
平成２９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２９年１０月１８日（水） 厚生労働省共用第７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２９年 ４月１日～平成２９年６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１－１】 
審議案件名 ：病原微生物検出情報の印刷・PDF制作及び和文英訳業務の請負契約 
資格種別  ：「物品の製造」または「役務の提供等」A、B、C、Dランク 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、1者であり、落札率が100％のため。  
発注部局名 ：国立感染症研究 
契約相手方 ：瑞穂印刷株式会社 
予定価格  ：7,763,040円 
契約金額  ：7,763,040円 
契約率   ：100％ 
契約締結日 ：平成29年4月3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、瑞穂印刷株式会社が契約の相手方となっ

た。落札率は 100％である。 

【審議案件１－２】 
審議案件名 ：感染症発生動向調査週報のDTP編集及びPDF制作業務の請負契約 
資格種別  ：「役務の提供等」うち「情報処理」A、B、C、Dランク 
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、1者であり、落札率が100％のため。  
発注部局名 ：国立感染症研究 
契約相手方 ：凸版印刷株式会社 
予定価格  ：6,456,456円 
契約金額  ：6,456,456円 
契約率   ：100％ 
契約締結日 ：平成29年4月3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、凸版印刷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 

１－１の瑞穂印刷、１－２の凸版印刷ですが、これら

は過去に同様の業務について受注したことはあるのでし

ょうか。 

あります。 

そうすると、仕様書が要求する内容というのは、当該

２者は経験があるということを意味しますね。 

はい、そのとおりです。 

今回の仕様書は、初めて応札する者でも印刷業者であ

れば、もう見ればすぐわかるということはないでしょう

基本的に、この２つのプロダクトについては、特に最

初の病原微生物検出情報の件について御質問をいただ



けれども、確実にわかるような仕様になっているのです

か。 

いているわけですが、感染症法の第16条に基づく国民へ

の情報還元の一つとして非常に重要な位置づけがあっ

て、それに基づく実施要綱の中で、月及び週ごとの情報

のフィードバックということが明記されているという

ところをベースに発注しているところです。 

 業者の方々に対する情報提供としては、基本的にどの

者が見てもわかるよう情報はわかりやすく記載をして

いるということ、それと、PDFとしてのプロダクトとい

うのは、当研究所のホームページ上に全て公開していま

すので、そちらの様式であるとか、PDFの中身の詳細に

ついても見ることで、基本的にそれを踏襲したり、ある

いは確認ができるようになっております。 

感染症発生動向調査の週報は、私もたまに見せていた

だいているのですが、これは以前からやっていますよね。

病原微生物検出情報の方は私は余り見ていないのですけ

れども、これも以前からやっていたことでしょうか。 

今回、１者応札になった理由の中で、業者が対応でき

ないから降りたというのが数者出てきている。それは以

前の入札において、彼らはそういうことは学習していな

かったのでしょうか。今回、何か仕様を変えたのでしょ

うか。 

私の把握している範囲で申し上げますと、仕様につい

ては、いわゆる感染症の情報提供のあり方というのも

年々刻々変わりますので、それに応じて内容が少し深ま

ったりしている部分はあるかと思います。ただ、今、１

つの業者が応札しているわけですけれども、それ以外の

者が必ずしも毎回同じ者ではないという状況がありま

すので、ある程度はいろいろな者がトライはしていて、

我々も客観的に評価をしておりますけれども、その中で

も結果的にこのような状況になっていると理解してお

ります。 

 これまでの入札においては、１者応札ということはな

かったのでしょうか。 

審査がありますので、その過程の中で、最終的に応札

をして、その中で１者に絞られるというか、サンプル審

査の段階で決まっていくということはあったかと思い

ます。 

ということは、応札の前段階のサンプル審査で既に１

者に絞ってしまっているということですか。 

今、病原微生物検出情報の方についてでしょうか。 

どちらでも結構です。両方ともお答えいただきたいの

です。 

最終的にはそのような事になっております。サンプル

審査が、基本的にこちらが求めている要件というものが

あって、プロダクトのクオリティーと、特に週報ですけ

れども、非常に日単位でのやりとりをしますので。 

過去は複数者での入札になったことはないのですよ

ね。御記憶の限り、ないということでいいのですか。 

ないです。 

審議案件１－２の16ページの見積もりですが、凸版印

刷が出していますけれども、ページ単価3,550円が見積も

りで、第１回目の入札がページ単価3,600円。これで落札

に至らず、第２回目の入札でまた3,550円。結局、前年と

同じということですよね。12ページですけれども、予定

価格調書も3,550円で、前年度の平成28年度契約単価に平

成29年度概算数量を掛け合わせた金額と参考見積もりの

金額を比較して積算したということですけれども、これ

から見ると、翌年も、もう金額が決まったような気がす

るのですけれども、前年度の契約単価をそのまま使うと

いうのは今後いかがなものでしょうか。もう少し合理的

な金額というか、客観性のある金額、同じ会社が引き続

き落札するかわからないですけれども、同じ金額でいけ

ば来年も3,550円だろうと、何となくそう思わざるを得な

いのです。その点については、別の資料から抽出した金

額というのを設定する必要もあるのではないかと思うの

ですが、そういう予定はあるでしょうか。 

御指摘はもっともだと思いますので、例えば公にされ

ている印刷関係の積算資料等を使用することなども踏

まえて、予定価格の積算については来年度調達時は検討

したいと思います。 



ここに求められているサンプル審査の水準というのが

過大でなければいいのですけれども、過大あるいは公平

かどうか。この現状を打破するために何か改善の余地は

ありますでしょうか。お考えがあれば伺いたいと思いま

す。現状というのは、サンプル審査の手前でスクリーニ

ングされてしまって、入札に至るのが１者であるという

現状についてです。 

事前に業者側に提供する情報をもっと膨らませると

いうか、そういった形での対応が現実的かと思います。

プロダクトそのもののクオリティーを落とすわけには

いかないので、そのあたりについてはバランスをとりな

がら考えていきたいと思います。 

１者応札になっていますが、応札する業者も固定にな

っているのですか。例えばここ５年ぐらい１者応札であ

るけれども、応札する業者が入れ替わっているのか、同

じ１者なのか、それぞれの案件についていかがでしょう

か。 

２者ともに同一業者です。 

例えば、こういう理由で点数が足りませんというふう

に弾いたときに、例えば出直しの機会を与えて、事前調

査なり、２回やるなりして、ここまで追いつけば参加で

きますけれども、トライされますかといった機会を与え

ることはどうなのですか。何か支障はあるのでしょうか。 

週報のほうについては、事実上２回の審査を行ってお

りますので、そういった意味ではミニマムのクオリティ

ーを担保していただければ、２回目の審査に進んでいた

だけるということで、そういった配慮はしていると思い

ます。 

 月報のほうは、非常に長いスパンで審査をするという

ことになりますので、なかなか難しい状況があります

が、対応について考えていきたいと思います。 

そもそもサンプル審査自体が必要性はあるのでしょう

か。つまり、ほかの契約でも余りサンプル審査というの

を聞いたことがないのです。仕様書で示して、それに対

して応札されているわけなので、それを前もってサンプ

ル審査をして足かせをかける様なことをしているわけで

すね。絞り込みをしている様なことになっている。それ

自体が事前に必要なのでしょうか。つまり、仕様書だけ

を示すということで応札を受けるという単純化はできな

いのですか。 

時間的な縛り、それから内容の縛りがどうしてもあり

ますので、結局、我々がいただいたサンプルの結果を見

ましても、非常に差があるという状況がありますので、

そういった状況を見ても、サンプル審査の実施はやむな

しかなと思います。 

結局、新規参入のところで、ゼロからどうぞやってく

ださいというのと、今までどおりのことをやっていれば

通るよなという既存業者では、出だしに格差があって、

追いつくことが不能なものであれば、そうなのかもしれ

ないけれども、特別な技術が要求され、努力しても実施

不可能ということなのですか。それほど特殊なものなの

か。やれといって、普通の印刷業者というか、こういう

業者ができない特殊なものだという認識なのでしょう

か。 

結果的な状況を見ると、かなり専門的な知識の積み重

ねが必要な要素がどうしてもあるので、そういった点で

現行業者に有利に働いている点はあるとは思います。し

かしながら、そのあたりの公平化というか、公正化は重

要だという御指摘もごもっともだと思いますので、その

あたりは事前の情報の伝え方というところで工夫して

いくしかないと思います。 

専門性というのは、何についての専門性ですか。病原

菌とかそういうことについての専門性なのか、印刷とか、

PDF化とか、技術的なところなのか、どちらを指していら

っしゃいますか。 

特に月報のほうにつきましては、ページ数も非常に限

られる中でコンパクトに入れていくという印刷の上で

専門性というのが一つあります。それ以外にも、内容を

やりとりしていく上で、図表のつくり方、英文のつくり

方、そのあたりでの専門性がどうしても出てきてしまい

ますので、それらは結果に反映されてしまうということ

は現状として起こっています 

 

