
平成２３年度第１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 

 

 

開催日及び場所 平成２３年６月２９日（水）  厚生労働省専用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     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部教授 

審議対象期間 原則として平成２３年１月１日～平成２３年３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：健康危機管理支援ライブラリーシステムに係る設計・開発及び機器・運用業務一式  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ、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。国庫債務負担行為 

発注部局名：国立保健医療科学院 

契約相手方：株式会社ＮＴＴデータ・アール  

予定価格 ：115,610,000円 

契約金額 ： 87,464,160円 

落札率  ：75.65％ 

契約締結日：平成23年1月7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、３者が技術提案に参加したが、入札の段階で１者が

予定価格を上回り、残りの２者のうち総合的な評価の高かった(株)NTTデータ・アールが契約の相手方となった。 

このシステムの既存システムというものはあります

か。その開発はどこの会社がおやりなったのでしょう

か。 

 NTTデータ株式会社です。 

 NTT データ・アールが落札をして金額が非常に大きいと

いうことと、国庫債務負担行為ということで、NTT ファイ

ナンスを同時にリース業者として選定されていますが、ワ

ンセットでお考えなのですか。例えばグループ会社として

NTT ファインナス等がもし存在しなくて、中小企業で仮に

落札したとすると、このようなファイナンス会社を系列会

社で持っていない場合、どのようにされるのでしょうか。 

 

ファイナンス会社につきまして、こちらから指定するとい

うことは特段考えておりませんでした。 

選定されたのは NTT データ・アールで、特に NTT ファイ

ナンスの選定はされていないんですけれども、これでよろ

しいのですか。金利も何千万はかかっていないかも知れま

せんが、何百万かは多分かかっているはずです。 

 １月７日に NTTデータ・アールさんに契約確定したという

ことで、その後、NTT ファイナンスさんからこの契約につき

まして、賃貸するという証明をいただいております。資料の

173 ページをご覧いただくとわかりますように、年額リース

の 10 分の１をリース料ということで、リース料金の欄です

が、月額リース料として 173 万 5,400 円、消費税等で８万

6,770 円、月額リース 182 万 2,170 円ということで証明をい

ただいたところでございます。 

 開発、機器、運用業務をやるのは NTT データ・アールで

すね。リース契約は国とリース業者とが結ぶのですけれど

 リース会社につきましては、こちらで特に選定はしており

ません。 



も、リース契約については NTT データ・アールが自由にど

こでも決めていいのですか。 

 

 

 選定されていない業者がリース契約をされるということ

は、許されることなんでしょうか。そもそもリースを使う

か、それとも購入にするかというのは、どこでどう分けて

しまうんでしょうか。買取りにするかリースにするかとい

うのは、どこで判断されるんですか。 

 今までの契約の中におきまして、こういった長期間の調達

について、当方といたしましてはリースという形での契約を

前提にやらせていだたいておりました。ですので、契約書に

つきましては、三者連名契約という形を取り交わさせていた

だきまして、実務上やらせていただいているところです。 

 

 仮に NTT データさんではなくて、それほど規模の大きく

ない会社が落札された場合に、ファイナンス会社を新たに

連れてこないといけないわけですか。それとも、こういっ

た国庫債務負担行為をする場合については、リース会社を

通す場合とメーカーがそのまま分割払いに応じる場合と２

つあると思うんですけれども、こういうファイナンス会社

を使う場合については、中小の会社の場合は、どこか第三

者の会社を連れてこないといけないということになってし

まうんですか。 

 

この契約でありますと、おおよそ 8,000万円以上、運用も

込みですので、そうなりますが、初期投資としてかなりの多

額の額になります。それを一旦その会社がすべて持ち出しを

して、開発をして、当方から支払うのは毎月、毎月という形

で４年間にわたって支払い続ける。その期間の負担をその会

社が負えるのかといった場合に、それを担保するためにファ

イナンス会社に一旦いくのかなと。ファイナンス会社が開発

した会社に資金を提供することによって開発ができる。その

ファイナンス会社さんに我々が毎月、毎月払うことによっ

て、この契約が成立するというスキームで行われていると考

えております。 

 123 ページの評価シート、点数をざっと見せていただい

たんですけれども、例えば「12 アーカイブ機能の情報収

集方法」についての同じ会社に対する評価が評価者④が０

点で、一方で評価者⑤が 100 満点という評価を付けていら

っしゃるんですが、こういう評価はあり得ることなんです

か。０と 50ではなくて、０と 100なんですが。 

 

 資料の 119ページの中で、アーカイブ機能の内容につきま

して各社の提案書の明細を書かせていただいております。ど

うしても点数付けの中で一番優れているもの、あるいは同列

で１位なのか、２位、３位という形で 100点、50点、０点と

いう採点方法をとらせていただいておりました。 

 そういうふうに順番をつけてしまうんですか。100、50、

０と。 

 

 はい。そのような形だったはずです。順番と言いますか、

評価をされるわけですけれども、１つの提案について余り新

鮮味がないと思われた方と、十分評価を与え得ると思われた

方が両方いらしたということで、やはり個人、個人の御意見

ですので。 

 あと、せっかく今、総合評価の点数について話が出まし

たので、問題があるというよりは説明的な問題なんですけ

れども、例えば「13 画面遷移」について、２つの会社は、

同じことが説明書には書かれているわけです。 

 具体的に申しますと、資料の 119ページの 13、サイト構

成についてということなんですけれども、評価者⑤、⑥、

⑦と見てみますと、字面だけ見ると全く同じ内容で点数が

割れているということになりますので、点数が割れるとこ

ろは何が違ったのかを資料に入れておいていただいた方が

いいかと思います。 

失礼いたしました。画面構成の資料がそれぞれ出てきてお

りまして、具体的な内容についてそれぞれどこがいいか悪い

かを議論しまして、そこの議論の内容で判断されたというこ

とです。評価者が全員集まりまして１者ずつ、これについて

はこういう技術を扱っているのだろうと、詳しい者に説明し

てもらって、それについての各評価者の理解で、それぞれ点

を付けられたということです。 

 特にここなどは、実際の画面の字面が全然違っております

ので、そこを評価したという形です。 

 

 別の話で、そもそも的な話になってしまいますが、極め

て高額の契約になっているわけなんですけれども、巨大シ

ステムになってしまっているから高額という部分はあると

思います。つまり、リースの部分が更新契約になるのは当

然だと思うんですが、その上で動くソフトウェアについて

は、毎度全部つくり直す必要はないのではないか。今まで

も使っていたけれども、使い勝手が悪いところがあったと

いうところで、入替えを決意したという内容の理由が書か

れているわけなんですが、本当に全部まとめて入れ替える

必要があるのか。ソフトウェアを入れ替える必要があった

のか若干疑問を感じるのですがいかかでしょうか。 

 この前のシステムにつきましては、そもそもの厚生労働省

からの注文がなるべく議論をするためフォーラムなどを中

心にやっていきたいということだったんですが、その辺の今

回の要求がもう尐し緊急時に対応できるものにしたいと言

うことが１つです。もともと NTTデータで提供していたブロ

グシステムについて、平成 22 年度末でサービス対象から外

れるというか、サービスをやめてしまうということで、実際

に NTTデータでそのままだったとしても、ほかのシステムの

採用をした方がいいと提案されていたということで、そのま

ま NTTデータに頼むというよりは、どうせシステムを変えな

ければならないのなら、別のところに頼んだ方がいいのでは



 ないか、普通に入札をした方がいいのではないかと考えまし

た。 

 今後の継続的なバージョンアップと言いますか、アップ

デートを考えますと、モジュラー化というか、尐しずつ変

えやすい形にされていくべきではありませんか。 

 今回は CMSで動かすシステムに変えましたので、恐らく次

の更新の場合には、尐しの変更でほとんど金額が上がらずに

いけるということもあると思います。 

 メーリングリストの機能が随分最初の方で強調されてい

るんですけれども、その割に要求仕様でメールサーバーの

ところがあっさりとしていて、何のソフトウェアを使うと

か、こういうレベルでサービスをやるというのが意外とさ

っぱりとした記述になっているんですが、この点は特に問

題ないですか。 

 入ったものを見ましても、一応メールは早くきちんと届い

てほしいというところだけ厚生労働省側の強い要望として

ありましたので、そこがクリアーできれば、どこでも問題が

ないと考えています。 

 

