1 億 2,000 万円でした。4 回目

が平成 26 年 9 月 19 日付け入札公告で、応札者なく不

調になっております。 

5回目が平成26年11月27日付け入札公告で、このとき

は予定価格との乖離が大きく、不調となっております。

入札書比較価格1,447万2,000円に対して、入札価格が

1,950万円、一者応札でした。 

これは同じ工事のことなのですか。今回の発注に係るも

のについて、年度をまたいで過去不調がこんなにあったと

いうことですか。そういうことで、何回もということで伺

ってよろしいのですか。そうであればそのように伺います

が、同じ発注内容で何度もこんなに繰り返していたと。本

当なのかもしれませんが。 

第 1回目～第 3 回目の工事内容は、園内道路移設、法面

新設、神社施設移設、残菜処理棟改修。第 4 回目は、園内

道路移設、法面新設、残菜処理棟改修。第 5 回目は、法面

新設及び側溝新設工事です。各回の工事内容は、工期、公

告時の状況等に応じて変更しています。従って予定価格も

それぞれ変更しています。 

ずっと工事できないまま来ているということですか。 はい。今年度においても、11月1日付けて入札を行いま

したが、そのときも金額の乖離が大きく不調に終わりまし

た。業者も辞退しており、契約には至っておりません。 



資料の223ページに審査調書というものがありますが、こ

れはどういう意図の資料ですか。どういうときに作る資料

ですか。 

調達前に、公共調達委員会という委員会があって、調達

前の案件をそこで審議していただくときに出す資料です。 

そうすると、平成 28 年 8 月 4 日の日付でこの審査調

書が作られて、審査されているということですか。その

ときの予定では、開札予定日が 9 月 21 日、公告が 8 月

15 日。実際には、今の御説明では 11 月に第 1 回目が行

われたと。これは予定が変わったということですね。 

何をお聞きしているかというと、審査調書の一番最後

に、前回の調達状況ということで今御説明のあった説明

があったのですが、今回の建設工事一式の道路を作った

り神社を移設するという内容の工事のことが、この前回

の調達状況に含まれているというか、そのことを指し示

しているという理解でよろしいですか。 

それで結構です。 

そうすると、平成27年度は一切執行しなかったというこ

とですね。動きがなかったということですね。平成26年度

に5回やって、平成27年度は動きがなくて、平成28年度に動

きがあったということですね。 

そういうことです。 

今回入札があったのは、Ａ社とタチバナ工業ですね。前

回はＡ社のみで、Ａ社は繰り返して入札に参加しているわ

けですね。工事の内容に若干変更があるにしても、前回は

幾らだったのでしょうか。今回ものすごい金額で入札して

きていますが、中身は分かるのでしょうか。基準価格とも

猛烈な開きがありますが、内訳は御覧になっていますか。 

見ております。 

何がこんなに違ったのでしょうか。 一番大きなところは海上運搬費です。Ａ社は岡山県の業

者で、当園は離島ですので、資材を運ぶにしても船をチャ

ーターして運ばないといけないと。人夫もそうです。とこ

ろが、タチバナ工業については自社で船舶を所有してい

て、クレーンを乗せた船舶もあるということで、その辺り

が押さえられてこういう結果になったものと思います。 

タチバナ工業の入札額との差が1億4、5,000万。船の問題

だけで1億4、5,000万も差が出たのですか。 

大きくはそこです。あとは、タチバナ工業にしてみれば、

厚生労働省での実績を作りたいということで、かなり努力

した形跡は見られます。 

調査基準額の中で、予定価格内訳の海上運搬費の金額は

2,800万とか、そのぐらいではなかったかと思いますが、タ

チバナ工業はこれを1,918万だと言っているのですね。とこ

ろが、大きく差が出たというＡ社との差額は1億以上だと。 

はい。 

そうすると、最初の基準額の2,800万というのは、基準と

してどうなのかという気がするのです。実際に、離島だと

船をチャーターすればこういう価格になるのが普通なので

すか。どこか少しおかしいという感じがするのですが、基

準のほうなのか、それとも建設会社が高すぎるのか。 

1 から船をチャーターして、県外の業者ですから、香川

県内の船を岡山県から運ぶにしても、距離的なものもあり

ますし、一度チャーターするにしても多額な金額が掛かる

と。その一方で、タチバナ工業は自前で持っているという

ことで、かなり差が出てくると思います。 

基準額との違いというのは。 チャーターする金額です。 

こちらの官房会計課施設整備室で。 そちらで積算していただいてやっておりますので。 

これが、離島ということを前提にすると実態にそぐわな

いということでしょうか。そぐわないわけではないけれど、

県内の船舶を保有している業者と、県外で、かつ船舶を保

有していない会社という前提に立ったときには、全然違う

結果になって、億単位でずれることがあると。 

そういうことになろうかと思います。 

今の件で、官房会計課施設整備室がお作りになった91ペ

ージの予定価格内訳書では、海上運搬費が1億2,500万で積

んであって、124ページに海上運搬費という別表があります

が、これが2,800万なのです。この違いは何ですか。海上運

1 億 2,500万は総合計です。 



搬費の一部を124ページに書いているということでしょう

か。 

いずれにせよ、官房会計課施設整備室の積上げがチャ

ーター前提の積上げなのか、もともと持っているのが前

提なのか。それは何か根拠がないと積めないと思うので

すが、どちらかが本来の原則でそれより割高になるか割

得になるか、どちらがフェアなのか分かりませんが、こ

れは自前で持っているときを前提に積んでいるのでし

ょうか。 

1 回当たりのチャーター代を基に、例えば何回往復する

とか、そういうことの積算になっていると思います。 

要するに事後的に分析すると、今回の業者のように自前

で船を出せる所が来るまで、延々と繰り返すのが宿命だっ

たみたいな調達になっているということなのでしょうか。

およそ自ら新たに船を借りてきて運ぶような業者は、もと

もと土俵に乗りようがないぐらい乖離があるというか、普

通に考えたらとても入れないような。 

私が考えるには、香川県の地元の業者が参加してくれて

いれば、もう少し早く契約できていたという気はします

が、なかなか応じていただける業者がなかったのも現実的

なところだと思います。 

今後どのようにやっていくかにも絡んでくるし、多分、

未来永劫出てくる話だと思うので、もともと持っているこ

とを前提に予定単価を組んで、それに乗れる所だけ来てく

れればいいと、そこを開拓するのだというのも考え方とし

てはありだと思います。逆にそうでないとすると、競争が

うまく発揮されればいいのですが、チャーターし直して運

ぶことを前提に予定価格を組むと結構高い金額になって、

結果、競争性が発揮されなければ非常に高い金額の落札に

なってしまうような気もするし、どちらで予定価格を組む

のが本来いい姿なのでしょうかね。どちらがフェアという

か、公正さと安く調達するということの兼ね合いが難し

いですね。 

はい。 

安く調達することは大命題なのでしょうけれど、競争

性がなくて、結局1者しか応札できないとなると、それ

はそれで問題かもしれませんね。不調が続いていたという

のも、恐らく船を持っていない所はとても乗れるような金

額でなかったのですかね。それで仕方なしと、持っている

所から開拓するのだと割り切るしかないのですかね。それ

も業者の自助努力だから、持っている所を前提にやらない

と逆におかしいのでしょうかね。それに関しては、国とし

てはルールはないのですね。 

そうですね。ルールはありません。 

そうしたら、適正だと言うしかないですね。  

今回の海上運搬費は病院契約単価を使って、たまたま

低かったのかもしれませんが、これが適正価格だったの

でしょうか。どのように分析したらいいかよく分かりま

せんが、フェリー代の積み上げている単価との兼ね合い

でどのように考えたらいいのか、何か視点があれば、官

房会計課施設整備室の方などはいかがでしょうか。 

フェリー会社に関しては、許認可を得て営業を行ってい

るものであり、それ程、競争性があるわけでもないという

のが実態です。大島近辺において対応可能な運搬会社が実

質このフェリー会社のみであったことから、現行、病院が

契約している単価を実勢価格として予定価格に採用した

ところです。 

（分科会長の意見） 

公平性と安価な調達との兼ね合いをどこで取るかという

話だと思うので、なかなか難しいところかと思いますが、

区々の判断ではなくて、何か基準となるものがあればいい

のかなと思っております。まとめは難しいですが、全体の

意見としたいと思います。ありがとうございました。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：国立療養所沖縄愛楽園暴風防潮対策整備工事 

