
第４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 

 

 本分科会については、厚生労働省公共調達中央監視委員会設置要網第７条第７項により、審議案件の回議をもって 

会議の開催に替えることといたしました。 

 

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１０月１日～平成２２年１２月３１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で審議さ

れ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 

【審議案件１】 

審議案件名：監督・安全衛生等業務及び労災保険給付業務の業務・システム最適化に係るソフトウェア等増設及び 

保守業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札方式を実施している案件の中で契約金額が非常に大きい。１者応札。 

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：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

予定価格 ：92,166,681円 

契約金額 ：92,158,500円 

落札率  ：99.99％ 

契約締結日：平成22年11月16日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったが、伊藤忠テクノソリューションズ(株)のみの応札となり、

落札者が決定した。落札率９９，９９％。 

 1回目の入札で、1者のみ入札して、契約金額が予定価格

の 99.99%であることに疑念があります。 

予定価格は、P41にあるように、3者からの見積りの平均

とありますが、3者の見積額はほとんど差がありません。 

3 者間で何らかの事前相談等が行われているとしたら問

題があると思われます。予定価格計算の根拠となる 3 者

の中に契約業者が入っているのですか。 

契約業者は、予定価格計算の根拠となる 3者の中に入って

います。本調達は、既に稼働しているシステム（労働基準行

政システム）の構成要素である特定のサーバ（基準労災ＤＢ

サーバ）に対して、ソフトウェア等を増設するものです。 

 このため、既存サーバに既に搭載されている製品と同一の

製品（製品名やバージョンを特定）を調達することになり、 

調達物品が具体的に特定されていることから、各社の参考見

積の差がつきにくく、かつ予定価格と応札金額との差が小さ

くなったと考えます。 

なお、見積を依頼する際には、他の見積依頼先に関する情

報が漏れることのないよう注意しており、事前相談等はない

ものと考えています。また、ソフトウェアメーカーから同一

サーバーにおいて複数社との保守契約を望まない意向であ

ったため、結果的に他者が入札に参加しなかったものと聞い

ています。 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件２】 

審議案件名 ：住民基本台帳ネットワークシステムとの接続に係るハードウェア等設備の賃貸借及び保守等 一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 



選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施している案件の中で最も契約金額が 

大きい。 

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  ：72,624,735円 

契約金額  ：19114,843円 

落札率   ：26.32％ 

契約締結日：平成22年11月25日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者が応札し、最も低い入札金額だった(株)日立製

作者が低入札価格調査を経て落札者に決定した。 

低入札調査報告書の中で「本調達の機器については、在

庫品を用いることが可能であり、費用低減が可能となるこ

と、・・・。」という表現が使用されていますが、この場

合の「在庫品」とはどのような意味で用いられているので

しょうか。 

一般の企業において、正常なものである限り適正な取得

単価がついていない棚卸資産は原則として存在しないと考

えていますが、原価割れでのサービス提供にはなっていな

いのでしょうか。 

調査対象の（株）日立製作所に確認したところ、「在庫品」

とは、要求仕様は満足しているが、いわゆる「型遅れ」の商

品のことであり、市場においても同一性能の新商品に比べて

割引率が高く、安価に売られているものであるため、今回、

通常価格より安価に提供できるということでした。 

なお、同社によると、原価割れでのサービス提供にはなっ

ていないとのことです。 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件３】 

審議案件名 ：年金業務システム基本設計補完業務（業務ソフトウェア） 一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。１者応札。 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：㈱エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：1,830,288,928円 

契約金額  ：1,828,050,000円 

契約率   ：99.88％ 

契約締結日 ：平成 22年 10月 28日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、技術提案も入札も参加したのは(株)エヌ・ティ・テ

