
平成２３年度第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 

 

 

開催日及び場所 平成２３年１０月５日（水）  厚生労働省専用２３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４月１日～平成２３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 ：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。国庫債務負担行為 

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：株式会社エヌ･ティ･ティ･データ  

予定価格 ：7,753,612,000円 

契約金額 ：7,329,000,000円 

落札率  ：94.52％ 

契約締結日：平成23年4月1日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）行ったところ、１者応札で（株）エヌ・ティ・ティデータが契約の

相手方となった。 

今回の案件につきましては、一般競争入札の総合評価

落札方式を取り入れられて選定されたということにつ

きましては特に何の問題もございませんけれども、３月

１日に入札説明がございまして、結局、１者しか入札に

参加しなかったということになってしまったわけです

けれども、その辺はもう尐し入札の参加者が増えるよう

な手だてというのはなかったんでしょうか。 

 

 実は入札説明会に参加した業者は７者ございまして、７

者とも日本の中で言えば大手の会社でございます。ここで

申し上げますと、エヌ・ティ・ティデータ、アクセンチュ

ア、日立製作所、富士通、日本ユニシス、伊藤忠テクノソ

リューションズ、日本アイ・ビー・エム、この７者が入札

参加の説明会のときに参加しておりまして、適切な公告は

できているのではないかなというふうには認識している

ところでございます。 

 ただ、調達する内容でそれぞれ得意・不得意分野があっ

たのかもしれませんけれども、結果的には３者予定が１者

になってしまったというふうに感じておりまして、公告と

いう点から見たときには、ある程度、その目的は達成でき

ているのではないかと考えていたところでございます。 

 このシステム開発自体につきましては、どこの業者さ

んが開発された案件でございますか。 

エヌ・ティ・ティデータです。 

エヌ・ティ・ティデータさんにつきまして技術評価点

が 100 点満点中 90 点、それから、価格評価点につきま

しては 100 点満点中 79 点というふうに評価されていら

っしゃるんですけれども、この 87 ページの開札調書の

中で価格点が 79 点という計算なんですが、計算式に単

 落札率が 94.52％でございます。 

 



純に当てはめますと、この 79 点という数字が出てこな

いのではないかと思っているんですけれども、いかがで

すか。 

 予定価格分の開札金額がほぼ 80％ないし 90％ぐら

いになりますね。それから１を引けということであれ

ば、価格点は 10点ないし 20点ぐらいしかならないかな

と考えております。（後で、点数の記載が間違っていたこ

とが部局側から報告された） 

 ということは、169 点で OK を出されたんですけれど

も、その判断につきましては、もう一度ということには

ならないですか。 

 

 総合点数の考え方でございますけれども、まず金額が予

定価格の範囲内であれば、この場合、１者しか応札してい

なかったということでございますので、それを採用するし

かなかったという事情でございます。 

 このシステムの開発の方は、この３月末までに納品さ

れている、終わっているということでしたか。 

 はい、納品に関しては終わっております。 

 

 この開発業者と保守業務、運用管理業務は同じ業者だ

ということですが、一般的には同じ業者の方がいい、好

ましいということなんですか。 

 

 

基本的に、どの業者であっても参加して対応することは

可能でありますので、それで一般競争という形にしており

ますので、好ましいか、好ましくないかという部分に関し

ましては、それだけシステムのことがたけているといいま

すか、わかっている状況ですので、入ったことでよりスム

ーズに保守につなげていくことは可能とは思いますが、ど

この業者が入ったとしても問題はないと考えております。 

 従前のシステムについても同じですか。エヌ・ティ・

ティデータがされているということですか。開発もされ

たし、運用保守もエヌ・ティ・ティデータがされていた

ということですか。 

 開発自体はユニシスが入っていました。 

 運用保守業務はエヌ・ティ・ティデータがされていた

ということですか。 

 そうですね。今みたいな分断しての調達という形ではな

かったので、一括的な形でやっていました。 

 複数の会社に入札してもらえるようにということで御

配慮されたということだったんですけれども、既に終わ

っていることですが、今回のこのシステムは開発という

段階からしてかなり巨大なシステムだと思います。それ

で、せっかく開発と切り離されたわけですので、例えば

４～５ページにあります業務がア、イなどというふうに

分かれていますが、これらを分割して保守業務を委託す

るとか、そういったことはお考えになっていなかったで

しょうか。 

監督・安全のシステムと、あと、労災のシステムという

ことで、それぞれ個別システムというような位置づけには

なっておりますけれども、中身自体のアプリケーション・

ソフトの保守等に関しましては、労働基準行政システムと

いう位置づけ、一体として開発も終わっておりますので、

より分けるよりも一体として管理した方が適切に運営を

行っていけるというふうなところから、一本で行っている

という形になっております。 

 しかし、パッケージという言い方は変かもしれません

けれども、納入済みのシステムが完全に一つのものとい

うわけではないですね。 

 

 

