
平成２９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２９年１２月２７日（水） 厚生労働省共用第８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 ７月１日～平成２９年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０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 １０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 ：国立療養所沖縄愛楽園ボイラー更新整備工事 

資格種別  ：建設工事－管工事（B又はC等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。  

発注部局名 ：国立療養所沖縄愛楽園 

契約相手方 ：株式会社沖縄ボイラエンジニアリング 

予定価格  ：32,918,400円 

契約金額  ：28,404,000円 

契約率   ：86.29％ 

契約締結日 ：平成29年7月18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、株式会社沖縄ボイラエンジニアリングが契
約の相手方となった。落札率は 86.29％である。 

 

意見・質問 回   答 

85ページの入札状況調書なのですが、落札者が2,630万で、

落札できなかった者が4,200万と、実に金額の差が大きく、

1.6倍もの開きがあります。こういうことは割と頻繁にある

ことなのでしょうか。 

工事によってですが、倍ぐらい違う場合もありますので

極端に差が開く、また1回目、2回目で何千万と応札金額が

下落するということもケースとしてあります。 

今回、応札者は 2 者ということでしたが、もう少し応札者

があって競争性が働いてもいいのではないかという気がし

ます。業者を集めるための何か対策というものはあったので

しょうか。 

今回、ホームページの掲載、沖縄県内の建築関係の新聞

の広告、あとは県内での広告ということで、特に個別に電

話での呼びかけなどは行っておりません。ただ、沖縄県が

閉ざされた市場ですので業者数がそれほど多くないという

実態もあります。 

低入札価格調査案件ということで審議対象に抽出されて

いるのですが、予定価格の算出の方法について少し説明いた

だけますか。 

予定価格については愛楽園、また会計課施設整備室の

協力を得ながら算出をしております。 

参考見積等は利用していないということになるのでしょ

うか、個々の単価などのレベルにおいても。 

当初、予算要求をする時に業者から参考見積は徴取いた

しまして、それをもとに施設整備室と協議を行ったところ

です。 

整理すると、予定価格そのものの算出に当たっては結

果的に参考見積の時の単価が使われているのか、それと

は別の単価を用いているのでしょうか。 

ちなみに、予算要求のために参考見積を取得された業

者さんも、併せて説明いただければと思います。 

予定価格を作るに当たっては72ページからの表で、予定

価格の算出の基礎資料を作っております。参考見積ですが、

当該応札した業者、沖縄ボイラエンジニアリングからも資

料は徴取していると思います。 

また、今回の予定価格の算出につきましては、予算要求

 



の時に参考で取った見積りは利用しておりません。今回積

算するに当たり、新たにメーカー3社から見積りを取って、

その最低価格にヒアリングをした査定率を掛けてボイラー

本体の機器の値段としています。その他に関しては、刊行

物が利用できるものであれば刊行物の平均値、労務費に関

しては国土交通省で出している公共工事の積算基準、こち

らに則って労務費を算出します。共通費も国土交通省で出

しています率を参考にして算出をしております。 

そうだとすると、落札金額と予定価格で何が大きく乖離し

ていたのか分析されていらっしゃるのでしょうか。 

低入札価格調査のヒアリングの結果にも一部書かれてい

るのですが、今回の工事はボイラー本体の価格が大半を占

めているということで、メーカーに参考の査定率などを聴

取しています。今回、落札した業者が当該メーカーと取引

がかなりあるような回答をしていますから、当方の査定率

より低い査定率で入手したのではないかと感じておりま

す。 

それで、どのぐらい違ったと分析されていらっしゃいます

か。 

今、ちょっと記憶にないものですから、また後日、返事

でもよろしいですか。 

はい。 

資料の 68 ページからは予定価格の内訳となっています

が、当該内訳の 72ページと、落札した業者の見積りの 90 ペ

ージ、これは対応していると考えてよいのでしょうか。72

ページの配管用炭素鋼鋼管と 90 ページの配管用鋼鋼管、こ

れは対応していると考えていいのですか。 

はい、そうです。 

金額が随分、違っているように思うのですが。 72ページのほうは、単価が炭素鋼鋼管の単価になってい

ます。90ページのほうは材料のみの単価になっていて、労

務費のほうは92ページの配管工費で、ここに計上されてい

ます。単価を個々で見ると、ちょっと金額の差が大きくな

っているように見えます。 

先ほど他の委員から質問があった予定価格と落札金額の

乖離がどこにあったのかについて、この資料からでは読み取

れないものなのですか。今の質問の中で、例えば74ページは

予定価格の積算でボイラー1基が487万円とあって、業者さん

の見積書だと多分、対応する行が93ページになるのでしょう

か。改めて確認の上でと、言われたのですが、これでは読み

取れないものなのですか。 

74 ページのほうの内訳でいきますと、労務費が入って機

器の単価に入っている部分もあるように見受けられます。

ちょっと、根拠を見て比較しないと、これではちゃんとし

た説明ができないかと思っております。 

予定価格の内訳は487万円で、契約金額の内訳は477万円に

なっているが、この金額の中にそれぞれ工賃が含まれている

のか、いないのかということですか。 

74ページの内訳を見る限り、蒸気ボイラーは 487万円と、

台数制御盤 74万 3,000円、多分これは機器のみの単価にな

っているのだと思います。その下に搬入据付費があります

ので労務費が別になっている。ところが、全自動軟水機な

どの付属装置、これが今、内訳を見る限りでは、機器単体

の値段になっているのか、労務費込みの値段になっている

のかが分からない状況ですね。 

ただいまの説明としてはそのように承りましたが、これは

改めて御報告いただいたほうがよろしいですか。 

 

はい、お願いします。  

（分科会長の意見） 

この案件については、現時点においては特にありません。 

 



【審議案件２】 

審議案件名 ：受電棟整備工事設計業務委託 

資格種別  ：建設工事の建築関係コンサルタント（A又は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、1者応札であるため。  

発注部局名 ：国立療養所星塚敬愛園 

契約相手方 ：株式会社プランディー 

予定価格  ：4,834,080円 

契約金額  ：3,996,000円 

落札率   ：82.66％ 

契約締結日 ：平成29年6月2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、株式会社プランディーが契約の相手方とな
った。落札率は 82.66％である。 

意見・質問 回   答 

１者応札になった要因について、2ページの 6 の③、熊本

震災以来、確実に仕事の受注が増えたとあります。これは震

災の復旧工事等でということですか。 

復興工事に絡んでだと思います。熊本だけでは賄い切れ

ないようで、鹿児島からも受注に行っている。それから、

鹿児島自体に、かなり台風災害などがあり、そちらの復旧

工事もあって、応札業者自体の数が限られることと、今回

は設備設計に係る案件でして、設備設計自体を専門に扱う

設計コンサルタントというか、そちらの数がやはり少ない

という感触は得ています。 

声かけも行ったということですが、業者さんが手一杯にな

ってしまっているということについて、もうちょっと情報が

早めに入っていなかったのかな、もう少し早くスタートを切

れば手を挙げる方もいたかなと感じるのですが。 

そうですね、やはり鹿児島県内に本社、支店があるとい

うことで入札しているのですが、やはり鹿児島だと限られ

てしまうのかなというのが正直です。鹿児島市内でしたら、

まだ建設コンサルタントの数はあると思うのですが、やは

り高速を使うなりフェリーを使って移動しないとならない

というと、最低市内から2時間かかるというのが、ある程度

ネックではないかと。 

ハンディキャップがあるということですね。 はい、そう思います。 

確認ですが、この入札の参加条件は今の話の建築工事の建

築関係コンサルタントA又はBランクと、鹿児島県内だけだっ

たのですか。 

総合評価になりますと、過去の実績等を問うものですか

ら、今回、発電機が500KVAの発電機を予定しており、その8

割の400KVAの発電機の設計実績があるということを条件に

しています。 

その条件を重ねると何者ぐらいが対象になったのでしょ

うか、それは調べていらっしゃいますか。つまり、入札の母

集団はどれぐらいかということなのですが。 

募集する段階では何社ぐらいというのは出していないの

ですが、通常、発注する数量とかに対して7割から8割ぐら

いの規模の数量といいますか、規模を想定して条件を出す

というのが今までの通例といいますか、条件として使って

おります。 

いや、今までの7割から8割が適切なのか6割が適切なのか、

これは多分議論がある話で何とも言えないと思うのですが、

もともと参加する資格のある人が鹿児島県内にどれぐらい

あったのかというところは調べていらっしゃらないのです

ね。 

そこまでは調べていません。 

今後の対策として宮崎県の業者も入札に参加できるよう

にするといったことが記載されていますが、宮崎を対象にし

て実際に参加することができる社は何社ぐらいあるのだろ

うかという推計、つまり当たりを付けておかないと同じこと

の繰返しになるのではないかと思うのですが。 

通常ですと、今までの入札のやり方も同じようにしてい

たのですが、数社は必ず入札に参加していた状況でした。

今年度、この発注が一番初めの案件になるのですが、これ

をやったところ1者しかいなかったというところで、今後は

エリアの範囲を広げて入札を実施するという判断をしたと

ころです。 

つまり、これまで何者あったとか、今回1者しかなかった

というのは結果論なので、そもそもやり方として何者ぐらい

が対象で、場合によっては例えば震災の理由、そういう理由

で皆さんお忙しくて１者の応札になってしまったというの

 



