公共調達審査会活動状況報告書
(部局名)
平成２９年１月１７日（火）

１

開催日

２

委員の氏名及び役職等

３

審査対象期間

４

国立感染症研究所

委員長
委 員
委 員

山内
三好
藤谷

和志
英文
正

企画調整主幹
総務部総務課長
総務部調整課長

平成２８年１０月～１２月

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
・審議件数

0件
0件

（２）物品・役務等
① 競争入札によるもの
・審査対象件数
23 件
・審議件数
12 件
9件
うち、契約金額が500万円以上の案件
うち、参加者が一者しかない案件
11 件（うち 500万円以上8件含む)
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を超える案件
0件
②

随意契約によるもの
7件
・審査対象件数
・審議件数
5件
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
0件
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
5件
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
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
５

６

審査案件の抽出方法
500万円以上の契約案件、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているものを抽出した。

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。）
不適切な事例はなかった。

別紙様式１

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）
〔競争入札によるもの〕
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
契約を締結した
にその所属する部局の名称
日
及び所在地

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
争等の別（総合評価の 予定価格（円） 契約金額（円）
実施）

1 該当なし

※ 別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、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」。
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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

落札率
（％）

備考

公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

別紙様式２

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）
〔随意契約によるもの〕
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名
随意契約によることとした会計法令
契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び
落札率
並びにその所属する部
の根拠条文及び理由（企画競争又 予定価格（円） 契約金額（円）
日
住所
（％）
局の名称及び所在地
は公募）

1 該当なし

※

別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、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」。
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が、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

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）

別紙様式３

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔競争入札によるもの〕
物品役務等の名称及び数量

一般競争入札・指名競
契約担当官等の氏名並びにその所 契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び住
争等の別（総合評価の
属する部局の名称及び所在地
日
所
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）

所見なし

1 BSL２実験室安全キャビネット定期点検業務

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月3日

株式会社アルバーネット
東京都江戸川区一之江６－１０－９

一般競争入札

8,238,049円

6,804,000円

82.59％

1者

2 分子間相互作用アッセイシステムの購入契約

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月6日

プライムテック株式会社
東京都文京区小石川１－３－２５

一般競争入札

3,528,360円

3,457,792円

98.00％

2者

3 オートクレーブ点検業務

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月27日

株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広３－１２－６

一般競争入札

2,078,516円

1,984,932円

95.50％

1者

アプライドバイオシステム社製ＤＮＡシークエン
4
サ点検業務

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年11月29日

株式会社チヨダサイエンス
東京都千代田区鍛冶町１－８－６

一般競争入札

1,422,534円

1,420,200円

99.84％

2者

支出負担行為担当官
研究情報ネットワークシステムセキュリティ監査 国立感染症研究所
5
業務
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年11月30日

株式会社ＪＭＣリスクソリューションズ
東京都文京区湯島３－２６－１１

一般競争入札

2,149,200円

1,965,600円

91.46％

1者

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月7日

株式会社チヨダサイエンス
東京都千代田区鍛冶町１－８－６

一般競争入札

1,977,480円

1,831,000円

92.59％

2者

6 恒温振とう培養器２台等の購入契約

所見なし

所見なし

別紙様式３

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔競争入札によるもの〕
物品役務等の名称及び数量

アプライドバイオシステム社製ＤＮＡシークエン
7
サ点検業務

一般競争入札・指名競
契約担当官等の氏名並びにその所 契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び住
争等の別（総合評価の
属する部局の名称及び所在地
日
所
実施）

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月26日

株式会社和科盛商会
東京都文京区湯島４－６－１２

支出負担行為担当官
研究情報ネットワークシステムのセキュリティ強
国立感染症研究所
8 化（クライアント管理機能）に係る設計・構築業
総務部長 宮原 順三
務
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月25日 東京都台東区浅草橋１－２２－１６

支出負担行為担当官
研究情報ネットワークシステムのセキュリティ検
国立感染症研究所
9 疫機能の強化（エンドポイント脅威対策）に係る
総務部長 宮原 順三
設計・構築業務
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月31日 東京都台東区浅草橋１－２２－１６