 補足ですが、印刷等の技術的なところとしましては、

我々の発行スケジュールが非常にタイトである。そのタ

イトな時間の中で完成原稿を上げてくるという部分が、

印刷のところに関する制約になっているかと思われま

す。時間をかければ、多くの業者はそれなりのものを出



してこられると思うのですが、限られた時間内に定めら

れた形で出していただくということが非常に困難であ

ると、各会社のほうが捉えているのではないかと思われ

ます。 

（分科会長の意見） 

確認ですけれども、事前にサンプル調査を実施するこ

と自体は、別に法令上制約があるわけではないという前

提でいいのでしょうか。そこは知識がないので。要する

に、一般競争入札と言いながら、手前でだめだと言って

いるのだけれども、それは普段されていることですかね。

機器とかでも多分そうですよね。仕様を満たすかどうか

の事前の確認をしている。 

 そうすると、手続きとしては特に不適切な点は見当た

らない。ただ、結果として１者応札というのが多年にわ

たって続いている。しかも、同じ１者である。外見から

すると、競争性が機能しているのかどうかというところ

に疑問がある。そこに対する疑いというか、原因として

疑われているのが、仕様が厳しくないかとか、事前のサ

ンプル調査でのスクリーニングが適切なのかというとこ

ろなのかなと。 

 それで、現状よろしくないというか、このままで何も

しなくていいということにはならないと思いますので、

競争性を働かせるために御努力いただきたいと思いま

す。 

 可能かどうかわかりませんけれども、なるべく事前に

十分な情報を与えて、興味のある業者さんには参加しや

すくするような御配慮ができるのであれば、していただ

きたいと思います。 

 以上になります。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２】 
審議案件名 ：川崎市移転に伴う実験機器等の移設業務 
資格種別  ：「役務の提供等」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、1者であり、最も契約金額が大きいため。  
発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 
契約相手方 ：株式会社島津理化 
予定価格  ：1,939,182,563円 
契約金額  ：1,879,200,000円 
落札率   ：96.9％ 
契約締結日 ：平成29年4月3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、株式会社島津理化が契約の相手方となっ

た。落札率は96.9％である。 

意見・質問 回   答 

正式な公告以外に何らかの情報発信、法律に基づく公

告以外の何らかの形で知らしめるようなこと、業界新聞

であったり、あるいは別の形かもしれませんけれども、

そういうのは何かあるのですか。いわゆる公告のみにな

るのでしょうか。 

先ほど申し上げましたけれども、公告前に意見招請と

いう仕様書の案を事前に事業者様にお示しして御意見

をいただくという手続をとってございます。このほか、

特に業界新聞等には載せてはいないのですけれども、私

ども出入りの事業者様とか、あるいは引っ越し業者様、

当然宅配業者も来所されますので、そういったいろいろ

な方にお声かけさせていただいたところでございます。 

それはいつごろ実施されて、実際の参加状況はどうい 意見招請に関して申し上げますと、10月に実施してご



う感じなのでしょうか。 

 

ざいます。期間は20日間でございます。その後も問い合

わせがございましたら、適宜、対応したというところで

ございます。 

 お声かけをした結果ですが、数を正確に把握はしてい

ないのですけれども、入札説明会等には参加いただきま

したけれども、結果として入札まで参加いただくことに

は至りませんでした。 

ちなみに、声をかけて意見招請あるいは入札説明会に
参加していただいた業者さんというのは、具体的に固有
名詞を出していただいても構わないのですけれども、ど
ういう感じのところなのでしょうか。 

意見招請でお越しいただいたのが、Ａ社といういわゆ

る引っ越し業者様でございます。そのほか、引っ越し業

者様でもう１者、すぐ名前が出てこないのですけれど

も、１者ございました。あとは理化学業者、私どもしょ

っちゅう契約等をしてございますので、満遍なくお声を

かけさせていただいたというところでございます。 

いわゆる引っ越し大手と言われているところにも声を

かけているのですか。 

はい。お声かけいたしました。 

日本を代表するではないけれども、そういういわゆる

大手さんに。 

そうですね。CMでよくやっているような業者様にもお

声かけしましたし、結果として入札説明会等には参加い

ただきました。 

今回、入札をしなかった業者が多かった理由の１つが、

運送事業許可が必要だということもあったかと思うので

すが、今回のことで運送事業許可が必要だったというの

はどういう点でしょうか。 

まず、業務内容が引っ越しである、車で物を運ぶとい

う中で、いわゆる貨物事業者、運送業の許可は、私ども

国の機関として当然に必要であろうと考えたところで

ございます。 

なお、落札業者のほうに聞いたところでございます
が、国の機関、あるいは独立行政法人と呼ばれるような
ところでそういう移設業務を請け負ったという実績は
ございますが、そのような要件を求められたことはなか
ったということはおっしゃっていました。ただ、やはり
私どもは国の機関ですので、運送業許可を持たない事業
者に、まさに移設業務、運送をさせていいのだろうかと
考えた結果、運送業の許可は必須であろうと考えた次第
でございます。 

今回の移設は運送業許可がないとやってはいけない、

そうでない種類のものも世の中にあるのではないかと思

うのですが、法令上、今回は確実に必要であると判断さ

れたわけですよね。 

要するに、引っ越し業者さんはみんな基本的に持って
いるものなので、この要件を入れたことは、理化学機器
業者で小さいようなところ、そういう能力がないところ
をある程度省くためというわけではないのですが、基本
として物を引っ越しさせるので、運送業者は持っている
資格でございますので、それは列挙しても問題ないので
はないかというところでございます。 

例えば実際にこの引っ越し全体を１者で全て自分の社

員で賄うとか、そういうことはほぼ不可能だと思うので、

恐らく外注先の協力を得てやるのではないかと思うので

すが、その外注先が運送業許可を持っていれば構わない

ということではないのですね。本体が持っていなければ

いけないのですね。 

御指摘の点は再委託にかかわってくるところと承知
しておりますけれども、基本的に落札業者が企画及び判
断、並びに業務の遂行管理を担うことが必要不可欠でご
ざいまして、運送業の許可を持っていない落札業者が、
運送業許可を持っているところに運搬に関して企画、判
断を出せる立場に事実上なれるだろうかと考えた次第
でございます。 

今の質問は、事実上の御判断なのか、法令上それがで

きないのかということの切り分けなのかなと思うのです

けれども、それは法律上は構わないのだけれども、でき

ないだろうという事実上の御判断ということですかね。 

問い合わせたわけではございませんが、一般的に貨物

の移設をする上でやはり運送業の許可は必要であろう

と考えた次第でございます。 

契約金額５億円以上という縛りをかけていますけれど

も、これはどのレベルのハードルなのかということは下

調べをされていらっしゃるのですか。 

当初は10億円で考えていたのです。大体２分１と。そ
うしますと、調べた結果、過去10年ぐらいで該当するよ
うなものが一、二件程度しかなかったというところでし



て、それが５億円、４分の１程度だと５～６者はあるだ
ろうというような調べがついたところで、５億円に設定
したというところでございます。 

その５者、６者は説明会に来ていたのですか。 来ているところもございます。 

その業者は入札に参加しなかったわけですね。 はい。結果として、参加しませんでした。 

それは運送業許可の件で参加しなかったのですか。 運送業許可の件と、こういう理化学機器の移設業務を
この期間でやるのは難しいという御意見も頂戴してご
ざいます。 

そうすると、いろいろな会社に当たって見積もりをと

ってもなかなかとれないとか、様々なことがある中で応

札してくる業者数は、結局のところ見積もり、業務全体

の金額を積算して提出したのは１者だけですよね。そう

すると、応札業者は１者になってしまうかなということ

で、ハードルを少し下げたほうがいいのではないかとか、

そういう検討はなさったでしょうか。 

もとより私ども１者だけの応札とは考えてございま

せんで、もう１者応札にくるのではないかと考えていた

次第でございます。こちらの業者は、いわゆる独立行政

法人で実績があるところでございましたので、当然に運

送業許可も持っているだろうと考えていたところでご

ざいます。しかしながら、当該業者様は運送業許可を持

っていなかった。関連会社が運送業許可を持っていて、

そこが通常やっているというところでございました。 

私ども、関連会社といいますか、資本的に親子関係に

ある事業者であれば、応札は可としようと考えてござい

ましたが、その業者は他の応札要件で、これは理化学機

器の移設業務でございまして、非常に丁寧な取り扱いを

要する機器の移設に関しては見積書を提出することを

求めていたのですけれども、そこがほぼ１割程度しか徴

取できなかったというところで、結果として諦めたとい

う回答をいただいてございます。 

参入に当たっての障害というか、壁になっているのが、

理化学機器業者さん側から見ると運送の許可の話だし、

逆に運送業者さん側から見るとそういう機械を扱うこと

自体のハードル、今おっしゃったことだと思うのですけ

れども、これはどうしてもセットで合わせてやらなけれ

ばいけないのか。例えば運送業の許可を持っているとい

っても、許可要件をお調べになったかわからないけれど

も、もしそれが法律上のことでないのであれば、元請的

なところが許可があるなしというのがそれほど重要なこ

となのだろうかという判断がいま一つぴんときていない

ところがあるのです。どうしても、分割発注なり、ある

いは下請使用も可、運送業者さんの大手が入ってくれば

運送は得意です、ただ理化学機器屋さんは下請で使いま

すからいいですよとか、あるいはJV（ジョイント・ベン

チャー）を組むのかもしれませんけれども、それでもい

いですよとか、逆もまたしかりで、理化学機器屋さんが

補助者に大手一流運送会社を使いますからいいですかと

か、それはだめですという実質的な理由がぴんときてい

ないのですが、何か補足があればお願いします。 

御指摘のとおり、再委託という方法があるのではない

かということで、私ども仕様書において、再委託につい

ては原則２分の１以下とするというような条件を設定

してございますが、本業務の特殊性から、仮に２分の１

を超えてもやむなしであろうと考えていた次第でござ

います。 

そういった中で、理化学機器業者がヘッドに立って再
委託によって運送業者に運送事業を依託するというこ
と、あるいはその逆のパターンで、運送業者がヘッドに
立って理化学機器調整を再委託で行うということ自体
は私どもも考えてございましたので、特にそこは否定し
てございません。 