 このメールなんですけれども、今、早く届くという御発

言だったんですが、ちゃんと届く必要があるものなんでし

ょうか。 

 

 はい。この緊急時配信機能といいますのは、ここに登録し

ている 3,000～4,000 人のユーザーがいるんですけれども、

保健所、地方衛生研究所、そのほかの実際に公衆衛生の現場

にいる方々になります。 その方々に何か事があったときに、

厚生労働省からいち早く連絡をしたいということで、携帯の

メールアドレスなども登録できるようにしておりますので、

きちんと届いた方がいいということはあります。 

インターネットの電子メールはかなりあやふやなシステ

ムで、届かない可能性もあるというシステムだと思うので、

そういう意味では必ず届かなければいけないのであれば、

電子メールではない何かを考えるべきなのではありません

か。 

 結局何か事があったときに、保健所の方々がニュースで後

から問い合わせがあったときに、そのことを知らないという

事態がよくないのではないかということで、１人でも多くの

人に届けられるように、尐なくとも保健所の人たちが心構え

ができていてほしいということです。 

（分科会長の意見）この委員会は、有効な競争による利

益を実際受けているかどうかを検証することが使命なんだ

ろうと思うんですけれども、既存システムを活用するのか、

それとも新規に開発をするのか、その辺りはもっと重要な

ことが恐らく残されていると思うので、その辺に今後は留

意していただきたいという印象を抱きました。 

 

【審議案件２－１】 

審議案件名 ：デスクトップＰＣ１台外９件  

資格種別  ：― 

選定理由  ：予定価格が少額随契が認められる価格の上限に極めて近い。契約時期と随契理由の妥当性。 

発注部局名 ：国立障害者リハビリテーションセンター  

契約相手方 ：彩ネット株式会社 

予定価格  ：1,578,990円 

契約金額  ：1,564,500円 

契約率   ：99.08％ 

契約締結日：平成23年2月25日 

【審議案件２－２】 

審議案件名 ：ノートＰＣ７台外９件  

資格種別  ：―  

選定理由  ：予定価格が少額随契が認められる価格の上限に極めて近い。契約時期と随契理由の妥当性。  

発注部局名 ：国立障害者リハビリテーションセンター  

契約相手方 ：有限会社ホクサン電工 

予定価格  ：1,568,247円 

契約金額  ：1,562,715円 

契約率   ：99.65％  

契約締結日：平成23年1月28日 

（調達の概要）ノートＰＣとデスクトップＰＣの調達に当たり、１月程度の間隔を置いて予算決算及び会計令第９９条

第３号（予定価格が１６０万円を超えない財産の買い入れ）に基づく随意契約を行った。 

まず２－１の方ですが、随契理由書を見ますとカスタマイ

ズされた PCということを主張されているんですが、具体的

カスタマイズの内容は、メモリの増設とかハードディスク

の増設とか、高機能な CPUの選択、記憶媒体の追加という内



にはどういうことなのですか。 容になっています。 

それは一般的に言って、通常の商品選択の範囲内なので

はないかという気がしますが。 

一般に売り出されている機種を基に、最大限拡張した PCの

調達ということになりますので、特別機種が持っている性能

以上のものをカスタマイズするという形ではないです。 

次にすべて AT互換機の機種と Appleの機種ということ

で、別にメーカーを指定する理由が見当たらないように思

うのですけれども、なぜ Acerとか富士通とかヒューレッ

ト・パッカードの型番まで指定したのですか。能力指定で

はだめだったのでしょうか。 

第一に、研究者の方からこの機種にしてくれと言われたも

のが大変強くて、できるだけ研究者の希望に沿った形で物品

購入をしようとしておりました。 

 

組織のいろいろな特性はあるかと思うんですけれども、し

かし、その研究者の方々がこのポストに就くまでに１台も

PCを持っていなくて、ある日、ここに来て突然 PCを使い

出すということはないように思われるので、大急ぎで随意

契約で取らなければいけなかった、しかも普通の商品だっ

たということになりますと、やや説明力に欠くという気が

するのですが、いかがでしょうか。 

研究者の定員が増えて、１月に赴任してきたということが

ありまして、当初すぐに研究に使うので買ってくれというこ

とで動いてはいたんですけれども、調達担当者が１名しかお

りませんので、すぐに調達事務を進めることができずに、セ

ンターで供用していない中古の PCが保管してありましたの

で、そちらで一月ぐらい対応してもらったという経緯はござ

います。 

要するに担当の方がお忙しかったということで、急ぐこと

になってしまったということだと思うんですけれども、そ

れはいわゆる予決令にあるような、国の方の遅滞によるも

のは随意にする理由とはならないということからすると、

問題なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

事務が遅れてしまったため随契にしたということはござい

ません。供用請求がありまして予定価格を積算したところ、

尐額随契の範囲内であったので、随契にしたというところで

あります。 

 

私も研究者としては、何というか早く欲しいというニーズ

はわかるんですけれども、しかし、研究に使うから急ぎだ

からということであると、何でもかんでも随契にできてし

まうということで、早く調達してあげたいということだけ

では理由としてもやや弱いように思うんですが、その点は

いかがでしょうか。 

金額的に高額なものであれば、急ぎであっても競争入札を

実施するようにしていますので、そこは大丈夫だと思いま

す。 

 

では２－２の方の PCについてですが、「６点入力」が可

能な機種ということなんですけれども、日本の国産メーカ

ーの PCでネットブックのような安いものではない普通の

機種であれば、かなり６点入力は可能なはずです。特に大

メーカーであれば、ウェブページで６点入力対応機種とい

うことでリストアップもしていますので、それを見つける

のが困難というのは、正直なところ納得いかないんですけ

れども、いかがでしょうか。 

 

うちの方でもウェブで検索したりとか、取引業者に６点入

力ができる機種はどんなものがあるか照会をかけてはいた

んですけれども、なかなか見つけることができなかったとい

うのが現状です。唯一、昨年度も視覚障害者用にノート PC

を買っているんですけれども、そのときに６点入力に対応し

ている機種を購入したものですから、同じメーカーで近い型

番であれば６点入力が可能ではないかということで取引業

者に照会をして、６点入力ができる機種だと言われ確認がと

れましたので、この機種にしたという経緯がございます。 

２－１の調達で、随契の見積もり合わせで彩ネットとア

ストンを選定しましたが、なぜこの２社を選んだのですか。 

 

強いて言えば、AppleのＰＣを取り扱ってくれるというと

ころです。 

 

どうして１番の取引と２番の取引を、随契の理由書にも

書いてあるんですけれども、一括の競争入札にしなかった

のかという理由が、余りクリアーに見えてこないんです。 

 それから、２番目の取引ですけれども、小島電機工業さ

んとホクサン電工と２つ見積りを出されているんですが、

小島電機工業さんの社長のお名前はわかりますか。 

済みません、社長さんのお名前はわからないです。 

 

