
 第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

   

【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 

 

開催日及び場所 平成２２年１０月６日（水）   厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     松永 賢次  学校法人専修大学ネットワーク情報学部准教授 

審議対象期間 原則として平成２２年４月１日～平成２２年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、

不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

    

意見・質問 回   答 

 冒頭、事務局から、２４都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況の報告を行った。 

【審議案件１】 

審議案件名：厚生年金被保険者名簿等の氏名追加のパンチ入力作業予定件数50,000,000件 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由 ：総合評価落札方式案件中、契約金額最大 

発注部局名： 年金局事業企画課 

契約相手方：東京ソフト株式会社 

予定価格 ：１，０１０，６２５，０００円 

契約金額 ：  ８０３，２５０，０００円 

落札率  ：７９．４８％ 

契約締結日：平成２２年４月１日 

 総合評価落札方式でなおかつ複数落札方式を採用したと

いうことで見ますと、ほとんどの業者さんが落札されてい

ますが、技術審査で必須点が入らない業者は、入札には入

ってこないということでしょうか。技術点がいろいろ、大

分差があるようですが、必須要件は満たすミニマムな技術

力があったということですか。 

 

技術評価点の方は、必須要件とそれ以外の要件とありまし

て、全てが必須要件を満たしており、点数のばらつきがある

のは、必須要件を満たした後の加算部分で差が生じているわ

けでございます。つまり、必要最小の条件はすべての業者が

満たしています。それから、予定価格の範囲内のものについ

ては応札候補者になりまして、順番は点数を入札金額で割っ

て、高いものから順次落としていくという方式をとっており

ます。 

 継続してやっているようですが、例えば過去にやった案

件で出来が悪いと入れないとか、そういう要件というのは

あるんでしょうか。 

パンチをしていて、当然過去にやると言ったのにやらなか

った場合は、指名停止等の措置もありますけれども、現状と

しては、こちらで落札した会社はすべて履行しております。

できない会社が入ったことはありません。 

応札される方は複数落札方式であることの認識はあるの

でしょうか。 

入札説明書の方に、まず複数落札方式という落札方式でや

りますということと、複数落札方式とはどういうものかとい

うことを、きちんと入札説明会等でも説明をした上でやって

おりますし、希望件数も１件とかそういうふうにすると面倒

なので、何万件が単位ですというふうに、その希望件数の最

小単位も指示しております。 



予定価格から落札価格の比較をしますと、かなり予定価

格より低い価格で応札されている業者さんが多いのです

が、その辺はいかがでしょうか。 

 

新規参入業者も参加できるということで、そのときの市場

価格ということで予定価格を立てております。実際に応札に

来られた方は、既に機関の別の調達で、人材も、機械も、テ

ナントのリースも、全国の社会保険事務所や市町村から提供

があった記録を回収する拠点等を整備されていて、既存でや

られているので、設備を増やす経費はかからないかと思う一

方、新規参入の方もきちんと落札できる価格設定をしている

ということで、乖離が生じているのではないかと思われま

す。 

今回落札された業者さんというのは、今までこの業務を

やってこられた方だけでしょうか。 

 

結果としてそうなっています。公告はホームページや官報

にもきちんと載せているんですけれども、結果として応札に

来られた方は過去にやられた方です。 

 特に意見はありません。  

【審議案件２】 

審議案件名 ：記録管理・基礎年金番号管理システム利用契約（平成22年度国債分）一式 

資格種別  ：― 

選定理由  ：随意契約案件中、契約金額最大。高契約率（１００％） 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：９４，３２１，１７９，６９８円 

契約金額  ：９４，３２１，１７９，６９８円 

契約率   ：１００％  

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

この予定価格の適正性につきまして、以前システム開発

委員会で妥当かどうか審査したということでしたけれど

も、どのように決まったのですか。 

その価格の妥当性を検証する上では、当然事前に相手方と

価格交渉をやった上に、更にシステム支援業者に、ハードの

設備が適正かどうかというのを検証させてもらって、その結

果を開発委員会に付議をして承認を得ているという形です。 

平成 26年度からは最適化を行うということですが、これ

はどういった形でなされることが予定されているのです

か。 

 

予算要求時は平成 26 年 1 月に記録管理システムの刷新化

ができると踏んでおりましたが、その後年金法の抜本改正で

記録管理のあり方も見直すというところもあります。平成

26 年１月に記録管理システムの刷新を行ったとしても、そ

の制度改正を踏まえると二重投資になってしまうところが

ありますので、今の段階ですと、26 年１月から更に延命措

置をとるか、更に更改をするかということで進めようとして

います。 

こういう既存のものを動かして延命していくとなると、

安全策をとって尐しお金を投入して、より安全に動かして

いこうとかという話なんでしょうか。 

 