 そうですね。一つという部分からしたら、システムはそ

れぞれ、基準システム、労災システムではありますけれど

も、むしろ開発自体は実際に終わっておって、あとは運用

の状況になっているというところから、業者にしてみる

と、あくまでアプリケーションの保守、監視的な部分にな

りますので、そこは変にシステムを分けるよりも、もう開

発済みで、あとは運用の状態になっていますので、そこは

一体としてやるべき、やった方が効率的というところか

ら、一本で調達した方がよいと考えております。 

 このアとイの業務は見た感じ、利用者側の方の部署が

分かれるのではないかという気がするんですけれども、

だとすると、保守に現れる業者も別に分かれていったと

ころでそれほど困らないのではないかという気がする

んです。 

 

 確かに、業務的には労災の給付と基準行政で、基準行政

というものは監督署の職員とか内部的に利用する部分が

大きい。労災の方は直接的に、受給者に給付等のシステム

という部分で、全く同じというわけではないんですけれど

も、あくまでアプリケーション・ソフト自体の保守、あと

は故障したときの復旧とか、軽微な改修といった部分の性



質からすると、システム全般から見たら、アプリケーショ

ンの保守という部分から見れば同じというところから、変

に分けて、業者が複数入って、バッティングといいますか、

いろいろ改修の時期が重なったりとかするよりも、１つの

業者がやった方が効率的というところで、一体としてやっ

た方がよいと考えております。 

 しかし、完全に違う業務のソフトウェアで、例えば片

方をとめておいて、もう片方を保守するなどという可能

性もあるように見受けられるんですけれども、そんなこ

とはないんでしょうか。 

 アとイの区分けでなくても結構なんですが、システム

の一部をとめて、そこを保守している間、残ったシステ

ムは動いているという可能性がありそうに思うんです。 

 

 

 システム自体はとめるということはあり得ない、やって

はいけない。当然、故障があったりとか、軽微な改修をし

なければならないといったときには対応しなければなら

ないんですけれども、そういったところも複数業者で、分

けてやることによって、先ほどの繰り返しになりますが、

業務的に管理する部分でバッティングといいますか、重複

したりとか、無駄が発生したり、逆に複数入ることで改修

の時期がずれたりとか、そういった問題も発生しますの

で、やはり１つの業者が管理した方が適切な業務ができる

と認識しております。 

 ただ、個別に保守ができるものであれば、分けておい

た方が、当然、規模が小さくなりますから、規模の小さ

い企業も応札できる可能性が出てくると思うんです。今

回、つくった段階でちょっと大き過ぎるのではないかと

思ったんですが、そこまで話をさかのぼらないまでも、

大きいシステムなので、分けて、なるべく小回りのきく

企業がどんどん参入できるようにする方が、先ほどおっ

しゃっていた、複数の業者にたくさん手を挙げてもらう

のには近づけたのではないかなと思うんです。 

 調達という意味では、これは今後分離するとか、参考に

して検討していきたいと思います。 

 

 

予定価格調書の人月単価を 87万円に設定されているん

ですけれども、これについての根拠を教えていただいて

よろしいですか。 

 複数業者から参考見積を徴取しまして、そちらの上げて

きた各企業さんの人月を参考にして、こちらの金額でとい

うことで算出しております。 

保守運用ですと、やはりかなり安くなるんですね。開

発ですと、普通、140～150 万円ぐらいはしますね。 

はい。 

今の関連ですけれども、複数の業者さんから試算して

もらった、見積りを取ったということだと思うんです

が、そこはどことどこから取られたんですか。 

 ３者から取りまして、エヌ・ティ・ティデータ、日本ユ

ニシス、日本アイ・ビー・エムです。 

その平均値を取ったということですか。  そうです。平均を参考にしてという形です。 

これは全部の項目について取られているんですね。 

 

そうです。アプリケーション保守業務という部分で、行

うべき業務のそれぞれ、項目ごとに挙げてもらっておりま

す。 

今回のこの応札価格というのは、事前に積算した見積

りと余り変わっていないわけですか。 

 

 先ほども申し上げましたけれども、予定価格に対する落

札率が 94.52％でございますので、近い数字かなとは思っ

ております。 

当初の見積価格と余り変わらないんだろうというこ

とですか。 

 

 見積価格を参考にして、また予定価格はつくり直すとい

いますか、CIO 補佐官等にいろいろお伺いしながら予定価

格をつくっておりますので、その予定価格に比べて 94％

程度になっております。 

その予定価格をつくる前に、この予定価格をつくる上

で、３者から積算してもらった、試算してもらったもの

があるわけですね。それと、この応札価格はどのぐらい

比例するのか、全然関係ないのか、それはどうなんです

か。 

 

 その３者から見積りを取りまして、その平均的な工数等

を用いておりますので、その３者は全く同じ金額ではない

んですが、その平均的な部分と大まかに相違するようなと

ころはない。それを参考にして、もう一度より厳密に全般

的に積算はしておりますけれども、出されてきた見積りと

そんなに大きな差はないということです。 

この積算価格を取る業者からは応札させないとか、そ  そうですね。あくまで仕様書を、これも公表しておりま



ういうようなことは考えないんですね。 

 