資格種別  ：建設工事の土木一式工事、若しくは建築一式工事（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、低入札価格調査を実施しているため。  



発注部局名 ：国立療養所沖縄愛楽園 

契約相手方 ：有限会社のうけん 

予定価格  ：76,917,600円 

契約金額  ：66,798,000円 

落札率   ：86.84％ 

契約締結日 ：平成28年11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、５者応札があり、有限会社のうけんが契約の相手方となった。

低入札価格調査をした。落札率は86.84％である。 

意見・質問 回   答 

289ページに、低価格で入札した理由という理由書が付い

ていますが、その一番下の積算内訳は、各工事でこの会社

が見積もった金額に入札するに当たって、想定率を掛けた

金額を積み上げて入札をしたという計算が書いてあるわけ

ですよね。 

はい。 

この会社は、上のほうの⑦の所に、下請会社の協力体制

なども強みというのが低価格にできた理由の1つだとして

います。もちろん、競争をするために一生懸命値段を下げ

てきたことは、いいことだと思うのです。こういうやり方

ですと、割と下請企業とかに無理矢理低い金額を押しつけ

がちになる傾向にあるのですが、今まで低入札などで調査

対象になった企業は、割と一率何パーセント下げますとい

うような、こういうやり方をするのでしょうか。 

いや、その業者ごとかとは思います。 

実際に、この会社で工事ができると判断なさったわけで

すが、それが無理矢理下請をいじめているというような、

そういうことをやりそうな感じにも見えなかったというこ

とですね。 

そうですね。賃金の未払い等はなかったと、ヒアリング

を行っておりますので、そういった問題はないと判断はし

ております。 

今の質問に上乗せする形で、お伺いします。低入札価格

の案件は、結構この場でも取り上げています。駄目な案件

は上がってこないからなのかもしれませんが、結局調査の

結果でできそうにないから駄目だと言った事例は、余り記

憶にないのですね。 

なるほど。 

逆に、先ほどのこれで本当に大丈夫なのかという問題

意識があったと思うのですが、どこに着目して、ここは

ぎりぎりセーフなのかとか、どうなのかという、一応資

料はお取りになってはいるのだけれども、目の付け所と

いうのでしょうか、結論としてセーフというのは分かり

ましたが、どこの数字に着目して、どう考えての御判断

なのか。総合判断なのかもしれませんが、せっかく数字

をいろいろ書かれているものですから、結局どこがポイ

ントになるのでしょうか。 

そうですね。今回は下回っていたということもあるので

すが、わずか90万円ではあるのですが、過去の実績等で公

共事業数が多く、5年間で約24件お受けいただいているこ

ともあります。それから、評価点が70点から38点まで高い

点数を取られているので、ここも問題ないという判断の要

素にもなります。その他、先ほど下請の支払遅延等がある

かということでしたが、これもないということでしたの

で、総合的に判断して、今回は問題ないと判断させていた

だきました。 

1 つの工事だけを見て、これだと十分に下請にお金が

回らないのではないかみたいなことは、もともとは余り

考慮要素には入らないのでしょうか。例えば、この工事

は無理して取ったとしても、他できちんと稼いできちん

と払われている実態があるのであれば、余りここではと

がめないのでしょうか。マイナス評価にはしないと。ど

うなのかなと思いまして。 

ということであれば、そうなりますね。 

（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 ：国立療養所東北新生園電話交換機更新工事 

資格種別  ：電機通信工事（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 ：国立療養所東北新生園 

契約相手方 ：株式会社エーブイテック 

予定価格  ：30,564,000円 

契約金額  ：26,784,000円 

契約率   ：87.63％ 

契約締結日 ：平成 28年 12月 16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、株式会社エーブイテックが契約の相手方とな

った。落札率は87.63％である。 

意見・質問 回   答 

記録中に出てきますが、当初、低入札の調査の対象

であることには気づかなかったけれども、事後的にお

気づきになり調査をして、ここの資料に至るというこ

とでよろしいですね。 

はい、そうです。本件は、予定価格調書を作成するに当たり、

低価格調査基準相当額を誤って設定してしまい、開札した結

果、予定価格の範囲であったために、1 度は落札したというこ

とになりました。その後、当日に低入札価格調査基準相当額が

誤っていることに気付き、その日のうちに 1度落札とした業者

に対して説明を行い、その日のうちに低入札価格調査制度に基

づき調査を行った結果、業者等に契約履行の問題となる事項が

なく、契約しても不履行となるおそれがないと判断したため、

落札とさせていただきました。 

御自身の所で、このミスにお気づきになったから、

別段これ以上言うべきことではないのかもしれません

が、今後これを確認する体制は、改善されたのでしょ

うか。というのは、1度ミスがあると、実はほかにもあ

ったのではないかという危惧が出てくるわけです。例

えば、過年度分まで調べてみたとか、そういうことは

あったのでしょうか。それから、今後こういうことが

ないための改善の取組があれば、教えてください。 

申し訳ありませんが、過年度まで遡って調べるところまでは

やりませんでしたが、今後は各会計班及び上司、事務長補佐、

事務長に至りましても、その計算を必ず行った上で、チェック

をすると取り決めをいたしましたので、今後は間違いのないよ

うにいたしたいと思います。 

予定価格の組み方なのですが、どなたがどの基準で

されたということになるのでしょうか。 

予定価格については、設計会社に委託しまして、設計会社で

作成した予定価格をそのまま使用いたしました。 

今のことをもう一度確認ですが、予定価格は62ペー

ジから予定価格内訳書がありますが、その設計会社が

書いてきたものをこの紙に移し替えたということです

か。 

はい、そのとおりです。 

その設計会社は一者で、それをそのまま採用したと

いうことですか。 

はい、そのとおりです。 

結局低入札になった原因は、いろいろな品目で少し

ずつ安い感じはするのですが、やはり何か極端に人件

費などで無理をさせているようなことがあったか、な

かったか。その辺りは、特に確認はなさいましたか。 

エーブイテックの会社の入札内訳書を確認したところ、材料

費については、こちらの予定価格よりは4％ほど下回っているの

に対し、人件費にかかる共通費については、50％程度下回って

おりました。これは、入札業者の営業努力で、自社のもうけ分

を圧縮したものであると思われました。以上です。 

その点に対して、自社のもうけが減ったということ

は、人件費などに反映されてしまう可能性もないとは

いえないというか、一番ありがちなパターンになろう

かと思うのです。その辺りは、直接聴取りはなさいま

したか。 

いや、特にこちらから申し上げたことはありません。 

（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 ：超音波診断装置一式 

資格種別   ：物品の販売又は物品の製造。（A、B又はCランク） 

選定理由  ：一般競争入札を実施して着る案件中、一者応札のため。 

発注部局名 ：国立療養所東北新生園 



契約相手方 ：株式会社シバタインテック 

予定価格  ： 6,696,004円 

契約金額   ： 6,469,200円 

落札率   ： 96.61％ 

契約締結日 ： 平成 28年 12月 15日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）をおこなったところ、1 者応札が有り、株式会社シバタインテックが契約の相手