は仕方のないことだと思います。問題はどのぐらい対象者が

いて、公平性を保つことができるような入札を行ったのかと

いうことが多分問題だと思うので、そこが問われると思いま

す。参加条件を定めた時に、今までも8割緩めましたから広

げましたと。広げたけれども結局、それで応募者数と母集団

が変わらなかったら意味がないわけですよね。多分そこが問

題ではないかと思います。 

先ほど話があった過去実績というのは、仕様書に記載があ

るのか、それとも入札公告に載せたのか、どこで読み取った

らいいでしょうか。過去の実績を要件にしているというとこ

ろは、資料のどこを見ると分かるのでしょうか。 

仕様書の8ページの③に「次を満たす施設の設計業務実

績」ということで記載しています。 

何を申し上げたいかというと、例えば業界新聞に載せた内

容では実績のことについては触れていないですよね。結果的

に、仕様書を手交した業者さえ1者なものですから、それを

見て当該条件を満たせなくて諦めたというよりも、もっと手

前の段階で別の理由で他の応札者がいなかったのか、あるい

は別の何らかの情報等で、そういう実績が必要ということが

伝わっていて、それが影響した可能性があるのか、どちらな

のかと思いまして。 

入札公告は3ページにありますが、右下のところに国立療

養所星塚敬愛園とございますけれども、書いている内容の

とおり非常用発電機更新とオイルタンク新設の設計・入札

ということで、細かい条件等は記載しておりません。仕様

書の内容は、問合せをいただきまして交付場所に取りに来

た段階で初めて知り得る情報なので、入札公告を載せた段

階で諦めたということはないかと思います。 

事実上の問合せも1者だけということですか。 はい、そうです。 

例えば、入札書は持参だけなのですか。電子入札とか、可

能なのですか。資料を見たところ、応札者は紙で入札書を提

出していますかね、今回は。 

そうです。 

 今回、それが影響したかどうか分かりませんが、提出方法

の選択というのは意識的にされたものなのですか。紙での持

参だけですかね。 

すみません、確認させてください。 

資料の23ページには特段、記載がないようですね。 事務局からです。資料21ページの入札公告に「本業務は

提出資料、入札等を紙入札方式により行う」と記載があり

ますので、電子入札では実施していないと思います。 

23ページを見ると入札書は持参することになっていて、郵

送での提出も認められていないようですが、意図的にそのよ

うにされたのでしょうか。 

意図的ということではなく、今回この工事が今年度初め

ての案件でして、この入札の公告をする前の段階で電子入

札システムでの調達を試みたのですが、上手くできなかっ

たこともあり、紙の入札方式のみに変えた次第です。 

あと、郵送を排除したのは意図的ですか。 意図して行ったものではございません。 

今回の結果と因果関係があるかは分かりませんが、どの範

囲に参加資格を設定するか、もう少し慎重に目配せしてお決

めになったらよいのかなと思うのですが、ほかに何か視点は

ありますでしょうか。 

 

鹿屋は遠いですから、なかなか行きたがらないというのは

あるでしょうが、入札参加表明書も受領期限とありますが、

これは実際に行かなければいけないのですか。 

提出のために来てもらいます。 

なおかつ、入札書も提出するために行かなければいけない

という条件を重ねてしまうと、やはり参加しにくくなってし

まうというのは、他の委員がおっしゃるとおりだと思いま

す。 

 

（分科会長の意見） 

 意図的でないなら、なおさらなのですが、できるだけ競争

に参加しやすくなるように、いろいろなところに目配せして

工夫をしていただければと思います。具体的な内容は先ほど

申し上げたとおりなので重ねてはお伝えしませんが、少し工

夫していただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：利用者居室空調機（GHP）オーバーホール 



資格種別  ：役務の提供等（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、1者応札で契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：国立障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局別府重度障害センター  

契約相手方 ：日本空調サービス株式会社九州支店  

予定価格  ：23,287,696円 

契約金額  ：19,872,000円 

契約率   ：85.3％ 

契約締結日 ：平成 29年 8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、１者応札があり、日本空調サービス株式会社九州支店が契約

の相手方となった。落札率は85.3％である。 

意見・質問 回   答 

確認ですが、入札の当日以前に何か競争参加資格の確

認とか必要な手続はないのですか。入札説明会の後は入

札当日までは特に業者さんは来庁する必要はないという

ことでいいのでしょうか。 

公告を 7 月 31 日に出したのですが、8 月 24 日を競争参

加資格確認関係書類の提出期限としております。資格審査

結果通知書の写しや業者のパンフレットや納税証明書など

をこの日までに、郵送でも、電子調達システムを利用して

の提出でも可としております。当該書類により入札参加の

可否を決定した上で、入札書の提出をお願いしております。 

参加可能と判断されたのが2者で、うち1者は当日参加しな

かったということでいいのですか。 

はい、そうです。 

期限までに競争参加資格確認関係書類を提出することは、

書類上ではどこに記載されていて、どう伝わるものなのです

か。 

資格審査結果通知書、会社の履歴書、誓約書、保険料納付

に係る申立書が確認できる書類等をそろえていただき、提出

期限までに提出することを入札説明書に記載しております。 

この資料には添付されていないということですか。 すみません、添付しておりません。 

今回の入札説明会に参加した業者が2者ということで、最

終的に1者応札になったということですが、分析としてはお

盆が重なったためではないかということですけれども、仕様

書を手交した業者5者に対して、何か他の要因があったのか、

お盆が原因なのか、実際に入札に応じられなかった事情を調

査しているのでしょうか。というのは、何か原因があったと

したら、次に１者応札を改善するための資料として。 

今回、GHPのオーバーホールということで、かなりの部品

を調達してから、それを現行のものと入れ換える業務になり

ます。説明書を交付した者に「どうして入札できないのです

か」と後日聞いたところ、余り大きな業者ではなかったので

すが、自社で分解する際に、持っていない工具が必要になる

ことが分かったとか、また別の業者は、今回はＡ社製のもの

なのですが、仮に落札した場合に、その後のメンテナンスが

できるかどうかが分からないから、諦めたという話は聞いて

おります。 

そのような理由であれば、当該機械に対して分解清掃がで

きるような実績や、今後も同じ工具を使ってやるとか、Ａ社

とのメンテナンス関係が保てるとか、ある程度しぼられてく

ることになるのですよね。別の時期にずらしたところで、応

札者を大勢確保できるようになるかというと、少々難しいか

もしれないという課題を残してしまうわけですね。それは今

後、何か改善する方法を考える必要があると思います。 

 