すけれども、そちらを参考にして見積りを出していただく

という形になりますので、どの業者から見積りを取ったと

しても、何か詳細の情報を流すというわけではなくて、対

外的に公表されているものから取るという形になります

ので、そこは制限の対象にはならないと認識しておりま

す。 

確かに、積算させたら応札させないというのでは積算

する業者はいなくなってしまうでしょうから、それはで

きないんだろうと思うんですけれども、積算させると、

何となく予定価格があらかじめ、この程度のものかとい

うのが推測がついてしまって、それも余り好ましくない

かななどというふうな気もするものですからお尋ねし

たんですが、必然的でしょうか。何か工夫の余地がない

んですか。 

 やはり戦略的に考えれば、見積りを取ってくれと言わ

れたときに、尐し高目に出しておけば予定価格が上がる

わけですので、後で自分のところからは見積もった金額

より安く入札してしまえば明らかに有利になると思い

ますから、見積料を払ってでも入札させないというのも

一つの発想なのではないかなと思うんですが、そういう

ことは法令的に無理なんでしょうか。 

 法令的には無理ではないのではないかと、個人的には思

います。要は建物と一緒で、設計図をつくる業者に設計図

をつくってくれという話ですね。可能ではないかと、個人

的には思います。 

 

このクラスの規模になると、まとめて応札できるのは

結局、エヌ・ティ・ティデータクラスの大企業ばかりに

なると思うんですが、彼らが別に仕事をするとは限らな

いわけですね。実際のところは、その子会社とか請負に

出すとかということになってしまいますから、そうする

と、一括して出す方が効率的という御指摘はあったんで

すけれども、実はかえって、中間マージンという言い方

は適切ではないかもしれませんが、中間コストがどんど

んかさんでしまって、結果的には残念ながら無駄なコス

トの発生ということにもつながりかねませんので、なる

べく分割して小さな発注にできないか、今後の話として

御検討いただければと思います。 

 承知しました。 

（分科会長の意見） 

開発と保守運用を分けたのも、一つの分割の考え方で

しょうから、更に工夫の余地があるかもしれません。 

例えば、開発と保守運用で分けるのだったら、開発の

業者には保守運用には参加させないで、その業者に見積

もってもらうというのもやり方かもしれませんね。 

 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ：労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係るコンサルティング等業務一式 
資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落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 ：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所  

予定価格  ：228,764,856円 

契約金額  ：110,250,000円 

落札率   ：48.19％ 

契約締結日：平成23年6月1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、２者が応札したが、（株）三菱総合研究所が価格

点で逆転し、契約の相手方となった。落札率は 48.19％。 

このシステムにつきまして、特にコンサルティングが

必要だった理由はどういうところにあるんでしょうか。 

 

コンサルティングが必要な理由としましては、今後シス

テムを運用していく上でも、ハードとか運用の新たな調達

等といった部分での調達の仕様書の作成の支援、こういっ

た部分はやはり専門的な知識がないと、なかなか行政だけ

では難しい部分があったりしますので、そこは支援を受け

ないとという部分もあります。 

 併せて、先ほどアプリケーションの話があったんですけ

れども、システムの軽微な改修等、そういった部分でも、

どういったところが問題かとか、あとは進捗の管理等とい

った部分もチェックをしてもらう。そういった部分から、

雇い入れる必要があるというふうに考えております。 

 

このシステム本体の方の開発者というのは、どういう

会社さんになるんですか。 

現行は、エヌ・ティ・ティデータになります。 

それで、この予定価格が非常に結果として高く設定さ

れたわけですが、その原因はどういうところにあったん

でしょうか。 

 

もともとの予定価格としましては、アプリケーション保

守と同様に、３者から見積りを徴しまして、それを参考に

算出をしております。 

 なぜ差額が出たといいますか、低く入れてきたかとい

う部分に関しましては、理由としてはちょっと明確なもの

はないんですけれども、妥当な金額で入札にかけたという

ところは問題ないかなとは考えております。 

この非常に低い価格で入札をしてきたということは、

いろんな理由はあるかもしれませんけれども、基本的に

業務自体の重要性からすると、それほどでもないのかな

という、ちょっとうがった見方をしてしまうんですが、

それは、例えば先ほどの開発されたエヌ・ティ・ティデ

ータさんとかで代替はできなかったんですか。実際にシ

ステムを開発された業者さんのコンサルでは無理だと

いうことですか。 

入札制限をかけておりまして、やってはいけないという

立場で進めております。 

 

実際に、わざわざシステム開発をされた別業者さんに

聞いてはいけない、他の、今回で言うところの三菱総合

研究所さんの方に、コンサルティング業務は依頼しない

といけないということですか。 

 

開発する者を入れてはだめというのは、結局、このコン

サルティングということで、行政の方の立場に立って支援

をしてもらうので、開発する側の方に都合のいいようなこ

とをやられないようにということで、一応、こういう入札

制限をかけるというふうにしているので、この行政支援側

と、実際に実働で動く開発側ということで、そこはお互い

が入れないようにということで、今回で言えばエヌ・テ

ィ・ティデータの方はこちらのコンサルティング、行政支

援の方には来ないでくださいということで制限をかけて

いるというようになっています。 

特に、この新たな契約をせずにエヌ・ティ・ティデー

タの方からそういうコンサル的なことはしてもらえな

かったんですかということです。 

 

