
(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 1 件
　　・審議件数 1 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 33 件
　　・審議件数 10 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 8 件
うち、参加者が一者しかいないもの 1 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 15 件
　　・審議件数 6 件

0 件

0 件

4 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。）

平成２７年１月１日～３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

競争入札２５０万円以上の公共工事は全て。
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、落札率が低い案件および新規案件。
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

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４月２２日（水）

　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）



別紙様式１

[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
国立医薬品食品衛生研究所実験機器設
備工事

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27年3月30日

神奈川県横浜市中区寿町２－５－
１
川本工業株式会社
代表取締役　川本　守彦

一般競争入札（総
合評価落札方式）   1,727,725,809   1,593,000,000 92.2% 3者 所見なし

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）

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（公共工事）

公益法人の場合

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
８号館２階機械室５階系統電空変換器
更新工事

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27年2月12日

東京都江東区潮見２－１－７
日本空調サービス株式会社東京
支店
執行役員支店長　花田　良徳

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

   2,235,600    1,890,000 84.5% 所見なし

2
８号館２階機械室５階系統温湿度制御
装置更新工事

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27年3月11日

東京都江東区潮見２－１－７
日本空調サービス株式会社東京
支店
執行役員支店長　花田　良徳

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

   1,814,400    1,485,000 81.8% 所見なし

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」

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
（％）



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 トリプル四重極型質量分析計 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27年1月22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       29,376,000       29,106,000 99.1% 2者 所見なし

2
液体クロマトグラフタンデム四重極型質
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27年2月4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       25,790,400       18,000,000 69.8% 4者 所見なし

3
次世代シークエンサーシステム　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27年2月4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       51,617,520       51,079,140 99.0% 2者 所見なし

4
ガスクロマトグラフ精密質量解析システ
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27年2月4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       45,269,280       37,800,000 83.5% 2者 所見なし

5
液体クロマトグラフ質量解析システム　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27年2月19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       21,600,000       21,060,000 97.5% 3者 所見なし

6
液体クロマトグラフ精密質量解析システ
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27年2月19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       70,740,000       70,200,000 99.2% 3者 所見なし

7
600MHz NMR用　極低温プローブ及び分
光計　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27年2月19日

日本電子株式会社東京支店
支店長　井川研也
東京都千代田区大手町２－１－１
大手町野村ビル１８階

一般競争入札       70,423,959       70,182,126 99.7% 3者 所見なし

8
トリプル四重極型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27年3月4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       12,690,000       12,582,000 99.1% ２者 所見なし

9
平成２６年度室内空気環境汚染化学物
質調査　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27年1月8日

株式会社ＭＣエバテック　つくば営
業所
所長　大沼 吉信
茨城県稲敷郡阿見町中央８－３－
１

一般競争入札        2,978,208 1,959,552 65.8% 2者 所見なし

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）



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

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）

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

10
研究費補助金等管理システム　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27年2月25日

株式会社エデュース
代表取締役　松本　雄一郎
東京都千代田区東神田２－３－１
０

一般競争入札        5,254,079        4,816,044 91.7% 1者 所見なし

11 酸素燃焼装置　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27年1月19日

株式会社セントラル科学貿易
代表取締役　宮崎　晃一
東京都台東区柳橋１－８－１

一般競争入札        1,728,000        1,671,840 96.8% 2者

12
超高圧2液HPLCシステム用UV検出器及
びオートサンプラ洗浄溶媒脱気装置　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27年1月22日

株式会社チヨダサイエンス
代表取締役　木崎　慎一郎
東京都千代田区鍛冶町１－８－６

一般競争入札        2,023,920        1,982,880 98.0% 2者

13
溶出試験装置用炭酸水素緩衝液pH制御
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27年1月27日

ジャパンマシナリー株式会社
代表取締役　セルギー・ジー・ヴィ
シタク
東京都中央区銀座８－５－６

一般競争入札        3,129,208        3,024,000 96.6% 2者

14
ＷＨＯ室内空気ガイドライン化学物質（４
物質）の用量反応性評価　を含む最新リ
スクプロファイル文書作成業務　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27年1月9日

一般財団法人化学物質評価研究
機構
安全性評価技術研究所長　今田
中　伸哉
東京都文京区後楽一丁目４番２５
号

一般競争入札        6,077,160        4,266,000 70.2% 1者

15

指針値等が未策定である室内化学物質
（４物質）の有害性評価及び用量反応性
評価を含むリスクプロファイル文書作成
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27年1月9日
日本エヌ・ユーエス株式会社
代表取締役社長　岸本　幸雄
東京都新宿区西新宿７－５－２５