ィ・データのみであった。入札金額が予定価格を下回るまで計７３回の入札を行った。 

1 者応札で、入札価格が予定価格を上回り、73 回も入札

を行ったということで、私がこれまで見た中では入札回数

が最も多い例です。1 者入札となってしまうと、このよう

に、価格を尐しずつ下げることで、予定価格とほぼ一致す

る価格になってしまいますが、このことは問題ではないの

でしょうか。 

入札した 1 者が価格を下げずに降りてしまった場合は、

どのようになるのですか。予定価格をあげるのでしょうか。 

第１回目の入札において、予定価格の制限の範囲内の応札

がなく落札者を決定できないときは、再度入札を行うことと

なるが、再度入札を行っても、落札者が決定できない場合に

は、当該入札を打ち切り、再度公告入札を行うか、不落によ

る随意契約を行うこととなります。 

今般の入札においては、再度入札において予定価格の制限

の範囲内で落札者を決定していることから問題ないと考えて

います。仮に、当該入札を打ちきり、不落による随意契約を

行うこととした場合においても、予定価格の制限の範囲内に

おける契約となるため、再度入札の応札額から減額する価格

交渉を繰り返し行うこととなり、結果として、予定価格とほ

ぼ一致する価格での契約となり得ます。 

なお、再度公告入札による調達手続を行う場合には、当初

入札の予定価格が適正な価格であったかどうか検証する必要

はあるのではないかと考えられます。 

７３回も繰り返すのは、手間と時間の浪費のように思わ

れます。不落随契に切り替えるタイミングはどのように

決めているのでしょうか。 

今般の入札結果を踏まえ、再度入札（２番札以降）は、４

回（計５回）に限って実施することとし、４回の再度入札を

行っても、落札者が決定できない場合には、当該競争を打ち

切り、その状況を支出負担行為担当官に報告し、改めて再度

公告入札を行うこととしました。ただし、事業の実施に著し

く影響を及ぼす等の理由により、再度の公告期間を確保する



ことができない調達については、不落による随意契約につい

て、個別に検討することとしています。 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件４】 

審議案件名 ：再裁定処理業務の改善に係るシステム開発 一式 

資格種別  ：― 

選定理由  ：随意契約の案件の中で最も契約金額が大きい。 

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  ：257,791,974円 

契約金額  ：257,791,842円 

落札率   ：99,99％ 

契約締結日 ：平成22年11月18日 

（調達の概要）本システムの開発は、年金給付システム全体の既存機能との互換性を確保しつつ、安全かつ適切な開発を

速やかに履行することを目的とするため、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項第２

号に基づく随意契約を行った。 

随意契約理由として、当該契約者はシステムの全てを熟

知しており、安全かつ短期間で効率的な開発が可能である

こと、また、当該機能改修の実績があるためとしており、

委託可能な会社を当該契約会社１社としていますが、一方

で、業務・システム最適化計画に則り、記録管理システム

及び基礎年金番号管理システムのオープン化を推進してい

るかと思います。 

当該裁定処理業務の改善のためのシステム開発は、上記

のシステムオープン化計画と矛盾した発注にならないのか

どうか確認させてください。 

 業務・システム最適化計画に基づき、主に被保険者記録を

管理する記録管理システム及び基礎年金番号管理システム

のオープン化を図ることとしていますが、現計画において

は、主に受給者記録を管理する年金給付システムのオープン

化までは予定していないところです。 

このため、年金給付システムに係る開発である本件につい

ては、業務・システム最適化計画におけるシステムオープン

化と矛盾しているものではありません。 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件５】 

審議案件名：戦没者遺児による洋上慰霊を行うための船舶一式 

資格種別 ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札方式を実施している案件の中で契約金額が非常に大きい。１者応札。  

発注部局名：社会・援護局 

契約相手方：エムオーツーリスト株式会社 

予定価格 ：102,060,000円 

契約金額 ：99,540,000円 

落札率  ：97.53％ 

契約締結日：平成22年9月3日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、エムオーツーリスト(株)のみが応札し、落札者に決