たまたまかもしれませんが、ホクサン電工さんの社長の

名前が小島電機と同じ名前なんですけれども、これは同一

人物ではないですね。 

同一ではないです。 

分割ではなくて２つの取引を一括して競争入札にできなか

ったんでしょうか。今までの話を総合すると、それほどき

ちんとした非常に大がかりなカスタマイズも必要ないです

し、随意契約に示されているような非常に困難な仕様書を

つくる必要もないですし、一括で競争入札にできたのでは

２－１のデスクトップ PCの方が１月中旬に要求部署から

請求が上がってきまして、２－２のノート PCの方が 12月中

旬に供用請求が上がってきました。ノート PCの方は予算の

有効活用を図るために追加で何か購入したい物はありませ

んかということで投げかけたところ、このノート PC７台の供



ないですか。 用請求が出てきたということがあります。デスクトップ PC

の方は、人事異動で突発的なものだったということで予測を

していない案件で、２つの案件を１つにまとめて契約という

ことは、難しかったかなと思っているところです。 

それって無駄遣いではないですか。それをまた随契でや

るという。御説明からすると、この議事録は公表されます

けれども、公表されて、そういう説明で買ってしまったな

どというのは庶民感情に合わないのでは。 

小島電機は両方について見積りを出していますね。だけ

れども、松本電機とか彩ネットは片方にしか見積りを出し

ていないんですが、この見積りを出させる業者の選定はど

うやって決めるんですか。どうして小島は両方に見積りを

出させて、ほかの業者は片方にしか見積りを出させないの

ですか。 

数社だけに集中させるよりは、いろいろな業者から見積り

を徴収した方がいいだろうという考えです。 

 

例えば資料２－１だと小島電機と松本電機。２－２はホ

クサン電工と小島電機。どちらにしても随契だと安く買え

た方がいいわけだから、全部に出させればもっと安いとこ

ろもあるかもしれません。ほぼ同時に買っているのだから。

何で小島だけは共通だけれども、ほかのところは出させな

いんでしょうか。結局随契というのは、そういう癒着を疑

われるようなところが出てくると思うんです。わざわざ 160

万円以下にしたような形跡だって見えるでしょう。同時に

買っているんだし。今、言ったような購入の経過も見ると

無理やり随契にして、業者も分けて、そういう印象を免れ

ません。一緒でやればもっと安かったかもしれないし。 で

きるだけ入札の公明正大さというか、そういうところを担

保するためにも随契は避けるべきだったのではないかと思

います。 

はい。 

２－２－の「ノート PC７台外」の方なのですけれども、

こちらは予定価格を立てる際に、２件以上の見積りを取る

という原則があったように思います。その見積書が付いて

いないのですが、それは取られたでしょうか。 

予定価格算出に当たっての参考見積りは、２者取り寄せて

おります。 

それは、ほかの彩ネットとか、そういうところの見積りな

んでしょうか。 

橋電株式会社と松本電機です。 

調達を分けたというのは実は 160万未満にするという意

図があったと考えられなくもないんですが、そういうこと

はないでしょうか。まとめて一般競争入札にするべきだっ

たのではないかということです。 

今後は、可能であれば、まとめて。今回は供用請求の時期

が１か月余りずれていますので、なかなかまとめて入札とい

うことは難しかったのかなと思っています。 

 

（分科会長の意見）本件は随契にしたことに問題があっ

たと我々としては認識しているというコメントを付しま

す。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：労働基準行政情報システムにおける特定機械等管理サブシステムの初期データベース構築作業一式  

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落札率が低い。  

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 ：株式会社セック 

予定価格  ：108,307,000円 

契約金額  ： 3,097,500円 

落札率   ：2.86％ 

契約締結日 ：平成 23年 2月 14日 

（調達の概要）一般競争入札方式（最低価格落札方式）を行ったところ、３者が応札し、最も低い金額で入札した 

（株）セックが低入札価格調査を経て、落札者に決定した。いずれの入札金額も予定価格を大きく下回った。 



緊急の場合は増員できるということなのですが、増員で

きるためにはそれなりの人がいなくてはいけなくて、それ

もコストに含まれるべきだと思うんですが、それを算入し

ていないのではないかという金額だと思います。 

 例えば人月が、予定価格の積算のための参考見積を取っ

たＡ～Ｃ社とどれを見ましても、尐なくとも 60人月程度、

59.4人月。ほかのところは 70人月必要だと見積もってい

るところを事実上、(株)セックは２～３人でやってしまい

ますと言っているのは、何か魔術じみた、本当にできるの

かと思うのが普通の発想ではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

 このデータベースは特殊なデータベースシステムで、サイ

ベース社のシステムを使っておりまして、そういったものが

できる担当者を確保しなくてはいけないということで、当初

の参考見積りの価格を多くとっているのではないかと考えて

おります。セックは、そういった方がいたということで、そ

の担当者２名を中心にして行うことができると聞いたところ

でございます。 

 

Ａ～Ｃ社はサイベースは知らないというぐらいの会社に

見積りを頼んだということでしょうか。 

Ａ～Ｃ社とも大きな会社で、当然知っているところでござ

いますけれども、時間的にそういう人たちを集める余力がな

かったようでございます。 

(株)セックは上場企業のようですが、これまで取引はあ

ったのですか。 

ございません。尐なくとも労災勘定の中では取引はござい

ません。 

これだけ予定価格と入札価格の違いがあって、60～70人

月の見積りをされるのが普通だということにもかかわら

ず、契約金額が 300万円というのはシステムエンジニアの

1.5人月分ぐらいです。それで済んでしまって大丈夫か、

これまで全く実績のない企業に対して、本当に信頼が持て

るのかという疑問があります。 

初めての会社にどうのこうのという区切りはしていません

ので、参加資格のある方を応札の基準としております。また、

実績については確認しなくてはいけないということで、労災

勘定ではやっていないのですが、他の官庁での実績は調査し

ております。 

 

これはもう成果物はできているのですか。 

 

震災の関係がございまして、もう一つシステムを大きく乗

せ換えているところでございまして、第２期の稼働が５月９

日、連休後にございましたので、その間、労働基準行政のシ

ステムを触らせていない状況です。そういうこともありまし

て納期を６月末まで延ばしております。だから、近々納品さ

れるのではないかと考えております。納品がされた際、しっ

かり検証をやっていきたいと思っております。 

 セックだけではなくて、各社の入札金額を見ると、一番

高くても予定価格の１割ですね。予定価格の決め方が全然

検討外れでなかったとすると、理解ができません。次の仕

事が期待できる場合だったら、最初は安くというのもある

けれど、それも期待できないのだとしたら、３社とも同じ

ような入札ですが、なぜこのようになったのですか。 

 

昨年の８月に参考見積りとして６社お願いをしたところで

ございます。その結果、見積書を出していただいたのは３社

でございまして、そのときの仕様書がまだ粗いものしかなく

て、粗いものですから多分安全係数をかけて、こういう予定

価格が積算されたのではないかと我々は考えております。た

だし、余り細かいものを出してしまうと、参考見積りを出し

たところが応札してしまう可能性もありますので、我々とし

ても厳密な仕様書をお見せすることはできなかったという一

面もございます。実はこのシステムについては工程管理支援

業者がございまして、そこにも参考見積りの審査を行っても

らいました。また、統計情報部の CIO補佐官にも仕様書を見

ていただきまして、その中で８点入力の方が早いのではない

かとか、そういったものをもう一回計算し直したりして、こ

ういった経緯になったところでございます。 

 CIO補佐官は、この低入札価格についてどのようなコメ

ントをされていますか。 

それについてはコメントいただいておりません。 

 最初の CSVにこだわるわけではないですけれども、つく

りやすいですが、変更履歴が追えないですね。これは一体

どういうことで使うことになってしまったんでしょうか。

データベースですから、いつ、何が書き変わったのかはっ

きり後で追跡できないと、責任の所在が困るのではないか

と思うんですが、これはなぜなんでしょうか。 

 技術的なことははっきりわかりません。 

 



  