先ほどの御説明だとそれはだめだと。とにかく運送業、

元請が持っていなければだめだというところでスクリー

ニングしたような説明だったような気がするのですけれ

ども、それは違うのですか。勘違いですか。 

ヘッドに立つ落札業者は、企画、立案、あるいは判断
を行わなければならないというところでございまして、
そこは再委託できないというところで決まってござい
ますので、要件としては設定した。しかしながら、業許
可を持っていて、ただ、人員的に難しいので運送業者に
再委託するということは私どもは想定してございまし
た。 

想定されているのは構わないのですが、それが応札さ

れる方にきちっと伝わるように要件が書かれていたかと

入札説明会のときに申し上げました。 



いうことが問題だと思うのです。「原則として」と書い

てあるからそう読めるのだということではなく、そうい

うことを彼らが積極的に考えるような情報提供はされて

いたのでしょうか。 

 補足させていただきますが、先ほどJVの話がございま

したが、本当はJVでやりたいという考えもありました

が、そうすれば運送も理化学も全部セットでまとめるこ

とはできるのですけれども、競争参加資格の「役務の提

供等」の中にJVというカテゴリーがない、申請区分がな

いということで、断念せざるを得ないということでござ

いまして、入札説明会の中でも説明したように、各社が

できる状況、原則２分の１というふうになっていても、

それではできないというのは重々わかっている話でご

ざいましたので、２分の１を超えることは了解済みの中

で入札をやらせてもらっているというところでござい

ます。 

ただ、結果論ですけれども、結局、予定価格は島津理

化が提出した金額で積算されていて、予定価格調書だと

217ページの数字がそうですよね。 

はい、そうでございます。 

 

それで、島津理化が１者応札になってしまって、それ

で落札しているわけですよね。 

はい。 

だから、やはり美しく見えないわけですよ。これはあ

くまでも結果論です。こういうことをどれだけ排除する

ようなことが担保されているかということが問題だと思

うのです。 

もともと本業務をどこでも請け負えるような業務で

はないと考えてございまして、見積もりすらままならな

いであろうということは当初から考えておりました。そ

のため、10月の時からお声かけをしていたのですけれど

も、確かに御指摘のとおり美しくない状態ではございま

した。 

 私どもとしては、今回必要と考える要件だけを列挙し

たと考えてございますが、結果として１者応札になって

しまったことを踏まえまして、先ほど来、分科会長に御

指摘いただいたような、運送業許可が必要かどうか、こ

ういったことも検討してまいりたいと考えてございま

す。 

特に、他の国の機関が運送業許可を持っている業者と
いう条件を付していないことが、私どもからすれば、当
然引っ越しですので運送業許可を持ってしかるべきで
あろうと。ましてや20億のプロジェクトですので、いろ
いろな御指摘を受ける中でそういったものも当然必要
ではないかと考えていたのですけれども、そこは思いが
至らなかった点かもしれません。 

参考見積もりをとる時期にもよるのかもしれませんけ

れども、できるところが事実上ここしかないということ

がもう少し早くわかっているのであれば、もう少し違う

対応もあり得たのかなと思うのですけれども、その辺が

どうも全体を通してやれるのはお願いしても島津理化し

かないだろうというのが事実上透けて見えているのかな

と思うのです。少なくとも直前には。その辺、そういう

ふうに察知されたのは何時ぐらいになるのでしょうか。 

本当に直前までずっとお願いしていたのですけれど

も、結果として１者しか全体像はもらえなかったという

ところでございまして、御指摘のもっと早目にという点

だったのですけれども、スケジュールの関係上、どうし

ても意見招請という仕様書の案をお示しできるのが10

月になってしまった。これをもうちょっと早めたほうが

よかったというのは御指摘のとおりでございます。 

あとは、昨今、報道されているように、運送業者さん
からいただけなかったというのが、もちろん10月の段階
からお声かけをお願いしていたのですけれども、もう少
し研究の余地はあったのかなと考えてございます。 

恐らく引っ越し業務自体はそれぞれの事業所、施設か 私ども、こと運送業務に関してはお願いして見積もっ



らすると、そんなに多いことではないと思うのです。厚

生労働省全体なのか、もっと国全体なのかわからないけ

れども、ノウハウなり問題意識をうまく共有化しないと、

この手の規模の引っ越しが医薬品食品衛生研究所で次に

何年後なのかといったら、また忘れた頃になるのでしょ

うから、今、他でどうやっているかも含めて、本来でし

たら検討の余地はあるみたいなことをおっしゃっていた

ので、その辺、やれる方法というか、横展開というか、

今後に活かせる方法があればと思うのですけれども、そ

の様な術はあるのか。 

てもらうしかないのですけれども、業務といいますか、
見積もりをまさに作成する時期が年度末、１月から３月
というところでございまして、運送業界にとってはまさ
に業務の繁忙期であるというところですので、そこはも
うちょっと早目に実施できれば、結果は変わったのかな
と。例えば８月の段階とか、夏季、いわゆる閑散期と呼
ばれるようなところで依頼すれば、結果は変わったのか
なと考えてございます。 

19億という案件ですから、変な話、早く業者が察知し

て、もし本当に行政上の許可だけの話であれば、運送業

の許可を取ることぐらい何ということなくて、本当にや

る気がある業者で夏ぐらいに聞いていれば、会社を１個

立ち上げるなり、許可を取った上で、入札に参加すると

いうのがあってもおかしくないのかなと思っていて、制

度的になじむのかわかりませんけれども、予告広告では

ないけれども、随分手前に、来年の１月ぐらいにこうい

う案件がありますと、もう少し前広な話ができれば、も

う少し色気を出す業者さんというか、前向きな業者さん

が出てくるのではないかなと、感想ですけれども、思い

ました。 

意見招請をやったと先ほど申し上げましたが、これに
ついては、いつから始めなければいけないという決まり
はございませんので、これに関してはもうちょっと前倒
しでできたかなというところでございますので、次の移
転がいつかというのはあるのですけれども、今後、例え
ば同様の業務を国の機関が行う際に多分私どものほう
に照会といいますか、問い合わせがあると思います。そ
ういうときには、そういった御意見を添えていろいろな
資料提供をしたいと考えてございます。 

今、見積もりの適正性のところについて、１者応札の

ところばかりに目が行ってしまいましたけれども、見積

もり金額の適正性についての確認はどういう形にされて

いるのでしょうか。予定価格を立てるに当たっての検討

について、ちょっと説明いただけますでしょうか。 

予定価格に関しては、基本的には全業務で幾らという

ような形で参考見積書を徴取したかったのですが、結果

として１者、島津理化しか徴取できなかった。 

 それで、次善の策としまして、本業務は大きく３つに

分けられると考えてございまして、１つが運送関係の業

務、もう一つが理化学機器の調整業務、加えてガス配管

の業務もございます。この３つが大きな柱だと考えてご

ざいまして、業務ごとに運送関係であれば運送業者様

に、理化学機器関係であれば理化学機器業者に、あとは

ガス配管の関係はガス関係業者に見積書を依頼したと

ころ、それは取れましたので、それら業務ごとの見積書

と島津理化の見積書を比較しまして検討した。 

 その結果、島津理化の見積書が著しく高いというもの

ではなかった。結果として、各業務で見た場合でも安か

ったというふうになりましたので、島津理化の参考見積

もりの妥当性は一定程度あると考えたところでござい

ます。 

もしよろしければ、219ページの前を見ていただける
と幸いでございます。 

島津理化からいただいている見積書ですけれども、内

訳が一式で５億みたいな欄もあるように見えるのです

が、これはもっと詳細な内訳があるのでしょうか。例え

ば221ページの実験機器調整費の内訳で、Ｓ・Ａ・附属ラ

ンク機器調整費一式５億円で、それでいいも悪いも検討

のしようもないように思うのですけれども、それはもう

少し細かいのをもらっているのですか。 

私どもはもらってございませんが、今御指摘の５億に
関しまして、Ｓ・Ａランクのものについてはメーカーの
ほうから見積書を徴取しておりますので、それは提出を
受けておりますので、そこと照らし合わせて確認してご
ざいます。 

もう一点だけ。下請以下の利用の関係ですけれども、

結果的には島津理化はどの程度の下請を使って、それに

ついて承認した形にはなるのでしょうか。下請願を出さ

せて。 

まだ申請書の提出には至っていないところでござい
ます。再三にわたって提出を求めてはいるのですけれど
も、契約金額の上限が決まっている中で、各落札業者と
再委託業者とで費用の割り振りの問題があって提出に