あくまでエヌ・ティ・ティデータの場合は、設計開発業

者という立場でこちらに入っている部分がありますので、

その契約の部分に限定しての契約になっておりますので、

そういった部分に関しましては、やはり別調達で、先ほど

説明があったように、行政側の目から見る部分として調達

をするという形になっております。 

それでは、そういったコストをわざわざかけてやらざ

るを得ない業務だったということですか。 

はい。 

このコンサルティングをこれによって受注した三菱

総合研究所が新たな開発をする業者にはなれないとい

先ほど申し上げましたとおり、エヌ・ティ・ティデータ

が別契約でシステムを開発してアプリケーション保守の



うのはわかるんですが、既にシステムの開発が終わって

しまった後のコンサルティングだとすると、それは別に

開発とコンサルとを分けるという発想とは直接障害に

はならないのではないかと思うんですけれども、これは

そうではないんですか。もう既に開発してしまっている

ものについて、そういう制約を及ぼす実効がないと思う

んです。 

方をやっておりますので、そのアプリケーション保守をや

っているところとコンサルタントが一緒になるというこ

とは想定していない、別会社で、ということです。 

だから、開発したというのではなくて、保守の方をや

っているからコンサルではできないという意味ですか。 

はい。 

実際にシステムの開発をした業者が保守運用もやっ

ているからコンサルはやれないというのは、理由がない

ような気がするんです。 

 

納品されたシステムは、それでずっと改修等が行われな

いわけではなくて、今後も引き続き、随時、改修等が行わ

れるんです。そこでコンサルタントで入っていて、今度、

開発をやってしまうことになってしまうんです。 

これを受注してしまえば、三菱総合研究所が入れない

というのはわかります。だけれども、そうではなくて、

もう既に一旦仕事を終えてしまったエヌ・ティ・ティデ

ータを入らせないというのは余り合理性がないように

思うんですが、とにかく、調達仕様書か何かのどこかに、

これはやれません、入れませんとあるんですか。入札に

応札制限みたいなものが、制約が書いてあるんですか。 

 19 ページといいますか、16 ページといいますか、「５．

特記事項」の「（２）入札制限」のところで、この③に

当たったということですか。 

 「また」と書いてある、これは何ですか。これは、今

回、三菱総合研究所がやれないという話ですか。 

その、また書きです。 

エヌ・ティ・ティデータができないというのは、②のア

プリケーション保守の部分でございます。 

14 ページの一番下の（イ）なんですけれども、「全都

道府県を網羅する情報システム開発、保守、運用につい

て」というところなんですが、この規模になると相当大

きいプロジェクトになってきて、まさに請負ができる業

者をこれで絞ってしまうのではないのかなという懸念

があるんですけれども、実際、こんなに巨大なプロジェ

クトをやっていないところでもできるのではないかと

いう気がするんですが、いかがでしょうか。 

全国で 500 か所近くに端末を置いてやっているもので

すから、すぐに対応しなくてはいけない部分も多々あると

思うんです。 

 

こういう経験を持つというふうに縛ると、本当に三菱

総合研究所レベルの大きいところでなければ入札でき

ないのではないでしょうか。今回はコンサルティングな

ので、てくてく歩いてもらえばいいのではないかという

気がするのです。 
 

こちらも全国的なという思いで書いてしまったような

部分ではないかと思いますので、これについて、多分同じ

ようなことをほかのところにも書いているのではないか

と思いますので、ここは今後、必要に応じて落とすなり、

また付け加えるなりしていきたいと思います。 

同じようなものが、次の 15 ページの「②統括担当者」

の２段落目などでも示されていまして、これは担当経験

が相当大きいものをうたっているんですけれども、コン

サルティング業務ですから、本当につくるという職人芸

のところではないので、ちょっとこういうところも御検

討いただければと思います。 

 あと、別件といいますか、次のポイントなんですけれ

ども、採点表が付いていますが、６６ページより前から

です。この採点表を見ますと、落札したのはＡ社だと思

いますが、Ａ社はＢ社と比べて技術点で一点もいいとこ

ろがないですね。つまり、価格点で勝ったという感じに

なっているんですけれども、まず、それは間違いないで

はい。 



すね。 

価格で逆転したんですね。 

例えば 66ページの 21番に至っては不可が付いていた

りするんです。やはり、品質に問題があるものが安かっ

たから入れてしまったという、いわゆる安物買いの銭失

いのような感じになっているのではないかという印象

が、ここだけを見るとしてしまうんです。ほかの案件を

見ますと、価格点対技術点が１対２とか１対３というと

ころもあるようですので、１対１でやると余り技術点を

ちゃんと評価しましょうという総合評価がうまく活か

されないのではないかという気がちょっとしまして、１

対１にしたというのは何か理由があるんでしょうか。ほ

かの案件は１対２ぐらいになっているんです。 

 