 設備については、新しいものになれば安い単価に切り替わ

っていくというところもありますので、その辺のところを予

算の段階でエヌ・ティ・ティ・データの方から提案をしてい

ただきまして、できるだけ安くなる設備、これはリース的な

契約ですので、前倒しして月額利用料が尐しでも安くなるよ

うに、鋭意工夫しながら、安全性も含めて対応しています。 

エヌ・ティ・ティ・データは、いわゆるハードウェアを

つくっている会社ではないですね。そうするとハードウェ

アの価格というものは、納入している別の会社がつけてい

るということですか。 

 はい。ハードウェアの会社から仕入れをしまして、それを

私どもの方に、設備だけではなくてソフトウェアも含めて提

供しています。 

そうすると、これだけ大きなシステムになると、いわゆ

るエヌ・ティ・ティ・データが前面に出ているものの、実

際にそれを動かしている会社さんがいろいろ対応していか

ないと難しいというか、そういう世界ではあると認識すれ

ばいいんですか。 

 

エヌ・ティ・ティ・データがソフトもハードも、全体の構

成も含めて、間に立って処理をして、今回の契約もサービス

の提供という通常の請負とは違った契約の方式になってお

りまして、エヌ・ティ・ティ・データからしてみるとハード

もソフトも利用するのだから、その月額利用料を徴収すると

いう形になっています。 

価格の内訳で考えるとハードウェアの料金がかなり占め

ているようですが、ハードウェアにお金がかかるというこ

とは、部分的に交換していかないといけないということな

そうです。一応、今、月額利用料というものを、リース方

式を基に月額利用料を算出していただきまして、それを基に

それぞれの設備の月額利用料を払っているということです



んですか。それとも、いわゆるリース代として分割して計

上しているということなんでしょうか。 

 

ので、途中で機器更改とかというものであれば、あらかじめ

計画を立てて更改スケジュールを、保守ができるのか、特別

保守ができるのか、どこまで延命を図れるのかというものを

見ながら、あるいは、更改時期というものも一度に全部をで

きませんので、ある程度段階的に、そこはあらかじめ計画的

に進めざるを得ないところがあります。 

そうすると、機器ごとに寿命とかそういうのを勘案しな

がら、あるときにはいろいろ替えたりしなければいけない

ということで、年度ごとに契約金額が変わってくるという

ことですか。 

 

毎年いろいろ事業を増やしておりまして、特に今回は紙台

帳検索システムによるハード、設備の増強であるとか、ねん

きんネットと言われている年金個人情報の提供システムで

は、今まで定期便で自分の記録が見られたものを、今度はイ

ンターネットで自分の情報が見られるようにするためには、

設備投資がどうしても必要になってきますので、新たな機器

を更改するのですが、データ量が今までよりも増えるもので

すから、どうしても利用料金としては尐し上がってしまうこ

とはあります。 

各年度ごとに金額が違うことについて、別に特に法則性

があるように思えません。25年度は履行期間が 12月 31日

までだから、期間が短いというのがありますが。 

22 年度は、基本的にハードは当初記録管理システムの刷

新というのが、23 年の１月にスタートしようとしておりま

して、これは 22 年４月の契約なんですけれども、その前の

契約では、22年 12月までの設備については既に契約をして

おりまして、今回の契約については、設備関係はほとんど

23 年１月からの契約になりますので、22 年度が減っている

ということです。 22 年４月からというものについては、

ソフトウェアの開発ＳＩの部分が 22 年度から対応するとい

うものでございまして、基本的にはもう 23 年１月。となる

と３か月分となっております。 

 25 年度は言われましたように９か月分で大きくは年度

ごとに下がるのは、そういうものが主な原因です。 

特に意見はありません。  

【審議案件３】 

審議案件名 ：紙台帳の電子画像データ作成作業の監理等に関する業務一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の理由の妥当性 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：リコーテクノシステムズ株式会社 

予定価格  ：１６７，４００，０００円 

契約金額  ：１６７，４００，０００円 

契約率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

この調達の前の契約が３ヶ月分だったので、今回の契約

金額はそれを３で割って４ヶ月に延ばしたということです

が、月数で按分するというのが妥当なのですか。イニシャ

ルコストのところが一定分あるのであれば、本当はそうい

う３分の４倍でなくてもいいような気もするのですが。 

 