 もし移行した後は CSVではないとするなら、独自形式に

なる可能性があると思うんですけれども、その場合、更に

今後のデータベースを５年、10年後につくろうといったと

きに、結局読み込めなくて、またしてもデータ変換で大変

な目に遭うということになってしまうと思うんですが、そ

ういったところの仕様の公開を求めるということはしてあ

るんでしょうか。 

 そこは納品物として、もらうことになっております。 

 74ページの保守のところで「仕様書に記載のない特別な

保守活動が必要な場合は、別途見積りをするものとします」

とあるんですけれども、今回の調達仕様書には SLAが含ま

れているように見受けられません。 

 ですので、結果的に全部想定外でしたと言われてしまえ

ば、それでおしまいということで、何でもかんでも後から

の金額になってしまうのではないかという危惧があるんで

すが、SLA的な内容、保守に関する内容、その辺りを仕様

書に入れるべきではなかったのかなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

 今後の取組みといたしましては、そこら辺も含めて検討し

て、精査していきたいと思います。 

 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件４】 

審議案件名 ：裁定中表示の期間における資格取得届、資格喪失届の入力処理の改善に伴うシステム開発にかかるソフト

ウェア提供サービス 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 ：厚生労働省年金局事業企画課  

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：162,386,991円 

契約金額  ：162,386,563円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成23年3月30日 

（調達の概要）会計法第 29 条の 3 第 4 項及び国の物品又は特定役務の調達手続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。 

通常、随契と再委託というのは、非常に矛盾した内容

になっていると理解しているのですがエヌ・ティ・テ

ィ・データ・アイ、日立製作所、富士通アドバンストソ

リューションズの３社に対して再委託をされています

が、こういった業者さんは当然こういう工事をできるわ

けで、あえて随契にする必要性はどういうところにあっ

たのですか。 

 この記録管理システム自体がエヌ・ティ・ティ・データと

契約しているものであって、記録管理システムに対して改修

を加えるものになりますので、実際のシステム開発自体は確

かに再委託先でもできるんですが、既存のシステムに修正を

加えるためには著作権の問題がありますので、エヌ・ティ・

ティ・データと契約をさせていただいているというのが、ま

ず１つございます。もう一つ、この契約なんですけれども、

あくまでも利用契約といいまして、ソフトウェアの提供を受

ける契約の中で改修を加えるものになりますので、改修自体

は一つひとつ単体で、透明性を図るように分けてやっている

んですが、システム自体は一体のものですから、あくまでも

エヌ・ティ・ティ・データしか契約ができないというところ

で、随契とさせていただいています。 

再委託の承認を受けるときに、承認にかかる承認申請書

というものの中で金額の記載も必要となっております。今

回は金額の記載については記載なしで承認が行われている

んですけれども、これはルールの違反ですね。今のルール

の外にある中で実際に執行されているわけですが、このル

ール違反をどう解決したのか教えていただいてよろしいで

すか。 

 

今回の再委託に当たっては、もともとエヌ・ティ・ティ・

データとは継続的な随意契約を昭和 55年ぐらいからずっと

引き続きやってきました。著作権そのものも全部エヌ・テ

ィ・ティ・データに帰属されていたということで、承認申請

についての取扱いは事実上されていなくて、今年の３月から

実際に再委託の条項を追加して、こういう形になってきてい

ます。その前には、再委託の条項がないことについて私ども

も気が付いて、エヌ・ティ・ティ・データと何度か交渉して



いたときに、エヌ・ティ・ティ・データが再委託の金額を出

せない理由として、契約者当事者間の機密情報に該当するの

で、これを開示することについては通常の商慣習上行われて

いないということ、今後の再委託先の営業活動等に関して、

個別の営業折衝が困難になるなど、再委託先の権利、競争上

の地位、その他の正当な権利が守られなくなるおそれがある

ということを理由に、金額は出せないとのことで、ずっと交

渉してきた経緯があります。最終的に、契約金額の２分の１

未満であるかどうかについてなら何とかなるということで、

ようやくエヌ・ティ・ティ・データさんともう一つ別の会社

がありますけれども、そことようやく交渉ができて、個々の

再委託金額までは出せないが、２分の１未満かどうかという

ところまで整理するように至ったということでございます。

今年の３月以降の契約分からはすべて対応をしているとい

うことでございます。ただし、現状は２分の１かどうかとい

うところを出していだたいているんですけれども、必ずしも

我々はそれでよしとしているわけではなくて、そこは引き続

き金額を出してほしいという協議は継続的にやっておりま

すので、補足をさせていただきます。 

全体の再委託契約金額を分子に、契約金額を分母に持っ

てきますと、２分の１を超えているという文言があるんで

すけれども、ルールの中で各部局に設置にした公共調達審

査会において、２分の１を超える場合は重点審査をしなさ

いとなっております。これは平成 21年４月 15日付の大臣

官房会計課長から各部局長あてに通知が出されているんで

すけれども、これはなされましたか。 

 やっております。 

 それで各個別の再委託先ごとについては、２分の１は当

然超えていないんですが、トータルすると 100％になって

いる可能性はないですか。 

 

 通知の中でも、一括の再委託は禁止しておりますので、当

然この契約書においても一括の再委託は禁止させていただ

いております。具体的には申請書にも書いてあるんですけれ

ども、プロジェクト管理及び総合的な品質管理部分という主

体的部分は、再委託していないということを確認しておりま

すので、総合的に判断をさせていただいて、承認をさせてい

ただいているというところです。 

 今回の予定価格を決めるに当たって、ほかの会社からの

見積りは取っているのですか。 

 

 考え方といたしまして、この開発にかかる工数を積算して

おります。この工数の積算につきましては、まず、エヌ・テ

ィ・ティ・データが工数を積算して、こちら側に提示してき

ます。その提示された工数に対して、日本 IBMが精査を行っ

ております。それはこちら側で精査をするために別途契約を

して、IBMにお願いをしているんですけれども、IBMの方で

まず精査をして、更にシステム開発委員会という外部の専門

家の委員の方に来ていただいた委員会で承認を受けた工数

になっております。工数はそういう専門家の方々の精査を経

た上で出たものを使っております。その次に、その工数を基

に、それぞれの SEの方々とかの単価につきましては、55ペ

ージに付けさせていただいております。日本電子計算機株式

会社、いわゆる JECCというところなんですけれども、そこ

が単価表を公表しておりますので、その単価表を基に平均単

価を出して算出するというやり方で、予定価格を算出させて

いただいています。 

SEと呼ばれる職種の人たちも、会社によって位置づけが

違うように思うんですけれども、今回微妙に予定価格と最

終的な金額とが近いということで、随分とうまくぴったり

合ったなという感じは正直なところあります。 

 

 精査した工数を基に JECCが発行している価格表を乗じて

出した価格は、もともとの現在ある予定価格より 70％ぐらい

高い価格になっているんですが、この当該開発にかける予算

の範囲内で予定価格を立てるというやり方をしております

ので、最終的には予算率を用いて割り戻しているので、近似



値になっているだけであって、必ずしも見積りに合わせるた

めに単価とかを操作しているとかそういうことではないで

す。 

これだけ大きい金額のものであれば、エヌ・ティ・ティ・

データに著作権を握られたままにしておくよりは、丸ごと

新しくつくってしまうというのも１つ考えかと思うんです

が、そういう点は御検討されましたでしょうか。 

 

