
 第３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１２月２４日（金）   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７月１日～平成２２年９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、２３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：ＷＨＯへの臨床研究登録情報管理事業に係るシステム改修業務  

資格種別  ：役務の提供等 情報処理又はソフトウェア開発（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由 ：一般競争入札方式案件中契約金額最大、1者応札、高落札率 

発注部局名：国立保健医療科学院 

契約相手方：ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 

予定価格 ：76,669,792円 

契約金額 ：76,650,000円 

落札率  ：99.97％ 

契約締結日：平成22年９月28日 

 現行のシステムを開発したのはどこの業者ですか。 ＮＥＣネクサソリューションズです。 

 ほかの会社が来た場合には、既存の会社は情報を出さな

いといけないということですね。 

そうです。できる限り現行システムを理解して参加いただ

くよう仕様書を配り、説明会のときに仕様書をどこまで理解

しているかということで、提案書を出していただくように今

回は対応しました。 

入札説明会来場者名簿にある８社に仕様書を出している

ということですか。 

仕様書に関しては、業者が来たときに渡し、入札説明会で、

提案書の書式を示しています。 

改修範囲が仕様書からはわかりにくい部分もあるような

気がするのですが。 

わかりづらいものに関しては、照会があれば、詳細に説明

すると各業者に伝えています。 

照会は何社からありましたか。 応札者とは別の１社から照会がありました。 

予定価格はどのように積算されていますか。 こういうシステムをやっている業者３社から参考見積を

とり、そのほか物価資料等からも参考として単価を出した平

均値をとっています。 

数量がおおむね予測できれば大体計算はできるので、い

わゆる何人日かかるかということは、仕様書から見て判断

してくださいということですか。 

そうです。 

予定価格調書の中で、３社以外の見積で積算資料という

ところに、４万 2,000 円という数字があるのですが、この

数字はどういう数字ですか。 

積算資料にシステムエンジニア等の単価が示されていま

すので、直近の単価を採用しました。 



４つの単価を平均されているのは、どういう根拠からで

すか。 

関係業者に参考見積を依頼したときに、提供されたものが

３社のみでしたので、そのほかに調べたところ、積算資料で

もシステムエンジニア等の単価が載っていたので、集めた単

価を平均しました。 

積算資料と各社の単価にかなり開きがあるんですが、こ

れはどういう理由ですか。 

 

専門業者に聞くと、システムの内容によっても単価が随分

違うということはわかったのですが、詳細については教えて

いただけませんでした。 

数量面はどのように予想されているのですか。 既存のシステム改修等の実績を参考として使っています。 

１者応札で予定価格を最初オーバーしてしまって、３回

目になって成立したということですが、こういう予定価格

ぎりぎりになってしまうと、予定価格がもう尐し下であっ

たら契約金額も下げられたかもしれないと思います。 

私どもは、関連業者から参考見積もりをもらい、必ず物価

資料等で確認し、関係する単価があった場合は、総合的に判

断し、それを参考にした上で使用させていただいておりま

す。 

この業界は全体的には大きな会社に出せば高くなってし

まうので、多分大きな会社３社では高いという判断で、尐

し低目のところも参考にするのでしょうが、ただ、どれだ

け調整すればいいのかということは、当然よくわからない

ので、研究していく必要があると思います。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：年金情報総合管理・照合システム（紙台帳検索システム）追加サーバハードウェア設備等 一式 

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、１者応札 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：㈱日立製作所 