定した。 

この案件は船舶一式を一般競争入札で調達するものです

が、入札日程を見ると、次のようになっている。 

入札公告・・5/27 

入札説明会・7/7 

開札・・・・7/16 

入札公告から開札までの期間は約 1 ヵ月半となっている

が、船舶一式を調達する案件としては、非常に短い期間で

あると思います。当該旅行会社は毎年この事業を継続して

行っているのでしょうか。もし、そうであるならば他社が

入札に参加できるように、入札公告をかなり前に行う等、

競争性を確保できる仕組みが必要ではないかと考えます。 

監査指導室調達専門官発出の平成２１年３月３１日付け

事務連絡によれば、「政府調達による応札期間は４０日以上、

特別な事情がない限り５０日以上に延長する」と記載されて

おり、公告期間を５０日に設定して一般競争入札を行った所

である。また、当該事業は継続して行っている事業ではなく、

今年度限りの事業である。 

 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件６】 



審議案件名 ：地域包括ケア推進指導者養成研修実施業務（ブロック研修分） 

資格種別   ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施している案件の中で最も契約金額が 

大きい。 

発注部局名 ：老健局 

契約相手方 ：株式会社日経スタッフ 

予定価格  ：28,491,195円 

契約金額  ：14,805,000円 

契約率   ：51.98％ 

契約締結日 ：平成22年9月17日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、５者が応札し、（うち１者は予定価格を上回った）、

最も低い金額で入札した(株)日経スタッフが低入札価格調査を経て落札者に決定した。 

 （分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成23年度介護事業実態調査（介護事業経営実態調査） 

資格種別  ：― 

選定理由  ：企画競争を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。再委託。 

発注部局名 ：老健局 

契約相手方 ：みずほ情報総研究所株式会社 

予定価格  ：304,868,000円 

契約金額  ：273,950,250円 

契約率   ：89.90％ 

契約締結日 ：平成22年10月1日 

 

（調達の概要）企画競争を行ったところ、２者から応募があり、企画書を評価した結果、最も評価の高いみずほ情報総研

(株)が契約の相手方に決定した。 

 （分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件８】 

審議案件名 ：子ども・子育て新システムの実現に向けたタイムスタディ調査 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。１者応札。 

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  ：82,051,751円 

契約金額  ：74,550,000円 

契約率   ：90.86％ 

契約締結日 ：平成22年10月8日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、技術提案も、入札も、みずほ情報総研(株)のみが

