
(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 4 件
　　・審議件数 4 件

（２）物品・役務等
①　競争入札によるもの
　　・審査対象件数 14 件
　　・審議件数 9 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 4 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 10 件
　　・審議件数 6 件

0 件

0 件

2 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１０月２９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）

平成２６年７月１日～９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

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100％の案件および落札率が低い案件。
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

1 ８号館B1階冷水ポンプ更新工事

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26年7月16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　半田　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

   1,973,160    1,939,680 98.3% 所見なし

2 ８号館２階機械室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26年8月18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　半田　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

   2,444,374    1,890,000 77.3% 所見なし

3
１９号館iCAP排気・Ar・塩ビダクト工
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8月29日

東京都千代田区猿楽町２－５－
８
株式会社協立製作所
代表取締役　笹沼　道雄

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

   2,485,913    2,206,440 88.8% 所見なし

4 ６号館１階分析室改修工事

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9月1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

   1,993,680    1,979,640 99.3% 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」

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

1
内分泌かく乱化学物質スクリーニング試
験（子宮肥大試験）　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7月8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        8,948,880        8,002,800 89.4% 3者 所見なし

2 冷却システム制御装置 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26年8月25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        9,436,500        9,396,000 99.6% 2者 所見なし

3
液体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9月18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       18,895,636       15,822,000 83.7% 3者 所見なし

4 ICP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9月29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       30,456,000       22,572,000 74.1% 3者 所見なし

5 マイクロ波試料前処理装置　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8月18日

マイルストーンゼネラル株式会社
代表取締役　水嶋龍司
神奈川県川崎市高津区坂戸３－２
－１

一般競争入札        3,874,510        3,874,500 100.0% 2者 所見なし

6
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９物質に関する細菌
を用い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7月11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　外山　明美
山梨県北杜市小淵沢町１０２２１
番地

一般競争入札        5,039,999        1,728,000 34.3% 4者 所見なし

7
指定添加物等の安全性に関する試験（２
－メチルブチリックアシドに関する９０日
間反復投与毒性試験）　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8月11日

株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所
代表取締役　玉野　静光
愛知県一宮市浅井町西浅井郷裏
６４

一般競争入札        8,678,519        2,592,000 29.9% 7者 所見なし

8
指定添加物等の安全性に関する試験
（β－カリオフィレンに関する９０日間反
復投与毒性試験）　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8月11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        8,678,519        2,484,000 28.6% 6者 所見なし

9
指定添加物の安全性に関する試験（ｔｒａｎ
ｓ－２－ヘキセノールに関する９０日間反
復投与毒性試験）　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8月11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        7,776,000        2,419,200 31.1% 6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）

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）



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
市場流通するアマニ製品（生及び焙煎等
加工品）の買上・分析によるシアン濃度
実態調査　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8月20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        1,965,890        1,617,840 82.3% 2者

11
平成26年度　実験動物用飼料　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9月1日

オリエンタル酵母工業株式会社
東日本バイオ営業部　部長　山崎
章弘
東京都板橋区小豆沢3-6-10

一般競争入札        4,452,408        4,334,040 97.3%

単価契約
一般的基礎飼料

271/kg　外
概算見込額
4,334,040円

1者

12 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9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        3,676,138        2,882,304 78.4%

単価契約
2,400/h
(税抜)
2者

13
平成26年度第3四半期　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9月26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        4,577,472        4,328,640 94.6%

単価契約
83.5/ℓ
(税抜)
3者

14
国立医薬品食品衛生研究所報告第132
号印刷600部及び発送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9月22日
日昇印刷株式会社
代表取締役　石井光雄
東京都中央区湊１－１４－１４

一般競争入札 2,104,185 1,215,648 57.8% 6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

1
次世代医療機器評価指標作成事業
（再生医療分野）　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7月22日

学校法人　東海大学
学長　髙野　二郎
東京都渋谷区富ヶ谷二丁目２８番
４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% 所見なし

2
即時型食物アレルギーによる健康被
害防止のための資料改訂及び各種食
物アレルゲンに関する解析　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7月22日

分任契約担当者
学校法人　藤田学園
理事長　　小野　雄一郎
愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１
－９８

過去に加工食品のアレルゲン含有量早見表、並びに
食物アレルギー・ヒヤリハット事例集の作成に関わり、
またアレルゲンの解析作業も行える食物アレルギーに
関する度な専門性を有する機関で行う必要性から、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第１０２条の４第３号
により随意契約を締結した。

       4,950,000        4,950,000 100.0% 所見なし

3
次世代医療機器評価指標作成事業
生体吸収性ステント　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8月1日

東邦大学医学部
医学部長 高松　研
東京都大田区大森西五丁目２１
番１６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% 所見なし

4 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7月1日

独立行政法人科学技術振興機構
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

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7月28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。

 -           210,168 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）

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）

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

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）



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）

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

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）

6 塩ビ製ドラフトチャンバー　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26年8月18日
千葉市稲毛区六方町１３９－７
株式会社マツ・コウケン
代表取締役　松島　末由

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。

       1,203,120        1,062,720 88.3%

7
次世代医療機器評価指標作成事業
三次元積層インプラント分野　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8月1日

国立大学法人大阪大学
大学院医学系研究科長　金田　安
史
大阪府吹田市山田丘２番２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。

       3,513,132        3,500,000 99.6%

8 湿式排ガス洗浄装置　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26年9月10日
千葉市稲毛区六方町１３９－７
株式会社マツ・コウケン
代表取締役　松島　末由

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。

       1,202,580        1,051,380 87.4%

9 質量分析装置消耗品　１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9月22日
東京都墨田区緑１－８－９
株式会社　バイオテック・ラボ
代表取締役　渕上　幹生

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。

       1,240,920        1,239,840 99.9%

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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