 実はエヌ・ティ・ティ・データは、社会保険オンラインシ

ステムの中で記録管理システムと年金給付システムという

のが大きく２つあって、記録管理システムはすべてエヌ・テ

ィ・ティ・データと随意契約をしているということがありま

す。平成 19年のころから新しく刷新システムで、オープン

系のシステムを構築しようということで進めてきていたわ

けなんですけれども、基本設計の部分は一応予算措置もさ

れ、進めているわけなんですが、途中で年金記録問題があっ

たり、新年金制度の改正があって、なかなか今の既存のシス

テムを全部取り組んだときに、また新年金制度とかあるいは

適用徴収の関係を国税に持っていくという話もあったりし

て、今、動かすと非常に無駄になるということで、中断をし

ている状況でございます。したがって、必ずしもエヌ・ティ・

ティ・データの随意契約がよしということではなくて、そう

いう刷新システムも考えているということと、あとは、でき

るだけ本体ではない部分のシステム開発については別途切

り出して、新規に開発したものは全部国に帰属させるとか、

一般競争入札にするという手立てもこれまで打っていって

いるという状況でございます。 

技術的なところで、今回は要するに、裁定中の方に関す

るデータの更新ができないというところが、不都合という

か不便であるということだったわけなんですけれども、裁

定中の人のところを書き換えられないようにしておく方

が、ある意味裁定中という状態だからこそ正しい姿なので

はないかということで、最初にそうつくられたのではない

でしょうか。 

 

そうですね。確かに思想としては、裁定請求のときには記

録自体を全部いじってはだめだという思想の中で進めてい

たわけなんですけれども、去年、22年１月以降、日本年金機

構成立時以降に、年金事務所にアンケート調査をした結果、

どうしても年金の裁定中であっても再度資格取得をすると

か、そうなると、資格取得をした場合には保険料を徴収しな

ければいけない。そうすると、そこが更新できないと、本来

事業主から保険料を徴収しなければならないものが徴収で

きなくなってしまって、事業主とのトラブルになりますとい

うことと、あとは、その処理ができないと、今、その資格取

得の情報は、全国健康保険協会に情報を流して、そこから健

康保険証を発行してもらうんですけれども、その処理もでき

なくなってしまう。 

 基本的な考えはそのままにして、そういう不都合がある部

分だけ資格記録の訂正とか追加を効くようにし、保険証も発

行できるようにして、それで資格取得とかの訂正をした場合

については、年金の裁定している人については、再裁定とい

う要再裁定者リストという、これは裁定が必要だというリス

トを事務所に送付をしまして、本人に再裁定の手続をしてく

ださいという形もするように見直しをしたということでご

ざいます。だから、基本的な思想は変えないけれども、最低

限今、困っている部分について対応しようとしたのが、事務

処理のアンケートを基に対応した今回の改善でございます。 

 裁定中の人たちが宙ぶらりんになる時間が余りに長いか

ら問題であって、裁定中のサインが消えるまでの時間が短

ければ、先ほどの早く進めてくれなくては困るという現場

の声にだって対応することができたはずですし、裁定中の

ものを書き換えるという、本来はやってはいけないものを

やらなくていいわけですね。ですので、手を入れるべきと

ころがデータベースの構造そのものではなかったのではな

いのかなという、技術的な疑問があるんですが、いかがで

しょうか。 

 そこは、今、年金の裁定処理というのは、サービススタン

ダードで２週間以内に基本的には年金の裁定をしなさいと

いうのが、原則ルールであります。ただし、そうは言っても

年金の裁定を請求するとき、記録を確認するときに、どうし

てもこの記録があったはずだと、職歴を確認しながらうちに

ある記録とぶつけるんですけれども、どうしてもおかしいと

いうときがあった場合については、非常に年金の裁定自体も

時間がかかったりしているのが現在の状況でございます。年

金の事務そのもので最低でも２週間かかってしまいますの



 で、その２週間の間に保険証が来ないと医療にかかれないと

いう問題があります。あとは、保険料も徴収できない。先ほ

どから言っているように大きくその２点なんですけれども、

そこの部分だけを解消するために、今回資格取得届が来たと

きにデータベースを直して、記録は訂正したんですが、その

人については年金の再裁定ができる仕掛けを構築したとい

うことでございますので、裁定中のものは絶対どこもいじっ

てはいけないということではなくて、一部どうしても事務処

理に弊害があるところについては直すということですので、

事務処理もできるだけスピーディに進めるというのは、うち

もそれを目標としてやっていますので、それと並行して、そ

れをやったとしてもどうしてもやらなければいけないもの

だということで考えています。 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件５】 

審議案件名：平成２２年度薬剤使用状況等に関する調査研究業務  

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：保険局 

契約相手方：財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 

予定価格 ：9,022,860円 

契約金額 ：8,925,000円 

落札率  ：98.92％ 

契約締結日：平成23年1月11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、入札説明書を配布したのは４者だったが、技術提案

及び入札に参加したのは財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会のみであった。契約率は９８．９２％。 

技術評価の結果を見ますと、例えば 67ページの一番上の

「８．調査研究実績」で、海外調査の実績があるかどうか

を聞いていて、そこに必須が付いているんですけれども、

こういうのは属人的な部分で、別にその企業自体は今回が

初めてであっても、そういった人たちを別のリサーチ会社

から引き抜いてきたとかであれば、十分調査は可能だと思

います。そういう意味では、不必要に参入障壁を高めてし

まっているのではないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

 

 

 確かに業務に関わる担当者の資質というところでもって、

海外調査の経験のある担当者をそろえているかということ

で「９．業務体制」の「業務に携わる担当者の資質②」で必

須項目としてございます。今、御意見がございましたもの、

確かに障壁ということも考えられますので、こちらにつきま

しては項目を検討させていただきたいと思います。 

 また、実際に平成 23年度、今年度も事業を実施する予定

でございまして、やはりまた１者という入札状況は非常に好

ましくないと思います。調査の報告書の中身につきまして

も、代わり映えがないという状況になってくるのも非常に困

る話でございますので、そこは御意見ありがとうございま

す。 

今のお話ですと、毎年この調査を行われているという

ことでしょうか。 

はい。 

こういう大々的な調査で、1,000万円弱で外注を出すわ

けですけれども、非常に調査研究としては小規模だという

印象があります。それで、今回落札された医療経済研究・

社会保険福祉協会、毎年この法人に発注されているのです

か。 

 

過去５年見ましたところ、総合評価落札方式を取りました

のは平成 21年度からなのですが、その前は企画競争で、平

成 18年度に三菱 UFJに札は入れていただいております。そ

の企画競争の中で、点数評価の結果、この法人になったとい

うところでございます。それ以降 19～22年、ずっと１者し

か御応募いただていていないという状況で、こちらにお願い

をしておるという状況になります。 

入札説明書を受け取りながら、三菱総研とクロス・マー

ケティング、インテージの３社が入札に参加しなかった理

由はどんなところにあるのですか。 

 

 各社に質問したところ、２社から回答をいただきまして、

１社は海外現地調査を実施することが困難であるというこ

とと、もう１社は、理由は不明ですが、対応できかねる調査

業務という回答をいただいております。詳しく聞き出すのも

非常にはばかられたものですので、確認できたのはこの情報

でございます。 



恐らくこれだけの事業をやるのに、この金額でやるのは

非常に難しいからという意味にもとれなくもないですが、

いかがですか。 

 

どちらかというと、文献調査、集計とかという業務ではな

くて、今回こちらの調査につきましては現地に行き、薬剤師

会とか病院にアポイントを取りまして、ヒアリングをして資

料等もいただく。または政府の機関等も訪問するということ

もございますので、そういった意味では非常に金額の割には

手間がかかるような、手順が非常に多いような調査なのかも

しれません。 

 ということは、毎年おやりなっているこの法人がどうし

ても有利に働いてしまうということにはならないのです

か。 

そういった意味では、事前の準備をするための期間を十分

持てる形でできれば、ほかの企業さんも参入できるのかなと

は考えております。 

例えばどこか調査の重点ポイントは、毎年変えている

のですか。 

そのとき、そのときの情勢を見て項目を入替えしておりま

す。ベース的に淡々と数字を取っていくものにつきまして

は、そのままでございますが、トピック的に入れるものにつ

いては入れていく形です。 

 調査結果については、３月３１日付で納入は完了してい

るのですか。 

 はい、電子媒体でいただいております。 

 恐らく今年度も同じようなことをやりますと、この調査

研究内容で 1,000万円弱となると、また、同じ法人が落札

せざるを得ないという状況になってしまいますが、ほかの

ところが参入できる手立ては何かないですか。 

 