実際にパンチをしたりスキャナにするにはテナントを借

りて、その場所を借りてきた情報を保管する場所にして、人

を雇ってやらなければいけないんですけれども、管理の方は

まさしく役務ではどちらかというと建物の設計管理のよう

に、人件費がほとんどのもので、当該地に行って現地でセキ

ュリティが守られているか、仕事がきちんと進んでいるか、

納品業者等に用意させたハードディスクを仕様書で決めて

います一定の抽出率で調べた結果、きちんとＪＰＥＧのデー

タが想定しているＯＳで読めるかとか、画像が開けるかとい

ったことをやっているわけでして、ほとんど人にかかる経費

なものですから、期間計算をしております。 

特に意見はありません。  

【審議案件４】 

審議案件名 ：治療と職業生活の両立等の支援手法の開発一式（腰痛その他筋骨格系疾患） 

資格種別  ：｢役務の提供等｣―｢調査・研究｣（Ａ、Ｂ又はＣランク） 



選定理由  ：総合評価落札方式、１者応札、高落札率（９９．４３％） 

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ：独立行政法人労働者健康福祉機構 

予定価格  ：２５，０１０，９３８円 

契約金額  ：２４，８６８，４９４円 

落札率   ：９９．４３％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

今回の発注内容につきましては毎年行っているのです

か。それとも今回が初めてですか。 

今回初めてです。 

 

総合評価落札方式で、応札者が１者しかいなかったとい

うことですが、その１者しか来られなかった理由というの

は、どうお考えですか。 

 

医療と職場復帰といったものを生業としているような業

態がまずないこと。それから、そういった専門家もおりませ

んので、ある意味で特殊な調達であるということが、主な理

由として挙げられるのではないかと考えております。 

総合評価落札方式のところで、委員の皆さんの評価に点

数のばらつきがあると思うのですが、この辺の技術評価の

差が出る要因というのは、どうお考えでしょうか。 

 

評価に当たっては数値化できるものが一番客観性がある

だろうと思っております。うちが仕様として求めたものにつ

いては標準的なものとして、中位の点数を各委員の先生にご

らんいただきまして、それを超えるものについては中の上の

点数とか、若干欠ける場合は中の下とか、そういった判断を

お願いしておりまして、委員の方がこの調達以外も横断的に

全部、今回ですと４疾患全部を見ていただいておりますの

で、各委員の点数評価が若干ぶれても、全体としての評価と

しては、絶対値としては委員の評価は変わらないだろうと考

えておりました。 

 低い点数をつけられた委員の方というのは、外部の方で

すか。 

このうち、お二方が外部の委員でして、お二方ともお医者

さんで、公立病院の院長先生とか、あとは大学の先生です。 

 他の３疾患についても同じような調達結果なのですか。 

 

４疾患中、この機構は４疾患全部に応募してきておりまし

て、もう一社から４疾患中の２疾患について応募がありまし

た。 

 確かに疾患別に調達を４つに分けることによって、別の

資料を見ると確かにみずほ情報総研さんがとられていると

いうことなので、こういうやり方をしていることは評価で

きるのではないかなと思います。 

 

【審議案件５】 

審議案件名：平成２２年度｢ジョブ・カード制度｣普及促進事業 

資格種別 ： ― 

選定理由 ：企画競争、１者応札、再就職の役員（２人）  

発注部局名：職業安定局雇用保険課  

契約相手方：日本商工会議所 

予定価格 :２，４９１，１６４，０００円 

契約金額 :２，４９０，３８０，９２１円 

契約率 ：９９．９７％ 

契約締結日：平成２２年４月１日 

ジョブ・カードというのは、こういった職業訓練の個人

別の履歴を記録するということですか。 

ジョブ・カードそのものは履歴書のようなものです。履歴

書とか職務経歴などを書いていただいて、それで専門家のキ

ャリア・コンサルティングを行っていただくというものでご

ざいまして、それを活用して、企業と雇用契約を結んで、企

業で訓練を実施していただいて、その企業で正社員として就

職するなり、だめであればほかの企業に就職をするという仕

組みになっています。 

 ジョブ・カード制度の中身はどういったものなのですか。 

 

