
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委 員 長
委 員
委 員

３  審査対象期間

４　審査契約件数
（１）公共工事

①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 0 件
　　・審議件数 0 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの
　　・審査対象件数 0 件
　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等
①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 48 件
　　・審議件数 34 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 23 件
うち、参加者が一者しかいないもの 16 件
うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件
うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

②　随意契約によるもの
　　・審査対象件数 20 件
　　・審議件数 13 件

0 件

2 件

6 件
　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果
不適切等と判断した件数 0 件
結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

公共調達審査会活動状況報告書

国立医薬品食品衛生研究所

平成２６年７月２４日（木）

　奥田　晴宏　（副所長）
　中垣　俊郎　（企画調整主幹）
　今井　愛　　 （総務部総務課厚生係長）

平成２６年４月１日～６月３０日契約締結分

　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

５００万円以上の物品役務等（入札）は全て。
１００万円以上５００万円未満（入札）は、落札率が100％の案件。
５００万円以上の物品役務等（随意契約）は全て。
１００万円以上５００万円未満（随意契約）は、公募をしたが参加者（応募者）が一者の案件および相手方が独立行
政法人の案件。

所見なし



別紙様式３

[競争入札によるもの]

公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

1 外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外９８点
支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
丸善株式会社
経理・財務部長　吉留　政博
東京都港区海岸１－９－１８

一般競争入札 16,922,032 14,457,275 85.4% 4者 所見なし

2 外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外９８点
支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社紀伊國屋書店東京営業本部
常務取締役本部長　新田　清
東京都目黒区下目黒３－７－１０

一般競争入札 6,444,586 5,416,544 84.0% 4者 所見なし

3 外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外９８点
支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社有隣堂
代表取締役　松信　裕
横浜市中央区伊勢佐木町１－４－１

一般競争入札 8,735,129 7,835,409 89.7% 4者 所見なし

4
DNAマイクロアレイの単価契
約（概算数量２０箱）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 1,613,520/箱 1,458,000/箱 90.4%

単価契約
@1,458,000/箱
概算見込額
29,160,000円

2者

所見なし

5
平成26年度　高分解能FT-
NMR　1式　保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
東京都昭島市武蔵野3-1-2
代表取締役　穴井　孝弘
株式会社JEOL RESONANCE

一般競争入札 15,800,000 15,800,000 100.0% 1者 所見なし

6

平成26年度　国立医薬品食
品衛生研究所実験動物飼育
管理業務　1式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
三協ラボサービス株式会社
代表取締役　椎橋　明広
東京都江戸川区西一之江2-13-16

一般競争入札 119,830,752 106,811,136 89.1% 2者 所見なし

7

平成26年度　試験研究業務
等のための人材派遣業務（延
28件）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
アドバンテック株式会社
代表取締役　上　智
大阪府大阪市淀川区宮前3-5-36

一般競争入札

2,656/h
(税抜)

外

2,280/h
(税抜)

外
85.8%

単価契約
@2,462/ｈ外
概算見込額
21,516,132円

4者

所見なし

8

平成26年度　試験研究業務
等のための人材派遣業務（延
28件）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社リクルートスタッフィング
代表取締役社長　渡邊　由紀子
東京都中央区銀座8--4-17

一般競争入札

2,242/h
(税抜)

外

1,600/h
(税抜)

外
71.4%

単価契約
@1,728/ｈ外
概算見込額
16,553,844円

4者

所見なし

9

平成26年度　試験研究業務
等のための人材派遣業務（延
28件）

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
WDB株式会社
代表取締役社長　中野　敏光
東京都千代田区丸の内2-3-2

一般競争入札

2,656/h
(税抜)

外

2,300/h
(税抜)

外
86.6%

単価契約
@2,484/ｈ外
概算見込額
91,796,772円

4者

所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）



公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）

10

平成26年度国立医薬品食品
衛生研究所自動車管理委託
業務　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

