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一般競争

被ばく放射線量測定業務委託契約

2013年1月18日

株式会社千代田テクノル

2012年12月17日　公告
2013年1月4日　入札書等締切
2013年1月8日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、約2ヶ月の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○
公告期間は土日・祝日を除き、10日間の期間を確保し
ている。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告は官報掲載のほか、ホームページ掲載及び
院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量

診療放射線技師長など、放射線部門の担当者も含め、広く契約業者を調査されたい。

診療放射線技師長など、放射線部門の担当者も含め、広く契約の対象となる業者を調査する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

近隣の他施設の契約業者を調査し、入札参加への誘引を行う。

契約監視委員会のコメント
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一般競争

物流システム保守

2013年1月21日

株式会社サンシステム

2012年12月27日　公告
2013年1月16日　入札書等締切
2013年1月17日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ ワーキンググループにより見直しを行った。

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、約3ヶ月の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○
仕様書が合わなかった（自社の技術では対応できな
い）

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量

随意契約でやむを得ない。

特になし

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

専門的特殊な知識、技術等が必要であると思われることから、随意契約を検討する。

契約監視委員会のコメント
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一般競争

財務会計システム「見える会計Ver.4」運用保守契約

2013年1月22日

神田通信機株式会社

2012年12月27日　公告
2013年1月16日　入札書等締切
2013年1月17日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 × ６NC共通仕様のため、見直し困難

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、約3ヶ月の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

今後のシステムの在り方を踏まえ、適切な契約方法を検討されたい。

現システムは、６ＮＣ共通のシステムとなっているが、今後のシステムの在り方（独自システムを構築）を
踏まえ、適切な契約方法を検討する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

専門的特殊な知識、技術等が必要であると思われることから、随意契約を検討する。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

病院情報システム運用オペレーション業務委託契約

2013年2月12日

データ・マネジメント株式会社

2013年1月21日　公告
2013年2月1日　入札書等締切
2013年2月4日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、1ヶ月以上の準備期間を設けた

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○
アンケート実施（回答はあったが、一者応札改善に有
益な情報は得られなかった）

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

次回は、アンケートの実施方法を工夫されたい。

次回からアンケートの実施方法（アンケート内容を含む）を工夫する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

上記取組以上の改善策がない。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

ビルメンテナンス総合管理業務委託

2013年2月28日

太平ビルサービス株式会社

2013年1月30日　公告
2013年2月15日　入札書等締切
2013年2月22日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、1ヶ月の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施（仕様が合わないとの回答）

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

リニア搬送設備不具合の初期対応にかかる業務の分割も含め、仕様書の見直しを検討されたい。

リニア搬送設備不具合の初期対応にかかる業務の分割も含め、仕様書の見直しを検討する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

上記取組以上の改善策がない。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

庁舎ガス需給

2013年3月5日

東京ガス株式会社

2012年12月28日　公告
2013年3月1日　入札書等締切
2013年3月4日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、1ヶ月の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き40日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

引き続き、入札参加の誘引を行われたい。

入札に参加可能と思われる業者に対し誘引を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

近隣の他施設の契約業者を調査し、入札参加への誘引を行う。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

労働者派遣契約（事務補助・研究補助業務）

2013年3月12日

アデコ株式会社

2013年2月21日　公告
2013年3月6日　入札書等締切
2013年3月7日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 × 指揮命令者部署にて仕様書の見直しを行ったのみ。

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、3週間の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

法人内委員会にて仕様書の見直しを行われたい。

法人内委員会にて仕様書の見直しを行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

公告以外に、個別に派遣業者に対して入札参加の誘引を行う。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

労働者派遣契約（病院情報システムマスタ・テンプレー
トサポート業務）

2013年3月12日

データ・マネジメント株式会社

2013年2月21日　公告
2013年3月6日　入札書等締切
2013年3月7日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 × 指揮命令者部署にて仕様書の見直しを行ったのみ。

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 開札から業務開始まで、3週間の準備期間を設けた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間を土日・祝日等を除き10日間確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