参加し、契約の相手方に決定した。 

 当該案件は総合評価落札方式で１者応札となっている。

入札過程につきまして、入札公告日から開札日まで１か月

弱を準備し、特に問題はないように思われるが、１者応札

になってしまった理由はどのようなところにあるのでしょ

うか。 

今回入札に当たっては、過去の実績を問うなどの特段の入

札参加資格は設けていないため、１者応札になった正確な理

由は判断しかねますが、本調査が、保育所等において職員が

どのような児童にどのようなケアを行っているか、１分間ご

とに業務量を記録し、実態把握するといった内容であること

から、こうした調査手法に不慣れなため確実に履行できない

と判断されたことが１者応札となった要因の１つと推測さ

れる。 

 ＜参考＞ 

平成２２年 ９月１３日 入札公告 

９月１３日～９月２４日  入札説明書の交付（１５者へ配布） 

          ９月２２日 入札説明会（４者の参加） 

１０月 ７日 開札（１者応札） 

 （分科会長の意見）特にありません。  



【審議案件９】 

審議案件名 ：労働保険事務組合管理業務システムの著作権取得等 

資格種別  ：―  

選定理由  ：随意契約の案件の中で最も契約金額が大きい。（企画競争を除く） 

発注部局名 ：労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課 

契約相手方 ：富士通株式会社  

 予定価格  ：259,793,100円 

契約金額  ：245,700,000円 

落札率   ：94.58％ 

契約締結日 ：平成22年10月27日 

（調達の概要）東京労働局で使用している「労働保険事務組合管理業務システム」は、今般本省で調達すべきシステム

の機能要件を具備するものであり、富士通(株)から当該システムの著作権を買い取り、本省システムに取り組むことが

効率的であることから、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項第１号に基づく随意

契約を行った。 

追加資料の関係ですが、東京労働局の旧システム購入時

の調達コストはいくらだったのですか。 

 旧システムが導入されたのは、東京労働局が設置される

前（都庁の職業安定主務課として所在）の平成１０年度の

ことで、当時の会計資料は保存年限が超過しているため廃

棄されておりますので、導入時の調達コストは不明となっ

ています。 

 今回の見積りをみると制作コストが譲渡価格の算定の基

礎となっているようです。業者は旧システム納入時に旧シ

ステムの制作コストは全額回収済みではないのか、そうす

ると結果的に業者は二重取りすることになるように思わ

れますが妥当性を欠くのではないでしょうか。 

 基本的に譲渡価格の算定にあたっては、当方が主体的に

開発費用と比較衡量して決定すべきものであると考えてい

ます。ちなみに、東京労働局への納入に関して、業者から

は、「公機関からの受注ということで開発費用よりも低い

金額で納入し、その後の保守費用で回収及び利益を上げる

予定であったが、今現在回収はできておらず、開発費用を

全面的に回収できている訳ではない」との主張がなされて

います。 

富士通の開発費用のメモをみると 3 億 3264 万円の予算

圧縮が見込めるとありますが現存パッケージを使用する

場合は改修費用がさらにかかることになります。 

改修費用の予測をたて、それとの比較でトータル費用が

セーブされるかどうか、それにより著作権を譲り受けるこ

とが得策かを判断することが必要と思われますがそれは

されたのでしょうか。 

 本事務組合システムを含め、他の 2システム（文書管理

システム、徴収 LAN システム）をパッケージ化するための

設計・開発を別途発注している（予定価格：1億 1千万円、

納期：本年 3 月末）ところであり、これと著作権取得に係

る経費との合計額が、０から開発した場合の費用と比較し

て低いこと、かつ、開発期間が必要ないこと、動作実績が

ある等々の理由により、著作権を譲り受けることが得策で

あると判断しました。 

なお、パッケージ化の設計・開発業者からは、1 つのシ

ステムを現存パッケージから別途開発にすると納期が逆転

する（開発が先に完了）ことから改修費用が増大するので

はないか、との見解を得ています。 

（分科会長の意見）特にありません。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：「厚生労働省ホームページ」再構築業務 

資格種別  ：―  

選定理由  ：企画競争を実施している案件の中で最も契約金額が大きい。（過去審査したものを除く） 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：トライベック・ストラテジー株式会社 

予定価格  ：34,940,220円 

契約金額  ：34,671,000円 

落札率   ：99.64％ 

契約締結日 ：平成22年12月8日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ、４者から応募があり、企画書を評価した結果、最も評価の高いトライベック・

ストララジー(株)が契約の相手方に決定した。 

これは随意契約による調達案件となっています。随意契 調達方式として総合評価落札方式も検討したが、本調達



約理由を拝見しますと、極めて品質を重要視しなければな

らない案件であるため、企画競争で調達せざるを得ないと

なっています。 

ある程度の価格要因が影響する一般競争・総合評価落札

方式ではなぜいけないのでしょうか。  

はデザインの企画力を最重要視しているにもかかわらず、

評価点に価格要因を含めてしまうと、仮に優れた提案が可

能であったとしても、受注を優先するあまり、業者が価格

を落とすために提案レベルを下げることも想定され、結果

として当方が求める成果が達成できない可能性があったこ

とから、最終的に企画競争を採用しました。 

（分科会長の意見）特にありません。  

 

 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については資料の配付をもって報告を行った。 

 

【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） 

 

 