株式会社トーケイ
代表取締役　中村　育子
東京都中央区日本橋富沢町５－４ゲンベエビ
ル

一般競争入札 6,004,940 5,611,896 93.5% 2者 所見なし

11
平成26年度ＤＮＡマイクロアレ
イ解析システム保守　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 5,329,800 5,329,800 100.0% 1者 所見なし

12
平成26年度国設大気汚染測
定保守管理委託業務１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

グリーンブルー株式会社
代表取締役　谷　學
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１４
－１２

一般競争入札 8,290,722 6,168,960 74.4% 1者 所見なし

13

平成26年度H{C,N}コールドプ
ローブ付きバリアン600MHz
超伝導核磁気共鳴装置　１式
保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

アジレント・テクノロジー株式会社
取締役兼執行役員
ライフサイエンス・化学分析本部長　　合田
豊治
東京都八王子市高倉町９－１

一般競争入札 6,990,624 6,990,624 100.0% 1者 所見なし

14

平成26年度ＶＸＲ－４００Ｓ型
及びＭＥＲＣＵＲＹ４００型超伝
導フーリエ変換核磁気共鳴装
置保守点検　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

アジレント・テクノロジー株式会社
取締役兼執行役員
ライフサイエンス・化学分析本部長　　合田
豊治
東京都八王子市高倉町９－１

一般競争入札 5,468,040 5,468,040 100.0% 1者 所見なし

15
平成26年度ガス詰め替え　単
価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

神奈川県相模原市中央区小山１丁目１番１０
号
関東エア・ウォーター株式会社東京支店相模
原営業所
所長　中屋　有二

一般競争入札 7,081,830 5,371,920 75.9%

単価契約
窒素ガス

@220.0/㎥外
5者

所見なし

16

平成26年度Transpack
Packaging Extract（１００反
応）の購入にかかる単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
尾崎理化株式会社
代表取締役　尾﨑　勲
神奈川県相模原市緑区根小屋１８８８

一般競争入札 686,880/箱 686,880/箱 100.0%

単価契約
@686,880/箱
概算見込額
6,868,800円

3者

所見なし

17

平成26年度JNM-ECA600型
核磁気共鳴装置(セルフシー
ルドタイプ)　保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
東京都昭島市武蔵野3-1-2
代表取締役　穴井　孝弘
株式会社JEOL RESONANCE

一般競争入札 5,400,000 5,400,000 100.0% 1者 所見なし

18

平成26年度C/H型コールドプ
ローブ付き600MHz　超伝導
核磁気共鳴装置　１式　保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
東京都昭島市武蔵野3-1-2
代表取締役　穴井　孝弘
株式会社JEOL RESONANCE

一般競争入札 6,480,000 6,480,000 100.0% 1者 所見なし

19
平成26年度cDNA合成キット
（３製品）単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 456,840/箱 456,840/箱 100.0%

単価契約
@456,840/箱
概算見込額
5,482,080円

2者

所見なし



公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）

20
国立医薬品食品衛生研究所　総合庁舎
管理業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
新東産業株式会社
代表取締役　小出　修一
東京都渋谷区渋谷2-12-19

一般競争入札       85,968,000       85,212,000 99.1% 4者 所見なし

21
国立医薬品食品衛生研究所　排水処理・
再利用・専用水道設備・焼却炉施設維持
管理等業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社クリタス
代表取締役　竹田 慈明
東京都豊島区南池袋1-11-22

一般競争入札       49,388,400       49,086,000 99.4% １者 所見なし

22
国立医薬品食品衛生研究所２６号館環
境保全型動物飼育施設建物総合管理業
務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
アズビル株式会社
代表取締役社長　曽禰　寛純
東京都千代田区丸の内2-7-3

