
(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 2 件
　　・審議件数 2 件

（２）物品・役務等
①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 13 件
　　・審議件数 4 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 3 件
うち、参加者が一者しかいないもの 0 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 11 件
　　・審議件数 7 件

0 件

0 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２７年１月２７日（火）

　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１０月１日～１２月３１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

随意契約２５０万円未満の公共工事は全て。
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、落札率が低い案件。
１００万円以上５００万円未満（随意契約）は、落札率が100％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２

[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 ６号館１階分析室空調改修工事

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10月8日

東京都世田谷区用賀４－３３－
１７
東都電設株式会社
代表取締役　清水　博樹

会計法第29条の3
第5項に基づく予
算決算及び会計令
第99条第2号によ
り随意契約

   1,493,640    1,449,360 97.0% 所見なし

2 １９号館β線分析室改修工事

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10月27日

千葉県千葉市稲毛区六方町１３
９－７
株式会社マツ・コウケン　代表
取締役　松島　末由

会計法第29条の3
第5項に基づく予
算決算及び会計令
第99条第2号によ
り随意契約

   1,731,780    1,624,104 93.8% 所見なし

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

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）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

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」

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）

※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３

[競争入札によるもの] 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
ガスクロマトグラフ質量分析計　１式　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10月1日

アジレント・テクノロジー株式会社
代表取締役社長兼営業本部長
合田　豊治
東京都八王子市高倉町９－１

一般競争入札       12,700,800       12,700,800 100.0% 2者 所見なし

2
指定添加物等の安全性に関する試験
（δ－ドデカラクトン外６物質に係る染色
体異常試験）　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11月4日
株式会社ボゾリサーチセンター
代表取締役　山内　久実
東京都渋谷区大山町３６－７

一般競争入札        8,769,600        6,048,000 69.0% 4者 所見なし

3
UPLC用シングル四重極型質量分析装置
１式　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12月15日

株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　添田　圭介
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札        7,106,400        6,966,000 98.0% 3者 所見なし

4
指定添加物等の安全性に関する試験（イ
ンドール外１０物質に係る復帰突然変異
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12月1日

株式会社シミックバイオリサーチセ
ンター
代表取締役　三嶽 秋久
山梨県北杜市小淵沢町１０２２１
番地

一般競争入札        4,435,199        2,138,400 48.2% 4者 所見なし

5
既設機器調査及び調査票等作成業務委
託　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10月2日
株式会社　島津理化　東京支店
支店長　菊田　幸秀
東京都江東区亀戸６－１－８

一般競争入札        4,968,000        3,780,000 76.1% 2者

6 事務補助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11月17日

株式会社エボルバビジネスサポート
代表取締役　中嶋　敏一
東京都中央区京橋２－５－１８　京橋創
生館５Ｆ

一般競争入札        1,601,281        1,215,324 75.9%

単価契約
1,650/h
(税抜)
3者

7
国立医薬品食品衛生研究所ネットワーク
セキュリティー監査業務　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11月19日

株式会社ラック
代表取締役　髙梨　輝彦
東京都千代田区平河町２－１６－
１

一般競争入札        3,330,720        3,294,000 98.9% 2者

8
指定添加物等の安全性に関する試験（Ｌ
－アスコルビン酸２－グルコシド外４物質
に係る染色体異常試験）　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11月4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

一般競争入札        6,264,000        3,240,000 51.7% 4者

9
指定添加物等の安全性に関する試験
（5-ヘキセニル イソチオシアネート外４物
質に係る染色体異常試験）　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12月1日

株式会社シミックバイオリサーチセ
ンター
代表取締役　三嶽 秋久
山梨県北杜市小淵沢町１０２２１
番地

一般競争入札        6,893,999        3,672,000 53.3% 3者

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
指定添加物等の安全性に関する試験
（2-フランメタンチオール外４物質に係る
染色体異常試験）　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12月1日

一般財団法人化学物質評価研究
機構
理事・化学物質安全センター長
下川　裕子
東京都文京区後楽一丁目４番２５
号

一般競争入札        6,893,999 4,320,000 62.7% 3者

11
食品中のリン酸化合物含有量調査　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12月2日

一般財団法人東京顕微鏡院
理事長　山田　匡通
東京都千代田区九段南四丁目８
番３２号

一般競争入札        2,629,835        1,817,640 69.1% 2者

12
平成26年度第4四半期　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12月24日
関東油化株式会社
代表取締役　蒲谷　雅彦
東京都大田区中央７－３－１

一般競争入札        6,842,880        4,860,000 71.0%

単価契約
62.5/L
(税抜)
2者

13
ウエスタンブロット解析システム　１式
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12月15日

株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　添田　圭介
東京都墨田区緑1-8-9

一般競争入札        1,620,000        1,597,320 98.6% 2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 微生物材料　２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11月13日

独立行政法人理化学研究所　バイ
オリソース推進室長　今泉　洋
茨城県つくば市高野台３－１－１

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。

 -             10,800 所見なし

2 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11月25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５
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。

 -           111,132 所見なし

3 菌株　１式　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12月18日

独立行政法人製品評価技術基盤
機構　バイオテクノロジーセンター
所長　能登　靖
千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8

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。

 -             43,200 所見なし

4 菌株　１式　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12月25日

独立行政法人製品評価技術基盤
機構　バイオテクノロジーセンター
所長　能登　靖
千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8

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。

 -             43,200 所見なし

5 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12月10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５
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3号に該当するた
め。

          325,836 所見なし

6 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12月25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５
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3号に該当するた
め。

          325,836 所見なし

7 窒素ガス発生装置　１式　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10月6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

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。

        1,460,160         1,382,400 94.7%

8
オールインワン蛍光顕微鏡システム
１式　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10月28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

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。

        1,315,440         1,296,000 98.5%

9 ２次元電気泳動システム　１式　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11月18日

株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　添田　圭介
東京都墨田区緑1-8-9

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。

        1,425,600         1,399,680 98.2%

10 安全キャビネット　１式　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12月10日

株式会社バイオテック・ラボ
代表取締役　添田　圭介
東京都墨田区緑1-8-9

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。

        1,466,640         1,434,240 97.8%

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」

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）

※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。

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
（％）
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