それと1者応札との因果関係は分かりませんが、入札説明

書の交付方法について、入札公告には特段、明記されていな

いようなのです。今日の他の審議案件を見てみると、入札説

明書については、交付期間を設けて、「必ずしも入札説明会

に来なくても一定の期間は渡しますよ」といった趣旨の記載

がある入札公告が幾つか見られるのですが、今回の案件のそ

れを見ると、そこが少し曖昧に記載されているけれども、説

明会に来なくても交付を受けられるということは、説明する

までもなく自明なのでしょうか。今回の資料だと8ページに

入札説明書の交付場所等がさらりと記載されていますが、い

つまでに渡すとか、いつ渡すということは、ここからでは必

ずしも読み取れません。8月3日の説明会の会場のみではなく

て、先ほど、5者という話があったのですが、何らかのアプ

ローチがあれば渡すということなのでしょうか。 

今の話を聞いて、確かにそのように受け取られても仕方が

ないと思ったところです。実際は、アプローチがあれば入札

説明会の場でなくても、郵送や電子媒体での配布もやってお

りますので、次回、入札者を少しでも増やす、あるいは説明

書の配布を多くするためには、入札説明会の場のみの配布と

受け取られかねない記載ではなく、入札説明会に来なくて

も、いつからいつまで交付しますということを記載したいと

思います。 



入札公告が7月31日で入札が8月29日という、この時期は、

何で決まったのですか。 

今年度が始まりまして、仕様書を作成いたしました。仕様

書の作成業務に慣れていないこともあって、若干時間がかか

ってしまった感はありますが、その後、公共調達委員会の審

査を 7月に受けて了承をいただいたので、公告を出したとい

うことです。 

これはガスヒートポンプで、冷房もやっているのですか。 はい。 

冷房が必要な真っ盛りに工事をしたのですか。 物にもよりますが、部品の納入が発注から 2～4 か月程度

かかるので、オーバーホールはまだ始まっておりません。 

なるほど、そういうことですか。 受託者が部品を発注して、2 月ぐらいから開始できそ

うだということなので、部屋をまとめて全部を 1 度にや

るのではなくて、ユニットに分かれておりますので、範

囲をずらしながら実施する計画です。 

今回の応札者の対象は大分県には限定せず、九州とお

っしゃいましたよね。 

九州・沖縄地域での競争参加資格を持っている業者を対象

にしています。 

見積りを取っているのがＢ社、Ｃ社ですね、もちろん、先

ほど説明がありましたが、機械によってメンテナンスができ

る業者とできない業者が当然出てくると思うのですが、ここ

のＢ社の営業所に、どういった所がメンテナンスできるかと

か、何社ぐらいあるかというのは確認したのでしょうか。彼

らは卸しているわけだから分かるはずですよね。 

何社かというのは確認していないのですが、正直なとこ

ろ、この入札をやるときに、Ａ社しか入札者がないのではな

いかと逆に思っていたぐらいなのですが、それをＡ社に「実

際そうなのですか」と聞いたところ、「卸していますので他

の所でもできます」と言われております。 

だから、その会社がどのぐらいあるかという話です。 その数はちょっと確認しておりません。 

Ａ社の直営でなければできないことは多分ないわけで、設

備会社であればできる。しかし、Ａ社の機械を扱っていない

設備会社であれば、メンテナンスができないわけですよね。

だから、こういう機械が、メーカーからどこへ卸されている

のか、それがどのくらい応札してくれそうなのかを確認して

おくのは1つの方法かと思います。 

はい、分かりました。 

ちなみに、オーバーホールというのは何年に1回なのです

か。毎年やっているのですか。 

いえ、毎年ではなくて、設置が平成 17 年になっておりま

して、10年過ぎて、運転時間にもよりますが、4 万時間を過

ぎると、そろそろエンジンの部品の取り換え等を勧められる

ということです。 

つまり、初めてということですね。 はい、そうです。 

オーバーホールに関しては前例がないということですね。 はい。 

（分科会長の意見） 

 １者応札ということで抽出された案件ですが、プロセスに

おいて特段、不適切であったことはないと思うのですが、よ

り多くの方が参加できるように、時期であったり、あるいは

積極的な働きかけであったり、工夫の余地がありそうですの

で、今後に活かしていただければと思います。あとは、担当

者としては初めて経験する調達かもしれませんが、他の役所

の案件と情報共有するなど、オーバーホールは10年に1回か

もしれませんが、役所全体としては相当数あるでしょうか

ら、この案件だけではありませんが、何か工夫の余地がある

かどうかも、検討いただければと思いました。 

ありがとうございました。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：東北厚生局業務用車両2台の交換購入一式 

資格種別   ：物品の製造又は販売－車両類（A,B,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者応札であるため。 

発注部局名 ：東北厚生局 

契約相手方 ：宮城日産自動車株式会社 

予定価格  ： 6,567,600円 

契約金額   ： 6,480,000円 

落札率   ： 98.67％ 



契約締結日 ： 平成 29年 8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、宮城日産自動車株式会社が契約の相手方と
なった。落札率は 98.67％である。 

意見・質問 回   答 

 今回、東北厚生局の秋田事務所と福島事務所で各１台、

合計 2台の車を同時に 1か所で調達していますが、離れた拠

点の車を１か所で調達しなければいけないという、何か決ま

りがあるのでしょうか。それとも今回の判断はたまたま 2台

を 1か所で調達することになったのですか。 

 もともと東北管内の各県事務所については全て平成 24

年に、ワゴン車を一括で購入していて、今回の交換購入ま

では宮城以外は 5 事務所とも使用していたという状況で

す。今回、別々に各県ごとに入札を実施することも検討し

たのですが、事務所では今のワゴン車に満足していること、

また、現在保有している車で大きな問題は生じていないこ

とから、積極的に事務所ごとに仕様を分ける理由に乏しい

と考えて、入札手続きの煩雑化を避けることも考慮し、本

局で一括して入札を実施したということです。 

そうすると、各県ごとに分けて入札を実施することも可能

ですか。 

入札と契約に関する事務は本局でやりますけれども、秋

田事務所の交換購入、福島事務所の交換購入と、入札を分

けることは可能です。 

なるほど。今回落札したのは宮城日産ですね。これは、秋

田にも福島にも。 

そうですね、秋田とか福島は、福島日産とか秋田日産

とか、その県ごとのディーラーの販売網があると承知し

ておりますが、今回はそちらからの入札参加はありませ

んでした。 

例えば、今回は東北厚生局で入札をやりましたけれども、

分割して2台同時にやらなくてもいいとするのは、手続き的

には大変煩雑になるのでしょうか。 

あくまで事務的なことから言えば、2台をまとめて購入し

たほうが、より安く買える可能性もあるかと思いますし、

分割調達という指摘を受けることもないと思っているので

すが、今回このような結果になったことを踏まえると、福

島は福島、秋田は秋田で入札を実施して地元の事業者の参

加を促すというような配慮があってもよかったのではない

かと思っています。 

結果として、今回は調達コストを安くする、あるいは手続

きを煩雑にしないでコストを下げる意識からやってはみた

けれど、必ずしも良かったかどうかという疑問が残るという

ことですね。 

問題もなくはなかったのではないかと、確かに担当とし

ては思います。 

アフターサービスはどこまで求めているのですか。例えば

宮城日産は、日産としては多分各地にあるのでしょうけれど

も法人格は別ですよね。福島の案件も宮城日産に連絡して、

宮城日産から現地の日産にどこまでやってくれということ

なのだと思うのです。 

そのように引き継ぎはされているとは思いますが、明

確にこちらに連絡があったわけではありません。ただ今

回はリコール問題があったものですから、それについて

は秋田は秋田、福島は福島の店舗で、完成検査に相当す

る検査と 1 年点検を無償で実施するという連絡があり

ました。やはりそういったアフターサービスが受けられ

るということは、官用車を使用するための必要な条件で

あろうと考えていました。 

アフターサービスと言っても、メーカーの責任である

製造者の責任の話と、今回の納入業者の責任は多分別で、

納入業者にアフターサービスを求めるということの意味

合いが何なのかと思いましたので。売主の保証の範囲内

であれば売主が持つのは当たり前ですが、町の整備工場

でも対応できなくはないし、アフターサービスというの

が、必ず自社直営でやらなければいけないというのが本

当に必要なのか。 

 そうだとすると、法人格をまたがって、日産系列とい

うのでは満足できないのだとすると、やはり過大な要求

の感じで、何かあったら、あるときは福島、あるときは

秋田のような対応ができる業者はいるかもしれないけれ

ども、余り経済的にはどうかと思います。 

 賛同いただけるかどうかは分かりませんけれども、む

 