一般競争入札        7,481,160        7,074,000 94.6% １者 所見なし

23
国立医薬品食品衛生研究所　消防用設
備保守点検・防災管理点検及び建築物
点検業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
旭防災設備株式会社
代表取締役　小池　一男
東京都世田谷区代田3-13-12

一般競争入札        6,142,284        6,134,400 99.9% 3者 所見なし

24
平成26年度飛行時間型質量
分析装置一式保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 2,752,920 2,752,920 100.0% 1者 所見なし

25

平成26年度薬物動態データ
ベース（ADME Database）一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 2,160,000 2,160,000 100.0% 2者 所見なし

26

平成26年度DARTイオン源専
用飛行時間型質量分析装置
1式保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社三友商行
代表取締役　上野　高喜
東京都杉並区阿佐ヶ谷南１－１－５

一般競争入札 1,944,000 1,944,000 100.0% 1者 所見なし

27
平成26年度　ゼロックス複写
機　保守　22式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
富士ゼロックス株式会社
公共第三営業部長　乙咩　健二
東京都港区六本木3-1-1

一般競争入札 334,108 334,108 100.0%

単価契約
ﾓﾉｸﾛ@1.00/枚

外
概算見込額
4,009,296円

1者

所見なし

28
精密分析MSシステム　１式
保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
島津サイエンス東日本株式会社
東京支店支店長　和久井　明博
東京都台東区浅草橋５－２０－８

一般競争入札 3,116,880 3,116,880 100.0% 1者 所見なし

29
平成26年度安全性試験シス
テム　保守　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
ＣＴＣライフサイエンス株式会社
代表取締役　横山 良治
東京都世田谷区駒沢１－１６－７

一般競争入札 3,896,964 3,896,640 100.0% 1者 所見なし



公益法
人の区
分

国所
管、都
道府県
所管の
区分

応札・
応募者
数

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）

30
平成26年度LC/MS/MSシス
テム一式保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

株式会社帝国理化
代表取締役　鈴木　洋史
東京都中央区日本橋室町２－５－８－７
０２

一般競争入札 3,561,840 3,561,840 100.0% 1者 所見なし

31
平成26年度細胞保存用液化
窒素　単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

日本メガケア株式会社東京支店
支店長　大城　　政則
東京都板橋区新河岸１－１３－５ 一般競争入札

128/ℓ
(税抜)

128/ℓ
(税抜)

100.0%

単価契約
@138.24/ℓ

概算見込額
2,547,210円

3者

所見なし

32

平成26年度網羅的遺伝子多
型測定用高密度マイクロアレ
イキットの購入にかかる単価
契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

理科研株式会社東京支社
支社長　服部　徹
東京都文京区本郷7丁目2番1号 一般競争入札 423,532/箱 423,532/箱 100.0%

単価契約
@423,532/箱
概算見込額
4,235,320円

2者

所見なし

33
平成26年度cDNA合成キット
（３製品）単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札 92,880/箱 92,880/箱 100.0%

単価契約
@92,880/箱
概算見込額
1,114,560円

2者

所見なし

34

平成２６年度　国立医薬品食
品衛生研究所食品添加物指
定等相談センター（仮称）事
務所の賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月23日

NREG東芝不動産株式会社
常務　賃貸事業本部長　上谷　公
志郎
東京都港区芝浦1－1－1

一般競争入札
 15,263/坪

(税抜)
 11,902/坪

(税抜)
78.0%

概算見込額
2,909,027円
1者

所見なし

35 外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外９８点
支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
ユサコ株式会社
代表取締役　山川　真一
東京都港区東麻布２－１７－１２

一般競争入札 2,595,357 2,244,421 86.5% 4者

36
平成26年度　リコー複写機
保守

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社リコー
代表取締役　三浦　善司
東京都大田区中馬込1-3-6