 対象者は職業能力形成機会に恵まれない者といいまして、

要はフリーターなどで正社員経験が尐ない方が対象となっ

ております。ジョブ・カードという物が浮かぶと思うんです

が、要は訓練です。ジョブ・カードという履歴書みたいなも

ので、今までどういう働き方をしてきたかですとか、どうい



う訓練を受けてきたかということを履歴シートにまとめて、

キャリア・コンサルティングを受けていただいて、この人が

訓練を受ける必要があるとそのキャリア・コンサルタントが

判断をした場合には、企業に行って訓練をやる。その訓練で

非正規の方ですと、経験がないからもうだめだということ

で、就職活動をしてもなかなか受け入れてもらえない部分も

ありますので、その訓練を実施して、ジョブ・カードという

のは能力評価も兼ねていますので、訓練を実施した後に企業

さんからきちんと評価を受けるという流れになっておりま

す。 

こういう職業訓練を受けましたという自己申告をするん

ですか。 

 

 そうです。要は雇用契約を結びますので、座学の訓練と違

って、ハローワークなどに求人を出しますので、この訓練を

受けたいですと持ってくる方もいらっしゃれば、ハローワー

クなどで職業相談をしている中で、ハローワークの職員が、

この人はこういう訓練を受ける方がいいなと判断されれば、

その方を訓練に導く場合もあります。 

履歴に書かれた個人の職業能力について、ジョブ・カー

ドを見れば、採用する側がどんな能力があるかということ

が、公式にわかるという意味ですか。 

 

履歴書のようなものをきちんと専門家の方に見ていただ

いて、最後にキャリア・コンサルタントがサインをしてジョ

ブ・カードを本人に渡すということなので、それを持って会

社に行けば、その人がどういう訓練を受けたかとか、どうい

う仕事をしてきたかとか、専門家の方はこの人は訓練が必要

か、どういうふうにその人のことを判断しているのかがわか

るようになっているということです。 

この制度というのは、どちらかというと日本商工会議所

ありきの仕組みをつくられたような印象があるんですが、

その辺についてはいかがですか。 

 

 この制度ができたときには、ジョブ・カード構想委員会と

いうものが内閣府にありまして、それは経済団体の方とか、

労使団体の方とか、いろいろ有識者の方で議論をしてジョ

ブ・カード制度というものができたんですが、決して商工会

議所ありきというわけではないんです。訓練をやっていただ

くのは企業さんなものですから、そこにどういうふうにアプ

ローチしていくかといったときに、各地の事業主団体などが

ジョブ・カードセンターの役割を担うことが適切ではないか

ということで、構想委員会の最終報告の中で、実施主体につ

いては全国規模の事業主団体が担うべきとされているんで

す。結果として一社応札になっていますが、なかなか他の事

業団体からの参加がないというのが実情です。 

今ジョブ・カードを保有されているフリーター、正式に

正社員になられていない方というのは、全国で何名ぐらい

いらっしゃいますか。 

 

ジョブ・カードの取得者は、平成 20年度に始まってから、

今までに約 30 万人が取得しております。ただ、またわかり

づらい説明になってしまうんですが、ジョブ・カードの交付

を受けるだけでも一応ジョブ・カードとしては有効で、その

後訓練を受けるかどうかというのはまた別の話になります

ので、ジョブ・カードの交付を受けている人は約 30万人で、

訓練を実際に受けた方というのは約９万人です。 

これは毎年、同じようなことをやっているんですか。 事業内容としては同じでございます。 

予定価格の算定方法というのは、どういうやり方でされ

ているんでしょうか。前年のものを参考にするとか、そう

いうことですか。 

 

そうです。基本的には予算で措置されたもの、予算額を予

定価格としております。 

 