は至っていないところでございますが、再委託はござい
ます。 

運送業に従事する人員をどれぐらい抱えているか。要

するに、先ほど許可を得ているか、得ていないか、それ

だけの話なのか、実質は全く見ていないのですか。 

落札業者に求めたのは業許可だけでございます。 

どのくらいの人員、部門を抱えて、実績があるかとい

うところは全くわからないのですか。こういう時のため

に許可は持っているのか、直接雇用する運送業務に従事

するのは実は従業員５人とか10人、あるいはゼロ人とか、

全然規模感が見えてこないのだけれども、実績のところ

はいかがなのでしょうか。 

実績に関しては承知していないというのが本音でご
ざいます。 

これは質問にならないような質問なのですが、この引

っ越しに関して19億の契約をする、それはもちろん契約

だけではなくて、引っ越しの準備から、下調べからある

でしょうけれども、そのために事務官の増員とか担当者

の増加というのはあったのですか。 

担当者の増加等は一切ございません。自分たちの人員
の範囲内でやるというだけです。 

つまり、平常業務がそれでなくても定員削減で忙しい

中にこういう大きい仕事が入ってきているわけですね。

だから、皆さんの問題ではなく、システム的な問題があ

るのかなと。 

今週というか、今日、明日、明後日で、私たちの引っ
越しなのですけれども、実は時間がないです。 

そうですよね。ですから、これだけのことをやって、

資料をそろえて契約に持っていこうというだけでも相当

な業務量なのを、日常業務をやっている中の人間がやら

なければいけないという体制的な問題も実は背景にはあ

るのではないかと思って、これは直接ここでの議論では

ないかもしれませんが、一言だけ言わせていただきます。 

御指摘ありがとうございます。 

まとめをしなければいけないのですけれども、仕様の

設定、特に運送業の許可が要ることについてですが、法

律上の要件であれば仕方がないのですけれども、その辺

について、そうでない可能性も明確なお答えではなかっ

たように思うのです。もしそうでなかったとすれば、本

来は本当に必要な要件だったのか、もろもろの利益衡量

をして考えるべきものということになるのですけれど

も、これで競争性が働けばそれでよかったのですが、結

果としてはこういう状況になっていて、しかも途中でこ

うなるであることが透けて見えている状況の中で、その

要件の設定が本当によかったのかどうかというのは、な

かなか判断がつきかねるところではあります。 

ありがとうございます。１点だけ申し上げさせていた

だければ、運送業許可はいわゆる業として運送をする場

合は当然に必要であるということを運送事業者の方、業

界の方がおっしゃっていたので、それをいわばうのみに

してしまった。そこは考えといいますか、確認が足らな

かったなと考えてございます。そういった点は、細かな

点ではございますが、非常に重要な点でございますの

で、しっかり確認してまいりたいと考えてございます。 

 

（分科会長の意見） 
今後、同種の案件というのはないのかもしれませんけ

れども、是非どこかで経験が活かせるように、今少しお

っしゃった、お気づきになった点が横展開されるような

ことを期待したいと思うのです。それはどういう形で実

現できるのかわかりませんが、御検討いただければと思

います。 

加えて、途中で話が出てきました下請を使うこと自体

をある程度許容することを想定されていたということで

あれば、それも適切に伝えないと、なかなか判断の基礎

に入ってこないので、適時適切な時期に伝えること。先

ほどと同じ観点なのかもしれませんけれども、その辺に

ついてもお考えいただければと思っています。 

ありがとうございました。 



 何かつけ加えることはありますでしょうか。 

 ありがとうございました。本件はそのように整理した

いと思います。 

【審議案件３】 
審議案件名 ：800MHz高分解能核磁気共鳴装置一式の賃貸借 
資格種別  ：役務の提供等「その他」（A、B、C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％であるため。 
発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 
契約相手方 ：日立キャピタル株式会社  
予定価格  ：262,311,696円 
契約金額  ：262,311,696円 
契約率   ：100％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 3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、日立キャピタル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 

入札日が１月６日で、契約が４月３日、この間はどう

してこんなにあいたのですか。 

本件が 29 年度予算で措置されているものですので、

当然予算が執行できる４月以降ということでございま

す。 

20ページ以降ですけれども、Ａ社の定価証明書から先、

契約実績表などが添付されているわけですけれども、定

価証明というのは今回購入予定の機械のものですか。 

そうでございます。 

21ページ以降の契約実績表などは何でしょうか。 まず、21ページが契約実績ということで、同種の案件

に関してどのような契約実績を持っているかを提出いた

だいたものでございまして、その中で一番割引率が高い、

値引率が高いものの資料を22ページ以降に参考資料とし

て添付しているところでございます。 

値引率の計算のためということですか。 そうでございます。 

この磁気共鳴装置で仕様の要件を満たすものは、国内

で何種類ぐらい売られているものなのでしょうか。 

メーカーで言うと２社でございます。ただ、一方で本

件は賃貸借、リースでございますので、リース業者間の

競争は働くであろうと考えていたところでございます

し、同様の御指摘を公共調達委員会でもいただいてござ

います。 

この定価証明書と日立キャピタルで実際に契約した機

種は同じものですか。 

はい。同じでございます。 

結局、落札率100％ということで、かなり細かいところ

まで一致しているのですけれども、例えば13ページの予

定価格算出根拠のうち、一般に公表されている、あるい

は公表されていないけれども、ほぼ皆さん公知ですよと

いう部分と、事案によって調整する部分、両方あるかと

思うのですけれども、販売掛率以外のところは各業者さ

んはほぼ御存じだという前提なのでしょうか。ここをど

う見積もるかによって決まるぐらいの感じでしょうか。

もう少し紛れはあるのでしょうか。 

まさに御指摘のとおりでございまして、販売掛率以外

の金利とか保険料、手数料、利益、そういったものは各

リース業者間で異なると考えてございます。特に利益は

そうだと思います。 

 こちらの資料、この積算の方法ですけれども、先ほど

の定価に販売掛率の金額で買うとしたらこの程度で買え

るであろうという前提の金額をまず算出して、そこから

金利とかを上乗せしていくのですけれども、こういった

金利あるいは13ページで言うところの固定資産税、手数

料等に関しましては、いわゆる業界値といいますか、積

算のための資料を用いてございます。今回、結果として

100％となったのですけれども、ある意味、積算資料の妥

当性が証明されたのかなと考えてございます。 

偶然なのかわからないけれども、落札業者としては販

売掛率、こちらが想定している掛率も正しく想定の上、

定価証明あるいは販売掛率をいただいたのは、Ａ社と

いうメーカーでございます。一方でリース業者は、落札



他は積算資料をもとに当てはめて積算して応札してきた

のではないか、そういう推測が働くということでしょう

か。 

業者は全く別の日立キャピタルという業者でございまし

て、そういった意味では予定価格のための資料をもらっ

たところと落札業者は別ということから、偶然の一致と

しか私どもとしては言えないかなと。正直、ちょっと驚

いたところでございます。 

 補足させていただきますと、この予定価格というもの

は、本件は国庫債務という複数年度にわたって予算措置

がされるということで、その予算の上限が決まっている

ところでございまして、それが２億6,240万ですけれど

も、一方で本件の予定価格は、12ページをごらんいただ

ければと思うのですけれども、２億6,231万1,696円と。

国庫債務の上限を超えてはならないというところもござ

いましたので、ある意味タイトな予定価格を立てざるを

得なかった。それが結果として100％となってしまった。

100％がいい悪いというのはいろいろな議論があると思

うのですけれども、結果として100％となってしまったと

いうところでございます。 

（分科会長の意見） 
 落札率が100％ということで審議案件にしましたけれど
も、お伺いしている限り、特段、支障というか、御指摘
申し上げるようなことはなかったと整理したいと思いま
す。 

 一般論になりますけれども、引き続き競争性を発揮さ

れるように御努力いただければと思います。 

 

御指摘ありがとうございます。 

【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監理業務 
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 ：株式会社黒川建築設計事務所 
予定価格  ： 16,098,053円 
契約金額   ： 15,660,000円 
落札率   ： 97.3％ 
契約締結日 ： 平成 29年 4月 19日 

（調達の概要） 
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

30ページですけれども、今回の予定価格の算定方法だ

と、予定外の工事の増加した分を当初の工事と合わせて

全体を一つの工事と見て、当初の工事のときに発注した

監理業務の値引率を掛けた実際の落札金額を差し引いて

計算しているわけですよね。 

はい。 

資料の中で、前回の28年度予定価格は当園にて積算と

書いてあって、今回は全体の工事の金額は施設整備室で

計算したということですよね。 

そうですね。途中、工事で特殊事情等があったので、

原則は一般競争入札ですが、随意契約という流れもあり

まして、全体で幾らになるかというのを施設整備室で積

算していただいて、実際に28年度に当園で積算させてい

ただいた予定価格を差し引いて積算したところです。 

28年度のときの当初計算した金額からの値引率を使っ

て積算していますが、今回、施設整備室が全期間で積算

して大きくなった監理業務のうち、今回増加した監理業

務の価格の割合というのは異なるのではなかろうかと思

差し引いた金額に対して97.3％を掛けて、さらに引い
て97.3％を掛けるというところですね。 



うのですね。つまり、当園で最初に計算しましたよとい

う値引率を施設整備室のほうで出した金額に乗じたら、

それはちょっと違うのではなかろうかと。 

最初は97.3というのは当園で計算した金額に対しての

落札率ですよね。でも、大もとになる工事の価格が異な

るわけですから、施設整備室のほうで、28年分は施設整

備室だったら幾らになったのかという、全く同じところ

で比較した場合の落札率で、同じ条件にして一回計算し

てみないと、乗じる落札率が変わってしまうのではない

かと思います。 

わかりました。施設整備室で予定価格を積算した際
に、実際の契約金額はこのぐらいが見込まれるのではな
いかというところで、そこで契約率をある程度試算して
いただいて、そこと比較衡量の上というところですか。
それを使うのかもしれないのですけれども、97.3をいき
なり掛けるというのはちょっとどうなのかなというと
ころですね。 

そもそも工事監理のときの予定価格の計算の仕方は、

積算する部署によって変わるのですか。当園の積算と施

設整備の積算というのは、例えばその手前の29ページと

かに当てはめるとしますと、誰が作業するかによって変

わるようなつくりにはなっていないように思うのですけ

れども、そもそも違うのでしたか。 

そうですね。当園と整備室との間の連携がうまくいっ
ていなくて、当園のほうで積算をさせていただいたよう
な形にはなっています。 

前回は参考見積もりとかで積算されたのですか。 そうですね。必要業務の人工数を探るために、競争参
加資格のない３者から参考見積もりを徴取して、必要人
工数を想定し、施設整備の手引という本に従って積算さ
せていただいたところです。 