一般競争入札 373,320 199,599 53.5%

単価契約
ﾓﾉｸﾛ@3.6/枚外

概算見込額
2,395,188円

1者

37
平成26年度廃棄物等の処理
業務　単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

株式会社トーホークリーン
代表取締役　前川　佑子
東京都渋谷区東４丁目９番１８－２０４ 一般競争入札 2,067,876 1,310,421 63.4%

単価契約
廃プラスチック類

@4,000/㎥外
3者

38
平成26年度第１四半期　特Ａ
重油に係る単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

株式会社松田商店
代表取締役　　髙安　　健臣
東京都中央区入船３－５－１０
　 一般競争入札

89.8/ℓ
(税抜)

89.0/ℓ
(税抜)

99.1%

単価契約
@96.12/ℓ

概算見込額
2,306,880円

1者

39

平成26年度労働衛生、環境
保全、化学物質安全性データ
ベース（TOMES Plus）一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社テクノミック
代表取締役　大塚　洋平
東京都中央区京橋１－１６－１０

一般競争入札 1,140,372 1,063,501 93.3% 1者
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40

平成26年度既存化学物質安
全性点検体制支援システム
運用、改善作業　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
ＳＣＳＫ株式会社
代表取締役社長　大澤　善雄
東京都江東区豊洲3-2-20

一般競争入札 3,894,102 3,240,000 83.2% 1者

41
平成26年度cDNA合成キット
（３製品）単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

ナカライテスク株式会社
代表取締役　半井　大
京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉
屋町４９８

一般競争入札 320,760/箱 307,800/箱 96.0%

単価契約
@307,800/箱
概算見込額
3,693,600円

2者

42
国立医薬品食品衛生研究所　４号館環
境保全型分析施設空調・衛生等設備保
守点検業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

ダイダン株式会社東京本社
取締役専務執行役員東京本社代
表　藤澤　一郎
東京都千代田区富士見2-15-10

一般競争入札        5,054,400        4,946,400 97.9% 3者

43
国立医薬品食品衛生研究所　４・６・８・１
０・１６・２８号館動物飼育室系統空調用
自動制御装置保守点検業務　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

ニュービルメン協同組合
代表理事　浅野　克夫
東京都台東区東上野１－２６－２
オーラムビル

一般競争入札        2,054,160        1,892,999 92.2% 2者

44
平成２６年度一般定期健康診断及び特
別定期健康診断請負業務単価契約　一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月2日

東京都港区新橋１－１３－１２   堤
ビル４階
医療法人社団康生会シーエス
ケー・クリニック
理事長　柳　秀熙

一般競争入札        2,881,100        2,658,690 92.3% 2者

45
試験研究業務等のための人
材派遣業務

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月12日
WDB株式会社
代表取締役社長　中野　敏光
東京都千代田区丸の内2-3-2

一般競争入札
 3,254/h

(税抜)
 2,200/h

(税抜)
67.6%

単価契約
概算見込額
4,124,736円
2者

46
超純水・純水製造システム
一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月30日
株式会社池田理化
代表取締役　高橋秀雄
東京都千代田区鍛冶町１－８－６

一般競争入札        4,116,031 3,962,260 96.3% 2者

47
市場流通する輸入農産品の買い上げと
試料調製　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月5日

一般財団法人日本冷凍食品検査
協会
理事長　前田　重春
東京都港区芝大門２－４－６

一般競争入札        4,050,000        3,780,000 93.3% 1者

48
内分泌かく乱化学物質スクリーニング試
験（ハーシュバーガー試験）　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月23日
中央労働災害防止協会
会長　榊原　定征
東京都港区芝5-35-1

一般競争入札        2,851,200        1,620,000 56.8% 4者

②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。
④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」



別紙様式４

[随意契約によるもの] 部局名：国立医薬品食品衛生研究所

公益法
人の区
分

国所管、
都道府
県所管
の区分

応札・応
募者数

1
平成26年度　超伝導核磁気
共鳴装置　1式　賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
日立キャピタル株式会社
代表執行役　三浦　和哉
東京都港区西新橋2-15-12