基本的な部分なんですけれども、当然、CIO補佐官に技

術審査の委員として御対応いただいておりまして、そうい

った部分で確認等をして了解を得ている部分があります

ので、他省庁とかほかの分はすべて把握し切れてはいない

んですが、そこは妥当であると考えます。 

 先ほどの点数の部分なんですけれども、不可という話が

ありましたが、基本的にこちらの任意項目という部分で、

最低限、必ず必須項目という分は完全に網羅しております

ので、その上乗せの部分として比較したときに、そこまで

は点数をあげなくていいだろうということの不可という

形になりますので、行うべきものとしてはすべてできるよ

うな状況にはなっているという構造になっております。 

 １対１の話でございますけれども、実は「情報システ

ムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイド」の中に

「III 総合評価の方法」というものがございます。そこ

には「入札価格に対する得点配分と、性能等に対する得点

配分は、等しいものとする」とあります。 

71 ページなんですけれども、予定価格の説明ですが、

下半分ぐらいにあります①の、管理職は３者平均で、業

務要員は工数が低い２者の平均をというふうに、ここだ

けわざわざ変えているんですけれども、これは何か理由

があるんでしょうか。 

予算の限度額もありまして、多分、３者を入れてしまう

と予算額をオーバーしてしまう。そういう苦肉の策を使っ

た結果だと思います。 

 

管理職とかもそうしたらいいのではないかなという

気もするので、ちょっと検討をお願いします。 

はい、今後は整合性を持った積算の内訳としたいと思い

ます。 

低入札価格調査ですが、90ページで、さまざまな業務

を積算していないから安くなったという説明になって

いるんですけれども、積算次第でいいものなのかという

非常に素朴な疑問が湧く説明です。90ページの一番上の

段落の方にあります②の最後などにもあります。 

 

90 ページに記載させている内訳は、99 ページに工数内

訳書がございます。その中の、真ん中に二重線を引いてい

るところの横に「主席研究員相当」というものがございま

す。実は、今までのノウハウがわかっているものですから、

ここら辺について業者側がはじいてこなかったといいま

すか、金額を計上しなくてもノウハウはわかっているもの

で、これぐらいのものでできますというふうに上がってき

たところでございまして、決して無視して積算したわけで

はなくて、今までの経験から見て、これぐらいだったらで

きますということで積算してきたものだというふうに

我々は受け止めさせてもらいました。 

95 ページの別紙１なんですけれども、極端に言えば、

こういう形の入札であると、尐し安目にしておいて、な

おかつ、何でもできるような提案をしておけば取れるわ

けなんですが、そうだとすると、今までのノウハウ云々

というものが、この当該業者からも調査の結果で出てき

ていますから、一体、どんな行いがこれまであったのか、

入札結果があったのかとか、そういったものを入れた総

合評価にしないと、いい業者さんを適切な価格でという

ことにつながらないのではないかという危惧がありま

す。 

 要するに低価格で入札できましたというのはいいこと

だと思うんですが、それはある意味、結果の話も必要で、

低価格で頼んだ結果、そこのコンサルティングは余りよ

くなかったということが過去にあったのであれば、それ

承知しました。 
 



は排除しないとならないと思うんです。それで、ノウハ

ウがこれまでのことであるんですということであれば、

そういうところを優先したいのであれば、そういうふう

に募集の段階でするべきだと思いますし、あるいはそう

ではなくて、新しい知見をということであれば、ノウハ

ウによる低価格というものも果たしてこんなに大きく

働かせていいのかなというのは尐し疑問に思うんです。 

 極論を言ってしまえば、要するにノウハウがあるか

らうちは安いんですと言って通るのであれば、低価格調

査は何でもかんでもそれで通ってしまいますというこ

とです。聞き取り調査のときは、もうちょっとその辺り

をきちんと聞いていただけるといいなと思います。 

（分科会長の意見） 

今のご意見に加えて更に申し上げれば、別紙１では、こう

いういろんな支援業務をやっていますということを書

かれているわけで、それは実際、その評価は一体どうだ

ったんだというのは省内的にもわかると思うんですよ。

それも参考にされた方がいいのではないか。いろいろ厚

労省の業務をされているようなので、その実績はどうで

あったか、というのを踏まえたらよろしいかと思いま

す。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：災害事例等作成事業  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：低入札価格調査未実施  

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 ：独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

予定価格  ：35,119,000円 

契約金額  ：13,989,675円 

落札率   ：39.84％ 

契約締結日 ：平成 23年 5月 2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、２者が応札し、（独）労働安全衛生総合研究所が価

格点で逆転し、契約の相手方となった。落札率は39.84％だったが、低入札価格調査を実施しなかった。 

今回の案件につきまして、低入札価格調査はする必要

がないという御説明だったんですが、もう尐し詳しく教

えていただいてよろしいですか。 

まず、最低価格の入札者を落札者としないことができる

契約というものが予算決算及び会計令というところにご

ざいまして、その中に、予定価格が 1,000万円を超える工

事または製造その他についての請負契約とするというよ

うな規定がありますので、請負契約ではなくて委託契約で

ございますので、低入札価格調査をやっていないというの

が１点でございます。 

委託業務と請負業務に差はないような気がするんで

す。全く同じ意味だと思うんです。 

いや、請負と委託は違うと思うんですけれども、請負と

いうものは最終的な成果物を求めるものであって、委託と

いうものは業務を委託するものでございますので、それは

違うと思います。例えば、民法でも請負と委任とで、これ

は委任ですが、条文が違うように、やはり我々はそういう

区別をして実施してやっていると認識しております。 

これは低入札価格調査の必要はないという理解で間

違いないんですか。 

 