次期システム更新時に契約自体の見直しを行うこと。

次期システム更新に合わせ、契約自体の見直しを行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

上記取組以上の改善策がない。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

セキュリティ監視システム保守及び運用サポートサー
ビス契約

2013年3月25日

JBCC株式会社

2013年3月8日　公告
2013年3月14日　入札書等締切
2013年3月15日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 × 要求部署にて見直しを行ったのみ。

②業務等準備期間の十分な確保 × 再公告のため。

③公告期間の見直し × 土・日・祝日を除き、5日間の公告期間であった。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

法人内委員会における仕様書の見直し、公告期間の確保をされたい。

法人内委員会における仕様書の見直しを行い、公告期間についても十分に確保する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

1回目の入札参加資格（全省庁統一資格）のランクをC・Dにて実施したところ、応札者が無く再公告となっ
たことから、A及びBも参加を可とすることについて契約審査委員会に諮り、入札を実施する。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

手術・集中治療部門情報システム保守契約

2013年3月25日

株式会社イノメディックス

2013年1月21日　公告
2013年3月18日　入札書等締切
2013年3月19日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 ×

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、40日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本契約は今回の契約限りであり、やむを得ない。

特になし

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

保守対象機器の中にメーカーサポートが終了しているものがあり、交渉し半年単位でメーカー保証を得
ており、承諾を得られるまでに時間を要するため準備期間の確保が困難となっているため、改善の余地
がない。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量



独立行政法人国立成育医療研究センター

11

一般競争

病院情報システム保守

2013年3月25日

富士通株式会社

2013年1月21日　公告
2013年3月18日　入札書等締切
2013年3月19日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 × 仕様書の見直しに時間を要したため

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、40日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

随意契約でやむを得ない。

専門的特殊な知識、技術等が必要であることから、業者が限定されるため随意契約を検討する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

専門的特殊な知識、技術等が必要であると思われることから、随意契約を検討する。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

病院情報システム運用サポートサービス

2013年3月25日

富士通株式会社

2013年1月21日　公告
2013年3月18日　入札書等締切
2013年3月19日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 × 仕様書の見直しに時間を要したため

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、40日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

随意契約でやむを得ない。

専門的特殊な知識、技術等が必要であることから、業者が限定されるため随意契約を検討する。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

専門的特殊な知識、技術等が必要であると思われることから、随意契約を検討する。

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

エコチル調査に関するアウトカム測定方法等の検討支
援業務

2013年4月1日

一般社団法人環境情報科学センター

2013年3月11日　公告
2013年3月25日　入札書等締切
2013年3月27日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 × 仕様書の見直しに時間を要したため

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、10日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り －
入札説明書受領業者が１者であり、契約業者以外か
らのアンケートは実施していない。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

引き続き、契約相手方の妥当性について留意しながら適正な契約を行われたい

契約相手方の妥当性について留意しながら適正な契約を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間が十分確保できるようにしたい

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

研究費取扱業務委託契約

2013年5月23日

アデコ株式会社

2013年5月1日　公告
2013年5月16日　入札書等締切
2013年5月17日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 × 仕様書の見直しに時間を要したため

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、10日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（業務マニュアルを整備のうえ、）業務の分割も含め、仕様書の見直しと他業者の誘引を行われたい

（業務マニュアルを整備のうえ、）業務の分割も含め、仕様書の見直しと他業者の誘引を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間が十分確保できるようにしたい

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量
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一般競争

研究費に係る契約業務委託契約

2013年5月29日

アデコ株式会社

2013年5月10日　公告
2013年5月23日　入札書等締切
2013年5月24日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した

②業務等準備期間の十分な確保 × 仕様書の見直しに時間を要したため

③公告期間の見直し ○ 土・日・祝日を除き、10日間の公告期間を確保した。

④公告周知方法の改善 ○
入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行っ
た。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ アンケート実施

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（業務マニュアルを整備のうえ、）業務の分割も含め、仕様書の見直しと他業者の誘引を行われたい

（業務マニュアルを整備のうえ、）業務の分割も含め、仕様書の見直しと他業者の誘引を行う。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

契約の相手方（商号又は名称等）

入札経緯及び結果

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

仕様書の見直しを早めに行い、業務等準備期間が十分確保できるようにしたい

契約監視委員会のコメント

契約締結日

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法人名

案件番号

入札及び契約方式

契約の件名及び数量