本案件は随意契約をやられているということで、随意

契約の妥当性についてですが、「随意契約をする理由書」

が26ページに添付されているのですが、この理由のとこ

ろはほとんど根拠法について書かれているわけで、なぜ

随意契約をしたのかということに関しては最後の３行ぐ

らいしか書かれていないのですね。 

 それを読むと、「当初予期し得ない事実による追加関

連契約であり」と書かれていますが、今回の随意契約の

監理業務は新たに発生した工事に関する監理ということ

ですか。当初の設計内容の工事に関する監理ではなく、

新たに発生した工事に関する監理ということですか。 

これまでの経緯から御説明させていただきますと、こ
の工事が始まるに際して、工事は国庫債務負担行為の３
カ年で予算を確保していた。ただ、監理業務はそれがで
きていなくて、単年度契約をせざるを得ないような状況
になっておりました。 
平成28年度の公共調達委員会の事前審査の際に、平成

29年度、次の年度も引き続き随意契約により締結すると
いうことで了承をいただいていたのですが、改めて公共
調達委員会の審議にかけるべきだという話になりまし
て、「当初予期し得ない事実による追加」ということを
追加した次第です。 

公共調達委員会は、今の議論には関係ないです。工事

で何があったから追加になったということを御説明すれ

ばいいと思います。実際にどういう事案があって、この

業務に追加になったのか、そういうことです。 

施設整備室です。ここに追加関連契約と書いてありま

すけれども、正確に言うと追加契約ではありません。こ

れは予算の仕組みの関係上、単年度契約で致し方なくや

ったという形です。本来ならば一般競争入札が妥当かと

思っていますけれども、考えられないような転石が出現

しまして、昨年の７月ぐらいに、転石というのが、現場

での打ち杭だったのですけれども、アースオーガ（掘削

機）でやっていたのですけれども、ボーリングデータよ

りもかなり出まして、それで急遽工事をとめまして、杭

の設計変更、計画通知の変更届、構造計算のやり直しと

いうことで、構造設計担当者と監理事務所と相当協議し

ました。 

 そこで、責任の分界点ができないという話が出てきま

して、構造計算をやり直した時に、施工もそうですけれ

ども、監理も含めて誰が責任を負うのかという話があり

ました。そういったことで随契せざるを得ない状況にな

り、当初契約との関連ということで整理されたもので

す。 

ただ、今、かなり細かく説明していただいて、それで

随意契約にした理由のところに具体的に書いていただか

ないと、なぜ随意契約にしたのかということがはっきり

 



わからないのです。今ここに書いてある本当に１行ぐら

いの説明では、それが一体どういうことを示していて、

なぜ随意契約なのかということがわからない。そこで、

きちっとわかりやすく説明していただきたくて、今お伺

いしたのです。 

 冒頭の長い文章で根拠法は何々に基づいているから随

意契約ができるのだということ以上に、事実として随意

契約になった理由を知りたい。それさえ説明していただ

ければ、この案件については私は随意契約になったこと

は納得できると思うのです。そこの確認が必要だと思っ

ているのです。 

多分、今みたいな杭の関係がなくても随意契約だった

のではないのかなと思って、この理由に挙げているのが、

そういう杭の関係で想定していないことが起こったから

随意契約なのだという御説明なのだけれども、そういう

ことなのですか。それとも、もともと年度をまたがって

債務負担をとれないから、本来的にはもともと随契だっ

たのではないか。どちらなのかなと思いました。結果的

に杭の問題が出てきただけなのか、本当にそれが決め手

なのか。 

一般競争なのか随契なのかというので、相当いろいろ
と検討しておりまして、杭のその辺の話が出て、これは
ちょっと随契でないと、という話になってきました。そ
もそも、先ほどの話でも出ましたが、監理業務は一般競
争が原則だというところだと思います。ただ、国庫債務
の話もありますけれども。 

継続であっても、監理業務は原則、年度毎の一般競争

になるのでしたか。本来は監理業務というのは続けてや

らなければいけないので、建築の立場としては、もとも

と予算措置として単年度毎の契約であっても、随契で連

続性を持たせられればいいけれども、それが一般的に理

解していただけるかどうかということがあるので、それ

の説明をきちっとしていただけると、より問題がないの

ではないかということだと思います。 

 

（分科会長の意見） 
理由書の記載のみでは読み取れない部分もありました

けれども、お話を伺う限り、随契にすべき特段の事情が

あったというふうに、この事案については整理してよろ

しいかと思います。 

 理由書の整理の仕方については、今、御指摘がありま

したように、基本的にはそれを知らしめるためにつくる

ものですので、今おっしゃったようなことも実質的に盛

り込んでいただくとよろしいのかなと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件５】 
審議案件名 ：汽船「まつかぜ」中間検査ドック工事 
資格種別  ：「役務の提供等」Cランク  
選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、最も落札率が高いため。 
発注部局名 ：国立療養所大島青松園 
契約相手方 ：株式会社新浜造船所 
予定価格  ：8,864,000円 
契約金額  ：8,532,000円 
落札率   ：98.8％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 26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、株式会社新浜造船所が契約の相手方とな

った。落札率は 98.8％である。 

意見・質問 回   答 

43ページの「入札（開札）参加者名簿」に、新浜造船 入札書の提出期限は開札日の前日までになっており



所１者しか書いていないのですが、これはこういうもの

なのですか。 

ますので、２者から提出があったのですけれども、実際、

開札の会場に来た者は１者のみということです。それ

で、42ページの「入札状況調書」にあるのですけれども、

１者出席いたしませんでしたので、当院の入札に関係な

い職員を１名立ち会わせております。 

立ち会うというのは、正当にやっているよというのを

確認するために参加しているということですね。 

はい。 

この中間検査というのは、大体どのぐらいの間隔で行

われているのですか。 

中間検査につきましては２年に１回になります。隔年
になるのですけれども、もう１年というか、翌年は本検
査を受検する必要がありますので、毎年いずれかの検査
があります。 

そうすると、この前の年は本検査、その前の年が中間

検査と。 

はい。 

それはどこがされていらっしゃいますか。 検査は、最終的には国土交通省になります。 

業者は。 業者は同じ業者です。新浜造船所で請けております。 

ずっとやっていらっしゃる。 はい。 

落札しなかったＡ社は、一生懸命仕事をやりたさそう

でしたか。 

はい。検査のときには入っていないのですけれども、
途中で故障したとき等については、エンジン関係につい
てはＡ者で請け負っている時もあります。 

31ページからの見積もりのところですが、これを見る

と、同じ項目でも業者によって随分金額が違うのですね。

例えば32ページの機関部の金額ですが、これを合計する

と235万円ですけれども、34ページが新浜造船所ですが、

こちらは305万4,210円であり、電気工事ではＡ社は87万

ですね。新浜造船は空調機整備という項目が記載されて

いないけれども、100万2,000円という金額で、かなりば

らつきが各項目にあるのですけれども、合計金額は790万

と810万円と極めて近い数字になってくるのですね。これ

は、それぞれ「いいとこどり」をしたら予定価格も下が

るのではなかろうかという気もするのですけれども、そ

ういうことは考えないで、１者の金額を活かすというこ

となのですね。 

５～６年前ぐらいまでは機関部と甲板部という形で
別々の発注をかけていたのですけれども、本省の監査指
導のときに、一括で調達すべきとの指導がありまして、
その後は機関部と甲板部を一括で調達することになり
ましたので、先ほども言ったように、Ａ社はエンジン部
とかが強い業者さんなのですけれども、そういう経緯も
あって機関部と甲板部を一括で調達するという形を今
とっておりますので、内訳上は金額が得意、不得意とい
うところが若干出てきているような形にはなっており
ます。 

ちなみに、ここの見積もりとか、どの範囲まで何をす

るかというのは、実物を見てもらって、それとの兼ね合

いで決まるのか、仕様書上、書面上だけで本来出せるよ

うなものなのか、それはどちらなのですか。 

仕様をつくる以前に、実情は２者にはなるのですけれ

ども、現状の船の状態を見ていただいて、今回の検査に

必要な項目を洗い出してもらって、それからどこの部位

を今回するかというところで仕様書を作成しておりま

す。 

点検と言いながら、検査というか、修復とかも入って

きているから、どこのところをどの程度修復するかとい

うのは、もう実際に見てもらった上で、むしろその情報

を業者さんからいただいた上で、仕様書に盛り込む、そ

の様な流れになるのですかね。 

そうですね。検査を受検して不合格になることがあっ
てもいけませんし、実際にドックのときの金額が幾らに
なるかというところはできませんので、事前に見ていた
だいて、どこの部位が今回必要かということで、それに
合わせて仕様書をつくって、参考見積もりをいただくと
いう流れになっております。 

その情報をいただくのは、例えば２者を一緒に連れて

見て回るとか、対等に遇しているのか、新浜造船所さん

ですか、基本的にはこちら側から情報をいただいている

という感じなのでしょうか。 

情報的には２者からいただいています。ほかの業者に
も声かけはするのですけれども、結局、艦船の運航範囲
とか載せられる架台が決まっていますので、最終的には
いつもこの２者になっているというのが現状です。 

特殊なのでしょうかね。特殊だから仕方がないのか、

特殊なりに何かやる余地があるのか。 

 