 先ほど先生から御意見があった項目を見直すということ。

もう一つは、なるべく調査の期間を長めに取って、公告する

期間も長めに取るような形でもって、十分に御検討いただく

時間を設けるのがいいのかなと思っております。現に５年前

は三菱さんも一応応札されているわけですので、全く可能性

がゼロとは考えておりません。 

ジェネリック医薬品を社会に普及するための調査研究と

して、毎年 1,000万円だけということになっているんです

か。 

 

 海外の状況を調べるのはこちらの調査ですが、あとは国内

でも都道府県によって普及率がばらばらですので、先進的な

地域の事例を紹介する事業も昨年度、それは医政局経済課で

行っておるものですけれども、そちらでも調査研究を行っ

て、薬剤師会さんとか医療関係者に周知というか、こういっ

た成功事例がありますということで御紹介はされておりま

す。ただ、遅々として目標までは進んではいないです。 

 実地調査とはどういうところで、どんなことをやるので

すか。 

 

 実地調査は、現地の病院とか政府の方に伺いまして、例え

ばホームページで得られているような情報以外のところを

調査しております。また、病院の薬剤師さんの生の意見とい

うんでしょうか、こういったものをやっているとか、こうい

ったところは不都合だというところも回答いただいており

ます。 

医療マーケティングですとか医療統計の人たちであれ

ば、結構これは魅力的な調査のような気がするんです。ほ

んの尐しの短期間だけで限られた業者の方々に公告する、

限っているわけではないんでしょうけれども、短い期間だ

け公告するというよりも、もっと間口を広げてずっと前か

ら、例えばアカデミックな世界の人たちにも募るとかすれ

ばもう尐し、それこそ大学が今、入札に応募したりもして

いますから、そういうところから来るのではないのかなと

いう気がします。もう尐しいろいろなところに周知される

工夫を考えてはいかがかと思います。 

 ありがとうございます。 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件６】 

審議案件名 ：北海道・東北、関東～ハローワークコールセンター～ＩＶＲ機能拡張対応 

資格種別   ：―  

選定理由  ：随契理由の妥当性 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課  

契約相手方 ：ソフトバンクテレコム株式会社 

予定価格  ：44,100,000円 



契約金額  ：44,100,000円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成23年2月1日 

（調達の概要）会計法第 29条の 3第 4項に基づく随意契約を行った。 

添付資料を見ますと、予定価格の積算内訳とソフトバン

クテレコムの見積書が同一なのですが、ソフトバンクテレ

コムの事実上、言い値という感じになってしまうのですか。 

 

 もう一社見積りをいただいておりまして、そちらではこち

らを上回る金額であったということから、もともと全体のコ

ールセンターのシステムを運用しているソフトバンクの試算

の方が多分コストが低額になると考えまして、この金額で契

約しております。 

 これは結構大きい金額なんですけれども、これであれば

IVRを丸ごと入れ替えてしまうということで、普通の一般

競争入札にしてしまうこともできたのではないかという気

がしますが。 

 

 IVRにつきましては、すべて全部同じになっているという

運用になっていなくて、各ハローワークによって夜間延長し

ていたり、土曜日も開けていたり、場合によっては日曜日を

開けているところもございます。所によっては、自動音声案

内のバリエーションもございまして、言い方を変えたりとか、

そういうことで 127所が対象になっておりますが、かなり多

様な構造となっております。全部入れ替えるといいますと、

やはり非常にその間の時間が長くかかってしまいますし、か

つ切り替えるときに、ハローワークは特に雇用保険の関係で

お困りの方がいらっしゃるので、万が一、切替えがうまくい

かなかったときの障害などを考えますと、もともとあるもの

をなるべく最小限の作業でやっていくということで対応させ

ていただきたいと考えまして、既存システムの改正で対応さ

せていただいているものです。 

救急車の手配と違って、本当に 24時間絶対止められない

のかというと、そこまでクリティカルなシステムだと思え

ないんですけれども、随契理由では随分止められないとい

うことを強調されていますが、その点について何か御説明

はありますか。 

 

コールセンターにつきましては、通常は確かに開庁時間内

はフルにシステムを動かしていなくてはいけないのですが、

開庁時間を変更したり、今回震災の関係などが例になると思

うのですけれども、急に開けられませんとか、この期間だっ

たら開けられますということで急きょ前日に夜中かかって、

音声入替えの作業をお願いしたりとか、そういうことも結構

頻発しております。そういうことから考えると、割合メンテ

ナンスというかハローワークの結構変わりがちな開庁時間に

対して即座に対応していただくということで、夜中の作業な

ども生じているものですから、そういう意味では救急車ほど

ではないかもしれないんですけれども、24時間運用に近いも

のと考えております。 

 切断しないようにする、切ってしまうシステムを切らな

いシステムにするということなんですけれども、これは要

するに、よけい電話が混むということにつながるのではな

いでしょうか。つまり、民間仕分け人の御意見はもっとも

かもしれませんけれども、そこに対応した結果、かえって

利便性が下がるのではないでしょうか。 

 オペレーターの方については一定程度の余裕はございます。

ただ、今回この回すということに関して対応人数が増えるの

で、その部分についてコストは確かに上がっているとは思い

ます。 

 

 コストではなくて、電話を切らないということは、話し

中の回線が回線を占有するということですから、よけい別

の人が電話をかけても話し中ということになるのではない

かという意味です。 

 

 コールセンター自体の回線は十分あるんですけれども、今

回困っているのはハローワークにつながらない。回線自体は

開いていても人が忙しくて、ほかの業務をやっている、窓口

業務をやっていたりとかということで出られないという状態

がある。普通であれば全部が難しい質問ではありませんので、

オペレーターの方に通れば、オペレーターが PCを見ながら、

簡単な回答については検索してすぐ回答できますので、なる

べくオペレーターの方に流していくと皆さんは回答が得られ

て、繰り返し電話をかけたり待ったりすることなく、終わっ

ていくという流れができます。これまでは自動音声案内を選

ぶ方が３～４割はいらっしゃいまして、その方々については

ハローワークにつながらないと、そのまま切れてしまって、

もしかしたらオペレーターに回答していただくこともできた



かもしれないけれども、繰り返し、繰り返しかけて、ずっと

待っているという時間ができてしまったので、そちらの方が

多分かえってつながりにくくなっているのではないかという

ことで、オペレーターの方に流れるようにするということの

１つとして、今回の機能拡張を行わせていただいております。 

 要するに、システムのキャパシティの問題ではないんで

すね。そうだとしたら、システムの改修をするよりもオペ

レーターの人をもっとたくさん雇う方が、現実的な改革の

ような気がします。 

 

 オペレーターのところが混んでいるのであれば、オペレー

ターをどんどん増やしていくというのはあると思うんです

が、今回問題になっているのは、自動音声案内を選んだ方が

つながらないということについて、どう対応していくかとい

うことなので、その一部をオペレーターの方に流していくこ

とにして、御回答を速やかに得られるようにして、繰り返し

の電話がかかってくるという状態を避けるということで改正

させていただいております。 

先ほど見積りを１社取られたという話があったんですけ

れども、お幾らぐらいの見積りを出されたんでしょうか。 

 もう一社の方は、4,560万円です。 

 競争を許さないからということで、ソフトバンクに依頼

されていると思うんですが、見積りを取った相手先は、こ

の開発はできるんですね。ということは、競争入札ができ

たということになりませんでしょうか。 

 