予定価格  ：3,240,338,340円 

契約金額  ：2,783,812,500円 

落札率   ：85.91％ 

契約締結日 ：平成22年9月22日 

追加される前のサーバのハードウェアの調達があると思

いますが、これは何者か応札しているのですか。 

こちらは、日立が１者応札で、１回で落札しています。 

今回日立以外の会社が落札した場合に、もとが日立だと

すると、全体的にうまく動かす責任を負うのはどこなので

すか。 

今回の追加サーバ等を導入することによって、既存のシス

テムとサーバがうまく動作保証できるかは、今回調達した会

社で検証してもらうよう調達仕様書に記載しています。 

安くてもちゃんと動けばいいとは思うのですが、動いた

場合どう確認するか、動かないときにどうなるのかという

ことは、仕様書に簡単にサービスレベルアグリーメントの

話が書いてあるのですが、契約上示されているのですか。 

 契約書の第 32条で契約条項に１年間の瑕疵担保を入れて、

何か不具合があればそれを適用するか、もしくは通常直接の

損害賠償金をとるというようなことが考えられています。 

契約金額と予定価格は大分違うわけですけれども、ハー

ドウェアの価格というのはいろいろあると思いますけれど

も、主にどの要因が違ってきたのですか。 

 契約金額と予定価格の差について聞き取ったところ、ハー

ドウェアの在庫品が日立側にあって、その手持ちのものを今

回提供することで価格が抑えられたということですので、主

に賃貸借及び保守の部分のハードウェア関連だと考えられ

ます。 

既存の業者がこれをとりやすいというのは、作業環境を

熟知しているからということですか。あるいはもしかする

と新規業者は作業環境上の想定しなかったいろいろなこと

が負担になるというリスクを冒さないことも想定できます

が、どうして１者しか応札しなかったのでしょうか。 

従来から聞き取りしているなかでは、やはり年金関係業務

は社会的関心が高いという点が心理的にあるのではないか

と思います。逆に日立製作所については、従来から年金業務

をやっており、ほかの者に比べると入りやすかったのではな

いかと思います。 

システム的に言いますと、共有領域という関係で既存のサ

ーバと同じ製品にしないといけないというところから、ディ

スクだけは製品指定になってしまっているということもあ

ります。 

特に意見はありません。  

【審議案件３】 



審議案件名 ：ハローワークシステム ソフトウェア保守業務一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約案件中契約金額最大 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：819,458,955円 

契約金額  ：793,485,000円 

契約率   ：96.83％ 

契約締結日 ：平成 22年 7月 1日 

予定価格は、ＳＥとプログラマーだけの積算でよいので

すか。 

 

ＳＥとプログラマーを使った場合、このサブシステムの例

えば共通機能分につきましては、この業務量で可能であると

いう形で調整をしていますので、予定価格と実効は乖離する

ことがあるかもしれませんが、あくまでも金額ベースとして

は、これで正確だと思います。 

予定価格と見積というのが別にありますが、見積が予定

価格を上回ってしまった場合はどうなるのですか。 

現行システム等の随意契約をする場合に、予定価格を作成

するまでの調整のため、まず見積を業者から出させ、その見

積に対して実際この内容でできるかということを調整しま

す。調整した結果を支援業者や、最適化評価委員会という専

門家の委員会に、その金額で妥当かという確認をとった上で

予定価格を決定し、見積を出してもらうので、見積が予定価

格を上回るということはないという認識です。 

ほかの業者が入る余地があるのかという疑問があるので

すが、開発業者も、最適化計画後は別会社が保守する可能

性があるから、それができるようにシステムを開発しなけ

ればいけないという要請がされていると考えていいのです

か。 

現行システムは、著作権により開発した業者しかやれない

ので、随意契約をしてきた経緯がございますが、最適化計画

は、開発した業者しかできませんと言われることがないよう

な形で設計開発をするような理念に基づいていますので、23

年度からは原則入札になります。 

開発中だと、開発している業者しかできなくて、開発が

終わったら他の業者もできるというのは、論理的にそれで

いいのでしょうか。今から保守をやった方がいいという業

者がいれば、競争入札で入札に参加してくれば、富士通が

それを意識して、結果的には価格低下につながっていくの

でないかと思いますが、そういう検討はされなかったので

すか。 

全く違う業者に手を挙げていただいて、ソフトウェア保守

対象側の修正をしたら、本体側の方に影響が出て、修正する

ので三月遅れますといったような完成期限が延びても構わな

いという事情が許されるのであれば、ご指摘のような方法を

とる手もあるとは思いますが、最適化計画は平成 22年度末を

もってシステム開発が完了することが確定しております。 

このため、平成 22年度末までの移行期間中のソフトウェア

保守については、テストの実施方法・時期、改修したソフト

ウェアの適用時期等について複雑な調整が生じるため、全面

稼働する平成 23 年度の運用開始までは、第１フェーズの設

計・開発業者に行わせるものとすることを、調達計画書で公

表しているところです。 

特に意見はありません。  

【審議案件４】 

審議案件名 ：平成２２年度技能実習生の修得技能向上に向けた実習支援事業委託費 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ及びＤランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式案件で１者応札案件中契約金額最大 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：財団法人日本ILO協会 