 

（分科会長の意見） どうもありがとうございました。 



 事案の性質上、仕様の決まり方とか予定価格の立て方

がどうしても施工業者さん主導になっているように結果

的には見えているのですけれども、それがやむを得ない

のか、改善というか、こちらでもう少し主導権を取り戻

したり、適正性を確保するために発注者側で工夫の余地

があるのか。今の時点ではなかなか即断しかねるところ

はあるのですけれども、先ほど途中でお話がありました

ように、得手、不得手があるのかもしれませんけれども、

そもそも何が適正利潤かも、この事案ではわからないよ

うな状態になっているところもあるので、先程の「いい

とこどり」といいましょうか、それぞれのところである

業者がやれると言っている金額でやってみて、本当にそ

れで成り立たないものなのかどうかというのは検討して

もいいのかなと思います。要は、結果的に言われるがま

まに実施しているようなところもあるものですから、い

ま一度、工夫の余地がないのかは検討いただければと思

います。結果、できるかできないかはわからないとは思

います。 

【審議案件６】 
審議案件名 ：ボイラー運転及び保守点検業務一式 
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 ：国立療養所菊池恵楓園 
契約相手方 ：大森産業株式会社 
予定価格  ：16,677,894円 
契約金額  ：15,368,400円 
落札率   ：92.15％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 3日 

（調達の概要） 
予算決算及び会計令第９９条の３に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

６ページの随意契約理由ですけれども、この時点で株

式会社Ａというところとは契約は取り交わしていたわけ

ですか。 

いえ、契約は４月３日付でする予定でしたので、その

間は契約しておりません。 

４月３日付で契約、履行期間が４月１日から。 そうです。１、２日が土日に当たりましたので。 

 事前に契約を取り交わすのではないのですか。 正式に契約は、単年度契約ですので４月１日以降でし

かできませんので。 

 補足しますが、通常は開札日が契約締結日なのですけ

れども、国の予算は４月から新年度の予算なので、その

新年度の予算がないと契約できないので、基本的には４

月１日が契約締結日なのですけれども、土日に当たって

しまっているので、４月３日の契約ということでござい

ます。 

11ページの下から２行目、平成28年度の落札価格のす

ぐ下です。28年度は大森産業、随意契約を今回したこの

会社が落札していたのですね。 

はい、そうです。 

今回はまた大森産業に引き続きお願いする。 最終的にはそうなりました。 

これは、会計法の29条の３の第４項の緊急随契という

ことでしょうか。 

はい。緊急を要する場合と、予算決算及び会計令第９

９条の３に基づく落札者が契約を締結しない場合に該

当するということです。 

例えば、一時的に大森産業にお願いしておいて、再度  実際、３月３０日に辞退届が出されまして、翌年度に



入札を行うということにはならないで、１年間の期間を

もって随意契約をするということですか。 

はもうあと１日しかないと。先ほど、委員が言われるよ

うに、例えば随意契約で新年度を乗り越えて、それから

改めて一般競争という考えということでしょうか。 

二、三カ月間は今の業者さんにお願いして、例えば６

月から新たに契約を結ぶための入札を行うとか、そうい

うことはできないものなのですか。 

それも考えたのですが、当初、落札した金額が1,400

万、月額130万近くになるわけです。通常で言う少額の

随意契約というのはまず無理なのですね。結局、緊急を

要するというふうにしても、見積もり合わせをするため

の予定価格をまた新たにつくるというのも時間的に厳

しいなと。そして、結局、大森産業さんは今回の入札で

２番手だったのですけれども、もともと当該業者の応札

額も予定価格の範囲内でしたので、大森産業さんと金額

の協議をして随意契約ということをやった次第です。 

株式会社Ａという辞退した会社に対して、何らかのペ

ナルティーとか、そういうものは与えたのでしょうか。 

実際、契約締結には至っていないので、契約上の処置

はしておりません。 

辞退したまま放置ということですか。 はい。 

非常にうがった見方ですけれども、こういうことがで

きてしまうと、請け負った業者としての地位を他の人に

譲渡するということも、極論を言うと、できてしまうわ

けですよね。それを防ぐ手だてという意味も含めて、何

らかのペナルティーを課すとか、そういう交渉があって

もいいのではないかと思うのですが、そういうことはな

しで、辞退届を受けました、「はい、さようなら」とい

うことになっているというところですね。 

そうです。ペナルティーも考えなくもなかったのです

が、正直申しまして、契約者がいないということ自体で、

私たちが急がないと、業務を滞らせることができないも

のですから、代わりの契約を最初にやって、取り敢えず

できることからということで、ペナルティーは今回は考

えておりませんでした。 

ただし、来年度の契約では今回のような業者が参加し

ないように、例えばISOとか応札要件に盛り込むなど、

価格だけではなく、質を上げるために、そういうところ

を検討しております。 

本省の方に教えていただきたいのですが、これは入札

が終わって契約前ですよね。そのときに、そもそも２番

手と契約をするというやり方はできないのですか。つま

り、契約する時に、１番手が契約を降りたわけですよね。

契約できないから、予定金額内だったら２番手と契約を

するというやり方はルール上できないのですか。 

手元に法令がないので正確ではないかもしれません

が、通常はできません。１番手が辞退した場合には、そ

の業者の落札金額よりも下回った、それ以下の金額でな

ければ随意契約できないルールになっております。２番

手が落札者よりも金額が高い状況になりますので、その

ままの状況では随契できなくて、価格交渉して、辞退し

た業者の金額まで下げるなりしないと随契できない、そ

ういう規定になっていると記憶しております。 

つまり、それは金額の問題だから、２番手と契約でき

るという話ですね。 

そういった意味では随契できます。 

でも、形は随契にしなければいけないということです

ね。 

そうです。 

それで、確認ですけれども、今のお話だと、株式会社

Ａの入札した金額よりも低い金額で随契したのですね。 

そうです。 

（分科会長の意見） 

改めて競争性のある方法で仕切り直しというのも、制

度的には選択の可能性はあったのでしょうけれども、こ

の事案としては不適切とまでは言いがたいのかなと思う

のですけれども、どうですか。他の委員の問題意識なの

ですけれども、単月だけでやると、かえって割高になる

可能性もないかもしれないし、あるかもしれませんし、

それ自体が滞る。１月だけの契約をしてくれというのも、

それが必須なのかと言われると、どうなのかなと私は思

っているのです。お伺いしている限り、発注者側で特段

問題となるようなことはないものと考えております。 

 なるべくこういう辞退自体を避けることが望ましいの

ありがとうございました。 



で、もし工夫の余地があるのであればやっていただきた

いと思います。 

【審議案件７】 
審議案件名 ：医療画像読影業務委託 
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 ：株式会社ネット・メディカルセンター 
予定価格  ：1,289,520円 
契約金額  ：1,289,520円 
契約率   ：100％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 3日 

（調達の概要） 
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

４ページ目の随意契約の理由書ですが、事実確認とし

て、平成17年に当該システムを150万円で購入したという

のは、これはCTの機械ではなく、遠隔画像診断のシステ

ムが150万円という理解でよろしいですか。 

そうです。読影業務を委託するために、CT装置の中間

に接続するためのシステムでございます。 

この説明だと、つまり平成 17年以降、今日に至るまで、

同じ業者に依頼しているということになりますか。 

そうです。 

150万円で機器を購入して、およそ 120万円の年間契約

をずっと続けているということですか。その 150 万円に

縛られて、競争性が働かなくなっているということです

ね。 

そうです。 

そのこと自体、当初そのシステムを購入した時点で、

もう織り込み済みというか、自覚した上というか、意識

した上で意思決定されていたのか、それは想定外のこと

だったのか、どちらなのでしょうか。 

そこは実際、過去に一般競争をやっていた時期も３年
間ぐらいありまして、実際、業者の参入がこのネット・
メディカルセンター以外にもなかったという経緯があ
ったので。 

そうではなくて、システム構築上補完性があり、他者
では履行できないということ自体は購入時からわかった
上で、あえてそれでもよしというふうに意識的に御判断
されたのか、そういう実情であることは想定外で、これ
はしまった、こんなに制約があるとはわからなかったと
いう後からのことなのか、どちらだったのか。 

購入するときは前者のほう、仕方なかったということ

と思います。 

その制約というのが、他者ではだめですという契約上
の縛りではなくて、よくわかりませんけれども、技術的
というか、事実上そうだということなのでしょうか。 

そうですね。放射線等、CT装置、それから実際に読影
を委託するのには、他者が入り込むのは困難だというこ
とです。 

その困難というのは、何に由来する困難なのかがいま

１つわからなくて、プログラムか何かを直接さわらなく

てはいけなくて、そこがブラックボックスになっていて、

そこしか対応できないとか、そういうレベルの話なのか、

その実情というと何なのでしょうか。 

私もこの４月に赴任しまして、そこのところは確認で
きていないのですけれども、他者でも入り込めるような
状況であれば一般競争に切り替えることも考えており
ます。 

でも、漫然とその形式だけを変えても、結局、１者し

か入札してこないことになるから、本気でそれをしよう

とすれば、どこに支障があって、それを乗り越えること

が現実的に可能なのか、メーカー以外でもできるのかで

きないのかというところは、多分調査する必要があると。 

 このネット・メディカルセンターとは別の契約はあり

ますか。 

この契約だけです。 

システムの保守とかは別に頼んでいるわけではないと
いうことですね。 

それはないです。 



そうすると、このシステムを今後もずっと使っていく
として、一定年限使うのだったらこのぐらいのコストが
今後見込めるよというのはわかると思うのです。例えば
他者でシステムを新たに導入してランニングコストを計
算するとこのぐらいになるのではないかと。そういった
計算はしてみたことはありますか。 