 もう一社の方は、近畿ブロックでやっているところなので、

コールセンター業務としてノウハウは持っているという意味

ではやり方は違うと思うんですけれども、対応は可能だと思

います。しかし、普段そこの業者が使っているシステムでは

ないということと、今、動いているシステムを障害なく変更

していくということについて、十分にやっていこうとすると、

どうしても時間がかかってしまったり、気を付けていても、

やはりシステム開発業者に比べますと、どうしてもリスクが

あるということにかんがみまして、やはり事故なく速やかに

やっていくという観点から、ソフトバンクの方が適切と考え

たものです。 

 そのもう一つの１社というのは工賃ベースで見積りを出

されたんですか。工賃というか人工賃というか。これも一

式というと、そういう見積りなんですか。 

 出し方は設備費、改修費用等、オペレーター人件費という

形で出してこられました。 

 

 では、どのぐらい時間がかかるか、作業に人員がどのぐ

らい投入できるかという形で見積りを出されたんですか。 

 人件費については、単価はここからここの幅ですというこ

とで出してこられました。 

 （分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件７】 

審議案件名 ：画像情報検索システム基盤構築及びハードウェア等の賃貸借  

資格種別  ：役務の提供等でＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者 

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。高落札率。 

発注部局名 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：新日鉄ソリューションズ株式会社 

予定価格  ：59,734,674円 

契約金額  ：59,568,810円 

落札率   ：99.72％ 

契約締結日 ：平成22年12月22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、新日鉄ソリューションズ（株）のみ応札し、落札者

に決定した。落札率は９９．７２％。 

 伺いますけれども、幾つかのサーバで１万 5,000rpm以上

で 2.5 インチ型 SUS ハードディスクという随分な細かい、

しかもかなり程度の高いスペックを要求していると思うん

ですけれども、このクラスですと恐らく富士通のものしか

ないのではないかと思うんです。事実上、単品指定。3.5

インチならまだしも、2.5 インチでわざわざラックにおさ

まるようなものにしなければいけなかった理由はあるんで

しょうか。 

 こちらの仕様につきましては、現行の業者あるいは CIO 補

佐官からの意見を参考に決めたところでございまして、特に

問題があるとは思っていなかったんですけれども、2.5インチ

につきましてはサーバを置く場所が執務室内に置くべきとい

うか、置いたものですから、余りスペースのとれないものと

なってしまったんです。それでやむなく 2.5 インチにしたと

いうところはございます。 

 

 １インチは 2.5cm ぐらいですから、そう大きな差ではな  仕様のスペックが高いというところですけれども、この画



いですし、2.5 インチのハードディスクは事実上持って歩

く小さなコンピュータ用のものですね。それで１万

5,000rpm出すというのは物すごいスペックで、先ほど申し

ましたように事実上１種類しか市場に出回っていないと思

うんですが。 

 

像情報検索システムは平成６年から稼働しておりまして、既

に 5,000 万件以上のデータを搭載しておりまして、なおかつ

利用者が局内 60名以上の方が常に使っている。そういったこ

とで検索における機能要件がかなり高く設定することになっ

てしまいまして、その辺を CIO 補佐官からコメントなり意見

なりをお聞きしまして、ここまでのクラスは必要だろうとい

う意見もありましたので、決めさせていただいたところでご

ざいます。 

 速さについては納得いたしました。正直なところ、大き

さに関しては普通のサーバとして使うときに、なぜ 2.5 な

のかというのはまだ納得がいかないんですけれども、次へ

移らせていただきます。 

 運用のクライアントが Windows Vista という尐し古いオ

ペレーティングシステムを単品で指定しているんですが、

これは何か理由はあるんでしょうか。 

 こちらにつきましては今回接続しました厚生労働省のネッ

トワークシステムの端末がVistaを使っているものですから、

どうしてもそれに合わさざるを得なかったというところでご

ざいます。 

 

 この後サポートが終わってしまうはずですけれども、そ

ういう点では新しいバージョン、Windows 系であれば７で

すとか、そういった方が安心だったのではないかという心

配があるんですが。 

 

 当然、こちらの方としましても新しい OS、既に７が入って

いたものですからしたかったんですけれども、やはり Vista

というところと７の互換性が確証できていなかったところが

ございまして、とりあえず Vista を入れたんですけれども、

ネットワークシステムの方が平成25年度に公開されるという

お話がありますので、それに合わせて再度また改修を予定し

ております。 

 契約業者が新日鉄ソリューションズと、ほか１社となっ

ていますが、これはどちらになるんでしょうか。 

 リース会社でございます東京センチュリーリース株式会社

になります。 

 １者応札になっておりますけれども、その主な理由を教

えてもらえますか。 

 

 こちらは仕様書ができまして、先ほどから言っております

CIO補佐官あるいは公共調達委員会に諮ってきて、ようやく仕

様書ができまして公告することができたんですけれども、そ

の公告後、更に落札後から納品するまでの期間がかなり短く

なってしまったところがございまして、これについては私と

しても反省すべき点であったと思っております。 

 期間が短かったということにつきましては、応札が終わり

ました後、アンケートを業者の方からいただきまして、やは

りその点を指摘されているところでございます。 

 ファイナンス会社をお使いになっているんですが、これ

は予定価格の中に入っているのですか。 

 

 今回の契約は基盤保守と賃貸借、リースの部分とに分かれ

ますので、予定価格の算定上はリースということで組んでお

ります。 

 予定価格の中に入っているんですね。ちなみに金利はど

れぐらいでファイナンスされているんですか。 

 借入金利は 1.60％となっています。 

 

 （分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件８】 

審議案件名 ：民生委員・児童委員に対する厚生労働大臣特別表彰に係る記念品製造一式  

資格種別  ：物品の製造及び販売（その他）でＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を 

有する者 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、1者応札の中で最も落札率が高い。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社そごう・西武 

予定価格  ：10,383,975円 

契約金額  ：10,383,975円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成23年2月2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、（株）そごう・西武のみが応札し、落札者に決定

した。落札率は１００％。 

 これはほぼ毎年そごうさんが落札されているんですか。  今までですと、同じそごう・西武での落札です。 



 何年ぐらい続けていらっしゃいますか。 

 

尐なくとも前回の調達が３年前でしたので、３年に１回か

けております。前回はそごうでした。 

 ほかの業者さんがどうして参入できないのですか。  そこは今後の検討課題だと我々も考えておりますが、現

状、仕様におきまして花瓶の絵柄が特定されているというこ

ともありまして、その花瓶を製造できるメーカーといいます

か、窯元が事実上１者に限られているということがございま

す。今後競争性を高める、価格が下げられるという観点から

も参考規格ということにして、必ずしも絵柄を特定せず、あ

るいは絶対に花瓶でなくてはいけないということもないか

もしれませんので、そういった対策をすることによって競争

性を高めたいと考えております。 

 デザインについては、今のお話で了解しましたが、もう一

つ、考えるべきなのはロットの大きさだと思います。この

6,593個をどかんと引き受けるというのは相当な体力のあ

る企業でないと不可能だと思います。これを例えば地域ご

ともしくは民生・児童で分けるとか、そういうふうに小ロ

ットに分けることで、もっとたくさんの方が応札できるよ

うになるといいなとは思いました。 

 

 （分科会長の意見）この案件について特にありません。  

【審議案件９】 

審議案件名 天然痘ワクチン接種針 ３，１００，０００本 外１件 の購入：  

資格種別  ：―  

選定理由  ：随契理由の妥当性  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：ニプロ株式会社  

 予定価格  ：43,029,000円 

契約金額  ：43,029,000円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成23年1月6日 

（調達の概要）予算決算及び会計令第 99条第 1号に基づく随意契約を行った。 

接種針の備蓄が国の秘密事項ということで、随意契約を

していらっしゃいますけれども、ニプロさんを選択してい

る理由はどういうところにあるのですか。 

 