しろ分割発注すべきだったのではないか。判断を誤って

結果として残念でしたというより、本来は分けて発注を

すべきだったのかなと思うのですが、そこまでではない

のでしょうか。 

今までの、やっぱり昔の車の調達はアフターサービスも込

みで、メーカーというかディーラーにお願いするのが一般的

だったのかもしれないけれど、今は例えばエレベーターを買

ったからといって、エレベーターのメンテナンスはその会社

に頼まないですよね。コピー機だってそうですよね。ですか

ら、車だって同じなのではないかと思うのですね。だからそ

ういうアフターサービス込みでとやると、なおかつ広範囲の

2つの県をまたがるということを一括で入札すると、かなり

応札する業者を結果的に絞り込んでしまっていることにつ

ながっているのではないかと言われかねないと思います。 

はい、分かりました。 

しかもちょっと第三の地というか、秋田と福島で使用する

車を宮城の業者が落札していますので。入札の参加資格は東

北というので実施しているのですか。 

そうです。東北になります。 

今回の調達の価格が高めだった、落札率が高かったという

ことは、先ほどの話にもありましたけれども、四輪駆動車の

ハイブリッドという機能面の理由があったと思うのですが、

そういった車が使いやすいとか、使用用途はそういう仕様で

ないと困るということもあると思うのですけれども、東北厚

生局で所有している自動車全てが、四輪駆動車というわけで

はないのですか。 

基本的には、全て四輪駆動車になっています。各県事務

所も四駆のワゴン車に乗っていますし、本局にある2台の公

用車も今は四駆になっています。 

先ほどの説明では、SUVというのは車高が高くてと言って

いましたが、スポーツ車的な形のものかと思うのですけれど

も、そういう自動車ばかりというわけではないのですか。 

はい、本局にあるのはどちらかというとミニバンと

か、ワゴン車という形です。事務所では人員を 5 人ぐら

い乗せて、保険医療機関などへの指導監査業務を行う際

には荷物を持っていく。鞄とか書籍とか、レセプトとか

資料の写し等、場合によってはコピー機とかそうしたも

のも積んで移動します。そういったものを積載して走行

できるだけの荷室、車体の大きさとして仕様に記載して

います。あるいは、排気量のあるエンジンとかモーター

とか、そういったものを備えている車というのが必要だ

と思います。 

また、東北は雪が多い所です。北東北や山形などでは、

雪山を越えて他の地方に移動しなければいけないとい

う事態もあります。そういうときに、運転に慣れた職員

でも危険を感じることがある。まして若い職員だと、必

ずしも運転に慣れている者ばかりではないということ

で、四駆の車両を必要とするというのは、必要な条件だ

と考えています。 

今回の使用目的から考えると、四輪駆動のSUVしかないと。 SUVに必ずしもこだわるものではなく、ワゴン車でもよか

ったのですけれども、ただワゴン車にはハイブリッドの設

定がある車が、私の調べた限りでは見当たりませんでした。

大体四駆の設定がある車で、それなりに人員や荷物が積め

るとなると、Ｌクラスの一部のミニバンですとか、今回の

SUVぐらいしか見当たらないという状況でしたので、事務所

のほうから今、使っている車に準じた性能を持つハイブリ

ッド車となると、私の中で一番近いイメージがあったのが

SUVだったということです。 

分かりました。  

（分科会長の意見） 

予定価格と落札率なのですけれども、もともと、これ

はトヨタのハリアーを想定して予定価格を積算していま

ありがとうございました。 



すね。頂いている資料の 12 ページを見ると、もともと車

両本体価格で 1 割以上高いものを前提に予定価格を積算

して、これは総合評価になれば性能差で、そこが多分イ

ーブンになるように設定していると思うのですけれど

も、今回みたいに日産の一者応札ということになると、

日産としてはかなり得しているというか、割り負けの反

対ですか、有利になっていると思うのです。 

 にもかかわらず、これだけの高落札率だから、もしこ

れで日産を基準に積算していたら、きっと予定価格超過

になりますね。元の値段に 1 割以上差がありますから。

かなり得じゃない買い物をしたように結果としては見え

ます。性能差が生かされなかったことによると思うので

す。総合評価落札方式であれば、やはり性能による競争

が働いて、そこで補正されることで初めてこの予定価格

の積算が正当化されると思うのです。 

 だから何としてもそこは性能差による競争という観点

を、この方式を採用したからには、是非とも他の案件以

上に競争性を働くようにしていただかないと、結果とし

て、すごくおかしな見え方がしていると思います。落札

率が 98.67％ですので、これは日産のもので積算してい

たら明らかに超過だと見えています。仕様の決め方につ

いて、もう少し工夫の余地があるということですかね。   

他には、今回の調達では、離れた 2 地点に基づく調達を

一括でするのがいいか悪いかというのが 1 つのポイント

で、あともう 1 つは、アフターサービスの件だと思いま

す。私の印象的なものは先ほど申し上げたとおりですけ

れども、それが正しいかどうかも必ずしも自信がありま

せんので、今一度、客観的な眼で分析していただいて、

もし今後いかすのであれば自所あるいは他所において

も、この視点を踏まえていただいて、次からの調達に臨

んでいただければと思います。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：新潟空港出張所有症者待機室設置工事に係る工事設計及び施工監理委託業務 

資格種別  ：関東・甲信越地域の建築関係コンサルタントを有する（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、最も落札率が低いため。  

発注部局名 ：新潟検疫所 

契約相手方 ：株式会社福地設計 

予定価格  ：4,758,912円 

契約金額  ：1,425,600円 

落札率   ：29.96％ 

契約締結日 ：平成 29年 7月 31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、株式会社福地設計が契約の相手方となっ
た。落札率は 29.96％である。 

意見・質問 回   答 

提出いただいた資料の中で、それぞれ入札した2者の組織

の大きさが分かるようなものはありますか。 

参考になるとすれば、例えば21ページの資格審査結果通

知書の中の等級ですとか、暴力団条項の誓約書や役員名簿

といったところが参考になるかと思います。あと、委託契

約の実績も参考の1つになるかと思います。 

入国者の有症者の管理ということで、図面を見ると空気感

染対応といった特殊な部屋を設置するということなのです

けれども、これ自体の設計者の選定は金額だけなのでしょう

か。他の方法は考えられないのでしょうか。つまり空気感染

対応の部屋を造る能力を持っているかどうかということの

今回の工事予定ですが延床面積が大体15.6㎡ぐらいで、

延面積が16㎡以上の施設に係る新築又は増築工事というこ

との設計と、そういった設計をしたことがあるということ

で設定しているものです。空気感染に特化しているという

ことよりも、入札説明書の中でこういう設計を考えている



評価はいかがなのでしょうか。 ので、できるということであれば幅広に応募していただき

たいということです。公告をした後に、厚生労働省競争参

加資格のB又はC等級を持っている新潟市近郊の業者に、電

話等をかけて積極的にアナウンスして、入札説明書は12者

に手交しています。 

この種の建物の設計は、空調設備についてよく知っている

とか、しかも感染対策ができる空調設備について知っている

とか、そういう部屋のディテールについて詳しく知っている

とかという経験が必要だと思うのですが、そういうことは一

切関係なく面積だけで、つまり10数㎡といったら建築家は誰

でも入札に参加できるということになると思うのですけれ

ども、どうですか。 

すみません、先ほど15.6と言ってしまいましたが、16.6

㎡でした。 

16㎡と言ったら、建築家は誰でもそうなのですよ。16㎡の

建物は小さいですから、3m×5mぐらいで15㎡ですから。つま

り条件を課していないと同じですよね。応札者を選定する方

法として、そのあたりは話題にならなかったのですか。 

当検疫所の仕様をきちんと満たしてくれるということ

で、仕様書を見てやれるということであれば、幅広に参加

していただいて、可能な限り安く契約していただけるので

あればということで実施しています。 

設計者選定の問題で、よく一番問題だと言われる事例

に落ち込んでいるのではないかと思うのです。つまり設

計者は図面を書けば業務が終了してしまうので、しかも

安い金額であればあるほど、手をかけないで仕事を取れ

るわけです。ですから設計者選定で入札方式というのは

そもそもよくないと言われているのです。 

 ただ、ある程度、普通に建てられる建物であれば、あ

る程度、目をつぶってやれるかもしれませんけれども、

今回のような極めて特殊な建物のときに、安いというこ

とだと、一番安くするということで入札者を選定して設

計者が選ばれたかもしれないけれど、性能が担保されな

い可能性があるわけですね。 

 性能というのは出来上がったときはいいかもしれない

けれど、5 年後 10 年後にちゃんと動くかという長期的な

ことも考えなければいけないので、この種の建物の設計

者を入札で選ぶというのは極めて私は問題があるのでは

ないかと思っています。 

 

それは総合評価なり、何らかを採用するということになる

のですか。 

 

そうですね。  

予定価格の積算ですけれども、一般の業者を前提とすると

高いかもしれませんが、予定価格と落札価格の乖離について

はどのように分析していますか。86～87ページですけれど

も、第2類は複雑な設計等を必要とするもので、面積は16㎡

ということではあるけれども、見積り、予定価格算定上は

42.6㎡で算出しているとか、適正性というか妥当性はどのよ

うに考えたらいいのでしょうか。 

工事範囲自体は、16.6㎡ということですけれども、機材

の搬入等、またダクトの変更等で工事範囲を隣接する所を

含めて、59.2㎡で計算をしています。 

それは普通の発想なのですか。そこが分からないので何と

も評価のしようがないのですけれども。 

工事箇所だけではなくて、その周りの所も一部改修する

のではないだろうかということで、このように作っている

ところです。 

第2類の検疫所ですけれど、どのくらい高くなるのか、こ

う位置付けることによってそうでない場合と比べて、どのぐ

らい高い積算になるのですか。 

第1類と第2類の比較はしていません。第2類ということで

計算をしています。 

こちらは第 2 類だと思って、少し高度なものと思って

目論んでいたのだけれども、仕様に特に織り込まなかっ

たし、そこも評価の対象に入っていないから、必ずしも

それを意識したかどうか分からない業者が応札してきた

という感じですか。もし、そこを高く払っても質の良い

設計については図面をきちんと出していただいて、こち

らの意図するとおりに作っていただいています。 



ものをとか、あるいは手間がかかるというのであれば、

そこをきちんと要求として織り込んでおくのだったとい

うことなのでしょうか。これは、設計はもう終わってい

るのですよね。  

先ほどのこういう感染症も視野に入った特別な設備であ

ることとの兼ね合いでの評価というのは、振り返ってみたと

きに意識的に評価されているのか、余りそこは今まで重視し

ていなかったところなのか。現状の成果物としては、どうお

考えですか。 

何度も建築設計の方々と打ち合わせをして、こちらの満

足のいくような成果物というものが出てきているという認

識です。 

この手の設計の委託に、一般競争入札がよいのか、も

う少し実質を評価できるようなものが良いのかというと

ころについて、委員から指摘があったところです。その

必要性についてはなかなか事前に気づくのは難しいのか

もしれませんけれども、重々意識的に検討された上で判

断しておくべきだったのだと思います。 

 この事案について先ほどの意見を踏まえて整理すると、

予定価格を積算する時点では十分その辺を踏まえて積算

していながら、結果的には応札者にはその意図するとこ

ろが伝わっていないような、若干ちぐはぐなところを感

じています。 

たまたま、今回は安く契約できていますが、もしかす

ると予定価格一杯だったかもしれない、かつ仕様として

は特段要求していないことについては対応されない結果

になっていたかもしれない事務処理だったものですか

ら、発注形態もそうですし、意図したところがきちんと

伝わるような適正な仕様書を作成いただくことがよろし

いのかと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、先ほど述べたとおりです。 

ありがとうございました。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：消防設備保守点検業務委託 

資格種別  ：役務の提供等（B・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100％のため。  

注部局名   ：国立駿河療養所 

契約相手方 ：広伸防災株式会社 

予定価格  ：1,675,080円 

契約金額  ：1,675,080円 

契約率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 29年 8月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、広伸防災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 