方となった。落札率は９６．６１％である。 

意見・質問 回   答 

今回の診断装置の使用を満たす機種というのは、27 ペ

ージの A 社など 3種類ですね。 

 はい、そうです。 

4ページに書いてありますが、これらの機械を売って

いる、東北地域の会社という制限がありますね。 

はい。 

何件ぐらいの販売会社があると思っていらっしゃる

のでしょうか。 

申し訳ありません。それは、把握しておりませんでした。 

4者が説明を受けて、3者が辞退したと。 はい。 

その理由は、お調べにはなりましたか。 はい。書面では頂かなかったのですが、2者については、説

明書を受け取って検討した結果、入札仕様書に対応するメー

カーの代理店となっていないことが分かったために、辞退し

たということです。もう1者については、宮城県の入札で、入

札の資格停止があり、辞退したという経緯がありました。 

落札した業者は、普段からお取引のある業者なのです

か。 

はい、そうです。 

普段から取引がある業者で、これを扱えるというの

は、ここだけなのでしょうか。それとも、他にもあるの

だけれども、参加してこなかったということでしょう

か。 

他にもあるとは思われますが、公告し、入札説明書を取り

に来たのは、4者だけでした。 

希望されなかったのは、会社の判断だから仕方ないの

だけれども、本来ならば扱えるはずだということは、ほ

ぼ間違いないのでしょうか。他にも、出入りでいるので

しょうか。そうすると、なぜそこへ入って来なかったの

か。せっかく、27ページのように3者入れますというよ

うに、予定価格を立てるときもフラットにやっていただ

いているのに、1者がB社の系列かは分かりませんが、若

干残念というか、もったいない感じもしました。ちなみ

に、ここの落とされた所は、B社だけを扱っているので

しょうか。それとも、ここなりに複数入れられるのだけ

れども、あえてここが独自に選んできたことになるので

しょうか。それも分かりませんか。 

それは、話を伺ったところ、B社やC社も扱うことはできる

ということでしたが、値引率の観点からB社にしたという話を

聞きました。 

予定価格を立てるに当たっては、ここの業者に意見照

会等も含めての関わりは、全くないですか。 

はい、ありません。 

くどいようですが、せっかく3メーカーのものが入れ

る仕様に設定されたけれども、結果として1者だという

ことについて、将来にわたった改善の可能性や改善の余

地については、何かお考えはありますか。 

そちらについては、まだ考えてはおりませんでしたが、今

後こちらで入札資格があって、メーカーの扱える所を探し出

して、入札に参加していただけるように働き掛けをしたいと

思います。 

ちなみに、余りこちらからアプローチしてはいけない

というか、少しそのような抑制はあるのでしょうか。そ

れとも、そこは余りないものなのですか、実務感覚とい

うか。例えば、たまにここで参考見積もりを取った業者

がそのまま入ってくるようなときですと、そこしか声を

掛けていないというのが、何か少し偏ったように見える

事案もあるのですが、予定価格を立てるときなどは事前

に一切ここに接触もしていないのであれば、何かフラッ

一応、こちらの入札説明書を取りに来ていただいた業者に

ついては、声掛けをしたのは間違いないです。 



トにどうなのかなと思ったりもするのですね。むしろ声

を掛けない結果1者になってしまったとか、声を掛けた

ほうがいいのか、どうなのかなというのがありますが。 

予定価格の立て方は27ページにありますが、日立さん

と東芝さんの物の値引率を、長島愛生園や駿河療養所に

聞いたわけですよね。 

はい。 

このときのB社の製品は、これは超音波診断装置では

ないのですか。金額が全然違うのですが。 

いや、恐らく規格の違いによる金額の違いだと思っており

ます。 

そうすると、要は両方とも超音波診断装置なのです

ね。 

はい。 

それぞれの会社の値引率を、それぞれの今回調達する

物の定価に掛けたというやり方ですね。 

はい、そうです。 

それと、もう1つは、先ほどの御質問と絡むのですが、

今回対象となる超音波診断装置は、A社とB社とD社の3社

あるのですね。 

はい。 

この3者の代理店が、仙台のどこにあるのかは、確認

していないのですか。 

申し訳ありません、確認しておりませんでした。 

（分科会長の意見） 

事案としては、特に不適正な点はないと思いますが、

結果として一者応札になっていますので、今後とも競争

性が働くように工夫の余地がないかを、不断に検討して

いただければと思います。 

はい、分かりました。ありがとうございました。 

【審議案件５－１】 

審議案件名 ：ケアプラン実施、栄養指導、服薬指導機能追加対応 

資格種別  ：関東甲信越地域の競争参加資格を有する、物品の販売(B、C又はDランク)  

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 ：国立療養所栗生楽生園 

契約相手方 ：株式会社メディアラボ 

予定価格  ：4,050,000円 

契約金額  ：4,050,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28年 10月 25日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）をおこなったところ、1 者応札が有り、株式会社メディアラボが契約の相手方と

なった。落札率は１００％である。 

意見・質問 回   答 

事案の概要の関係なので、私から先にお尋ねさせてい

ただきます。機能追加対応とあるのですが、基があって、

それに何か追加したということですよね。その基という

のが何で、そのときの調達というのは、何をどこから調

達したのか。物なのか、プログラムなのか分からない所

があります。 

ケアプラン実施というのが、看護計画書の策定を手書き、

アナログでやっていたものを、ソフトを導入してデジタル化

するということで、これはソフトの導入でした。それに併せ

て、もともとデジタル化して導入済みであった栄養指導のプ

ログラムと服薬指導のプログラムをリンクさせて一本化する

作業をお願いしたという状況です。 

うまく掴めていないかもしれませんが、その基のシス

テムというか、プログラムは別に既存のものがあってと

いうことですか。 

看護計画は新たに、この中で今回導入したプログラムにな

っております。それと既存のものをリンクさせたということ

です。 

基にあったものの調達のときは、今回関係している業

者ですか、参考見積りを取った業者とか、あるいは落札

業者が絡んでいますか。 

参考見積りを頂いております。 

それはどこにありますか。 17ページから予定価格の資料になっておりますが、その18

ページです。Ａ社さんから参考見積りを頂いたのですが、こ

こが栄養指導の関係を調達したときの業者になります。メデ

ィアラボさんは電子カルテのほうになりますので、ベースに

なるソフトですが、導入した業者になります。Ｂ社さんはこ



の関係ではないのですが、園内のLAN関係のハードとソフトを

保守していただいておりますので、その辺のプログラムの策

定もできるということで、参考見積りは頂いております。あ

と1者の服薬指導、薬剤関係のシステムの導入をしている業者

にも参考見積りを依頼したのですが、そこからは頂けなかっ

たという状況で、この3者の見積り比較という形で予定価格を

立てております。入札のほうも、その4者に声はかけたのです

が、結果的に1者のみの応札という結果に終わりました。 

もう一度その話を整理すると、栗生楽生園さんは、も

ともと電子カルテのシステムは持っていたのですね。 

はい。電子カルテはありました。 

そのときの既存のシステムに関しては、電カル全体

はメディアラボさんが作っていたと。 

はい、メディアラボさんのシステムでした。 

それから、Ａ社さんが栄養指導を。 栄養指導、栄養関係のシステムのプログラムを。 

電カルとは別のシステムとして持っていたのですか。 はい、別のシステムで。 

Ａ社さんが作っていたと。 はい。 

今回は、その電カルの中にケアプランと栄養指導と服

薬指導を入れると。そうすると、もともとあったＡ社さ

んが作った栄養指導は使わなくなるということですか。 

いや、それをリンクさせて、そのままデータを互換性が

あるような形で改修してもらったという形です。 

 

リンクさせるだけですか。 はい。既存のシステムについてはリンクさせるだけです。

このケアプラン、看護計画の部分だけを新規にソフトを導入

して、電子カルテに合わせてリンクして組み込んだという形

になります。 

続けて、18ページに「予定価格算出内訳」とあります

が、その中の下から4行目に「ケアプラン等定価440万円」

とあるのですが、これは何ですか。 

次のページ以降に、参考見積りがそれぞれ3者から頂いたも

のが付いているのですが、その中で、オリジナルのソフトで、

既成品というか、既存のソフトではないので定価という記載

が妥当かという考えもありますが、一応、定価という形で出

して頂いた中で、一番金額の安い部分であったのが、やはり

メディアラボさんだったので、そこをベースに電子カルテを

導入したときの値引率を利用して、参考で定価から引いたも

ので参考見積りと比較したものです。 

よく分からないのですが、どのページのどこから440

万円という数字が出てくるのですか。 

24ページの所に、特別値引65万円というのがあるのですが、

それを使わない状態をもって定価という形で解釈して、その

数字を使わせていただきました。 

そうすると、ほぼ③と④は同じことを言っているとい

うことですか。 

いや、ただ③は、この参考見積りを使わせていただいたの

ですが、④は一番システムの導入で参考にしていたのが、電

子カルテを平成25年2月落札で調達したのですが、そのときの

結果を基に、25ページ以降に参考で付けておりますが、電子

カルテを導入したときの落札率というか、値引率を率として

参考に使っております。 

しかし、③はメディアラボさんの値引率で65万円で、

④は、やはりメディアラボさんの値引率がかかっている

わけでしょう。 

ただ、過去の電カルを導入したときの値引率なので。 

つまり、7万円は違うけれども。 はい。そのときもたまたまメディアラボさんだったという

のはあるのですが、違う案件の値引率を使って数字を出して

みたということです。 

何かしっくりこないのですが、そうかと言って、何か

できるのかというのはなかなか難しいですよね。予定価

格の算出でイニシアチブが取れれば、そちらから適正を

見ていくというのもありますが、なかなか自ら積むのも

難しそうですし、競争性を発揮させると言っても、構造

的に優位性が生まれてしまっているような感じもしな

くもないのですが、何か工夫の余地がどこにあるのか。 

 