そうすると前年比、例えば５％高くなれば５％アップみ

たいな形でやるのですか。 

そうですね。事業内容としては同じですが、人件費ですと

か事務管理費の面で若干予算は今のところ縮減傾向にあり

ますので、予算に合わせて予定価格を立てさせていただいて

おります。 

例えばこのくらいの目標があって、この目標を達しない

といけないというような契約になっているというわけでは

ないんですか。 

国としてジョブ・カード制度というものは、新成長戦略に

も載っていますけれども、ジョブ・カード取得者は 2020 年

までに 300万人とか、いろいろ目標が定められているところ



 ではありますので、政府としてというか、本事業としての目

標というのは、例えば受講者が何人ですとか、ジョブ・カー

ド取得者が何人ということの目標は、一応定めてはいます。 

毎年二十何億も出して、効果の測定もなしに出すのはど

うかなという印象は持ちます。それから、この事業につい

ては再委託ありとなってますが、本当にこれは再委託なの

かということも、尐し疑問かなと思っているんです。商工

会議所さん、団体ですね。地方の支部団体があって、そこ

に委託することが今回の再委託の概念の中に含まれるかど

うかというところが、尐し疑問点があることはあるんです

けれども。 

日本商工会議所から各地の、例えば東京商工会議所ですと

か、福岡商工会議所などに委託をしているんですが、組織上、

本社と支店みたいな関係ではないということなので、団体な

ので再委託に当たるかというのは私も実はわかりませんが、

一応日本商工会議所と各地の商工会議所は、団体としては別

の団体という位置づけであるということでしたので、再委託

という形をとらせていただいております。 

この業務が各地で、企業さんの開拓ですとか、制度を普及

するというのがメインの業務ですから、どうしても中央ジョ

ブ・カードセンターよりも、地域ジョブ・カードセンターに

経費がかかってしまって、ほぼ九十何パーセントが再委託と

いう体制にならざるを得ないというところが、正直なところ

です。 

規定によりますと、中枢的な部分については再委託する

なとなっているので、概念上矛盾点が出てきてしまってい

るのかなと思います。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ：輸入食品監視支援システムのハードウェア等納入及び保守一式 

資格種別   ：役務の提供等（Ａランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式案件中、１者応札の案件で最大契約金額。高落札率（１００％） 

発注部局名 ：横浜検疫所 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：３６８，３６１，０００円 

契約金額  ：３６８，３６１，０００円 

落札率   ：１００％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

１者応札になった理由は考えられることはあるのです

か。 

意見招請をして、各社から御意見をいただき、それを基に

調達仕様書を修正したものを当省のＣＩＯ補佐官の仕様書

審査を経て入札公告をしているので、特定の業者しか落札で

きないような偏った内容にはなっていないと思っています

ので、何が原因で１者応札になったのかというのは当方では

想定できません。 

このシステムは以前からあって、ハードウェアを取り替

えたということなのですか。全く新しいものなんでしょう

か。 

システム自体は平成８年から使用しておりまして、何年か

に一度の交換を経まして、今回は機器が新しくなったという

ものです。 

最適化計画に基づいてハードウェアを新しく調達したと

いうことなんですね。最適化計画になるとシステムをいろ

んなものに分けて入札しているようなのですけれども、こ

れはハードウェアのほかにはどのような調達のものと併せ

て全体としては動くのでしょうか。 

ほかに平成 20年度、平成 21年度の２か年でシステムの開

発をさせていただいておりまして、ほかにはシステムの運用

等アプリケーション、ソフトウェアの保守を各々別途調達さ

せていただいております。 

 システムの開発をした会社はどこなんでしょうか。 この調達を落札しているＮＴＴデータです。 

ソフトウェアは改めてハードウェアが入った後にまた入

札ですか。 

既に 20年度に入札させていただいて、21年度までの２年

間で開発は終了しております。 

ＮＴＴデータはハードウェアを売る会社では元々はない

から、ＮＴＴデータも当然どこからか調達してくるという

ことですね。ソフトウェアが先でハードウェアが後という

ふうにどうしてもなるのは実際に動かす段になってハード

ウェアを調達するからですか。 

順番としてはある程度ソフトウェア、システムを開発して

スペックなどを決めていかないと、ハードウェアが対応でき

ないとか、機能が落ちてしまったりすると、時間の制限をつ

けていますので、それは問題があるということでしたので、

このような流れでやっています。 

保守運用も最近別で出すことが多いんですが、これも別

で出しているんですね。 

はい。 

説明会に来る段階から１社しかないという状況ですか。 入札説明会には、ＮＴＴデータのほかに機器のリースを専



 門にやっている会社が２社と、ハードウェアの中でもデータ

ベースをつくっているような会社が１社来られて、合計４社

参加されています。 

落札率が 100％というのは、どういうことなんですか。 

 