前年度もこの業者だとおっしゃいましたが、その価格、落

札金額は、公表されているのでしょうか。 

公表しております。 

こちらの業務は、何年ぐらい継続して、この業者なのでし

ょうか。 

何年ぐらいというのは。 

過去何年ぐらい同じ業者が続いているということはおわ

かりでしょうか。前年は。 

ずっと。 

当初から。 当初については把握していませんが、ここ4、5年はずっ

と同じです。 

記憶では、そうだと。 はい。 

この応札された3者というのは、特別こちらから声をかけ 全然、声をかけてないです。初めての業者です。 



たのでしょうか。 

去年の実績を見ているかどうか分かりませんが、落札でき

なかった業者は場合によっては、去年の金額を見た上で、あ

えて少し高目の金額を出してきたのでしょうか。 

その辺の事情はよく分からないです。 

前年の契約金額はどういう形で知ることができるのです

か。ホームページとかで一般の人も閲覧可能なのですか。 

ホームページで見られるようになっています。 

もう1つ教えていただきたいのですが、先ほど、動力消防

ポンプが1つ減ったと説明がありましたが、10ページの29年

度と28年度を見ると、ほんのわずかですが、他の項目でも減

少しているものがありますが、これは価格には反映されてい

るのでしょうか。 

価格には反映していると思います。歩掛計算書の中には

入れてありますので。 

9ページの(2)は28年度ですね。そうすると、2台から1台に

減ったのもありますし、逆に、1つだけですが⑤の誘導灯は

増えているとか。防火扉は2つ増えたとか、そういうことは、

9ページの(2)の金額に反映していないというのはなぜでし

ょうか。数によって決まってくるような種類のものではない

ということですか。 

数によって決まってくるものなのですけれども、1個減っ

たぐらいでは、そんなに大きな変動はないものと考えてい

ます。 

なるほど。分かりました。落札できなかったＡ社とＢ社は

前年度も入札してきているのですか。 

去年はしていないと思います。 

そうですか。去年は1者入札だったのですか。 去年は3者でしたけれども、落札できなかった業者は今年

とは別の業者でした。 

落札率が100％ということで、対面での審査となった訳で

すが、内容を見ると、参考見積りを取った業者の金額を採用

しての100％ではあるのですけれども、他方で、予定価格の

最初の積算プロセスを見ると、もともと客観的な要素に基づ

いて積算した金額より安いほうとして予定価格として採用

しているものですから、高い金額に誘導されたというのでは

ない。問題があるとすれば、既存業者の1者にだけ参考見積

りを取ったことがどうかということなのかもしれませんが、

それ自体はどの様な印象を与えますかね。結果としてこの事

案は、予定価格としては一番安い金額に設定されていますけ

れども、安いほうにしか斟酌しないという考え方が気にする

ほどでもないのか、あるいは気にしたほうがいいのかという

ところは、どうでしょうか。 

 

これまでの経緯というか、これまでの契約金額は不明です

が、前年度は分かっていますが、つまり、この金額で固定化

されているということでしょうか。 

対象となる建物も増えて、機器が変われば変わっていく

ことはあります。 

もちろん、それはそうですが、同じ会社が同じ単価で積算

しているわけですから、金額は固定されているように見える

のです。 

そうなりますね。 

それをなるべく安いほうに、もう一段階、安い金額に設定

できないかという努力が、方法としてはあるのかどうか。 

そうすると、落札後に価格交渉するということをおっし

ゃっているのでしょうか。 

そうではなくて、そもそも契約金額が公開されているわけ

ですよね。そういうものをベースに、他社から見積りを取っ

て、それで現行の金額よりも安くできるような見積りが出て

こないかという努力をするかどうかという趣旨の質問です。 

分かりました。 

現状としては、この金額が下限に近いから、どこの業者も

下回る金額を提示するのは無理だという判断なのでしょう

か。 

去年の業者は金額的には限界だと感じています。それ故

に、1者しか入札に参加してくれないと困ってしまう。今回

は3者が入札に参加してくれたのでよかったと考えていま

す。 

（分科会長の意見） 

事務処理の進め方としては、特段、不適切であったわ

けでもありませんし、3 者応札ということで、競争性も

分かりました。ありがとうございました。 



働いているとは思います。ただ、もし単価が固定してい

る現状があるとすれば、本当にその単価が下限に近い、

あるいは下限なのか、場合によっては、もう少し安い価

格でできる業者が他にあるのかということについて、今

一度、検討していただきたいと思います。そこで立ち止

まって検討していただいて、下限に近いという判断にな

れば、そこまででしょうし、そうでないとすれば、より

広く、もう少し広く一般の目に触れるように、より競争

性が働くように工夫していただければと思います。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：電子制御膝継手1本  

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ため。  

発注部局名 ：国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

契約相手方 ：オットーボック・ジャパン株式会社 

予定価格  ： 1,921,320円 

契約金額  ： 1,921,320円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成 29年 8月 9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３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

この膝継手は部品ですよね。これは患者さんが購入するも

のを現物給付するということなのですか。 

当センター内に義足の製作所がありまして、患者さんの

義足を作製するのですが、作製するために当該業者から部

品を購入しまして、患者さんに作製した義足を取り付けま

して、購入にかかった費用や取付けや組立てに要した費用

につきましては、センターから後ほど市町村や労災保険に

請求して返金してもらうという仕組みになっております。 

患者さんは自己負担はなしですか。 自己負担がない方もいますし、1割とか負担がある方もい

ると思います。 

センターとしての持ち出しはないということですか。 ないです。業者から今回買った金額に必要経費を上乗せ

して保険者等に請求していると考えていただければと思い

ます。基本的に障害者支援法や労災保険で決められている

価格は、部品の価格と義肢の製作所の経費を含んだ価格で

決められていますので、市町村や労災保険に請求する金額

は、電子制御膝継手の調達に要した金額に若干の組立調整

費や利益分を含んだ金額で請求する仕組みになっていま

す。 

つまり労務費が出ているということですか。 そうですね。 

労務費が市町村から入っているのですか。 含んだ価格が公定価格として決められていて、その金額

を請求して支払われるということです。 

公共調達の枠組みの中で処理するとの理解で正しいので

すか。 

部品の調達に関しては歳出に該当しますので、公共調達

に当たるとの理解です。 

例えば患者さんが直接購入して、それをセンターにお預け

しますということはないのですね。 

そのような仕組みではないです。 

仕組として、製作所が購入するとの理解で正しいのです

か。 

患者さんにとっては高額になりますので、患者さんが直

接、全額払うということはないです。基本的な制度の仕組

みとして、センターから市町村や保険者に請求するという

ことです。 

高くても安くても、メリット・デメリット双方がセンター

に帰属するわけではなくて、本当の利害関係者は患者さんと

市町村なり労災保険ということになるのですよね。広い意味

では、国の支出になるけれども、厚生労働省のこの委員会で

薬の購入と同じだと思います。国の施設であれば薬も一

旦、国で買って、患者さんがそれを処方されるはずです。 



議論する話なのかということですかね。 

少なくとも、薬は薬価差益の問題とかがあって、実費で購

入しているものではないですよね。今回は 100％実費で、実

費プラス労務賃的な経費の上乗せとして公定価格が決めら

れている。公定価格で購入するので、安く調達して差益が出

るわけでもないですね。だから薬の場合とはちょっと違いま

すよね。センター独自のメリット・デメリットが全くないと

いうことが違う。 

 

今の議論は置いておくとして、随意契約で機種指定だとい

うことで、この仕様というか、機種というか、これを指定す

るに至った経緯はどうか。でも、それは医師の医学的な判断

だから、多分そこは受け入れざるを得ないということになる

と、プロセスにおいても、特段の問題にはならないと考えま

すが、他の委員の方、どうでしょうか。 

 

ちょっと難しい話なのですが、例えば病院であれば、医療

機械を買う時には、医師個人の判断ではなくて、病院の中で

機器選定委員会のようなものを設置していたりするわけで

すよね。この場合には、かなり医療行為に近いので医師個人

の判断が優先されるかもしれないけれど、この継手を使うと

いうことに関して、組織としての議論はあったのですか。 

組織と言うよりは、やはり担当医。患者さんの各容態に

よって、やはり適切な機種がありまして、それは担当医が

一番適切に判断できるということだと思います。 

1 人の先生の判断なのですね。 委員会を開いての決定ではないと思います。 

医師の処方にどこまで委ねられているかですけれども、医

師の医療行為としての判断ということだと、それはもう 1人

の医師の判断だということですよね。医師でなければ機器を

買えないわけでもないし、選定できないわけでもないから、

そこは組織としての議論とか、事務方も含めるのかという議

論が出てくる可能性はありますが。 

 

そうですね。だから、もちろん事務方が判断に入ることは

できないでしょうけれども。個人の判断なのか、例えば、医

局としての判断なのかですよね。カンファレンスをやって判

断しているのかとか、その手のことはあるかもしれません

が、１つ１つの医療行為を挙げ連ねて、全部そうだと決めつ

けることもできませんから、かなり判断が難しいところです

よね。 

 