予定価格  ：20,225,941円 

契約金額  ：19,039,564円 

落札率   ：94.13％ 

契約締結日 ：平成22年７月１日 

実習実施機関を指導するための実習支援マニュアルの開

発普及がメインの事業になるということですか。実習実施

機関は、中小企業になるのですか。 

 中小企業が圧倒的に多く、１万 8,000社ぐらいです。 

マニュアルは何部ぐらい印刷されているのですか。 ６万人の受入れがありますが、今回技能評価シートを使っ

てもらうところの受入れ人数は 2,000人ぐらいです。１企業



当たり大体３人程度受け入れます。想定する企業数はおおむ

ね 600社ぐらいで、更にその企業を束ねる団体に送るので、

大体数百部を想定しています。 

日本ＩＬＯ協会が落札していますが、毎年やっている事

業者なのですか。 

毎年ではありません。この事業は昨年と今年度の２か年を

想定しているもので、マニュアルの発行自体は今年度だけで

す。 

開札調書では、予定価格をオーバーしたので、３回入札

をやっているようですが、どの部分をカットして値段が下

がっているのでしょうか。あるいは値段が下がることで何

かが抜けて技術評価に影響が出ていないのでしょうか。 

入札の過程で、どの部分を想定して下げられてきたのかと

いうのは把握できないのですが、尐なくとも事業計画書を契

約締結時に見る限りでは、こちらの要求をすべて満たした上

で契約しています。 

 コーディネーターというのは、何をやるのですか。  マニュアル案をつくり、技能実習生を受け入れている企業

団体、同じ職種の技能評価シートに相当する職種作業の技能

実習生を受け入れている企業と監理団体に実際に使っても

らい、ここを直した方がいいという感触を聞いた上で、最終

的にマニュアルを完成させるという一連の流れの中で、コー

ディネーターは、事業全体を把握することです。 

 キャリアコンサルタントというのは、何をやるのですか。  研修生の技能の向上の程度を調査するため、技能の習熟の

程度などについて企業等を訪問して技能実習生と面談を行

います。 

 コーディネーターやキャリアコンサルタントは、日本Ｉ

ＬＯ協会の常勤の職員ですか。 

 日本ＩＬＯ協会の職員ではなく、外部の専門家を受入れ企

業に派遣して、技能実習生と実際に話をさせたり企業と話を

させて、技能習熟を図るものです。 

 パイロットプランのようなことをされているということ

ですか。来年度以降にどうつなげていくのですか。 

 作成したシートとマニュアルは、公開して、こういうツー

ルができたので、活用するように受け入れ企業に周知してお

り、今回できたものをもって終了する予定にしています。 

 特に意見はありません。  

【審議案件５】 

審議案件名：発達障害者就労支援者育成事業（東北ブロック） 

資格種別 ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤランク） 

選定理由 ：ブロック単位での調達方法の妥当性、１者応札 

発注部局名：職業安定局  

契約相手方：株式会社ＦＶＰ 

予定価格 ：1,028,685円 

契約金額 ： 882,000円 

落札率  ：85.74％ 

契約締結日：平成22年７月26日 

発達障害者支援センターというのは、どういう組織なの

ですか。 

 県または政令指定都市に１か所ありまして、子どもから大

人まで相談支援事業をやっております。 

 入札について、全国を 10ブロックに分けているのは、各

地域の実情、ニーズに応じたケアをするためだと思うので

すが、なぜ東北ブロックを含む全てのブロックでＦＶＰが

落札しているのですか。 

地元に根付いたところに実施させたかったのですが、一般

競争入札の結果、ＦＶＰが全部落札しました。 

開札場所は霞が関だけですが、例えば九州ブロックの会

社の方が東京まで来てなかなか入札できないのではないで

しょうか。 

 入札といいましても郵送も可能ですので、大丈夫だと思い

ます。 

そうすると、１者応札になってしまったというのはたま

たまだということですか。 

一般競争入札がまだ初年度ですので、今後は応札者が増え

ることが見込まれると考えています。 

霞が関で全ブロックを一括して入札を行わずに、各ブロ

ックで入札をやった方がいいのではないかなと思ったんで

すが、例えば、都道府県労働局で入札を行うのは、制度的

に難しいのですか。 

ブロック単位なのでどこの労働局でやるのかということ

が、一つネックかなと思います。そういったことが可能なの

かどうか把握していませんので、もし可能であれば検討した

いと思います。 

 特に意見はありません。  

【審議案件６】 



審議案件名 ：医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業 

資格種別   ：－  

選定理由  ：企画競争案件中契約金額最大、１者応札 

発注部局名 ：医政局 

契約相手方 ：国立大学法人東京大学 

予定価格  ：480,300,000円 

契約金額  ：471,378,600円 

契約率   ：98.14％ 

契約締結日 ：平成22年６月２８日 

高度な医療知識がある所にシステム構築を頼まなければ

いけないから企画競争をしたら東京大学だけが出してきた

ということですか。 

こういった特殊な分野を専門的に扱っているところでな

ければ相当難しいのかなという認識はしていましたが、手を

挙げたのが東京大学だけでした。 

データベースというのは、これまでもあるものなのです

か。 

 