システム自体は平成 22 年２月から運用を開始していて、

調達の順番としてはソフトウェアの仕様書を作成して、今度

はこのハードウェアの仕様書を作成してという順番でやっ

ていたところ、予算上平成 20 年度から５か年の国庫債務負

担行為で要求させていただいてはいたんですが、こちらの調

達手続の不手際といいますか、遅延が発生してしまった関係

で、平成 20 年度中にハードウェアの契約を行うことができ

なかったものですから、そうすると国庫債務負担行為の予算

が無効になってしまうという事態が発生しまして、21 年度

に使用する分と平成 22 年度以降、今回の調達の分と２回に

分けてハードウェアの契約をさせていただいております。 

２回目の予定価格を作成するときに、１回目の落札額を基

に今回の予定価格を立てたものですからたまたま落札率

100％という結果になってしまったということです。 

前回の調達と今回の調達について内容が全く同じという

ことなのですか。 

そこは予算上のルールといいますか、本来であれば一括で

平成 22年２月から今回の平成 25年３月まで、一括で一連の

契約にしなければいけないところだったんですけれども、予

算の裏づけがない状態で 25 年３月までの契約はできないと

いうことで、財務省等に相談しましたが、検疫管理業務室の

判断で、そういう契約をさせていただいたということです。 

実質的な競争は何もない状態での入札になってしまった

ということですか。 

１回目の調達仕様書の記述内容として、当然平成 22 年４

月以降も同様の調達をする予定ですということを記載させ

ていただいて、当室としては競争なき調達にならないように

工夫をして、１回目の調達から行ったと考えています。 

入札時においては１社だけかどうかというのは、ＮＴＴ

データとしてはわからないんですか。 

わからないと思います。 

 

21 年度、22 年度で別々にやるというのは、21 年度の部

分と 22年度の部分があるのですか。 

全く同じものといいますか、同じ種類ものです。例えばメ

ールサーバーだけが 21 年度だけ使ってということではない

です。 

 そうすると、例えば１台のメールサーバーがあったとき

に、21年度分はお幾らとかいうのは、いわゆるハードウェ

アを買い取っているという概念ですか。 

リースで契約します。 

 仮に前回入れた業者さんが落札しないとすると、機器

を引き上げてまた新しい機器を入れることになるはずで

す。民間の感覚から言うと 36 か月だけれども、最初の 36

か月で次の 36か月もここで落せば、きっと取れるだろうと

いうことになりますね。 

翌年また入札があるとなると、せっかく入れたのに引き上

げなければいけないと思うと、ちょっとつらいところがある

と思うので、多尐は下げる気はするんですが、その辺がちょ

っとよくわからないところがあって、一方で月割りでやって

いる以上は他の業者が途中から入っても回収できないと思

います。 

６年でもって回収することを考えれば、最初の３年で切

られてしまう業者も苦しいし、逆に最後の３年だけで回収

というのはできっこないから、やはり最初の業者がそのま

ま落すことになりそうですね。 

仕組みを考慮する余地があるように思います。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成22年度若年者自立支援中央センター事業 

資格種別  ：役務の提供等（Ａランク）  

選定理由  ：一般競争入札、１者応札、高落札率（９９，４２％）  

発注部局名 ：職業能力開発局 

契約相手方 ：公益財団法人日本生産性本部 

予定価格  ：１７３，３０３，５３５円 

契約金額  ：１７２，３０１，１８４円 



落札率   ：９９．４２％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

入札する側は単に最終的な金額だけを出せばいいのでし

ょうか。何か積算根拠を出さなくていいんですか。 

はい。最終的な金額だけで、税抜き 9,800万円の金額が定

額になっておりまして、この金額プラス運営費に係る経費の

金額を足していただいて、札を入れてもらっています。 

予定価格のところではかなり細かい積算があるんですけ

れども、仕様書はこれと対応しているものなんですか。そ

れとも、入札する業者さんでかなりコントロールできるも

のなんですか。 

旅費にかかる部分ですとか、研修の開催ですとか、実費相

当分がほとんどでして、利益になる部分というのはこれに対

する管理費ぐらいか、または人件費でどれだけ上乗せするか

という形になるかと思うんですけれども、こちらで全国 100

か所の団体について指導に行きなさいとか、研修会を何回や

りなさいとか、中央でやるものについては何回やりなさいと

いうことで仕様に細かく記載していますので、それに合わせ

ていきますと、単純により近い数字になってくるのかなとい

う印象です。 

 これは毎年日本生産性本部さんに委託されている事業な

んでしょうか。 

 

この事業が始まりましたのが 21年で２年目でして、21年

度は企画競争で調達しまして、日本生産性本部が受託してお

ります。これまで地域若者サポートステーション事業では

18 年度から、廃止になりました若者自立塾事業については

17 年度からそれぞれやっているんですが、そちらにつきま

しても生産性本部が受託をしておるところです。 

 来年度については、この事業は行わないということです

か。 

 

若者自立塾事業については廃止の評価を受けて廃止した

ところなんですけれども、地域若者サポートステーション事

業というのはこれから拡充していきますので、当然中央から

の指導業務が必要になってくるということで、来年度も予算

要求をしているところです。 

 9,800万円の奨励金というのはどういうものですか。 

 

こちらにつきましては３種類ありまして、いわゆるニート

などを卒業させた者に対して、一人当たり幾らという受入れ

経費について支給するというものと、ニートなどに資格を付

与した場合に要した経費に対して支払う資格取得の奨励費

と、就職支援をした場合におけるフォローアップに係る実費

の経費で構成されておりまして、過去の実績に基づきまして

財政当局から予算措置された金額になっており、残額はこち

らに返還という形になっています。 

これはどのようなところにお支払いするんですか。 

 