この部品、部材の購入は理解できるのですが、例えば、患

者さん１人１人の特注品になるわけですよね。 

はい。 

製作に何日かかったかというのは、物によって変わってく

るのだと思うのですが、それに応じて市区町村等に請求する

のですか。それとも、義足はもう必ずこの金額。 

製作にかかった期間は関係なく、請求する額は常に決ま

っています。 

その部材に加算される部分については、実労働時間等から

計算するのではなく、予め決まっているとの認識でいいです

か。 

はい、決まっています。 

（分科会長の意見） 

本件につきましては、機種の選定自体は医師の医療を

行う中での指定ということで、それを所与のこととする

のであれば、その後の調達の手続としては、特に不適切

なものはなかったと思います。このような処理がどこま

で一般的に拡張できるか、機種選定が許されるかどうか

というのは、事案ごとに判断していく必要はあると思い

ますが、その点は一般的には今後、留意していただくと

して、本事案としては特段の指摘はなしとしたいと思い

ます。 

 

ありがとうございました。 



【審議案件８】 

審議案件名 ： 国立保健医療科学院中央監視システム改修工事 

資格種別  ： 建設工事の電気又は電気通信工事(A又は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、低入札価格調査を実施しているため 

発注部局名 ： 国立保健医療科学院 

契約相手方 ： アズビル株式会社 

予定価格  ： 62,582,760円 

契約金額  ： 24,300,000円 

落札率   ： 38.8％ 

契約締結日 ： 平成 29年 9月 27日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、2 者応札があり、アズビル株式会社が契約の相手方となった。

落札率は 38.8％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札価格調査案件ということですので、予定価格の積算

について若干の説明をいただければと思います。95ページ

に資料がありまして、「Ａ者の工事費積算書を参考に」と

あるのですけれども、それがどこを指していて、考え方は

どうかということについて、いかがでしょうか。 

実際に、当院の中央監視システムの改修工事の設計

業務を請け負った設計事務所に積算をお願いいたしま

して、積算の内訳につきましては 96 ページに記載して

あります。それぞれ直接工事費、共通費で工事価格を

算出して、消費税を足した金額が予定価格となってお

ります。実際にＡ者で積算したものを参考に予定価格

を積算していますが、その前提として、109 ページに

あるように実際に中央監視システムを製造しているメ

ーカー3 者に見積りを依頼しました。1 者は今回、落札

したアズビル株式会社、もう 1 者は入札に参加したＢ

社。残りの 1 者にもお願いしたのですが、この業者は

当該機器には接続不可能ということで見積書の提出は

ございませんでした。 

説明としてはそういうことなのだろうと思うのですけれ

ども、結局のところ、その109ページの調整単価というのは

どうやって算出し、それを誰が判断したのかというところ

が見えてこない感じがするのですけれども、ここは誰のど

ういう判断なのでしょうか。 

予算額を勘案しまして、もちろん予算額を超えることが

できませんでしたので、大体25％程度の金額です。 

それは誰のどういう判断なのかと思いまして。事務方の

予算との対比だけの判断ですか。本当に実勢価格とは離れ

たところの判断なのか、何か根拠があるのか、要するに本

当の意味で、実勢価格を踏まえたものになっているのでし

ょうか。 

実勢価格と言うよりは予算額で、予定価格を大体、算出

しました。 

今の説明だと、参考見積を取った意味が全くないですよ

ね。算出している数字を見ても、とても参考見積を参考に

したとは思えない算出の仕方をしているのですけれども、

何か工夫の余地はないのでしょうか。応札した 2 者が実際

に入札した金額と余りに違い過ぎますし、正当性が全く感

じられないのですが、もう少し別の方法で、自らのイニシ

アティブで積算するなり、査定というか評価をすることは

できないのだろうかと思うのですけれども、そこに対して

は何か考えはありますか。 

工事の積算については、正直に申し上げまして、事務職

の私たちでは難しい部分もあるかと思うので、やはりどう

しても専門の業者に頼らなくてはならない部分が多いと

思うのです。 

設計業務を請け負い、また、予定価格の見積りを手伝っ

てくれたこの業者も能力がないということなのですかね、

自ら積算する能力はないのですか。 

実際に設計を行っていただいた業者さんですので、詳細

な工事の内容については十分に熟知していると思われま

す。 

Ａ社が見積った金額に合うように、このアズビル株式会

社とＢ者のどちらか安いほうの金額をその比率に割り当て

たというか、当て込んでいくわけですよね。結局のところ、

予定価格はＡ社が見積ってくれた金額ですよね。あとは単

価の比率はＢ社を適用するということですよね。各費目に

あくまでも参考見積は検討資料ということで、実際の内

訳につきましては設計事務所で算出してもらった金額で

す。 



ついて、例えば制御装置だとか、そういうものにＡ社が見

積った金額を割り振る比率に利用しているというだけのこ

とですよね。私が理解できていないのかもしれませんが、

Ａ社は参考見積を使わずに見積りをしているのですか。 

例えば、一式になってしまっているのですけれども、そ

の内訳というのはお持ちなのですか。例えば、98ページの

一式とか、あとは、104ページは一式で、かつ見積比較表と

記載があります。この見積比較表を参考に積算したという

ことであれば、Ａ社も見積比較表の数字をそのまま使って

いるだけで、独自に積算しているようには見えないから、

先ほどの発言になったのですが。 

それだと多分、この積算金額にはならないと思うのです

けれども、あくまでも、これは参考としました。 

この見積比較表というのはどのように理解したらいいで

しょうか。104ページとか、105 ページ、106ページに記載

がありますが、109 ページの調整単価と同一ではないので

すか。多分、104 ページと 109 ページの金額は一致してい

るので、結局 104 ページの数字の出所もここに帰着するの

ではないかと思われます。そうすると、この調整単価の設

定をどうやってやったのかが重要になってきて、つまり、

調整単価を誰が決めたのかという話です。 

こちらの調整単価につきましては、Ａ社で出した単価で

す。 

先ほど言っていた予算額を勘案したというのは撤回され

るということですか。 

言い方が間違っていました。 

正しく言い直していただければと思います。 予定価格につきましては、Ａ社の積算した価格を参考に

算出しました。 

それは分かるのですけれども。では、設計事務所が積算

した中身というのはどういうもので、それに対して適当と

思ったから採用したと思うので、そこの中身について説明

していただくと、結局は 109 ページに行き着くのではない

かと思っているのですけれども、それは私の勘違いですか。 

この実勢率 25 という数字は、当院が出した率ではなく

て設計事務所で出した率になります。 

本日の説明において、その実勢率の根拠について説明を

いただいていましたか。 

すみません。その根拠につきましては直接、Ａ社には聞

いておりません。 

低入札価格調査案件ですが、予定価格の算定において

は、109 ページの資料が一番の基礎になっていると思い

ますが、更にブレイクダウンというか、109 ページの判

断になった資料があるかどうかは把握していないとい

うことですか。 

はい。 

もし、そこまでは、所与のこととして、何か質問とか評

価があれば頂きたいと思うのですけれども。 

 

132 ページに入札順位調書があって、Ｂ社は 5,790 万円

で入札してきたということですよね。この金額というのは、

先ほどの 95ページの予定価格調書の小計額、5,794万 7,000

円という、わずか 4 万 7,000 円の差なのですよね。でも、

このＢ社は、そもそも 1 億 8,300 万円で見積りを出してき

ているのです。最初、1 億 8,300 万円という高額で提出し

てきて、次にＡ社が実勢率を掛けて算出した金額にピタリ

と合っている。この方たちは何か特殊な関係があるのです

か。 

いえ。そのような関係はないと思います。 

Ａ社がどうやって積算をしたかは聞きましたか。 どうやってということは、この頂いた資料以外には聞い

ていません。 

設計事務所であるＡ社自体が単価を持っているわけでは

ないので、単価を持っている業者に聞かないと分からない。

その業者が誰かということなのですよね。 

今回、入札に参加した業者、2者から見積りを徴取して

います。 

そうではなくて、設計事務所がどこから徴取したかです。

例えば設計する人たちというのは、自分たちで全部、見積

はい。 



りができるわけではないので、いろいろな業者から、それ

ぞれの分野の業者から資料を集めるわけです。 

それで価格を積算するわけですよ。だから、その設計

事務所から徴取する見積りというのが、本当に客観的な

見積りかというと、難しい場合がある。だから、それを

参考に予定価格を積算すると、一見、美しく見えるのだ

けれども、実態として、他の案件でもそうですけれども

予定価格がとても高くなって、実際にはすごく低い金額

で落札されるということが起きるわけです。やはり、予

定価格の積算をもう少し工夫しなければいけないのか

なと思うのです。そもそも最初の見積もりでは 2 社が 1

億 8,000 万円程度の金額で出してきて、予定価格の段階

で実勢率 25％を踏まえて本体価格だけで 4,500 万円に

なり、さらに最終的には税抜き 2,200 万円程度で落札さ

れている。 

そうです、はい。 

前提の話なのですけれども、Ｂ社とアズビル株式会社か

ら参考見積を取るというのは誰の判断になるのですか。Ａ

社が自分で探してきたのが、この 2 者だったということに

なるのですか。それとも科学院でここを使ってくれ、ある

いはこちらから取った数字を提供したのですか。 

見積書の宛先が国立保健医療科学院となっております

ので、当院が提供した資料になります。 

科学院が提供した資料で、実勢率を 25 としたのはＡ社だ

ということでいいのですか。 

はい。 

これは、この中央監視盤の将来的な入替えですよね。こ

れのメンテナンスはどうなるのですか。 

年間の保守契約、自動制御機器で保守契約をしていま

す。 

その保守契約は、どこと契約するのですか。 一般競争入札で契約業者を決定します。 

それは、もう契約が終わっているのですか。 今年度はアズビル株式会社が保守点検を実施して、来年

度については、これから入札で決めます。 

実勢価格を把握することが必要なのは分かるのですけれ

ども、当初は過大になっているのか判断がつかないことが

あると思うのですが、参考見積をベースにしていくしかな

いのでしょうかね。他には選択肢がないものなのでしょう

か。 

 