もともと 19 年度からスタートしておりまして、21 年度ま

での３年で１万2,000個ぐらいの医療用語を意味論付けて完

成しているんですが、今年度から、それ以外の部分について

拡大をして、本当に医療機関が使えるものにするために、幅

を広げた部分と、あとは電子カルテに盛り込む部分を３か年

の国庫債務負担行為でやっていただこうと考えています。 

 東京大学がやるのは初めてなのですか。 平成 19 年度から３か年間のデータベースの構築のための

用語の関連付けの部分もやっていました。それも同様に企画

競争を行っています。 

公示はどこにされましたか。 厚生労働省の手続きにのっとってホームページに公示し

ています。  

今回の事業は更に追加で３年間の事業ということで、デ

ータベース構築と、電子カルテに使えるようにインターフ

ェース機能を開発するということですが、成果物の検証は

どのように行う予定ですか。 

多分これについては、企業が求めてくるものだと思います

が、完成したものを公開し、だれでもダウンロードできる仕

組みにして、それを各医療機関に導入できるような仕組みで

完成だと思っています。 

検証は、民間の実際に使っている方に対してアンケート

をとるというような方法なのですか。 

医療機関において、本当に有効なものかどうかは、聞いて

いくしかないと思っています。とりあえずは完成をもってす

べてのベンダーなどがそれを盛り込めるような電子カルテ

にしたいということで成果と考えています。 

ダウンロードをして使えるものは、いつから使える予定

にしようと思っているのですか。 

実際に使えるようになるのは、平成 25 年４月１日になる

と思います。 

予定価格は、過去の 19 年から 21 年を参考にしてつくっ

たということですか。 

予算要求から過去のデータを利用していますので、それに

基づいて積算しています。 

これまでの３年間でできた基本部分がどのように使われ

ているか検証していこうという動きはあるのですか。 

 

公表されていますのでだれでも使えるようにはなってい

ますが、システム化されていませんので、今のところ活用は

されていないと思います。  

 今回の事業でいろいろやっていただいている間に、21年

度までの３年間の成果が陳腐化したり、修正を要するもの

も出てくるのではないでしょうか。 

過去３年間の成果も盛り込んだ上で、今回の事業を実施し

てもらいますで、それも加えて１つのデータベースを作成し

てもらうということです。ですから、その部分がむだになる

とわけではなくて、一体でやっていただくこととしていま

す。 

 情報工学分野は進みが早く、成果をため込んでいるうち

にどんどん先行的なものが出てきています。 

 企画競争で、どんどん公開して皆さんが使っていくとい

う企画を評価することにより競争が起こればより良いもの

になるのではないでしょうか。 

 今回のような、広く使っていただくデータベースを構築

する場合は、今後、企画の内容をもう尐し検討して下さい。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：あへん輸入業務委託契約インド産生あへん×××，×××kg 