これは例えば簡単に言ってしまうと、もともとの電子 仕様書を示したという状況ではあります。 



カルテシステムはメディアラボさんが作られているわ

けで、今、委員長がおっしゃったように、明らかに優位

性があるわけですよね。最初からシステムを知っている

わけですから。ですから、入札をするときに、例えば他

社に対して、今の既存のシステム情報をどれだけ公開し

ているか。それはどういう工夫をされたのですか。仕様

書を示しただけですか。 

そうなると、現状がどうなっているのか、どうしても

調査を掛けなければいけなくなるのです。ですから、他

社がどうしても競争的に不利になってしまうというこ

とが発生すると思います。 

はい。 

ただ、なかなかそこまでやるのは現実的に難しいかも

しれませんが。 

 

調達の入口からになってしまうのですが、ほかの施設

でこういうものを保有している施設があるとかないと

かというのはお調べになったのですか。 

電子カルテそのものは保有している所は多いと思います

が、それぞれのプログラムといいますか、細かな所までは。 

ただ、恐らくこういうシステムを開発する会社は、ほ

かでも利用できるように、1回開発したものが売れれば

とてもお得で割安で売れるわけです。そういう案件の予

定価格を出すときに、他では幾らだったのか、あるいは

同じものをうちに販売してくれたら幾らになるのだろ

うとか、その様な検討はなさらなかったのですか。 

なかなか既存のプログラムが見つからなかったもので、そ

こまでの調査には及びませんでした。 

既存のというのは、ほかの国立の施設とか。 そうですね。国立は大手企業とか、そういう所のプログラ

ムを利用している所は結構あるかと思うのですが。 

具体的にはお聞きになったのですか。電話をして、お

宅は何を使っているのですかという、それは幾らで買い

ましたとか。 

そこまで細かい調査はできていないです。 

そうですか。 はい。 

もともとメディアラボさんが作られた電カルという

のは、メディアラボさんの作り込みの世界ですか。何

かパッケージの導入ですか。 

基本パッケージはあるかと思うのですが、大きいメーカ

ーのものではない様なので、結構カスタマイズした状態で

頂いているソフトだと思います。 

そこにケアプランのプログラムを入れるとなると、パ

ッケージをプラスするというイメージなのか、1から作

り込んでいるのか。今の話で、パッケージとしてある製

品なのか、いちいち作り込んでいるのかという話だと思

うのですが。 

市販品としてはないかと思いますが、考え方としては別シ

ステムという考え方では導入してはいますが。 

少し切り口を変えてよろしいですか。予定価格を立て

るための参考見積りというのは一式のことですが、そこ

の合理性について何か補足の説明であり、納得するよう

な材料はありましたか。それとも、こういうのを出され

た後は統計的に処理したから、それ以上は特に検証して

いないとか。 

他施設の状況とか、似たようなソフトの状況の調査は少し

足りなかったというところはあるかと思います。やはり公示

して仕様書を業者さんに見せた段階で参考見積りを頂いたの

で、結構タイトなスケジュールで参考見積りを頂いた状況は

事実あるかと思います。 

ですから、その一式90万円と書いて、なぜ90万円なの

ですかみたいな、それがリーズナブルなものなのです

か、盛ってませんかみたいな視点での何か検討はありま

したかということです。 

業者さんとそこまでの打合せはさせていただいていない状

況です。 

（分科会長の意見） 

仕方ないのでしょうかね。これを続けるしかないです

ね。調達内容の性質に鑑みて、事案としては、このよう

な処理で特段やむを得なかったかなと考えております。

結果として、一者応札で、かつ100％ですかね。参考見

積りを取ったところですから、そのままということにな

りますが。見映えとしては、余りよろしくないので、何

はい。 



らかの形で競争性を発揮させるか、あるいは難しいよう

であれば、予定価格の適正性についてより一層分かりや

すく説明できるような工夫があるのであれば、これはま

た引き続き検討していただきたいと思います。 

【審議案件５－２】 

審議案件名 ：オペレーザー(CO2レーザー)一式調達 

資格種別  ：関東甲信越地域の競争参加資格を有する、物品の販売(B、C又はDランク)  

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 ：国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ：株式会社タカサキ医療器 

予定価格  ：3,520,800円 

契約金額  ：3,520,800円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28年 12月 9日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）をおこなったところ、2 者応札が有り、株式会社タカサキ医療器が契約の相手方

となった。落札率は 100％である。 

意見・質問 回   答 

資料の13ページから15ページにかけて、全て見積りは

同じ機械を見積りとして持ってきているのですね。 

はい、当園の希望機種ということで。 

この性能機能等の要件要求というのは、機種が希望な

のですね。 

はい、仕様書上は、うたっていませんが。 

名称が書いていないのですが、もうこの機械というの

は決まっていたということですか。ほかに国内にはオペ

レーザーというか、こういうものを売っている会社と

か、製作している会社はなかったということですか。そ

うではなく、実際に作業をするには最もこれがリーズナ

ブルで、かつ作業に非常に良いのだと。実績からも、こ

のメーカーの機械だったということですか。 

現場の希望としては、そういうのはありましたが。 

これは説明会を実施しているということですが、説明

会を実施したのはいつですか。入札公告にある11月24日

ということでいいのですかね。 

 