スタートはそこからだと思いますけれどもね。スタート

はそこの金額、今回で言えば 1 億 8,000 万円の金額の根拠

をきちんと調べておくということは大切だと思いますが、

そこから先の実勢価格がどのぐらいまで下がるのかという

ことは別途、調べる必要があると思うのです。例えば、コ

ピー機のリースの時のように、他の業者、他の官署はどの

位の金額で契約しているのかという話です。多分、同じだ

と思うのです。 

 

確かに医療機器とかコピー機ですと、他の調達事例で値

引き率とか調べていますよね。 

今回の入札の前に、当院の隣に税務大学校というのがあ

るのですが、そこも同じように中央監視システムの改修工

事をやっておりまして、当院より先に改修工事をしたので

す。その際の資料を取り寄せて参考にするようなやり方も

あったのかなと思いました。 

（分科会長の意見） 

予定価格の積算方法について、技術的と言いましょう

か、難しいところがあるのは話を伺っていて分かりまし

たけれども、人任せでそのままというのではなくて、参

考となる他の資料を使うにせよ、その金額の適正性につ

いては自信を持って判断できるレベルの備えはしてお

くべきだと思います。その具体的な手法については、先

ほど示唆があったのは、実勢価格を把握するにあたっ

ありがとうございました。 



て、他官署等の調達事例等を参考する。自ら積算するの

は難しいにしても、第三者が作ったものが、ほぼその通

りなのか、大きく乖離しているのか、ある程度、判断で

きる可能性もありますので、工夫していただければと思

います。ただ、同じ案件が多々あるとは思えないので、

官署間を横断的に展開するようなことを、どなたかが考

えていただくとよろしいのかなと思います。 

【審議案件９】 

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(ホルムアルデヒドガス燻蒸業務) 

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中で、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： イカリ消毒株式会社 

予定価格  ： 13,483,602円 

契約金額  ： 4,428,000円 

落札率   ： 32.84％ 

契約締結日 ： 平成 29年 8月 24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、イカリ消毒株式会社が契約の相手方となった。

落札率は 32.84％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

前回の契約相手方もイカリ消毒株式会社でしょうか。 そうです。 

契約金額と仕様との関係ですが、前回と仕様が同じにな

るのであれば契約金額も教えてほしいのですが、いかがで

しょうか。 

仕様が少し変わっておりますが、前回の契約金額は464

万4,000円です。 

前回の契約金額を予定価格の作成時に重視しない、ある

いは全く使っていないのかもしれませんが、それは特段の

理由はあるのですか。 

予定価格に関する資料が8ページからで、関係業者から

の参考見積書を10ページから添付しています。当研究所で

は積算することが困難な実際の作業費用を頂いた参考見

積から抽出して、それに直接人件費、直接の物品費、業務

管理費、一般管理費を積算、合算して予定価格としていま

す。 

イカリ消毒株式会社との前回の契約実績を使っていない

特段の理由があるのか、お伺いしているのですが。 

実際の燻蒸作業のエリアの範囲が去年と違うので、全く

同じではないという判断をしまして、去年の金額を使って

いないということです。 

どのぐらい違うのですか。 実際に燻蒸するフロアが1、2室ほど増えたというイメー

ジになります。 

全体で何室なのですか。規模感や全体の影響度なので、

そんなに正確でなくてもいいのかもしれませんが、いかが

でしょうか。 

お配りした資料の 11 ページに箇所の記載がありま

す。3 号棟については 10 か所、6 号棟は 51 か所、これ

が全体の箇所として設定しているものです。今回、一

部、前年度と比べて燻蒸の範囲が増えたというのは、

このうちの数箇所ですから、全体の予定価格を見ると

影響のないぐらいのものだとは理解しています。 

つまり、2 つ 3 つ部屋が増えても、全体として数パー

セントという増加であるなら、460 万円という前回の金

額に対して、参考見積などを踏まえて予定価格が 1,000

万円を超えているというのは、単純におかしいと思うの

です。参考見積をベースに予定価格を積算したというの

が理解できないのですが。 

 

つまり、実勢価格を踏まえるとイカリ消毒株式会社が安

すぎて不健全だという評価があるのであれば別ですが、そ

うでないとしたら何か理由があるのかということです。 

他の業者からも幅広に参考見積を徴取するという意味

で、資料に添付しているＡ社にお願いして参考見積を頂い

たのですが、Ａ社のほうが実勢価格に近い数字を上げてき

た気はするのですが、一方で前年度のイカリ消毒の実績等

もあって、正直言いまして、この予定価格を決定するとき



には少し迷いがあったのですが、今回はＡ社の参考見積を

優先して予定価格を積算したということです。 

もともと高いから発注形態を工夫しようという意図があ

って、然るにＡ社というのは元々、この業務を請け負って

いた業者ではないですか。 

もともと 3年以上前に一括で請け負っていた業者が、Ａ

社です。 

それで高いかもしれないから、改善できないかといって

思案している中で、また元に戻ってしまうというのも、ど

うでしょうか。 

17 ページに開札調書を付けていますが、今回のイカ

リ消毒株式会社の他にもう 1 者、Ｂ社と記載がありま

す。こちらは、同種の案件で富山庁舎において実際に

何年か続けて契約している会社なのですが、1,200 万

円という額で応札していますので、実勢額というか、

相場という感じで言えば、それほど高くはないのでは

ないかとは思うのです。 

結果として、イカリ消毒株式会社がこの額で応札し

ているのは事実ですので、今後に関してはイカリ消毒

株式会社の金額をある程度参考にして予定価格を積算

すべきではないかと考えております。 

私の言い方がまずかったのかもしれないのですが、低

入札の問題点は何かと言うと、要するに質の悪いものを

買わされるのが嫌な訳ですよね。低入札になったから予

定価格を調整して、予定価格を下げて低入札にならない

ようにするというのは小手先の話であって、問題は実勢

価格が 1,000 万円を超えるのが普通なのではないかと

思うのであれば、イカリ消毒株式会社の業務内容が本当

に適切かどうかということをチェックすることが一番

大切かもしれませんね。 

それが適切であるならば、低入札でも問題はないと思

うのです。もちろん、余りにも乖離しているのはよくな

いから、少しは予定価格を下げていただきたいと思いま

すが。 

現在、実際に作業をしている最中ですので、実際の作業

が終わった段階で、きちんとできているかどうかは、もち

ろん毎年確認はしているのですが、改めて確認させていた

だければと思います。 

（分科会長の意見） 

難しいですよね。イカリ消毒株式会社が応札しなかった

場合には、予定価格と応札額の開きがかなり大きな状況で

の不調になる。 

今日はそういう話が多いのですが、適正性については入

札間際になって始めるのではなくて、場合によってはこの

金額は客観的にどうなのかというのを評価していただきた

いと思います。先ほど、現行業者との契約金額を踏まえて

予定価格を下げるということを言っていましたが、次年度

はどうするかこの場で即断される必要もなくて、必ずしも

それが正解かどうか分かりませんので、検討されて、自信

を持ってどちらかを選択されるということがいいのかと思

います。外形的には「なぜ」と疑問が生じますが、その様

に考えることの方が誤解だと言えるぐらいの結論になるか

もしれませんから、そこはこちらが「下げろ」とお伝えし

たものではないということは補足させていただきます。 

はい、ありがとうございました。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：生活と支え合いに関する調査データ入力業務 

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、もっと落札率が低いため。 

発注部局名 ：国立社会保障・人口問題研究所 

契約相手方 ：株式会社SAY企画 

予定価格  ： 5,681,873円 

契約金額  ： 2,268,000円 

落札率   ： 39.9％ 



契約締結日 ： 平成 29年 9月 5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、8 者応札があり、株式会社 SAY 企画が契約の相手方となった。