一般競争入札        4,364,280        3,888,000 89.1% 2者

16 溶出試験器用オプション　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27年2月3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        5,076,000        4,999,320 98.5% 2者

17 ゲル撮影装置　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27年2月12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        4,266,000        4,212,000 98.7% 2者

18 凝集体分析装置　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27年2月10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        5,130,000        4,212,000 82.1% 2者

19 イオンクロマトグラフ　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27年2月10日

ダイオテック東京株式会社
代表取締役　川上　啓至
東京都台東区東上野６－２－１

一般競争入札        5,670,000        4,995,000 88.1% 2者



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

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）

公益法人の場合

備　考
公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

20 リアル・タイムPCR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27年2月16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－
８－７０２

一般競争入札        2,700,000        2,635,200 97.6% 2者

21
LC-MS プロテオーム定量解析システム
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27年2月12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        2,717,280        2,695,680 99.2% 2者

22 発光プレートリーダー　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27年2月23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        3,936,600        3,717,900 94.4% 2者

23
グラジエントリサイクル分取高速液体クロ
マトグラフ　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27年2月19日

日本分析工業株式会社
代表取締役　大栗　直毅
東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８

一般競争入札        6,201,360        4,995,540 80.6% 2者

24
化学発光イメージアナライザー　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27年2月19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        2,160,000        2,050,920 95.0% 2者

25 超純水製造装置　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27年2月19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        2,484,918        2,463,318 99.1% 2者

26 液体クロマトグラフ　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27年2月19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        5,525,337        4,999,320 90.5% 2者

27 マイクロチップ電気泳動装置　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27年2月19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        3,240,000        2,797,200 86.3% 2者

28 蛍光顕微鏡　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27年2月19日

株式会社チヨダサイエンス
代表取締役　木崎　慎一郎
東京都千代田区鍛冶町１－８－６

一般競争入札        2,009,880        1,987,200 98.9% 2者

29
副作用発症患者試料に関するヒト白血球
抗原（ＨＬＡ遺伝子型検査　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27年3月2日

公益財団法人ＨＬＡ研究所
所長　佐治　博夫
京都府京都市下京区中堂寺南町
１３４

一般競争入札        6,351,839 1,863,000 29.3% 1者
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30 EI/CI切替用システム　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27年3月5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        3,437,002        3,277,260 95.4% ２者

31
液体クロマトグラフ質量分析計システム
修理点検業務　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27年3月9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        3,169,079        3,138,156 99.0% ２者

32 薬物活性評価用細胞株　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27年3月17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        2,970,000        2,857,680 96.2% ２者

33 DNAアナライザー修理作業　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27年3月17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        3,124,835        2,320,596 74.3% 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 高性能質量解析システム 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27年3月31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1-3-1

予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するた
め。         2,455,315         2,455,315 100.0% 所見なし

2 293(JCRB9068)　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27年1月9日

独立行政法人医薬基盤研究所
出納命令役　研究所長　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

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27年1月21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。

 -             56,160 - 所見なし

4 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27年1月5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。

 -           752,976 - 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27年3月9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。

 -             86,184 - 所見なし

6 蛍光検出器　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27年1月19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

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。

        1,371,600         1,357,560 99.0%

7
バイオハザード対策用キャビネット　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27年1月9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。

        1,237,680         1,204,740 97.3%

8 粉砕機　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27年1月22日

東京都中央区日本橋室町２－５
－８
株式会社　帝国理化
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。

        1,269,000         1,239,235 97.7%

9 超純水製造装置　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27年1月9日

東京都中央区日本橋本町３－２
－１０
岩井化学薬品株式会社
代表取締役社長　岩井　正雄

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。

        1,513,908         1,499,040 99.0%

10 純水製造装置　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27年2月9日

岩井化学薬品株式会社
代表取締役社長　岩井　正雄
東京都中央区日本橋本町３－２
－１０

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。

        1,350,612         1,337,202 99.0%

11 オートサンプラー　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27年2月4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

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。

        1,563,300         1,387,800 88.8%

12 恒温恒湿器　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27年2月5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。

        1,368,360         1,327,536 97.0%

※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
（％）

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）
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