動作環境の互換性を維持する必要から当該業者以外には行うことができ
ないものであり、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。

170,394,840 170,394,840 100.0% 所見なし

2

平成26年度既存化学物質
安全性点検体制支援システ
ムクライアント１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

①日立キャピタル株式会社
代表執行役　三浦　和哉
東京都港区西新橋2-15-12
②ＳＣＳＫ株式会社
代表取締役社長　大澤　善雄
東京都江東区豊洲3-2-20

動作環境の互換性を維持する必要から当該業者以外には行うことができ
ないものであり、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。

7,928,928 7,928,928 100.0% 所見なし

3

FT/IR-6300用真空対応局
所測定用治具　１式　賃貸
借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

昭和リース株式会社
代表取締役　土屋　明正
東京都文京区後楽１－４－１４

動作環境の互換性を維持する必要から当該業者以外には行うことができ
ないものであり、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。

6,121,259 6,121,259 100.0% 所見なし

4
平成26年度 サイエンス・ダ
イレクトの利用

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日

エルゼビア・ビー・ブイ
最高経営責任者　ロン・モーベット
オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ
29

出版物の著作権など排他的権利を有し、当該サービスを提供できる唯一
の者であり、契約の性質又は目的が競争を許さないことから、会計法第
29条の3第4項及び国の物品等または特定役務の調達手続の特例に定
める政令第13条第1項第1号に該当するため。

24,742,660 24,742,660 100.0% 所見なし

5

平成26年度　アメリカ化学
会（ＣＡＳ）情報検索サービ
ス（Sci Finder）の利用

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
一般財団法人化学情報協会
企画管理室長　津山　重雄
東京都文京区本駒込６－２５－４

出版物の著作権など排他的権利を有し、当該サービスを提供できる唯一
の者であり、契約の性質又は目的が競争を許さないことから、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号に該当するた
め。

9,216,000 9,216,000 100.0% 所見なし

6
平均的食事からの放射性物質摂取量
推定のための試料調製 一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月30日

一般財団法人日本食品分析セン
ター
理事長 佐藤 秀隆
東京都渋谷区元代々木町５２番１
号

公募を実施し、応募のあった者が一者であったため会
計法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号による随意契約を締結した

      21,805,200       21,805,200 100.0% 1者 所見なし

7
安全性審査済の遺伝子組換え食品の
検査法の確立と妥当性確認試験　一
式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月2日

独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構　食品総合研究所
所長　大谷　敏郎
茨城県つくば市観音台2-1-12

遺伝子組換え食品開発当初から検査法の開発研究を
行うとともに、検査法開発研究部門の他に精度管理を
専門とする部門があり、相互に連携しながら高い精度
の検査法確立を行うことができる環境にある我が国唯
一の研究機関であることより、会計法第２９条の３第４
項に基づく予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より随意契約を締結した。

       9,000,000        9,000,000 100.0% 所見なし

8
遺伝子組換え食品検査の外部精度管
理 一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月30日

一般財団法人食品薬品安全セン
ター　秦野研究所
所長　小島　幸一
神奈川県秦野市落合729番地の5

公募を実施し、応募のあった者が一者であったため会
計法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号による随意契約を締結した

       3,600,000        3,600,000 100.0% 1者 所見なし

9
ＩＭＲ－９０（ＪＣＲＢ９０５４）
１点　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月7日

独立行政法人医薬基盤研究所
培養資源研究事業　代表　米田
悦啓

大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6
番8号

当該法人は厚生労働省の支援を受けた公的な培養資
源研究事業を行っており、他事業者の取り扱いを許し
ていないことから、予算決算及び会計令第102条の4第
3号に該当するため。

 -            24,685 所見なし

10 文献複写　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月2日
（独）科学技術振興機構　知識基
盤情報部参事役　加藤治彦
　東京都千代田区四番町5番地3