それはないので、今後やっていこうと思っておりま

す。 

最初に17年の３月に導入したときの価格、３者という
ことですけれども、ここだけ異常に安かったとか、そう
いうことではないですか。つまり、最初にすごく安くシ
ステムを売りますが、その後は自分のところでしか事実
上できませんよということにして販売する手法というの
が、私の専門の会計システムでもよくあるのです。それ
に対応するように、別の業者が自分のところによそでつ
くったシステムを取り込むためのツールを用意していた
りすることがあるのですが、そういうことについて調べ
たことはないですか。 

そこはないです。 

平成17年にそろえた150万の機器の減価償却はもう終
わっていますよね。 

そうですね。 

この10年間のことを考えると、情報系のシステムは急
速に発達しているし、情報インフラが発達しているので、
かつてとは情報のやりとりの仕方が違うと思うのです。
ですから、昔のものに縛られるために非常に高い契約に
縛られている可能性があるのではないかということが考
えられるわけです。ですから、この契約自体を続けるか
どうかということを含めて、少し考え直すということも
あるのではないかと思います。 
平成17年度当時は画像を送るというだけでも大仕事だ

ったわけですけれども、今はこの手の画像を送ること自
体は地中のインフラを使って幾らでもできるので。 

それは検討してみます。 

（分科会長の意見） 
この委員会の守備範囲そのものかわかりませんけれど

も、大もととしてはトータルコストというか、全体とし

て何がいいかという御判断があっての話だと思うので、

他の委員が御指摘の点は御検討いただいて、もしどうし

てもこの形、こちらの今の契約を続けるのが結果として

プラスになるかわかりませんけれども、一応意識的に検

討された上で御判断されるのがよろしいかと思います。

契約自体の処理としても、ぜひ次の契約をするときまで

に判断されて、臨んでいただきたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

【審議案件８】 
審議案件名 ：消防用設備保守点検業務一式 
資格種別  ：「役務の提供等」 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、落札率が極端に低いため。  
発注部局名 ：国立保健医療科学院 
契約相手方 ：旭防災設備株式会社 
予定価格  ： 9,361,440円 
契約金額  ： 3,204,360円 
落札率   ： 34.2％ 
契約締結日 ： 平成 29年 4月 3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、３者応札があり、旭防災設備株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は 34.2％である。 



意見・質問 回   答 

見積もりをとったのは１者だけでしょうか。 もう１者、昨年度に契約した業者に見積もりをお願い

したのですけれども、提出されなかったということで

す。 

10ページの「予定価格の算出手法について」というと

ころですが、こちらは過去に類似実績がある場合で、「複

数者見積の平均や過去の実績を基に算出」とありますけ

れども、複数者見積もりではなくて、今回は１者の見積

金額と前年度の契約金額の平均で算出したと。この見積

もりを出した業者が極端に低い価格で入札したというこ

とですね。 

 そうすると、見積もりの信憑性というのがかなり怪し

い気がしてくるのです。あるいは、企業努力で入札額を

下げたということももちろん考えますけれども、国立保

健医療科学院としての見解はどうですか。 

仕様については前年度と変わっておりませんでした。

それで、落札した業者に、何でこんなに低い価格で入札

したのかと聞きましたところ、ぜひとも落札したかった

ので低い金額で入札してきた。業者としては当院の実績

が欲しかったのかなと思いました。 

前年度はこちらの業者ではなかったのですか。 ３番目の金額で入札してきたＡ社が前年度の落札業

者でありました。 

参考見積もりをここの業者から徴取しようとしたの

は、どういう理由からですか。 

過去に当院の消防設備の点検をした実績がある業者

で、毎年入札に参加している業者でありました。 

例年も１者応札ではなくて複数者の応札があって、落

札できなかったところの１つが今回の落札者の旭防災設

備さんだったということですか。 

はい、そうです。 

毎年多分同じようなことを、法定点検ですか、法定か

わかりませんけれども、実際の作業を人工計算的に積み

上げると大体これに近似した金額になるのか、これ自体

が適正かどうかの検証はできないものなのでしょうか。

参考見積もりによらずして、別のやり方、あるいは見積

もりをとるにしても人工から積算するような。 

こちらの消防設備の点検についてはほとんどが人件

費だと思いますので、そういった消防設備士の資格があ

る人の単価をもとに算出することは可能であると思い

ますが、そこまではやっておりませんでした。 

人工計算ができそうな気がしますね。それぞれの項目

に関して「一式」と書いてあるのだけれども、それの内

訳はないのですね。 

参考の見積もりに関する内訳ですね。 

少なくとも過去もこれに近い金額で実際にやられてい

るので、それの考え方がストライクというか、ほぼ納得

がいくのか。 

参考見積もりの一式の内訳は特にございません。 

この消防の点検というのは、１回何日ぐらいかけてや

るのですか。 

１週間程度です。 

何が適正かがわからないから何とも言えないのですけ

れども、結果的にこの事案はたまたま競争性が働いてこ

うなりましたけれども、それで結果オーライなのか、本

来的にこういうものなのかがちょっと判断がつかない。 

 

すごく大ざっぱに見ると、おおよそ 800万だから、800

万だと専門職の人工を１人５万円ぐらいで考えると 160

人／日で、２回だから１回が 80人／日で、１週間という

ことで５日間かけてやると１日当たり十数人、すごく大

ざっぱな計算ですけれども、つまり十数人が一斉にわっ

とやってきて１週間やるという話ですよね。 

そうです。当院の庁舎は、本館と別館と寄宿舎と倉庫

で延べ床面積が約３万平方メートル以上ございますの

で、広さからすると結構な人工が必要かと思います。 

労働者派遣でないので、最低賃金等を根拠とするもの

ではないし、専門家だからもともと高いと考えられるけ

れども、清掃などの業種とも違うから、根拠とするもの

が何かあるのか、要するに何が適正かのつかみがないと

何とも言えないですね。 

 



見積もりのとり方を少し考える必要があるかもしれな

いですね。 

 

ちなみに、来年の予定価格はどの様に積算するのか、

今現在のお考えはありますでしょうか。 

同じように、複数者から見積もりを徴取して予定価格

を積算したいと思っております。 

（分科会長の意見） 
この事案としては代々こうされてきたということです

し、参考見積もりをもとにすること自体が不可ではない

と思いますけれども、現にこういう差がある契約になっ

ていますので、どこかの時点で、できれば次に発注する

までに、この内訳の正当性というのでしょうか、人工に

単価をかけることで、もし検証ができるのであれば、作

業量についての情報をもらった上で、金額全体について

適正かどうか、１度検討されて、もしこれでよしという

ことであれば、１度立ちどまって見直していただけると

いいのかなと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件９】 
審議案件名 ： 医薬品及び医療機器の費用対効果評価における住民基本台帳を用いた無作為抽出に基づく支払い

意思額測定に関する調査業務一式 
資格種別  ： 「役務の提供等」 A、B又はCランク 
選定理由  ： 総合評価落札方式を実施している案件中、1者であり、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 ： 株式会社アンテリオ 
予定価格  ： 34,688,184円 
契約金額  ： 26,676,000円 
落札率   ： 76.9％ 
契約締結日 ： 平成 29年 6月 1日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、1者応札があり、株式会社アンテリオが契約の相手方とな