 天然痘ワクチンの接種針なんですけれども、通常の注射

の針とは違って実際、物は小さいものなのですが、この先

のところにワクチンの液体をつけると、先のところに膜と

いうか、ワクチンの液がつきますので、それを針に刺すと

いうことなんですが、通常の注射針であれば幾つかの業者

さんでもつくられていると思うんですけれども、医療機器

等の製造業等の許可があるところでなければつくれないと

いうことと、特殊な針の形ということもありまして、そう

いう技術を持っているところというのがニプロさんだけで

すので、ニプロ株式会社と契約をしているということでご

ざいます。 

 取引をする場合の価格の公正性というか正当性はどうい

うふうに担保されていらっしゃるのでしょうか。ニプロさ

んの方から価格証明書ということでいただいているよう

ですけれども、この価格証明書の意味を教えていただいて

いいですか。 

 

 価格証明書については先ほども説明させていただいたと

おり、こちらの適合しているものをつくっているのがニプ

ロ株式会社になることから、そのほかの同等品がないこと

により、ニプロの方に価格がどのようなものになっている

かということを提出いただきまして、それをもって購入価

格の定価という形で立てさせていただいている形になりま

す。 

 

 この価格というのは、どういう価格なんですか。  随意契約の理由のところでも御説明をさせていただいた

んですが、ここの業者しかないということですので、比較

する針が見当たらないこともございまして、実際はこの針



であればどのくらいの価格なのかということで、価格証明

をとることによってやっております。ただ、この辺につい

ては価格交渉なり何なりをやって、適正化を図っていくの

かなと思っています。 

 その適正な価格だということを何らの情報で検証する必

要はないですか。 

 

 全く同じ針というのは恐らくなくて難しいと思いますけ

れども、その辺は検討して、今後はいろんなものを見てや

っていきたいと思います。 

 契約書の中の秘密保持義務条項なんですが、国の機密事

項にしては非常に簡単な条項になっているので、この辺は

もう尐し情報とは何かとか、機密情報とは何かから始まっ

て、文章の書きぶりをもう尐しお考え下さると言うか、丁

寧に書いていただいた方がよろしいのではないかと思い

ますがどうですか。 

 その辺については今後、15条の秘密保持について詳細な

形で記載するよう検討していきたいと思います。 

 

 たくさんの会社があると思うんですけれども、ここしか

ないと医薬食品局の皆さんがお調べになった上でなんで

しょうが、ないと思っていたら外国でつくっていたとか、

そういうこともあると思いますので、可能なら一般競争入

札にすべきではないかという気がいたします。 

 特にワクチンに関しては国家安全保障の観点というのは

あると思うんですけれども、針とワクチンの個数は一致し

ないはずですから、どう考えても針の方がずっと多くなけ

ればいけないです。尐なければ意味がないですし、そう考

えますとこれはワクチンとは違って道具に関してはそこ

まで機密性の高いものかどうかというのは、もう尐し説明

が要るのではないかと感じました。 

 

（分科会長の意見）WHOの定める基準でつくればいいだけ

なので、別に儲かるものであれば他社だって参入していて

もおかしくないと思うんです。海外でもつくっているでし

ょうし、随契理由でそこの説明がよくわからないなという

印象があります。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：硫黄島埋没地下壕所在調査  

資格種別  ：役務の提供等（調査・研究）（Ａ・Ｂ・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落札率が低い。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：基礎地盤コンサルタンツ株式会社 

予定価格  ：76,258,919円 

契約金額  ：15,603,000円 

落札率   ：20.46％ 

契約締結日 ：平成22年12月2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、２社が応札し、より低い金額で入札した基礎地盤

コンサルタンツ（株）が低入札価格調査を経て、落札者に決定した。 

この調査は毎年行われている調査なのですか。 平成17年が最初でございまして、21年、22年です。 

そのときの業者さんというのは、どういうところだった

のですか。 

 

平成17年、21年とも日本工営という、この会社とは違っ

た会社でございます。たしか前回入札に来られた会社であ

ると思います。 

基礎地盤コンサルタンツは初めてということですか。 初めてでございました。 

再委託をされているんです。大和探査技術。再委託をさ

れているときの承認申請というのはありますか。 

調べて回答させていただきます。 

（後日、「照会のあった業務は、業務内容の特殊性から、

当該調達業務における附帯業務部分となる表面探査及び電

気探査を依頼したものであり、承認を要する再委託業務に

は該当しないと判断し、承認手続を行わなかったものであ

る。」と回答。） 



予定価格との乖離状況についてはかなりの開きがある

のですが、もう尐し説明していただけますか。 

 

 予定価格についてどういう計算をしたかといいますと、

前年度に日本工営株式会社で同じような業務をやっており

ましたので、そこから工数をはじき出して計算をしており

ます。 

この低入札価格調査結果はもう出ているのですか。 調査結果は 39ページにございます。数量を見ていただく

とわかるんですけれども、うちの方の想定した数量が左側

で、例えば一番上の電気探査・表面波探査測線設定費、地

質調査技師 30とありますけれども、実際は応札した業者は

６だということで算定しております。 

ただ、これはどういったことに基づくかというのは、先

ほども御説明させていただきましたが、社内の努力によっ

て大分工数が削減されるということで出していただいたも

のでございまして、実際にこれを守って本当に６でできる

のかどうかというのは、実際はもっと多くかかったのかも

しれないと思っております。 

 ただ、うちの方の予定価格も単純に計算を割戻してやっ

ているという形での計算になりますので、当然そのスケー

ルが大きいとスケールメリットが働いて若干工数が尐なく

なるかもしれないということもございます。ただ、そのと

ころについてはなかなか専門でもございませんので、その

スケールメリットでどのぐらいカットできるかというとこ

ろは、若干はかり切れなかったところでございます。 

 

パフォーマンスについては問題なかったんでしょうか。 実施に当たっては十分協議して行いましたので、十分な

結果が得られたと考えております。 

その前の日本工営さんの見積もりが尐し高かったとい

う結論にはなりませんでしょうか。 

 

今回とは、スケールが違いますので、そこのところはな

かなか難しいのかなと思います。同じ規模であればそうい

うことも見られるのかもしれませんが、前年度やったもの

は大分規模が小さかったものですから、実際はうちで想定

したのは、距離で測ったんですけれども、大体その 20倍と

か、部分部分によっては７倍でございました。そこは先ほ

ども御説明をしたように、スケールメリットの部分でどの

程度縮減できるのか、前回やった分が若干尐なかったので

割高になっていたのかというところはなかなか判断が難し

いので、今後の検証で実績を積んで、スケールメリットの

影響も考慮しながら、これから予定価格をまた立てていき

たいと思います。 

解析に関するコストで人日数が尐なくなっていて安く

なっているというのは、社内のノウハウがあるとか、ソフ

トウェアの活用があるという御説明があったので整合す

ると思うんですけれども、心配なのは 40 ページにありま

す計画準備報告書作成等のところで、ここのところが随分

と予定される人日よりも小さいもので仕上げてきている

気がします。つまり、アウトプットとなるような報告書の

質が非常に心配になってくるわけなんですけれども、具体

的にはどんなものを出してもらったのですか。 

現地の地形、地質、調査方法、調査結果、硫黄島で遺骨

収集といいまして、地下にもぐっている壕を発見して、そ

れを収集することになっておるんですけれども、地下壕の

所在位置に関して指針となるような提言をいただいたとい

う、そういった内容になっております。 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

 

 ８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） 



 

 