資格種別  ：－ 



選定理由  ：随意契約案件中契約金額最大 

発注部局名 ：医薬食品局監視指導・麻薬対策課 

契約相手方 ：×××× 

予定価格  ：××××円 

契約金額  ：××××円 

契約率   ：××.××％ 

契約締結日 ：平成22年×月×日 

（注）予算決算及び会計令第99条１号による契約のため、契約相手方等については非公表としています。 

厚生労働省が購入する、インド産あへん輸入に関する業

務処理の委託をされているということなのですが、インド

政府との契約相手先というのは、日本政府になるのですか。

それとも××××になるのですか。 

××××になります。 

そうすると、インド政府と××××が契約書を交わすと

いうことですか。 

交わしております。 

 予定価格調書等にはそういった報酬のようなものは載っ

ているのですか。 

輸入手数料で、ＦＯＢ価格の×.×％を載せています。 

 価格交渉をインド政府とされるときに、その価格で決定

した内容について、厚生労働省は、その適切性についてど

のように検証されているのですか。 

価格が決定する前に毎年インド財務省の歳入局長と会談

を設けて、価格交渉をしています。 

特に意見はありません。  

【審議案件８】 

審議案件名 ：平成22年先駆的ケア策定・推進調査事業 

資格種別  ：－  

選定理由  ：企画競争案件中契約金額最大 

発注部局名 ：雇用均等・児童家庭局  

契約相手方 ：みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ：37,088,000円 

契約金額  ：37,055,518円 

契約率   ：99.91％ 

契約締結日 ：平成22年７月20日 

 企画競争で調達が行われていますが、総合評価落札方式

ではできなかったのですか。 

社会的擁護施設は子どもを預かる施設ですが、例えば保護

者のない子ども、虐待されている子ども、発達障害のこども

などが入っている施設ですから、その実態をよくわかってい

るということと施設の内部の仕事がよくわかっていて、実際

の処遇の内容のノウハウを知っているということをベース

に業者を選びたいので、企画競争にしました。 

 みずほ情報総研は、その辺の充実したノウハウを持った

事業者だということですか。 

19 年度が調査のスタートでしたが、企画競争でみずほ情

報総研と契約しました。施設のタイムスタディ調査等、実際

に施設に入っている職員のグループインタビューなども、行

っているということで、ノウハウはかなり持っているのかな

という印象はあります。 

６月 17日に公示されていますが、みずほ情報総研さん以

外の同じような業種の企業が、どんな事業かということの

判断は可能なのですか。 

説明会には何社か来ていました。資料を受け取りに来た業

者も何社かありました。社会的擁護専門委員会の報告書は、

ホームページに掲載していますので、ある程度理解はされて

いるのではないかと思っています。 

みずほ情報総研以外の企業ですと、例えばどういうとこ

ろが想定されるのですか。 

タイムスタディ調査は、社会的擁護だけでなく、ほかの分野

でも導入している手法ですから、ほかの業者もノウハウは持

っていると思いますが、みずほ情報総研がたまたま 22 年度

も落札をしたということです。 

今後もこの事業を継続される限りは、随意契約でという

ことになりますか。 

専門性がより強い分野だと考えていますので、企画競争で

というのが考え方です。 

特に意見はありません。  



【審議案件９】 

審議案件名 ：年金財政計算システム用ハードウェア等に係る賃貸借並びに保守一式 

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で低入札価格調査案件中契約金額最大 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：東芝ソリューション株式会社 

 予定価格  ：102,109,920円 

契約金額  ： 46,055,520円 

落札率   ：45.10％ 

契約締結日 ：平成22年６月７日 

今リースをしている会社と以前リースしている会社は

同じですか。 

 別の会社です。 

 基本的には、データ移行ですか。全く別のＯＳでもアプ

リケーションやデータをコピーすれば済むようなもので、

何か大変なことはないのですね。 

 ご指摘のとおりです。 

これは既に納入されていて、問題なく動いているのです

か。低価格がゆえに大きな問題が起こっているということ

はありませんか。 

 今年の７月から新しいものに更新されておりますので、

既に導入は済んでいます。何か不具合があるということは

ございません。 

特に意見はありません。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：老人の日記念の贈呈銀杯（桐箱等付属品を含む。）（２５，０００個） 

資格種別  ：物品の製造又は物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣランク）  

選定理由  ：一般競争入札方式案件中契約金額最大  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社小田急百貨店 

予定価格  ：153,842,607円 

契約金額  ：141,697,500円 

落札率   ：92.11％ 

契約締結日 ：平成22年５月21日 

多目に発注され、余ってしまった場合はどのようにする

のですか。 

余った銀杯は、翌年度の銀杯作成のときに銀を溶かして

再利用しています。 

該当者の中には記念品を要らないという人もいると思

いますが、その時はどのようにするのですか。 

例年、辞退される方の分に関しては、戻していただくよ

うにしています。 

これは老人の方に喜ばれているんでしょうか。 

 

県から聞きますと、100歳になって銀杯をもらうというこ

とを目標にされている方もいらっしゃるということです。 

１億4,000万円使う価値がある事業だということでしょ

うか。 

そう思っています。 

発注した２万５千個という数は正しいのですか。 例年３回ほど確認作業を行い、９月３日が最終的な数の

確認ですが、個数の積算に関しては、例年の死亡率等を加

味しております。 

集計は、９月３日の段階の数ですが、９月15日までに亡

くなられた方に関しては、自治体からこちらに戻していた

だいています。 

地方公共団体は100歳以上の人数は住民基本法台帳でも

って回答するのですか。 

今年は、不明高齢者問題ということがありましたので贈

呈対象者の人数は、住民基本台帳が一番ベースになる資料

でありますが、高齢者支援課長通知で本人確認をしてくだ

さいと念押しさせていただきました。更に贈呈のタイミン

グで、本人に会ったかという調査も追加で行いましたので、

来年以降も今年のケースを踏まえて、自治体も確実に確認

をしてもらえるのではないかと思います。 

特に意見はありません。  

  