った。落札率は 76.9％である。 

意見・質問 回   答 

 変更契約のところは概要書に記載のとおりという御説

明でしたけれども、基本的には発注者側の事情であっ

て、業者さん側には全然落ち度や原因はないという理解

でいいですかね。 

そのとおりでございます。 

 補足させていただきます。 

 本件につきましては、本省の保険局と調整をとりな

がらやっているのですけれども、65ページの変更契約

の理由にも示させていただきましたけれども、当初、

中央社会保険医療協議会の専門部会でこういう調査が

必要だということで、医薬品とか医療機器等の費用対

効果を採用するに当たってこういった調査の結果も参

考にしましょうということで実施が決定されて、保険

局医療課と調整しながらやりましょうということで、

入札をかけ、業者を決めて、契約を締結したところで

す。 

 履行期限については、中間取りまとめを夏ごろに出

すということで７月末を当初予定しておりましたけれ

ども、専門部会の議論の中で意思額調査の実施につい

ていろいろな御意見が出たということをお伺いしまし

て、保険局から中間取りまとめが延期されたので、履

行期限を延期して、業務を一端ストップしてください

という話があり、当初の調査スケジュールを見直さざ



るを得なくなりまして、契約期間を変更したという実

情がございます。 

先ほどの調達概要書の最後の２枚目のところに、１者

応札になった状況ということで記載があるのですが、そ

の理由の中で、調査体制を整えることができなかった、

要員不足で調査の実施が困難であるということが書か

れていますね。今、御説明いただいたようなことで、調

査が当初予定していた６月からの２カ月間で実施でき

なくなったといったときに、もう既にアンテリオさんと

は契約をしているのですが、その契約書の内容で一度契

約を破棄して、再度、入札をすることはできなかったの

でしょうか。つまり、時期が変われば、応募を辞退した

他者に応札の機会が生まれたのではないかということ

が考えられるのですが、今の契約書では無理だったので

しょうか。 

それも考えたのですけれども、この契約を締結して

から受託者がもう業務をスタートしておりました。住

民基本台帳から無作為に抽出するという調査ですが、

業務をもう進めているという状況でもありましたの

で、再度入札をかけてというのは困難なのかなという

判断に至っております。 

総合評価落札方式ですが、技術点と価格点の配分はど

のように決めたのでしょうか。何か基準というか、そう

いうものはあるのでしょうか。 

評価基準につきましては資料の60ページのとおりで

ございますが、得点の配分については、従前どおりの

契約に従って行いました。 

見積もりは２者からとっていますよね。Ａ社、Ｂ社と

あって、アンテリオさんとＢ社ですけれども、Ｂ社は仕

様書を手交した業者には含まれているのですか 

Ｂ社も仕様書をお渡ししております。 

でも、見積もりもつくれるのだけれども、応札してこ

なかった。こちらは能力的な問題ではなくて、時期的に

要員不足と。 

詳細までは確認できておりませんが、辞退の理由と

してＢ社は体制を整えることができないという理由だ

ったと思います。 

この種の専門的知識を持っている業者というのは、極

めて限られていると思ってよいのでしょうか。要員不足

で辞退というところはあるでしょうけれども。 

資料５ページの仕様書の５番に記載がある専門的知

識及び要件ですが、具体的な事業者の数は把握してお

りませんが、多くはないと思います。 

（分科会長の意見） 
 結果としては１者応札の案件でしたけれども、特段、

プロセスにおいて指摘申し上げることはないものと思い

ます。一般的なことになりますけれども、より競争性を

発揮されるように、仕様のつくり方とか周知の仕方等に

ついて、引き続き工夫していただけたらと思います。 

ありがとうございます。 

【審議案件１０－１】 
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）の費用対効果評価における再分析業務 
資格種別  ：「役務の提供等」 A、B又はCランク 
選定理由   ：総合評価落札方式を実施している案件中、業務内容の特殊性の観点から、調達方法の妥当性ついて

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 ：学校法人聖路加国際大学 
予定価格  ：9,542,875円 
契約金額  ：8,000,000円 
落札率   ：83.8％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 3日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、1者応札があり、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 83.8％である。 

【審議案件１０－２】 
審議案件名 ：植込型脳・脊髄電気刺激装置（アクティバRC、バーサイスDBSシステム、Brio Dual8ニューロス

ティ 
ミュレータ）の費用対効果評価における再分析業務 

資格種別  ：「役務の提供等」 A、B又はCランク 



選定理由   ：総合評価落札方式を実施している案件中、業務内容の特殊性の観点から、調達方法の妥当性ついて
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 ：国立大学法人京都大学 
予定価格  ：9,731,875円 
契約金額  ：8,000,000円 
落札率   ：82.2％ 
契約締結日 ：平成 29年 4月 3日 

（調達の概要） 
一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、1者応札があり、国立大学法人京都大学が契約の相手方と

なった。落札率は 82.2％である。 

意見・質問 回   答 

この２つの案件を抽出した理由は事務局を通じて聞

いていると思います。資料Ⅰ－１の51ページをご覧いた

だきますと、今ここで抽出したのが２番と３番、最初の

２つを抽出させていただいているのですが、２番以降、

次のページの13番まで同じような案件で、費用対効果に

関する再分析の業務ということで発注しているわけで

すが、全て一般競争入札の総合評価落札方式であり、予

定価格、契約金額、落札率、そして応札者数を見ると、

順番にいきますと、例えば契約金額が800万、800万、１

つ飛んで600万、600万、１つ飛んで500万、500万、それ

で400万、400万、400万、次のページですが400万、予定

価格に対する落札率も一定、全てが１者応札。これが偶

然とは思えないわけです。 

 業務内容の特殊性から、契約の方式というか、相手方

の選び方に関して何か御苦労されている点があるので

はないかと思って抽出したわけです。１つ１つの案件、

つまりＣ型慢性肝炎の話とか電気刺激装置の話ではな

く、トータルとしてお話をお伺いしたいと思ったので

す。何か説明はありますでしょうか。 

今回の調達に関し同様のものが12件ございますが、こ

の調達全てを一本化できるかどうかの検討をいたしま

したが、それぞれの対象疾患あるいは対象技術に固有の

専門性が必要であるために、全ての対象品目について実

施が可能な研究教育機関が限定的あるいは存在しない

可能性があることで、調達を一本化せずに個別の対象品

目ごとに実施することが望ましいと判断をしたもので

す。 

 ただし、同一の対象疾患あるいは同一の機能区分のも

のについては調達をまとめて行っております。 

 それに加えまして、再分析の対象となる品目について

は、対象品の製造販売業者の指定する競合品目について

も利益相反のない事業者を選択する必要がございます。

こちらは中医協の部会における議論において、再分析の

実施に当たっては利益相反に関する規定を定め、再分析

グループの構成員はこの規定に従って再分析の実施に

参加することが平成27年に議論されております。 

 こういった事情もございまして、これらの調達を一本

化した場合に、利益相反が多くの製造販売業者に及ぶこ

ととなるため、入札可能な研究教育機関が限定されてし

まうおそれがあると思いましたので、それぞれの調達を

分けて実施しているところです。 

今、御説明いただいたことは至極ごもっともだと思い

ますので、是非ともそれでやっていただければと思うの

ですが、一番の問題点は１者応札が続いているというこ

と、つまり競争性が働いているのかということだと思い

ます。それに関して何か説明はございますか。 

再分析という分野の研究者が日本で非常に少ないと

いうことが１つ挙げられると思います。先ほど申し上げ

ました利益相反の関係もございますし、専門性の分野も

ございますので、どうしても１者になってしまうという

のは想定されると思うのですけれども、再分析をやるグ

ループが大学等のアカデミックグループという縛りが

ございますので、仮に民間が入っていいという枠組みに

なれば、もう少し増えるのではないかというのは思うの

ですけれども、現状、やった限りでは１者しか手を挙げ

てこないということですので、なかなか厳しいのかなと

いうのは感じております。 

ただ、このまま１者というのも契約上としては疑念と

いうか、好ましくないと思うのですが、かといって、ど

うしたら複数者が応札に参加していただけるのかとい

う観点では、研究者を育てるとか、そういった別の問題

も含んでいると思うので、現状として、なかなか難しい

のかなと考えているところでございます。 

専門の研究者から見て、この領域はこの大学だよなと 以前、研究レベルで、例えば肝炎の研究をされている



いう、調達とは別次元で、落ちつきというのでしょうか、

結びつきみたいなもの、納得感というのはあるものなの

でしょうか。 

とか、脳神経系の研究をされているような方が担当され
ていますので、何もないところからやられるというより
は、そういうバックグラウンドがある中でやられている
と思っております。 

どういう観点かというと、本当は大して専門性はな

い、大学だったら大体対応できるけれども、すみ分けみ

たいな形が何となくできてしまっているのか、それなり

に皆さん得意なところを応札してきている、要するに研

究者の中でこれだったらこの大学だから、この大学がエ

ントリーするなら控えておこうかみたいな、本当の意味

でそうなっているのか、どちらなのか。どちらでもない

のかしれませんけれども。もし改善的なことがあるのだ

とすれば、その辺の分析もあってもいいのかなと思いま

した。 

それぞれの案件で落札者がここに落ち着いたことに

ついて、分析というか、評価というのは、一応案件ごと

にされているのですか。要するに、現状をどう見るかで

す。基本はそれほど特殊でないから、大学のこういう薬

学系のことをやっている大学だったら、どれでもやろう

と思えばできるような類いのものなのですか。 

薬学系の中でも非常に特殊な領域でして、日本でも専
門家か少なくて、何とか手分けをしてやっているという
状況です。 

事務局の方に聞きたいのですが、この案件は随意契約
は無理なのですね。 

公募ですかね。いきなり随契というわけではなくて、
まず、ステップとして公募をしてみて、１者であれば随
契というのが我々ふだん考えるところかと思います。随
契でやるにしても、その理由の整理はしっかりやってい
かないと、それは対外的にも説明が必要だと思いますの
で、そういったことを考えると、公募をやってみるとい
うのが１つの方法かもしれないと思います。 

そういうこともあるようですので、今後、検討してい

ただければと思います。あわせて先ほど御説明いただき

ましたけれども、より競争性が働くような方法を少し考

えていただくということをお願いすればよろしいので

はないでしょうか。 

 

（分科会長の意見） 
その可能性も含めて御検討いただければと思います。

まとめとしては、今の委員の発言にかえさせていただき

たいと思います。 

ありがとうございました。  

 
 
 

 

審議は以上で終了しましたが、その他何かございます

か。 

 ないようでしたら、最後に事務局から連絡事項等が

ありましたらお願いいたします。 

事務局から１点御報告させていただきます。 

 前回、第１回の第一分科会にて御審議いただいた国立

療養所大島青松園の社会交流会館の改修整備２期工事

についてです。 

 本件は、初回の入札で予定価格との差が約4,700万円

あった案件でございまして、３回目の応札で落札率

99.8％で落札をしたという状況です。 

 初回の入札額と予定価格の開きが相当あって３回目で 



 すとんと落ちたという状況があって、何か不自然な感じ

がするという御指摘をいただいていたのですけれども、

悪天候で船の運行ができなくなった関係で、委員会の当

日、担当者が出席しなかったので詳細が聞けなかったと

いう案件でございます。 

後日、事務局から大島青松園に状況を確認した結果で

ございますけれども、特に予定価格を漏らすようなこ

と、類推されるようなことも、入札のその場において見

受けられないという状況でございましたことを御報告

申し上げたいと思います。 

何か御質問等があれば、おっしゃっていただければと

思います。 

（質問等、特になし。） 

 

  

 

 

 

 

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７９６
５） 