支援機関であるＮＰＯ法人ですとか、学校法人が若者自立

塾を運営しておりますので、そちらの団体に奨励費として支

援した分について支給するという構成になっています。 

地方公共団体と共同事業ということですが。 それは地域レベルでの地域若者サポートステーション事

業の方で、こちらの団体から指導を受ける被指導団体という

ものが共同事業です。 

これは地方公共団体が運営されているということです

か。 

 

運営自体はＮＰＯ法人ですとか、学校法人といったところ

が地域若者サポートステーション事業という国からの委託

を受けて実施して、地方からも同じように委託なり補助なり

を受けているということです。 

１年前の落札金額と今回の落札金額はどれぐらい違うん

ですか。 

 

昨年度は予算額が５億 634万 8,000円で、契約した金額が

５億 630万 9,500円でほぼ予算上限額に近く、こちらは企画

競争でやっておりまして、企画競争の説明書の中で上限額を

示しまして、その範囲の中で計画額が提示されたというとこ

ろで、かなり 100％に近い数字にはなっているんですけれど

も、運営にかかる費用にだけ着目してもほぼ提示した額に近

い金額で計画してきています。それに比べますと今年度は奨

励費を除く運営部分については、6,883万 6,284円と予定価

格の 98.6％ということで、一定の節約効果があったものと

は認識しております。 

 



21年は全体で５億円ですが、運営費は２分の１ぐらいに

なっているのですね。 

そのときは奨励費が高かったのです。 

３億 6,100万が奨励費で運営費が１億1,900万だったんで

すけれども、１億 1,900万の運営費に対して今年度 6,900万

というのは若干事業が縮小したといいますか、塾事業が支給

業務のみに限定されたという経緯がありまして、自立塾事業

に係る事務費というのがもともと予算計上されていないと

いうところから、単純に塾事業がなくなったことによる縮小

ということで、入札効果とはまた別な形です。 

今回につきましても、若者自立塾の事業については運営

経費は与えていないということですか。 

はい。奨励金の支給に係る若干の事務費と振込手数料と

か、そういった事務的な経費になっています。 

特に意見はありません。  

【審議案件８】 

審議案件名 ：保険医療機関等管理システム平成22～24年度維持管理及び保守業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ：一般競争入札案件中最大契約金額、総合評価落札方式未実施 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ：３３９，９０１，７４０円 

契約金額  ：２３６，２５０，０００円 

落札率   ：６９．５１％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

 総合評価落札方式をやらない理由というのは何があるん

でしょうか。 

昨年度までの契約につきましては単年度の契約で、予定価

格が総合評価をやらなければいけないと言われている 80 万

ＳＤＲを超えておりませんでしたので、最低価格落札方式に

よる調達を行ってきておりました。今後については国庫債務

負担行為による複数年契約の場合であっても総額が 80 万Ｓ

ＤＲを超えている場合は、御指摘を踏まえて総合評価落札方

式で対応していきたいと思います。 

 保守運用に関してはＳＬＡ（サービス・レベル・アグリ

ーメント）を決める考え方もある気がしますが、資料を見

る限り、ＳＬＡのようなものが見当たらないんですが、何

かそういう提供される役務に対しての要件が決まっている

のでしょうか。 

 

提供する役務については仕様書に書いてあるとおりで、通

常の保守、セキュリティパッチなどを開ける業務について調

達をしているものです。 

平成 14 年７月 12 日の調達関係申合せという資料がござ

いまして、その中には総合落札評価を適用する調達範囲と

いう項目がございまして、予定価格が 80万ＳＤＲを超える

調達（コンピュータ製品及びサービス）となっているので、

これは総合評価落札方式に該当するのではということで、

今回ピックアップさせていただいたんですが。 

 

情報システム調達に関する入札に係る落札方式というと

ころの、平成 14年７月 18日の通知ですがコンピュータシス

テムに係るサービスというところで読めると思いますので、

基本的な方針としましては、総合評価でやるべきであったと

思います。 

整理すると、管理及び保守業務というのはシステムに当

たらないのではないかという考えの下に、総合評価落札方

式を選択しなかったということなんですか。 

選択していなかったんですけれども、今後は総合評価でや

るという方向です。 

 