落札率
（％）

備考

公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

一般競争入札

1,624,467円

1,622,160円

99.86％

2者

一般競争入札

15,930,000円

15,562,800円

97.69％

1者

所見なし

一般競争入札

15,854,400円

15,431,040円

97.33％

1者

所見なし

55,215,459円

53,917,272円

97.65％

1者

所見なし

114,633,252円 103,527,720円

90.31％

1者

所見なし

92.61％

1者

所見なし

日立電線ネットワークス株式会社
ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ

日立電線ネットワークス株式会社
ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ

支出負担行為担当官
情報回線及び研究情報ネットワークシステムの 国立感染症研究所
10
運用支援業務及び機器の賃貸借
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月12日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋一丁目3番1号

一般競争入札

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月12日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋一丁目3番1号

一般競争入札

支出負担行為担当官
研究情報ネットワークシステム（NIH-NET）庁舎 国立感染症研究所
12
総務部長 宮原 順三
回線の構築及び機器等の賃貸借
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月12日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋一丁目3番1号

一般競争入札

研究情報ネットワークシステムシステム（NIH11
NET）サーバシステム賃貸借

予定価格（円） 契約金額（円）

82,875,636円

76,751,388円

別紙様式３

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔競争入札によるもの〕
物品役務等の名称及び数量

一般競争入札・指名競
契約担当官等の氏名並びにその所 契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び住
争等の別（総合評価の
属する部局の名称及び所在地
日
所
実施）

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月11日 東京都立川市柴崎町

支出負担行為担当官
国立感染症研究所戸山庁舎空調機冷水・温水 国立感染症研究所
14
コイル交換業務
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年10月13日 東京都中野区東中野

国立感染症研究所戸山庁舎自家用電気工作
13 物定期点検及び受変電設備気中遮断機精密
検査等業務

予定価格（円） 契約金額（円）

田中電設工業株式会社

落札率
（％）

備考

1者
※H28.10.21付変
更契約（変更後
所見なし
88.58％
契約金額
￥8,100,000）

一般競争入札

8,107,666円

7,182,000円

一般競争入札

5,283,218円

5,255,280円

99.47％

1者

一般競争入札

7,455,304円

4,295,160円

57.61％

２者

２－２３－２３

公共調達審査会
審議結果状況
（所見）

衆浩建設株式会社
１－５７－６

国立感染症研究所戸山庁舎動物管理区域内
15
脱臭フィルター交換業務

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

平成28年12月27日 東京都中央区日本橋本町

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
16
購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年10月7 株式会社チヨダサイエンス
日
東京都千代田区鍛冶1-8-6

一般競争入札

1,295,352円

1,165,816円

90.00%

２者

17 糖鎖化合物４種購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年10月7 岩井化学薬品株式会社
日
東京都中央区日本橋本町3－2－10

一般競争入札

3,323,509円

2,758,320円

82.99%

2者

18 血液型判定用抗体国内参照品一式購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年12月13 株式会社日栄東海
日
東京都中野区中野6－15－13

一般競争入札

3,909,600円

2,484,000円

63.54%

2者

協和工業株式会社
１－１－８ ＫＤＸ新日本橋ビル

所見なし

別紙様式３

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔競争入札によるもの〕
物品役務等の名称及び数量

一般競争入札・指名競
契約担当官等の氏名並びにその所 契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び住
争等の別（総合評価の
属する部局の名称及び所在地
日
所
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）

所見なし

19 ELISPOTアナライザーシステムの購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年12月16 株式会社チヨダサイエンス
日
東京都千代田区鍛冶1-8-6

一般競争入札

13,705,200円

12,582,000円

91.80%

3者

20 オートクレーブ点検業務契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年12月16 株式会社チヨダサイエンス
日
東京都千代田区鍛冶1-8-6

一般競争入札

1,447,740円

1,384,560円

95.64%

2者

21 超低温フリーザー外１点の購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年12月16 株式会社チヨダサイエンス
日
東京都千代田区鍛冶1-8-6

一般競争入札

2,898,990円

2,813,400円

97.05%

3者

22 パソコン購入契約

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

平成28年12月27 井上事務機事務用品株式会社
日
東京都立川市曙町3-18-25

一般競争入札

1,086,825円

966,600円

88.94%

4者

一般競争入札

4,385,522円

4,374,000円

99.74%

1者

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所村山庁舎空調冷水コイル交 国立感染症研究所
23
換等業務請負契約
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