規定上のことを言いますと、我々にとっては、それはや

らなくていいという認識を持っております。ただし、先ほ

ど申し上げましたように、委託契約を実施する際には契約

の前に事業の実施計画をつくって、こういったものの経費

をこうやって使いますというものを提出させることにな

っています。それは委託要綱で決まっておりまして、その



内容を審査して、これなら大丈夫だということで契約をい

たしますので、それが低入札価格調査の代わりになるので

はないかという、実質的に業務を担保できる調査になって

いるのではないかと思っております。 

議論を整理すると、委託契約といいますか、請負契約

といいますか、契約書のタイトルをどうするかの問題で

はなくて、実際に何を頼んでいるかが問題だと思うんで

す。例えばコンテンツの作成を発注したということにな

ると、コンテンツの作成を請け負った請負契約というふ

うに構成しても、やはりおかしくはないと思うんです。

その場合、委託契約という名称を使ったから委託契約に

なるのではなくて、その契約の性質が何かという問題だ

と思うんです。 

 ですから、これをやはり請負契約で構成もできたなと

は思いますけれども、省の方では恐らく名称にとらわれ

て、委託契約だから要らないなというふうに理解してし

まったということだろうと思うんですよ。ただ、調達す

る内容はコンテンツの作成だろうと思うので、典型的な

もので言えば、例えば建築物の完成、仕事の完成等だと

すると、それは請負契約である。建築物の建築だったら、

そういうふうに言うと思いますが、こういうものも請負

で構成できると思うんですよ。 

 ところで、事実上調査はされたということですけれど

も、履行能力というものはどういうふうに考えられたん

ですか。 

契約に当たって、委託要綱の定めに従って、委託事業の

実施計画書の提出を求めております。これが一般競争入札

でやった後に、実際に事業を実施する内容ということで事

業者から提出していただくものなんですが、これを文書的

に精査した上で、今回、この事業の一番の肝になる内容は、

一定の人数の方を確保していただいた上で事業を年間通

してやっていただく必要があるので、その部分について、

今回、こちらが想定しているよりもかなり安い金額で落札

されていましたので、どういうふうにやるんだというとこ

ろは人件費、人日の年間で、どの業務をやるのに何人の人

数を当てはめるんだというようなところを個別に精査し

ていただきました。それで、結果として、先方の説明によ

って、この事業を年間で無理なく遂行できるということが

確認できたので、契約に至っております。 

 それで、今は契約の半年を経過しているところなんです

が、一応、現時点まででは、この事業については大体四半

期ごとに一定の成果物を出していただくことになってお

りまして、特段問題なく、今までのコンテンツは作成して、

こちらに出していただいているところでございます。 

 

 人日の内訳が一番重要になるお仕事のように思うんで

すけれども、予定価格の内訳、31 ページにありますが、

こちらの人日と 103ページの委託費の交付内訳の人日が

随分と違う、あるいはこの人日の内訳が不明であるとい

うようなところが尐々ひっかかるんですけれども、いか

がでしょうか。 

 

まず、こちらが積算したものについては、純粋にこの業

務にかかる人件費すべてを、この事業については、一応新

規の事業ではあるんですが、コンテンツの作成というもの

自体は、従前から厚生労働省のホームページの中で掲載す

るためのコンテンツは作成しておりまして、そのための調

達というものを、別の調達件名ではあるんですが、やって

おりまして、過去にこのコンテンツをつくるのに大体幾ら

ぐらいの人件費を要するかというのは、こちらの方では実

績を基に把握しておりまして、それを純粋に積算に当ては

めていったものでございます。 

 一方で、今回受託者さんが出してきたものについては、

主に実際に実働として動いていただく部分の人件費、人日

数をここに計上していただいているようなんですが、こち

らの積算では管理職員の人件費を一定規模で見ておりま

して、その部分をこの事業の中での経費には含めていない

というようなところでございます。それで、結果的にそこ

の差で人日数に差が出ているのかなと思います。 

 もう一つは、この受託者につきましては、昨年度につ

いては、この関係事業について一切受託はしていないんで

すが、もともとの労働災害とか、この事業に比較的近いも

のについて研究をする団体でございまして、一定の労働災

害とかを分析・検討して成果を残すことについては、かな

り他業者さんに比べてノウハウはある団体だと考えてお

ります。そういうことで、一般的に別の、もう一個の競合

業者さんが出してきた、例えば一つのコンテンツをつくる

のに要する時間とかが、ある程度、差が出たことによって



人日数も縮小できたのではないかなと考えております。 

 おっしゃるとおり、ノウハウがあるところであれば、

作成のところの人日が減るだろうというのは納得いく

んですけれども、その前におっしゃった、管理業務の人

日がカウントされないというのは余りつながらないの

ではないかという気がするんですが、いかがでしょう

か。 

 