はい。 

説明会に参加した2者というのが、今回応札した2者で

すか。 

はい。 

入札説明会に来られて、入札の意向を示されたところ

に参考見積りを取っているように思うのですが。 

仕様書を見ていただいた上で、参考見積りを提出していた

だきました。 

結局、3者からお取りにはなっているものの、うち2者

は説明会参加者と重なる。どことどこが取りに来られた

のですか。 

タカサキ医療器とＡ社です。 

Ｂ社は説明会に来ないが、参考見積りをお願いしたと

いうことですかね。どこから参考見積りを取るかという

のは、どういうような基準で決めているのですか。 

基本的には、当園に出入りしている業者さんをメインに。 

メインとおっしゃるけれども、Ｂ社も出入りなのです

か。 

そうですね。見積り合わせ等ではいつも来ていただいて。 

納入実績という意味では、実績はあるのですか。 はい。 

3者とも納入実績はある。 はい。 

少し違う所から取るというのは難しいものなのでし

ょうか。ほかの施設の取引業者さんからもらうとか。た

またま3者で完全一致でないものの、これから札を入れ

ますというところに参考見積りを取って、そこから予定

価格を組むことに何かお考えがあるのか。 

他施設だったり、他の独立行政法人の参考見積りも頂こう

としたのですが、なかなか実績がなくて、すみません、そこ

までは至りませんでした。一応、納入できることを条件とし

た業者さんのみの参考見積りという形になってしまいまし

た。 

これは発注するときに仕様書で、先ほどのお話だと、 仕様書上は特別指定はしていないのですが。 



ある特定の機種を指定していることになりますよね。 

つまり、この仕様書でほかのメーカーの機械も読める

のですか。 

読める仕様書にはなっていると思います。 

そうですか。そこに「あんしんサポート」と付けてい

ますよね。これはメーカーのサポートですよね。 

これはメーカーサポートしてもらうような。 

ということは、これを付けた瞬間に、特定メーカーの

機械となりませんか。 

そうですね。保守のサポートですが、確かに同等品という

形での表現をしていないですね。 

それで、競争性が働きにくくなったかなという気がす

るのですが。もちろん、機能的にどうしても、この機械

でなければ駄目なのだという理由があるならば、それは

別だと思いますが。その辺は、私は歯医者ではないので

よく分からないのですが。 

その辺の希望は確かにありますが、極力固有名詞というか、

そういうのを排除して、なるべく入れるようには作ったつも

りだったのですが。 

参考見積りで、なぜみんな同じ項目になるのか。要す

るに、仕様書はそこまでうたっていないのに、なぜ参考

見積りだと、あんしんサポートが入ってくるのかという

のを、要するに面接か何かで、そういうふうにコメント

されたか何かで、事実上触れてしまったのではないです

か。 

特定のメーカーの機械を見積りとして頂く上で、先ほど言

われたとおりに、保守の関係では、「あんしんサポート」と

いう名前の保守の形になってしまうので、どうしてもこうい

う形になってしまったのだと思います。 

仕様書には入っていないのですよね。 仕様書には直接はうたっていないのですが、結局、結果が。 

入札説明会のときに触れたのか、参考見積りを依頼す

るときにそれを入れて見積ってくれと触れたのか。両方

あり得るのですか。 

参考見積りの依頼のときですね。 

しかし、参考見積りを取った先は、入札する気満々の

所というか、入札する前提の所ですものね。ということ

でつながってしまうのですね。 

参考見積りで一番安かったのは、落札した業者さんではあ

ります。 

（分科会長の意見） 

結果として機種を特定したみたいな形になってしま

ったというところが問題なのでしょうね。御説明を頂

く限りでは、仕様書上は特定の機種を指定していない

ことになっていますし、それを意図していないという

ことのようではありますが。入札の説明会に来た業者

の方に、参考見積りを取るプロセスの中で、恐らく特

定の機種を前提に見積りを出すようにという明示か

黙示かの何かがあったように伺えます。結果として、

そのことが機種を特定したかのような見え方をして

しまっているというところに、競争性を阻害している

1 つの事情になった可能性はあるのだと思います。 

意図したかどうかは分かりませんが、競争性を妨げ

るようなことがないように御留意いただければと思

います。あと参考見積りの取り方も可能であれば、よ

り中立性というか、公正性を担保できるような形で取

得されると良いかとは思います。 

はい、ありがとうございました。 

【審議案件６－１】 

審議案件名 ：検査機器等のGLP定期検査等業務 

資格種別  ：近畿地域の競争参加資格を有する、物品の販売(A、B又はCランク) 

選定理由   ：一般競争入札を実施している案件中、再委託金額の割合が2分の1を越えるため。  

注部局名   ：大阪検疫所 

契約相手方 ：島津サイエンス西日本株式会社 

予定価格  ：2,237,442円 

契約金額  ：2,048,079円 

契約率   ：91.5％ 

契約締結日 ：平成 28年 11月 28日 

（調達の概要） 



一般競争入札を行ったところ、５者応札があり、島津サイエンス西日本株式会社が契約の相手方となった。落札率は

91.5％である。 

【審議案件６－２】 

審議案件名 ：検査機器等のGLP定期検査等業務 

資格種別  ：近畿地域の競争参加資格を有する、物品の販売(A、B又はCランク) 