先ほどの業務の処理体制のところは仕様書の中に書いて

あるわけですが、仕様書も契約内容の一部になっていると

いうことなんでしょうか。契約書第２条の「乙は、別紙仕

様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うも

のとする」というところで仕様書も契約書の中身になって

いるから、そこでサービス・レベル・アグリーメントみた

いなものはできているという理解ですね。 

はい。 

仕様書をざっと見た感じでは、全体として具体性に欠け

る部分があって、提案してもう尐し細かいものを出させた

方が、よりよくなるんだろうと思います。あるいは最初か

選択していなかったんですけれども、今後は総合評価でや

るという方向です。 

 



ら仕様書に相当細かく書いてしまって、競争するまでもな

い、仕様に書いたとおりやっていただければそれで問題が

全くないという話なのか、大枠で書いたところで、やはり

もっといい保守運用ができますということを提案していた

だくのか、どちらかの方向ではっきりしていくことが必要

かなと思います。このくらいだと提案していただいて、も

っといいサービスを受けた方がいいのではないかと思うん

です。付随するサービス・レベル・アグリーメントみたい

なものを定型的に用意していいと思います。 

【審議案件９】 

審議案件名：医薬品等専用ネットワークサービスの提供業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式案件中、低入札調査の案件で契約金額最大。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社日立製作所 

予定価格  ：２３６，２５０，０００円  

契約金額  ： ８６，６３７，６００円 

落札率   ：３６．３０％ 

契約締結日 ：平成２２年４月１日 

日立がＮＴＴコミュニケーションズで買って出した方

が、ＮＴＴコミュニケーションズから直接買うより安いわ

けですからこれは非常によいケースだと思います。ほかの

ものでこういうことが起こるかどうかはわからないところ

もあるんですけれども、やはり回線というのはこういうこ

とが起こりやすい例かなと思いました。 

 

特に意見はありません。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：加工食品中の残留農薬等の試験法の開発・検証事業 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由  ：一般競争入札方式実施役務の案件中、低入札価格調査案件中最大契約金額 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：財団法人日本食品分析センター  

予定価格  ：１１０，８３１，７０８円 

契約金額  ： ３９，１６５，０００円 

落札率   ：３５．３３％ 

契約締結日 ：平成２２年４月２１日 

入札された２社は過去にもこの案件について事業を受

けたことがあるのでしょうか。 

 

加工食品の残留農薬等と称しておりますが、農薬と動物

用医薬品と分かれておりまして、20年度は農薬の開発につ

きまして一般競争入札をかけまして、こちらの財団法人が

受注しているところです。今回は動物用医薬品に関しての

入札です。 

一般競争入札で調達されているのは勿論いいことなん

ですが、技術評価というのは必要ないんでしょうか。 

 

入札の際の資格の要件といたしまして、食品衛生法に基

づく登録検査機関等という形で、開発に当たってはお願い

しているところです。登録検査機関の食品衛生法に基づく

優良検査機関ということで、日本には 100 機関ほどありま

す。また、等と書いてありますがこれは、食品メーカーが

全国で 9,000 社ほどありますが、こういったものに対して

も特に縛りをかけることなく、幅広にお願いはしていると

ころです。 

ただ、応札が２社であったことについては、費用対効果、

技術者を１年間配置するということでお願いをいたします

ので、そこは考えがあったのかなとは考えております。 

結果的に低入札になってしまったわけですけれども、予 予定価格につきましては前回の予定価格の作成方法に準



定価格の算定方法に問題点等はなかったのでしょうか。 じまして、１件当たり、１品目当たりの経費を算出して、

今回の試験数、品目数を乗じて算出するということで、前

回と同様のやり方をしております。また、予定価格を作成

するに当たっては予算額も確認しているところなんです

が、担当部局での想定も約１億円ということで、当方で計

算した数字とそれほど差はなかったので、妥当なものと判

断しました。 

ただ、こういう専門的な内容の場合、契約締結の際に、

請負金額内訳明細書を出させて、今後同種の内容があった

場合は予定価格の参考にして、余り乖離しないように当方

も努力はしているところです。 

契約をどの程度の成績でというか、成績簿のような実績

情報というのは、全省で何か記録しているところはあるの

ですか。 

成績簿というのはありません。 

 

特に低価格に関してだけでもいいので、ちゃんとやれて

いたかどうかはリスト化されているといいと思います。こ

れは会社としてちゃんとお金が回るかどうかとか、信頼で

きる会社ですかということは財務上は調べているかもし

れませんけれども、テクニカルな意味で調べているかどう

かというと、現実は調べていない気がするので、技術的な

要件としてここは低価格で出していても、やれているかど

うかという情報はあってもいいと思います。 

 

 