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第3号に該当するた
め。

 -                963 所見なし

11 官報公告料　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月3日

独立行政法人国立印刷局　理事
長　氏兼　裕之
　東京都港区虎ノ門二丁目２番４
号

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第4号に該当するた
め。

 -            21,168 所見なし

12 官報公告料　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月16日

独立行政法人国立印刷局　理事
長　氏兼　裕之
　東京都港区虎ノ門二丁目２番４
号

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第5号に該当するた
め。

 -            84,672 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

公益法人の場合
再就職
の役員
の数
（人）

備　考
公共調達審査会
審議結果状況

（所見）
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）



公益法
人の区
分

国所管、
都道府
県所管
の区分

応札・応
募者数

公益法人の場合
再就職
の役員
の数
（人）

備　考
公共調達審査会
審議結果状況

（所見）
物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

13 官報公告料　１式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年5月30日

独立行政法人国立印刷局　理事
長　氏兼　裕之
　東京都港区虎ノ門二丁目２番４
号

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第5号に該当するた
め。

 -            19,656 所見なし

14
平成26年度単結晶Ｘ線構造
解析装置　１式　賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
日立キャピタル株式会社
代表執行役　三浦　和哉
東京都港区西新橋2-15-12

動作環境の互換性を維持する必要から当該業者以外には行うことができ
ないものであり、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。

2,318,544 2,318,544 100.0%

15

平成26年度リニアイオン
トラップ付きトリプル四
重極型質量分析装置　１
式　賃貸借

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
日立キャピタル株式会社
代表執行役　三浦　和哉
東京都港区西新橋2-15-12

動作環境の互換性を維持する必要から当該業者以外には行うことができ
ないものであり、予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。

3,271,104 3,271,104 100.0%

16
平成26年度　PPC用紙　1
式　単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
大洋産業株式会社
代表取締役　五十嵐　公昭
東京都豊島区巣鴨４－２８－３

予定価格が160万円を超えない物品の購入であることから、予算決算及
び会計令第99条第3号に該当するため。 1,051,779 1,051,779 100.0%

17
平成26年度　雑品類　1式
単価契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年4月1日
株式会社エムアンドオーインダストリー
代表取締役　町側　烈士
神奈川県横浜市鶴見区生麦３－１０－９

予定価格が160万円を超えない物品の購入であることから、予算決算及
び会計令第99条第3号に該当するため。 1,389,569 1,389,569 100.0%

18
平成26年度　化学系試薬　1式　単価
契約

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月2日
宮崎化学薬品株式会社
代表取締役　宮崎　紘一
東京都板橋区小豆沢3-1-30

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第3号に該当するた
め。

 4300/個
（税抜）外

 4200/個
（税抜）外

97.9%
単価契約
概算見込額
1,556,085円

19 粉砕機　２式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月2日

株式会社　帝国理化
東京都中央区日本橋室町２－５－
８－７０２
代表取締役　鈴木　洋史

予定価格が160万円を超えない物品の購入であること
から、予算決算及び会計令第99条第3号に該当するた
め。

       1,047,600        1,030,838 98.4%

20
次世代医療機器評価指標作成事業
心臓カテーテルアブレーション　一式

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成26年6月13日

国立大学法人東京医科歯科大学
学長　大山　喬史
東京都文京区湯島一丁目５番４５
号

国が承認を与えることになる新規技術を活用する次世
代医療機器について、迅速且つ効率的に審査をするた
めの評価指標の作成を目的としている事業であり、利
益相無い中立的な者と契約する必要があること。また、
17年度から実施している同事業に係る分析技術・手法
との整合性を維持する必要性から、当該機関以外実施
し得ないため会計法第２９条の３第４項に基づく予算決
算及び会計令１０２条の４第３号により随意契約を締結
した

       3,500,000        3,500,000 100.0%

①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」

②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」

③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」

⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。
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