落札率は 39.9％であった。 

意見・質問 回   答 

予定価格調書の積算内訳を見ると、この事業については、

ほぼ人件費だと思ってよいのでしょうか。役務の提供に対

する報酬ということでしょうか。 

そうです、人件費です。 

非常に細かく計算根拠が添付されていますが、予定価

格と比べてかなり低い金額で落札されたということは、

その分の人件費は下がるのか、それとも非常に効率的な

入力方法があるからこの業者は極端に安いのか、あるい

は安かろう悪かろうということか。データのチェックの

方法はベリファイチェックで、並行して 2 名が打って照

合して一致したらいいというようなやり方だというこ

とですが、「合っています」と言われてしまうと、それ

きりみたいな気もするのです。 

そうすると、合理的に計算された労務費より極端に安

い労務費で入札できた理由が、支払うべき賃金を支払っ

ていないというようなことになりはしないかというこ

とが 1 つです。 

それと、どこかで手抜きしなければいけなくなるか

ら、チェックが疎かになったり、何か問題が生じるので

はないかというのが、もう1つ懸念されると思いますが、

いかがでしょうか。 

ご指摘のとおり、落札率が 40％を切っていますので、

安かったという認識は私どもとしてもございます。開

札後に落札業者にヒアリングをしたところ、特に仕様

書の読み違えなどはなく、納品物についても特段の問

題はありませんでしたので、仕様書の作り等には問題

はなかったと考えております。 

資料の89ページに開札調書を付けていますが、確か

に落札業者と、もう1社が200万円台ということで、入

札金額が低い業者があるのですが、それ以外は、次が

68％ぐらいの360万円ぐらいですとか、あと高い所は予

定価格を超えている者もありまして、特段、予定価格

を高く見積りすぎたということはなくて、落札業者の

金額が低かったのは推測にはなりますが、企業努力等

によるところではないかと考えております。 

この業務は既に終わっているのですね。 はい、履行期間が11月1日まででしたので、終わってい

ます。 

実際にどのぐらいの費用がかかったのかという資料は、

提供されるのでしょうか。 

請求書として提出いただくことになります。 

どのぐらいの人数で何時間ぐらいかかったというのは分

かるのですね。 

はい。 

それと、実際の落札額と比較して、それは人件費などが

影響するようなものではなくて、先ほどおっしゃったよう

な企業努力、企業側が損失分というか、利益が取れなかっ

た分は負担するというようなことだったのでしょうか、そ

れともそこまでは調べていないでしょうか。 

請求書はまだ確認できていないので、今のところは企業

努力かなというところです。 

81ページの積算内訳ですが、これが予定価格を積算した

ときの内訳ですよね。 

そうです。 

これの人数や日数はどのようにして算出したのですか。 人数や日数については、昨年度に実施した基本調査の人

数や日数を参考に積算しております。 

そうすると、昨年の感覚から言うと、このぐらいの金額

はかかるというのが今までの実績なのでしょうか。 

そうですね。 

ということは、SAY 企画がものすごく安い金額を、これ

までに経験のないような金額で入札してきたということで

すか。 

この予定価格ぐらいはかかるという見込みでおりまし

た。昨年度の人口移動調査の業者にも作業内容をヒアリン

グして、この位はかかるという回答がありましたので、そ

れを参考に積算しております。 

昨年の業者が行った調査は、今回の調査とは違いますよ

ね。その業者に聞いたところ、このぐらいの人工はかかる

だろうという回答を得たということですか。 

そうです。 

人工の問題と単価の問題があって、人工の計算はキータ

ッチの回数を拾って純粋に合計しているようなのですが、

単価は積算資料等から業務ごとに変えていますよね。 

はい。 

その中で、PDF 作業のところは入力のタッチ数から算出 はい。 



しているけれども、管理する側のシステムエンジニアなど

は、積み上げたというより 1 人日ぐらいかかるだろうとい

う考えをしていますよね。 

前回の契約のときにも積算資料がこのようになって

いるのは所与のこととして、実際には時給 1,000 円とか

2,000 円ぐらいで見合うような金額で落札されている

ということなのか、過去の契約実績はどうなのでしょう

か。過去の契約も、人工の算出方法は同じだと思うので

すが、金額、あるいは逆算して出る人件費の単価はどち

らに近いのでしょうか。過去実績は、具体的に聞きます

と、少なくとも PDF 入力作業に 1 日 8 時間で 2 万円ぐら

いのベースの契約になっているのでしょうか。 

基本的に同じような方法で積算しているのではないか

と思います。 

積算しているというのではなくて、この予定価格に近い

ような実績があるということなのですか。あるというより、

むしろ過去は、予定価格に近い実績のほうが主流だという

ことなのでしょうか。 

昨年度の人口移動調査については、内訳に細かい人

件費単価というのが記載されておりませんので、実際

にシステムエンジニアとして 5 万 5,300 円を使ってい

ますが詳細は分かりません。 

 ただ、今回落札した SAY 企画なのですが、D 等級だ

と記憶していますが、人件費が安いというのは聞いて

おります。昨年度は A 等級の業者が落札しておりまし

て、そのときの落札率が 96％ぐらいで、今回は人件費

に大きな差が出たのではないかと思っております。 

こちらが適正だと思っている人件費が労働者にわたるこ

と自体は、契約上、約束させることはできないし、そこは、

こちらが調達の仕組みの中では条件にはできませんよね。 

参考までに、システムエンジニアの 5万 5,300円なので

すが、今回は予定価格が約 550万円ということで、役務の

提供の A、B、C 等級を条件に入札しているのですが、A、B、

C 等級を使うときには、システムエンジニアの単価には大

企業のところを使っておりまして、割と大きな会社が入る

ことを見越しておりますので、人件費は若干高いのかなと

思っております。中小企業が参入する場合は、当研究所の

予定価格の単価のほうが高いのではないかと思います。 

厚生労働省ということもあるし、国ということもあるの

で、ミニマムではなくて本来の標準的な単価で積算して、

あとは入札時の競争に任せて結果として安くなることは構

わないけれども、やはり予定価格としては、ミニマムや最

低賃金などではなくて、それ以上を見込むことになるので

しょうか。 

 

とんでもなく安い人件費で見積るわけには当然いかない

と思うのですが、問題は 220 万円で落札した中身が、きち

んと内訳を取って、ただ単に金額だけで判断するのではな

くて、厚生労働省だから適切な単価が反映されているかど

うかということもトータルとして判断して、それで十分に

安いのであれば、乖離があっても構わないのではないかと

思います。 

 

調達の枠内では、単価、内訳等を見て応札者を決定する、

あるいは事後に審査して、次から指名停止にするという仕

組みは無理なのですよね。 

今回の調達ではないのですが、別の調達のときにすごく

落札率が低いときがありまして、それは運営業務だったの

ですが、人件費を 365日で割り返すと最賃に微妙に引っ掛

かる金額だったものですから、そういうケースでは、どの

ような積算をしているのか、低入札価格調査の対象外でし

たがヒアリングはしております。 

今回については、そこまでは至らないと思ったので、先

方がどのぐらいの人件費を支払っているのかまではヒア

リングはしていないところです。 

調査やヒアリングで内訳を教えてくださいということは

聞けないのですか。 

内訳と言いますのは。 

もちろん入札が決まってからですが、入札のプロセスで 契約書に「請負金額明細書を出すこと」と記載していま



できないのであれば、終わった後に、220 万円の内訳を教

えてもらえないのですか。 

すので、契約締結後に提出して頂き、工数等は確認してお

ります。 

最低賃金を下ってしまったら、けしからんのですが、積

算では入力する人にも日給 2 万円になっていますので、時

給 2,500 円ですが、もっと安く雇おうと思えば雇えなくも

ないと思いますけど。 

 

これは、諸経費が込みの金額になっているわけですよね、

全部、込みの金額。 

そうです。 

（分科会長の意見） 

落札率が低いということで抽出案件になっていますが、

予定価格の設定においては合理的なものと考えられ、競争

性が発揮された結果としてとらえることができるのではな

いでしょうか。品質が維持できるのは当然ではあるので、

きちんと履行できているかどうかというところについて

は、確認していただくと。次年度以降も基本的には、この

スタイルでやっていただくことになるのですかね。恐らく

それしか選択肢はないと思うので、特段この事案としては

問題なしという整理になると思います。 

ありがとうございました。 

  

 今日の資料 1 のボイラーの工事の関係ですが、予定価

格と入札価格の乖離の要因について、追加で施設整備

室から説明させていただきたいと思うのですが、よろ

しいでしょうか。 

どうぞ。 先ほどご審議いただいた沖縄愛楽園ボイラー更新工

事の低入札価格で、予定価格と業者の内訳の乖離の大

きなところはどこかという話があり、私から「ボイラ

ーの価格差が大きな要因になっているのではないか」

という発言をしたのですが、資料 119 ページの低入札

に関するヒアリング資料の一番下の段の 2 つ目の所

に、「直接工事費と共通仮設費はほとんど同額だった

のですが、大きく違ったのが現場管理費と一般管理費

でした」という項目があり、内訳を確認したところ、

共通費で約 400 万円、当方の予定価格より安くなって

います。内訳としては、現場管理費が 0.5 倍で半分、

一般管理費が予定価格の 30％程度、共通仮設費につい

ては 120％と、20％アップぐらいの費用を見ておりま

す。 

 ちなみに、私が発言したボイラー機器の値段は、当

方の予定価格よりも業者の内訳のほうが 110 万円ほど

安く積算されています。据付費も 20 万円程度安く積算

されていて、計 130 万円程度安くなっています。ただ、

逆に配管工事や電気工事が、30％アップや約 2 倍にな

っている箇所もあり、直接工事費全体としては、当方

の予定価格とほぼ変わらないということになっていま

す。以上です。 

 

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） 