※

平成28年10月28日

東京冷機工業株式会社
東京都昭島市福島町910-20

別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、当該符号を付すこと。
低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
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」。
競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

①
②
③

所見なし

別紙様式４

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔随意契約によるもの〕
物品役務等の名称及び数量

国立感染症研究所戸山庁舎昇降機（１号機）修繕
1
業務

契約担当官等の氏名並びにそ
随意契約によることとした会計法令
落札率
契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び
の所属する部局の名称及び所
の根拠条文及び理由（企画競争又 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
日
住所
在地
は公募）

支出負担行為担当官
国立感染症研究所
総務部長 宮原 順三
東京都新宿区戸山1-23-1

備考

公共調達審査会審
議結果状況（所見）

予算決算及び会計令第99条の2
（不落随契）

2,441,232円

2,408,400円 98.66％

0人

会計法第29条の3第4項（富士通
リース株式会社からしか賃貸借及
び保守出来ないため）

1,606,132円

1,606,132円 100.00%

0人

3 破傷風トキソイド原液購入契約

分任支出負担行為担当官
デンカ生研株式会社
国立感染症研究所
平成28年11月18日
東京都中央区日本橋室町2-1-1
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

会計法第29条の3第4項（デンカ生
研株式会社からしか購入できない
ため）

2,808,000円

2,808,000円 100.00%

0人

所見なし

4 標準精製ツベルクリン候補品購入契約

分任支出負担行為担当官
日本ビーシージー製造株式会社
国立感染症研究所
平成28年12月12日
東京都文京区大塚1-5-21
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

会計法第29条の3第4項（日本ビー
シージー製造株式会社からしか購
入できないため）

8,121,600円

8,121,600円 100.00%

0人

所見なし

分任支出負担行為担当官
一般財団法人化学及血清療法研究 会計法第29条の3第4項（一般財団
マウス白血球数減少試験用参照インフルエンザワ 国立感染症研究所
平成28年12月21日 所
法人化学及血清療法研究所からし
5
クチン購入契約
総務部業務管理課長 田中 豊
熊本県熊本市北区大窪一丁目６－１ か購入できないため）
東京都武蔵村山市学園4-7-1

7,711,200円

7,711,200円 100.00%

0人

所見なし

1,406,079円

1,404,000円

0人

所見なし

平成28年10月11日

日本オーチス･エレベータ株式会社
東京都文京区大塚２－９－３

再就職
の役員
の数

分任支出負担行為担当官
富士通リース株式会社
国家検定・検査業務品質管理システム一式の賃貸 国立感染症研究所
平成28年12月27日
2
東京都千代田区神田練塀町3番地
借・保守業務一式（変更契約）
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

新型インフルエンザ株サーベイランス早期情報収
6
集システム機能追加・改修及び調査業務

分任支出負担行為担当官
株式会社ダイナコム
国立感染症研究所
平成28年10月21日
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
総務部業務管理課長 田中 豊
東京都武蔵村山市学園4-7-1

会計法第29条の3第5項、予算決算
及び会計令第99条の2(不落随契)

99.85%

所見なし

別紙様式４

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（物品・役務等）
〔随意契約によるもの〕
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
随意契約によることとした会計法令
落札率
契約を締結した 契約の相手方の商号又は名称及び
の所属する部局の名称及び所
の根拠条文及び理由（企画競争又 予定価格（円） 契約金額（円）
（％）
日
住所
在地
は公募）

分任支出負担行為担当官
国立感染症研究所村山庁舎BSL3・BSL4実験室設
株式会社日立プラントサービス
国立感染症研究所
平成28年10月3日
7 備等定期点検業務（自動制御機器保守点検業務
東京都豊島区東池袋3-1-1
総務部業務管理課長 田中 豊
等）
東京都武蔵村山市学園4-7-1

※

予算決算及び会計令第99条の2
（不落随契）

別紙様式１から別紙様式４の備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、当該符号を付すこと。
低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。
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」。
競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

①
②
③

21,211,713円

17,647,200円 83.20％

再就職
の役員
の数

0人

備考

公共調達審査会審
議結果状況（所見）