こちらについては、要はこの事業で、私どもとしまして

は管理経費を入れていただければ、そこは当然、必要な人

件費であればお支払いするという前提で考えているんで

すが、その部分、この事業をどうしても取りたかったとか

という、その辺りの背景もあるのかもしれないんですけれ

ども、その辺を、ある意味、自分のところで見てしまって

でも、金額を落として、この事業を取りたいというところ

だったのではないかと思うんですが、そこら辺は一般競争

入札で出た価格なので、それ以上、それでは、この経費が

なかったのはどうなんだというところは、うちとしては問

えないといいますか、要は人件費を向こうが見てでも、年

間で事業を遂行していただくのであれば、うちとしては、

そこまではそれを無理に入れろというのは求めるところ

ではないのかなと思います。 

 まさに委託なのでというところなんでしょうけれども、

ただ、もう一つ気になりますのは、予定価格を決めると

きにはプログラミングの技術がかなり重視されている

ように見えるんですが、プログラミングが必要なような

ウェブシステムであれば、さすがに不安なといいます

か、この人日数といいますか、技術料的なものが入って

いないというのが不安になってくるところなんですけ

れども、コンテンツの内容の方に不安が残るような委託

事業書といいますか、内訳書になっていないでしょう

か。 

 そちらは、こちらで実施計画書を精査した中では履行さ

れるというふうに判断させていただいております。 
 

 何か、データベースをつくるというものの場合は、普

通はもうちょっと技術的に細かい仕様書が出てきても

いいと思うんですけれども、EXCEL を使ってフォーマッ

トをつくりますとか、そういったことが書かれているに

とどまっていて、データベースそのものについての仕様

が見えないんです。ページ数で申しますと 70～73 ペー

ジ辺りなんですが、私からすると、EXCEL を使うかどう

かは正直なところ、どうでもいいところで、データベー

スをつくるならデータベースについての仕様を書いて

くれていないと不安になるんですけれども、その点はど

のようにお考えでしょうか。 

 

 名前として、このコンテンツをつくるという、要は、こ

れで言うと EXCEL なんですけれども、EXCEL の表にいろん

な情報を入力していただくというところまでがこの事業

の業務でして、実際にデータベースをホームページ上に掲

載したりといいますか、データベースを入れる器みたいな

部分については、別途、一般競争入札で調達している事業

がございまして、そちらの方ではかなり、おっしゃるよう

なデータベースに係る詳細な仕様書を設けさせていただ

いております。このデータベースという言葉については誤

解といいますか、そちらでお考えのところのいわゆるデー

タベースを連想させてしまうのかもしれないというとこ

ろは申し訳ありません。 

 簡単に言ってしまえば、データ入力を委託したのであ

って、データベースシステムの開発ではないですね。 

 ここで言うところは、開発ではございません。 

 

（分科会長の意見） 

今でなくても結構ですけれども、先ほどの低入札価格

調査をする必要があるのか、ないのかというところを結

論を出していただきたいと思います。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：化学物質の長期吸入試験等事業  

資格種別  ：「役務の提供」のうち「調査・研究」又は「その他」（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：公募の妥当性  

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 ：中央労働災害防止協会  

予定価格  ：849,699,000円 

契約金額  ：849,612,616円 

契約率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成23年4月1日 

（調達の概要）公募を行った結果、中央労働災害防止協会のみ意思表示があったため、会計法第２９条の３第４項に基づ

く随意契約を行った。 

この中央労働災害防止協会さんにつきましては、これ

は過去も勿論契約されているという感じにお見受けで

きるんですが、どれぐらいからされていらっしゃるんで

しょうか。 

 制度ができ上がって以来ですので、昭和 60年からです。 

この化学物質の長期吸入試験ということで、これは長期

というお名前が付いているんですけれども、この契約自

体につきまして単年度で行われているんですが、長期の

契約をされない理由というのはどういうところにある

んですか。 

 

予算上の経緯だと思いますけれども、当時、こういった

研究物で長期にわたる国庫負担というものは旧労働省で

は想定していませんでしたので、同じ調達内容が続いてお

りますので、ずっと単年度で、同じような繰り返しになり

ますけれども、調達をし続けているというような状況でご

ざいます。 

 実際に長期というのであれば、複数年の負担行為を取

るべきではないかという御指摘もあろうかと思いますけ

れども、実質、今までの経緯がそうだったものですから、

単年度で引き続きやらせていただいております。 

それで、随意契約の中でも、一定の競争性を持たせる

ために企画競争という手段を取られて、実際に公示され

て公募を行っていらっしゃるんですけれども、その公募

を行う際の公示内容ですが、これは一定の通達を見ます

と、ほかの企業さんが同じような技術及び設備を持って

いる可能性がないかどうか、実際にそういう研究ができ

るかどうかを探るために、公示の中で公募する際に技術

及び設備についての明示をする必要があるというふう

な指導があると思うんですが、この公示内容を見ます

と、その辺の内容について設備等も含めまして尐し不十

分で、他者の参入がなかなか厳しい公示内容なのかなと

いうふうに印象を受けるんですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

 