選定理由   ：一般競争入札を実施している案件中、再委託金額の割合が2分の1を越えるため。  

注部局名   ：大阪検疫所 

契約相手方 ：不二化学薬品株式会社 

予定価格  ：1,395,206円 

契約金額  ：1,068,822円 

契約率   ：76.6％ 

契約締結日 ：平成 28年 11月 28日 

（調達の概要） 

一般競争入札を行ったところ、５者応札があり、不二化学薬品株式会社が契約の相手方となった。落札率は76.6％で

ある。 

意見・質問 回   答 

資料6-1の26ページの入札状況調書ですが、こちらは、

縦に案件、横に業者ですね。 

そうです。 

そうして見ると、一者応札というのがこの20案件中12

件。 

そうです。 

こういうものですか。平成27年の一覧がどこかに付い

ていると思いますが、もっとかぶっているのではないか

と思います。今回のようなことというのは、ごく普通な

のですか。 

参考見積り自体は、もっと多くの業者に依頼したりしてお

りますが、実際に入札に参加したのは、結果的にこの5者とな

りまして、一者応札は12案件ということになったものです。 

毎年決まった業者になっているということはありま

すか。 

新規というのは今年度はなかったです。 

前も同じ案件を同じ業者が扱っているのが。 全く同じ案件というわけではなくて、今回20件中、19番と

20番は新しく買った機械だったので、そこは追加して、使わ

なくなった機械は抜くという形で、毎年検査案件自体は少し

ずつ変更しています。 

そうですか。39、40 ページ、島津サイエンス、これは

再委託していらっしゃるのですよね。 

はい、そうです。 

再委託の割合、落札額の 87％とか、88％の価格で再委

託しているというと、そもそも島津サイエンスというの

は自分の所でこの案件を取り扱える能力がなかったの

ですか。それで、当初から下請というか、外注に出すと。

それとも今回たまたま人が足りなくなったからとか。40

ページには、再委託を行う合理的理由というのが、「島

津製作所専門のサービス会社であり、確実に点検作業を

行える為」に委託したと。 

はい。 

自分の所では委託しないとできなかったのでは、と

いう意地悪な読み方ができるわけですが、そもそもで

きる能力があったのですか。それはお調べになられた

のでしょうか。 

できる能力があったかどうかですか。 

例えば、承認申請を許可しないとなった場合に、どう

するのか。もしそれで駄目ですと言ったときに、お手上

げになってしまうような会社なのか、それとも、やりま

すよということなのかと。 

大手企業の関連会社でもありますし、そういう過去に当所

との契約の実績等もありますので、業務ができなくなるとい

うことの想定はしていないです。 

そうすると、そこをチェックしないと、できない会社

の、ただのブローカーのような、言い方が悪いですが、

だとすると、利鞘を抜いている分高くなっていないので

すか。実際に作業を行う再委託先の会社が直接受注した

のだったら 10％ぐらい安くなったのではないかという

当初、入札公告を出して、その仕様で実施可能な業者が入

札を入れていただいているので、再委託先の会社がなぜ直接

入ってこないかというところまでは聞き取りとかはしていな

いので、明確にお答えすることができないのですが。 



ことも考えられるわけですが。 

それはそうなのですが、例えばブローカー的なのは排

除するという考え方はなくて、この要件に合致していれ

ば、参加資格がありさえすればいいわけなのでしょう

が、入札することはできるのでしょうけれども。 

はい。 

その入札の資格の在り方とかそういうものは、どうで

しょう。自分でやる能力がない人が、入札するというこ

とがあったとしたら、この会社がそうだとは言わないで

すが、あったとしたら、値段は上がる。余りモラルの上

からもいかがなものかと思うところがあると思います

が、そういうことはないのですか。 

当然、どこかよく分からないような業者がそういう入札に

入ってくるような形になると、そこは調査というか、するこ

とにはなると思いますが。 

別な聞き方をしますと、この再委託先の会社は、競争

の参加資格はありますか。 

確か、あるにはあったと思います。 

結局、A、B、C のランク制を無意義にする可能性をは

らんでいるのだと思います。完全に投げていいというこ

とになると、A のときは A のところが落札、入札して、

全部下請に出すとか、C のときは、C のところで全面に

出て、全部下請とか、そういうこともあるでしょうし。

実質的に高くなるのではないかという、一応疑いもある

と。もしかすると、どうせ 100％親子だったら、そこに

利益を乗せなくてもいいのかもしれないですし、もしか

するとあれかもしれませんけれども。というところ等の

関係で、無制約に認めていいのですかということの問題

提起だと思います。 

無制約にというわけではないのですが、そういう検査機器

の検査をしている実績のある業者だということは確認した上

で承認は出しています。あとは、入札に実際、メーカーが直

接入って来られる場合もありますし、そういうエンドユーザ

ーというか、そういう所と直接契約しないというような業者

とかも、それはそれぞれ業者のやり方がありますので、私と

しては、入札に参加してくれて、履行を担保というか、宣誓

書とかそういう契約書とかも交わしておりますので、そこは

信頼して、お任せするということですね。 

15 ページに入札の公告があって、そこに競争参加資格

とあります。ここに書いてある競争参加資格はいろいろ

ありますが、役務の提供等の A、B、Cということですね。 

はい。 

ちょっとよく分からないのですが、役務の提供の A、B、

C というのは、具体的にどういうことをイメージしてい

るのですか。 

競争参加資格はそれぞれ入札参加資格を申請するときに、

それぞれ資格を得るときにランクがありまして。 

18 ページにありますね。 そうですね。そこの資格の種類及び等級のところのA、B、C

ですね。 

例えば、机を売るということでもいいのですか。 その場合は、売買の資格になると思います。買い取りです

か。 

いや、何でもいいのですが、要は、この検査機械の

保守点検ということではなくても、そういう資格はあ

るということですか、可能性としては。全く関係ない

業種の人たちがこの資格さえ持っていれば参加でき

るということですか。 

検査機器の点検に特化した資格ではないです。 

そういう所が入ってきて、今回の再委託の理由の合理

的理由というのが、確実に点検できるといえば、再委託

先は能力があるからそれでいいのですが、結局、先ほど

から言っているように、ブローカーのように全く専門性

もない所が入札で落として、それを再委託で丸投げする

ということが認められるということになりませんか。 

相手も役務の提供の資格を持っていればということです

か。 

はい。 ブローカーのような所で、利益を上乗せしてくるとなると、

ほかとも競争しているので、正規の金額のところには負けま

すよ。当所が設定している予定価格を下回るということもな

いのではないかと思いますけれども。 

今回の島津サイエンスさんと同じ島津系列、名前から

してですね、系列だろうかなと何となく思ってしまうの

ですが。 

そうですね。 

そういう所にそのまま丸投げしていると。丸投げと言 島津サイエンスは3件落札していまして、そのうち1件の液



っておきながら、幾らかの、20 万円ぐらいは、これは利

鞘なのか管理費なのか、独自にやられている項目がある

のか、よく分からないのですが。 

体クロマトグラフの分についての再委託を系列会社にしてい

るということです。ほかの2件については、島津サイエンスが

実施しています。 

だからこの理由だと、確実に点検作業を行えるためと

いう理由だと、逆に言うと、島津サイエンスは点検する

能力はないけれども応札したと読めてしまうのです。 

そこは記載がまずいということはあると思いますが、その

理由の書きぶりとしては、系列会社ができますということが

主な書き方、ちょっと書きぶりはまずかったかと思いますけ

れども。 

単なる書きぶりではなくて、最初の実態としてそのこ

とを確認した上で、できるというように判断したからと

いうことであれば。両方要るのだと思います。一番最初

の御質問は、その確認というか、もともと付き合いがあ

るから分かっているのも含めて確認だと思いますが、こ

れを押えた上でのことなのか、そこは分かりません、で

も、いいではないですかという話なのか、レトリックの

問題だけではないと思いますけれども。 

そういうところでは。 

6-1 と 6-2 は同時ということなので、6-2 も再委託で

すよね。 

そうです。 

これは 8％安く、92％の価格で再委託しているので

すね。これも理屈は同じだと思います。だから 8％と

いうきれいな数字で、中間マージンを抜いただけとい

う感じがするのですね。そういったものをなるべく排

除するような、そういうものを排除するという、事実

そうなのかどうかすら分かりませんけれども、排除す

れば値段は下がる可能性が残るのでは。可能性として

ですが、事実、それがどうなのか調べていないわけで

しょうから、はっきりしないですけれども。もしそう

いうことがあるのであれば、排除するようにしたほう

が調達コストは下がっていくわけではないのかとい

うことが考えられるので、その辺は少し考慮に入れて

いただけたらと思います。 

再委託しないとならないような会社は、そもそも応

札しないという仕組みを考えていかざるを得ないの

ではないか。再委託するというきちんとした合理的な

理由が、こちらのほうが確実だからみたいなことでは

なくて、たまたま人数が足りなくなったので再委託さ

せてくださいというのだったら別だと思います。当初

から自分の所より確実な会社があるから、そちらに渡

すつもりですと、マージンのようなものは抜きますと

いうようなことがもしあるとすれば、それは排除する

方法を考えていただきたい。そうではないというのだ

ったら、そうではないなりの調べ、一体どうしてこう

なったのだということをもう少し調べていただきた

いと思います。 

 

前提なのですが、100％の再委託、完全丸投げという

のは、法令だか通達か分かりませんが、それは一応、禁

止ということでいいのでしたか。 

契約書の第8条第1項で禁止しています。 

そうすると、これが完全丸投げではなくて、固有の領

域の何か契約上、元請としての何か固有の仕事、業務が

残った上でパーツを下ろしているのか、結局、みんな投

げてしまっているのかという視点も出てくるのかなと

思いますが。 

それは全部委託ではないです。 

そのこと自体、では、元請に何が残っているのかと、

元締というか、そういうことの確認、要するに全部委託

ではないと、契約金額が100％でなければいいのだとい

そこはきちんと、契約した業者、化学薬品とかは、少なく

とも報告書の作成であったり、そういう日程の調整とか、そ

ういうところの業務としては担っています。 



うことには多分ならなくて、それは、実質丸投げではな

いと。ブローカー的なもの、中抜き、ピンはねではない

よ、合理的な仕事を配分して、パーツパーツ、得意分野

を切り出しているのなら何か分からなくもないのです

が。その辺も含めてゴーサインを出しているのかなとい

う。パーツの下請自体はきっと業務委託なので、あり得

ない話ではない。建設などはそうなのでしょうし。ただ、

いかにも中抜けというか、懸念されているのは、ブロー

カー的、マージンを抜いているだけではないのかという

ことの、そうではないですよということの確認は要るの

ではないですかという問題提起かと思います。 

100％の再委託は、一応禁止だから、それは○×の話

で、あとは、事実上そういうことによって高くなってい

ませんかという、その次の問題なのかとは思います。そ

こも含めて競争性が発揮されていれば、直でやったほう

が安くできるから、直のところが安く入ってくれば別に

自然的に調和されるというか、着地できるのでしょうけ

れども。だから、丸投げとか、実質丸投げはいけないけ

れども、そうではない限りは、駄目ではないという整理

なのでしょうか。あとは、実質論はどうやって整理する

か。 

 

今おっしゃったように、元請という言い方はおかしい

けれども、もともと契約された会社が、一体何をやられ

るのかをもう少し分かるような資料を整理していただ

くといいかと思います。 

内訳のような形ですか。 

はい。8％の分で何をやるのかとか、20％の分で何を

やるのかということが分からないと、この分は専門家だ

からそちらにお任せしますということだけしか書いて

いないと、先程来のような疑問がどうしても出てくると

いうことだと思います。 

 

改めて整理はしませんが、今の趣旨でよろしいでしょ

うか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

100％の再委託は禁止されていることに鑑みて、潜脱

というようにみられないように留意されたいというこ

とを御指摘というか、伝えたいと思います。 

分かりました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：遺伝毒性に関する網羅的情報収集及び毒性情報整理一式 

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、一者応札であり、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 ：JFEテクノリサーチ株式会社 

予定価格  ： 8,640,000円 

契約金額  ： 8,640,000円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成28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、６者応札があり、JFEテクノリサーチ株式会社が契約の相手方

となった。落札率は100％。 

意見・質問 回   答 

31ページに見積Bで、B社の見積りがありますが、金額

が1,072万195円、もう1つは、見積Aの落札業者の864万

円、この差の内訳というのは御覧になりましたか。 

業務自体が情報収集及び整理なので、ほとんど人件費の兼

ね合いで差が出たということを聞いております。 



私からですが、予定価格の内訳は、今おっしゃった

ように、時間単価にその時間数を掛けて出していると

思いますが、所要の工数というか、誰々の立場は何時

間とか、そもそもどういう立場の方がこの業務には何

人いるのだということについての研究所としての納

得というか、出されたものについての評価というのは

あるのですか、内訳というか。 

あとは単価については、相場的な単価、ある程度単

価のほうは考えられるのかもしれませんが、この仕事

をするのに、どの程度のレベルの人が何時間かけると

いうことは、なかなかこちらでは難しいのかもしれま

せんけれども、そこについては一致しているのでしょ

うか、その 2 つの見積りは。どこで乖離が生じてくる

のか。 

これは業者ごとによって、どういった業務はどういった

レベルの人が担当するかということは、業者ごとによって

かなり分かれております。こちらから指定して、明示する

ということは時間的にも難しかったところもありまして、

仕様の内容を純粋に履行できるかどうかということに関

して見積りを作ってくださいと頼みました。ただ、仕様書

上、一応、遺伝毒性に関する専門性を持った人員を当てて

くださいという縛りは設けております。 

 

