
(部局名)

１　開催日 平成３０年４月２０日（金）

２　委員の氏名及び役職等 委員長 福田　　敬 （医療・福祉サービス研究部長）

委　員 種田 憲一郎 （国際協力研究部上席主任研究官）

委　員 志村　　勉 （生活環境研究部上席主任研究官）

委　員 下ヶ橋 雅樹 （生活環境研究部上席主任研究官）

委　員 武村　真治 （政策技術評価研究部上席主任研究官）

３  審査対象期間 平成３０年１月１日～３月３１日契約締結分

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 17 件

　　・審議件数 17 件

うち、契約金額が500万円以上のもの 7 件

うち、参加者が一者しかいないもの 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

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 2 件

　　・審議件数 2 件

0 件

0 件

0 件

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。）

案件全てを審査対象とした。

所見なし。

公共調達審査会活動状況報告書

国立保健医療科学院

　うち、直近の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

　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

　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



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年1月1日～ 平成30年3月31日 部局名

NO
公共工事の名称、場所、

期間及び種別

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

法人番号
一般競争入札・指名競争
等の別（総合評価の実

施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）

公共調達審査会
審議結果状況（所

見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

備考

国立保健医療科学院

該当なし



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年1月1日～

公共工事の名称、場
所、期間及び種別

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

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
法人番号

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（％）
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）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

平成30年3月31日

該当なし



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年1月1日～ 平成30年3月31日

NO
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 法人番号
一般競争入札・指名
競争等の別（総合評

価の実施）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

備考
公共調達審査
会審議結果状

況（所見）

1
全有機体炭素・全窒素測定システ
ムの購入

支出負担行為担当官
国立保健医療科学院
総務部長　稲葉　和男

埼玉県和光市南２－３－６

平成30年1月5日
島津サイエンス東日本株式会社
東京都台東区浅草橋５－２０－８

7010501032617 一般競争入札 6,318,000 円 6,264,000 円 99.1% 1 者 所見なし

2
データベース（Web of Science　他
１点）の利用接続

同上 平成30年1月11日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布２丁目１７番１２
号

2010401030329 一般競争入札 3,699,988 円 3,161,400 円 85.4% 2 者 所見なし

3

医薬品及び医療機器の費用対効
果で使用する子ども向けQOL測定
のためのツール（日本語版EQ-
5D-Y）の開発のための調査業務

同上 平成30年1月24日
株式会社アンテリオ
東京都千代田区神田駿河台４－６

3010001109134 一般競争入札 18,792,000 円 18,144,000 円 96.6% １者 所見なし

4 JAMAバックファイル他1点の購入 同上 平成30年3月5日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒３－７－１０

4011101005131 一般競争入札 3,677,867 円 3,285,800 円 89.3% 2 者 所見なし

5 電子黒板の購入 同上 平成30年3月5日
堀内電機株式会社
東京都小平市花小金井４－２６－１
９

5012701000933 一般競争入札 1,811,268 円 1,662,120 円 91.8% 3 者 所見なし

6 超低温フリーザーの購入 同上 平成30年2月23日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広３－１２－
６

8040001007537 一般競争入札 3,931,200 円 3,931,200 円 100.0% １者 所見なし

7 オールインワン蛍光顕微鏡の購入 同上 平成30年2月23日
株式会社キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中島１－
３－１４

4120001051530 一般競争入札 6,490,800 円 6,490,800 円 100.0% １者 所見なし

8 ウォシュレットの購入 同上 平成30年2月23日
株式会社 ダイキ産業
栃木県宇都宮市雀の宮6－1－4

1060001002550 一般競争入札 2,116,800 円 2,116,800 円 100.0% 2 者 所見なし

9
別館棟パッケージ型空調機修理作
業

同上 平成30年2月21日
株式会社ヤシマ・エコ・システム
東京都荒川区東日暮里１丁目１１番
１７号

9011801014501 一般競争入札 6,295,694 円 5,715,360 円 90.8% ２者 所見なし

10 寄宿舎棟カーテン取付作業 同上 平成30年2月20日
キングラン　メデイケア株式会社
東京都千代田区神田須田町１-１０

2010001083231 一般競争入札 4,091,256 円 2,727,840 円 66.7% 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）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 平成30年1月1日～ 平成30年3月31日

NO
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 法人番号
一般競争入札・指名
競争等の別（総合評

価の実施）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

備考
公共調達審査
会審議結果状

況（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）

11
臨床研究ポータルサイト用サーバ
機器の購入及び設定業務

支出負担行為担当官
国立保健医療科学院
総務部長　稲葉　和男

埼玉県和光市南２－３－６

平成30年3月1日
富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町１－１

2020001043507 一般競争入札 5,500,440 円 4,899,960 円 89.1% １者 所見なし

12 ノートパソコンの購入 同上 平成30年3月8日
株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀4-10-8

7011301006050 一般競争入札 5,270,400 円 3,974,400 円 75.4% 3者 所見なし

13 本館棟照明設備改修工事 同上 平成30年2月26日
株式会社小島電業社
東京都東村山市野口町3－9－36

7012701001343 一般競争入札 20,736,000 円 19,980,000 円 96.4% 4 者 所見なし

14
自動火災報知器設備改修工事設
計業務

同上 平成30年2月16日
日和エンジニアリング株式会社
東京都豊島区南大塚３－１０－１０

7013301009652 一般競争入札 4,665,600 円 4,536,000 円 97.2% 2 者 所見なし

15
別館棟空調機加湿エレメント交換
及びファンランナー洗浄作業

同上 平成30年1月22日
日本不動産管理株式会社
東京都千代田区東神田２丁目１０番
１３号

5010001111690 一般競争入札 3,229,200 円 2,592,000 円 80.3% 4者 所見なし

16
本館棟及び別館棟屋上冷却塔充
填材交換作業

同上 平成30年1月22日
日本ビルコン株式会社
東京都墨田区立川２丁目１１番１０
号

9010601024883 一般競争入札 9,016,920 円 7,452,000 円 82.6% 3 者 所見なし

17
国立保健医療科学院電話交換機
更新工事

同上 平成30年1月10日
八重洲電気株式会社
東京都中央区新川二丁目１２番１５
号

7010001059391 一般競争入札 18,771,156 円 16,200,000 円 86.3%
1者

低入札
所見なし



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 平成30年1月1日～ 平成30年3月31日

No
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 法人番号

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
（％）

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）

1 MEDLINE Completeの利用

支出負担行為担当官
国立保健医療科学院
総務部長　稲葉　和男

埼玉県和光市南２－３－６

平成30年2月6日

EBSCO Information Services
Japan
株式会社
東京都中野区中野２－１９－２
中野第IOビル3階

6011201018576 会計法第29条の3第4項 1,320,084 円 1,320,084 円 100.0% - 所見なし

2
本館棟4階講義室モニター交換
作業

同上 平成30年2月27日
株式会社　サンケンシステム
東京都大田区蒲田４－３３－５

8010801004471 予算決算及び会計令第９９条の２ 2,460,240 円 2,214,000 円 90.0% - 不落随契 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）