所要時間については、大体こういうものかというのは

独自に評価というか、受け入れるに当たって何か、鵜呑

みではなくて、何らかの検討はされているというように

伺ってよろしいのですか。 

そうですね、こちらから示した履行期限までの範囲内でや

ってくれというような言い方をしまして、各業者がそれぞれ

のやり方で示してきた方法で採用しております。 

資料 29ページですが、これは 11月 4 日に入札の公告

をして、4日後の 11月 8日に 2者から見積りを取って、

その見積りで 28 ページの表が出来上がって、27 ページ

の予定価格が決まった。そして、10日後の 11月 18日に

入札を実施したという手順でよろしいですか。 

さようでございます。 

先ほどの話と関連しますが、11月8日にもらって、11

月9日に決定してしまって、検討というのも、何をどの

程度検討すればいいのか私自身よく分かっていません

けれども、その辺の中身についての検討というのは、実

質的に半日、1日のようですけれども。頂いたものを機

械的に処理するということも、1つのやり方ではあると

思いますが、一番安い方法を取ることはルールだから、

とにかく内容はどうであれ、複数取って、一番安いのに

するのだというのもルールかもしれないけれども。この

スタイルだと、ほぼこの2者のどちらかになるから、ど

ちらかを必ず落としますという見え方もしなくもない

ものですから、出されたのですが、一応、場合によって

はこちらも査定するし、これより安いかもしれない、と

いうことがあってもいいのかと思いますが。一応は検討

されたとおっしゃるけれども、実質のところは、例えば、

資料の取りまとめに750時間本当に要るのかとか、難し

いのでしょうが、当たらずとも遠からじということぐら

いは、持てないのかなと思います。その辺、出される前

に、工数は大体このぐらいという皮算用のようなのはあ

るのですか。それもないですか。 

今回は、特にそこまで時間等はきちんとこちらで割り出し

ておりません。 

これは今年度は実質初めてですか、それとも類似なも

のは過去にあって、比べようと思えば、ある程度そのよ

うな数字は拾えるのでしょうか。 

これは今年度初の案件です。 

初めて。  

見積りは 2者から頂いているのですが、応札したのは

1 者だけ、一者応札なのですね。 

さようでございます。 

説明会参加者が 6者なのですが、それ以外の 5者が応

札しなかった理由というのは聞かれましたか。 

はい。電話で問い合わせまして、調達時期が年末に差し掛

かっているところでして、人員確保等の面で、実際に落札し

た後の業務が遂行できるかどうかを推定した結果、今回の応

札は見送らせていただくというような回答を得ました。 

今回予定価格を決定するに当たって見積りだけが対 まず1つ目に、大きな開きがあった場合は、簡単な調査が入



象になったわけですね。これが万一、その片方が 2,000

万円で、片方が 3,000 万円と上げてきたら、2,000 万円

になったのでしょうか。予算があるからそれが上限とい

うことですか。 

りまして、ただ、今回はそこまで開きは大きくなかったので。 

予算との開きがということですか。 さようでございます。 

ちなみに予算は、幾らぐらいで見積っていたのです

か。それはどこか調書にあるのでしたか。 

今回の案件に関しての予算は、900万円近く取っておりま

す。 

そのときに何らかの積上げをされているというこ

となのでしょうか、どのようにされたか分かりません

が。それも参考見積りだったりするかもしれませんけ

れども。 

予算要求時は参考のもので積み上げて予算立てされている

と思います。 

多分、先生の懸念は、参考見積りのときに、ずっと高

めで出し続けていたら、結局どこかに頼まないといけな

いから、相対的に高めの金額に着地せざるを得ないか

ら、そこは大丈夫ですかということですよね。予算との

乖離がないというのも、予算を独自に積み上げたもので

あれば、そこで 1つの担保になるのだけれども、それも

参考見積りだと、ずっと高い参考見積りを出し続けられ

ていたら、これは 2,000 万円になっていたかもしれない

のではないですかという問題提起だと思います。 

おっしゃるとおりです。 

あと、何かやりようがあるのでしょうか。そこは複数

取って、大体の相場をつかむということですね。 

 

そもそも人×時間で計算しているので、優秀な研究者

ほど短時間で納めるという話になりますよね。 

そうですね、はい。 

だから、優秀な人が集まれば集まるほどお金がもうか

らないという、先方にとってはそういう話になるので、

だから、非常に見積りは難しいです。 

 

結論としては、やむを得ないですかね。  

はい。一般には、多分そちらの研究所でもこれまでこ

ういうような委託研究というのは幾つかやられている

でしょうから、何となくこの手の相場感というのはある

と思います。だから結局、それとふさわしいかどうかと

いうのが現実的なところではあるのかなと思います。 

 

（分科会長の意見） 

まとめとしては、本事案の処理としては、特段、問題

はなかったというように整理したいと思います。予定価

格の立て方については、できるだけ合理的なものになる

よう引き続き留意していただいて、努力していただきた

いと思います。以上です。ありがとうございました。 

ありがとうございました。 

【審議案件８－１】 

審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎自家用電気工作物定期点検及び受変電設備気中遮断機精密検査業務 

資格種別  ：役務の提供等－建物管理等各種保守管理（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、一者応札であるため。 

注部局名   ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：田中電設工業株式会社  

予定価格  ：8,107,666円 

契約金額  ：7,182,000円 

契約率   ：88.58％ 

契約締結日 ：平成28年10月11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者応札があり、田中電設工業株式会社が契約の相手方となった。

落札率は88.58％。 

【審議案件８－２】 



審議案件名 ：国立感染症研究所戸山庁舎自家用電気工作物定期点検及び受変電設備気中遮断機精密検査業務 

（変更契約） 

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 ： 田中電設工業株式会社 

予定価格  ： 9,881,575円 

契約金額  ： 8,100,000円 

落札率   ： 81.97％ 

契約締結日 ： 平成28年10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 

変更後の契約で、取って変わられたというのは、プラ

スこの金額が足されたのですか。 

91 万円ぐらい上がったということです。 

上がったということですよね。  

これは冒頭で、毎年やられている業務と言われました

か。 

はい。 

単純な話ですが、毎年やられているのに仕様が違うこ

とが、なぜ後になって判明したのですか。何が違ったの

ですか。 

毎年やっている定期点検の部分、電気工作物という受変電

設備のところを毎年やっているのですけれども、その後半の

部分に書かれているところが今年追加でやった分です。停電

で電気を止めた時でないと、できないという修理だったの

で、今年追加してやりました。毎年、感染症研究所では、12

月に停電を行ってやっているのですけれども、そこに合わせ

て入札の公告等を進めています。準備までに結構時間が掛か

るので、半年前ぐらいから動き始めているのです。 

ええ、分かります、それは。つまり毎年やっているの

は定期点検だけで、それで受変電設備の精密検査は今回

初めてだったということですか。 

そうです、はい。 

分かりました。   

公告の方法については、特に書いていないようですけ

れども、ホームページ等も含めて通常の周知という形に

なりますか。 

ホームページと、感染症研究所は庁舎が3つに分かれてい

て、新宿と武蔵村山市とかに分かれているのですが、それぞ

れの庁舎に貼り出すようにはしています。 

ちなみにもう 1 つ、毎年やっている定期点検は、これ

までどこがやられていたのですか。 

同じ田中電設工業です。 

ずっとやり続けている。 建ててからもうずっとですね。造ったときから。ここが造

ったらしいのですね、この建物を建てたときに。 

それに他の者が入ることができるような工夫という

のは、今までされているのですか。 

入札の説明会を行うときに、別の庁舎で同じような定期点

検をやっている業者があったので、そちらに話をしてみたの

です。入札の説明会に来られないので理由を聞いたところ、

予算的なものとか日数的なものとかがあって、1からやるの

はちょっと難しいと言われたのです。特にこういう資格がな

ければ参加できないとか、そういう縛りを掛けているわけで

はないのですけれども、ちょっと複雑過ぎてできないと断わ

られたのです。 

はい。  

また嫌な感じのことを聞きますが、最初に作ったとき

に、許す範囲ですけれども、余りに特殊な仕様に作って

しまえば、他の業者は入ってこれない。私も、それで果

たして世の中に特殊なものがあるかどうか分からない

ですけれども。 

 

 

電気をその日1日停電にするのですけれども、実際には止

められないものがあるのですね。フリーザー等があって、菌

株があるので。それが300台位あります。そこが増えるとい

うところもあります。後は300台フリーザーを止められない

ので、その建物の外に発電機を10台ぐらい置くのです。そこ

からまた中にケーブルを引っ張っていくことが、複雑ででき

ないと言われたのです。 



 

 

この業界では、既存の業者が圧倒的に有利ということ

は、もう周知の事実という。 

この田中電設がですか。 

どんな場所でも。その受変電設備について。 そういうことではないと思うのですが。 

そうなのですか。常にこの会社がやっているから、そ

れ以上ちょっと価格競争では勝てないなというのが相

場なのでしょうか。 

そうだと思います。別の庁舎でやっているほうが、会社と

しては規模が大きいのですが。そこだったらできるのかなと

思って、入札説明会にも参加してみてはどうかと話をしてみ

たのですが。 

既存の業者のほうが、絶対コストは価格としては安く

入れられるはずだと。 

はい。 

4 ページですけれども、点検日は 12 月 6 日とありま

すが、その下準備からが履行期間ですか。 

開札日からです。 

ちなみにこの開札の日は 1回目が不調で 2 回目で。 2回目で落札しました。 

別の日を取るのはスケジュールが厳しいからですか。

それともどうせこの業者しか来ないからですか。 

この日にやったということは、1者しか来ていなかったこ

とと、スケジュール的なこともあるので。 

でもスケジュールをもっと余裕を持ってやっても、結

果はほぼ同じだろうというのは予想できるということ

ですね。 

そうですね、はい。 

ありがとうございます。  

当初は入札は一者応札ですけれども、通常どおりの手

法というか、一通りのことはされているように思いま

す。結果として、こうなりましたけれども、そこについ

ては特段の問題はなしとしたいと思います。ただ、当初

積算というか、変更契約に至ったその手前のところにつ

いては、改善の余地があるというか、それは良くないこ

とだと思うのです。変更せざるを得なくなった後のプロ

セスとしては、それはやむを得ないものと思いますの

で、こちらも特段指摘はなしということになろうかと思

います。 

 

（分科会長の意見） 

ただ、今、委員から御指摘があったように、競争性を

発揮するために、何か障壁があるのであれば、他の業者

に聞いていただいたところで、直ちに応札には繋がらな

いはずです。もし物の所在等分からないところがあり、

それで参加しにくいというような事情があるのであれ

ば、こちらが主体的にある程度情報を収集して提供する

ことによって、将来的に解消できる可能性があるかもし

れないので、そこはまたそういう目で普段から見ていた

だければと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件９－１】 

審議案件名 ：歴史的建造物の補修に係る調査・設計業務(国立療養所多磨全生園内理・美容所)一式 

資格種別  ：関東甲信越地域の競争参加資格を有する、測量・コンサルタント等（A又はB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 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社東建築設計事務所 

予定価格  ： 8,198,236円 

契約金額  ： 3,198,800円 

落札率   ： 38.99％ 

契約締結日 ： 平成 28年 8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、１者応札があり、株式会社東建築設計事務所が契約の相手方と



なった。落札率は38.99％。 

【審議案件９－２】 

審議案件名 ：歴史的建造物の補修に係る調査・設計業務(国立療養所多磨全生園内旧納骨堂)一式 

資格種別  ：関東甲信越地域の競争参加資格を有する、測量・コンサルタント等（A又はB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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社東建築設計事務所 

予定価格  ： 8,198,236円 

契約金額  ： 2,592,000円 

落札率   ： 31.62％ 

契約締結日 ： 平成28年8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、株式会社東建築設計事務所が契約の相手方と

なった。落札率は 31.62％。 

意見・質問 回   答 

開札調書が29ページで、予定価格調書が17ページで

す。猛烈な金額の開きがあるのですけれども、原因はお

分かりですか。 

こちらについては、実は新規の事業で、歴史的建造物の補

修に係る調査をしつつ、実際に工事はその後にあるものです。

そのための設計業務を行うというものです。実際は、東建築

に落札いただきましたが、予定価格を積算する際に、履行期

間から逆算した日数で、作業人日と国交省の作業単価を計上

しましたが、入札業者の想定工数との開きがありました。こ

こはもう少しきちんと詰められた価格を積算できればよかっ

たと思います。 

落札された事務所の明細はないのですか。 誠に申し訳ありませんが、配付した資料には明細書を付

けておりません。契約段階において、相手の業者から見積

書の請負金額内訳明細書を取っていて、手元にあります。 

 奄美大島の施設の調査をして、最後図面を書くところ

までやって240万というのは、相当一般常識的に見て低

いと思うのです。この手は建築業界においてよく言われ

る、実績を作りたいのか何か分かりませんけれども、結

構建築業界で問題になる案件です。非常に安い金額でと

いうのは。だからなぜこれでできるのかというのが。例

えば、予定価格で立てる段階で、調査に1人が何日とい

うことを見ていますね。それに相当するだけの調査がさ

れるのか、そういうことの確認は取っているのですか。 

それは、契約後の履行途中に、確保できるかを確認してい

るかどうかという趣旨の質問でよろしいですか。 

いや契約前に。 契約前に、落札金額が適切かどうかを判断しているかどう

かということですね。 

制度的なものはあるのですかね。このカテゴリーとい

うか。 

低入価格調査については、1,000万円以上の場合ですと対

象になります。 

予定価格で。 失礼しました、予定価格です。 

制度的なものではなくて、自主的なということです

か。 

はい。 

契約当時にチェックしたかどうかは1つで、それは○

か×かだと思うので、そこはお答えいただいて、後は事

後的に振り返ってどうだったのかはあるのかもしれま

せんけれども、取りあえず当時そういう観点からチェッ

クされたかということについて。 

そこについては、事業所管部局である健康局と東建築

設計事務所のほうで、履行の準備の事前打ち合わせをし

ていただいて、可能という判断をしたということです。

ちょっと特殊性のある部分で、ここが価格に影響する部

分があるかというのは私見の範囲になるかもしれません

が、この東建築は私も経理の担当だった関係があって、

お話をする経緯があったのですけれども、日本のこうい

う歴史的建造物の補修に携わるということを、是非会社

としても積極的にやりたいという一面があって、何とか

受注したいという気持ちがあることは伺っています。何

の根拠もありませんが、頑張って入札された 1 つの背景



になるのかなという、側面的な思いがあります。私見で

はありますが付け加えさせていただきました。 

専門外から見ると、何が妥当なのか全く見えてこない

のですけれども、振り返ってみたときに、次回同じ案件

があったときに、どちらの単価とか工数を使われると

か、何か振り返っての評価とか今後どうするかとか、方

向性をお持ちですか。 

こちらは当時新規事業で、今回の実績が出てきました

ので、その辺は工数を判断する貴重な材料だと思います。

そこについては予定価格の積算に反映させていただきた

いと思います。 

 あと今回東建築ではなく、別の熊本の会社だったと思

うのですが、こちらも実はこういう歴史的建造物、日本

の財産をきちんと補修していきたいという、強い思いの

会社でした。是非また機会があればという、余り大きい

会社ではないのですが、そういう社長さんの強い思いも

ありました。 

見積書なども出して入札仕様書ももちろん出して、公

告した後なのですけれども、見積書を取り寄せて、そう

いう工数などもきちんと見ていきながら、次回同じよう

な調達があったならば、きちんと反映させていただきた

いと考えています。 

今の問題意識というのは、むしろ反映させていいとい

うふうに評価するのか、これは特殊だから次回以降はこ

れをやると低すぎるか、その見極めをしていますかとい

うことだと思うのです。前回これは安いから、次回もこ

れでおやりになるのか。それが悪いという意味ではな

く、その辺の判断がどうなっているのかなと思って。 

こちらの調査ですけれども、同行している有識者の方々と

補修状況について、どこまでやるかということを、一緒に検

討して調査をするという側面がありました。今回は新規なの

で、そこのどこまでを検討して進めていかなくてはいけない

かという物差しがまだしっかりしていないものでした。です

から今回どこまでのものを補修するということは、今後は違

う場所になると思うのですけれども、1つ見極めの材料はで

きております。今後はどういったところの補修がかかるかと

いうのは、仕様になるべく反映できるようにし、ここまでの

ことはしてもらうというのは、今後は仕様に反映させて、そ

れを元に参考見積り等を取って積算が適切になるようにと

いうことはできると思います。 

参考ですけれども、厚生労働省としてはこういう歴史

的建造物の補修とか保存はそうそう無い話なのでしょ

うけれども、文化庁や文部科学省は山のようにやってい

るわけです。ですから彼らがどうやって見積りしている

かというのは、1つ参考になるのではないかと思います。

それこそ私の大学だったら、建物の歴史の専門家が山の

ようにいて、余計な話ですけれども、この金額は大学で

学生をただ働きさせてやるときの金額だと思います。大

学が研究費で受けるときの。企業が受ける金額ではない

と思います。これは私の感覚の話ですから、ただ単に余

計な話です。ですから省庁を超えていろいろ情報を収集

されるといいと思います。 

お教えいただき、ありがとうございます。次回の調達

等にも、他省庁の実績も聴き取りながら、調達手続きを

進めていきたいと思います。 

 

 実質触れてしまったような感じですが、9-2 につ

いても今出ましたのでよろしいですか。 

基本的に重複です。 

（分科会長の意見） 

予定価格との乖離がかなりある事案であります。

その原因が振り返ってみると予定価格がもしかする

と過大だった可能性も考えられます。ただ過大だっ

たかどうかも含めて、今の時点では判断がつきかね

るので、今後についてはより適切な予定価格の算出

等について御留意いただければと思います。その趣

旨は申し上げた通りです。よろしくお願いいたしま

す。 

御指導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） 