 我々、どこからどこまでを念頭に置いているかと申しま

すと、例えば医薬品を研究するところとか、何らかの化学

物質を動物に投与するようなところを対象にしています

ので、そういうところの中で、我々、この中で説明しない

といけないのは、動物に口から投与するのではなくて、ガ

スの状態で、室内を全部、有害物といいますか、対象物質

で満たした状態で長期間吸入試験ができる設備を持って

いないといけない。 

それで、長期間というのは、これはがん原性を調べるた

めの試験ですから、急性の中毒ではないということを最低

限明らかにしないといけないと思っておりまして、そうい

う候補になり得る。例えば、名称だけを聞いてやれるかな

と思われる候補者に対しては、そこはできるかどうかの区

別ができるだけの情報を出しているつもりではあります

けれども、もし具体的にこういうところがないというとこ

ろであれば、勿論、改善の余地はございます。 

 尐なくとも、この公示を見ると、どんな設備が必要か

なというところについては記述がないように思います。 

 

 おっしゃるとおりで、一言で安衛法 GLPに定められた基

準を満たしているということが書いてあるんです。ここに

おいて、がん原性を行うための試験に必要な施設・設備と

いうのは、ここにすべて含まれているというふうに考えて

おります 

 それは、実際にその専門の研究者から見たら、この言

葉一つで一目瞭然、どんな設備が必要かということがす

ぐにわかるという理解でよろしいんですか。 

 

 はい。この分野がわかる人に対しては、そのように考え

ております。 

 GLP制度というものは労働安全衛生法以外にもありまし

て、要は Good Laboratory Practice、優良試験施設の基

準とされているもので、もともとは OECD で制定されたと

ころから発祥して、それを国内でも入れているものであり

ます。それで、別の法令で、例えば医薬品の法令とか、そ

こに合致した GLPとかということでやっておりますので、

関係者であれば、そこを参照して、合致するかどうかを確

認することができると思います。 



それでは、この中央労働災害防止協会さんの方は、そ

のような設備を保有されているということでよろしい

んですか。 

 はい、そのとおりです。 

これは、どれぐらいの規模の設備なんですか。  かなり広大な施設で、敷地の中にネズミ、ラット、マウ

スを継続的に飼育できる施設、それを例えば一定温度から

ずれないようにするための各種周辺の施設、敷地は十分な

余裕を持って、例えば対象物質が漏れても直ちに周辺の住

民に迷惑をかけないといったようなこと、それから、排水

とかということがありまして、都市部ではとても対応でき

ないような施設で、神奈川県の秦野市にあります。 

そうすると、これは、例えば日本のほかの会社が、こ

の業務を受注する可能性はあるんですか。企画競争は１

者しか、今回の中央労働災害防止協会さんしか参入して

こなかったんですけれども、そのほかの、例えば想定さ

れる会社とかはあるんですか。 

 

 国内ではまずないと考えております。海外で複数あるこ

とは確認しておりますけれども、国内ではありません。と

いいますのは、通常の化学物質の動物への試験というのは

口に飲み込ませる形での試験が大多数だということで、吸

入のできるところはほとんどないというところだと思い

ます。 

これは、名前から見ますと、防止協会という非常に株

式会社とか財団法人とか社団法人とかそういう意味合

いではなくて、協会という非常に組織としては不明確な

組織になっているんですが、これはどういう組織なんで

すか。 

 中央労働災害防止協会は、労働災害防止団体法に基づい

て設置された特別民間法人です。ただ、試験を実施してい

るところは、そこの一つのセンターで、日本バイオアッセ

イ研究センターというところであります。 

 

そうすると、今後、こういった競争性の導入は基本的

には難しいということになるんですか。 

 

正直申し上げまして、これはそもそも、競争ができるよ

うな種類のものではないと考えております。６万からあ

る、化学物質の中で、必要があればいろいろな規制をかけ

なければならない。事業場で表示すればいいもの、もっと

吸わないような設備を必ず整えないといけないもの、と分

けていく中で、がん原性が一番発見しづらい。過去の災害

事例からは、実際にがんになったというところから発し

て、災害防止に、規制に結び付けざるを得なかった事情も

ある。 

それで、こういうことはいけないということで、予防的

な措置をするということでありますので、数多くある化学

物質の中で絞りに絞り込んだ数尐ない物質を実際にどう

かということで、ヒトにできないので動物に与えていると

いうことなので、まさに国が行うしかない事業で、海外で

も同じような形になっていますので、営利事業にはとても

なり得ないということでありますし、それをやめてしまう

わけにもいかないということで、事業を、世の中の流れは

承知していますけれども、どうともいじりようがないとい

うところでありますし、それは複数で競争するということ

にはなり得ない。そういうことをやれるような状況にある

のであれば、国がやらなくてもいいわけです。そういう状

況にはとてもならないのではないかと思っております。 

そうしたら、価格の妥当性を担保するための方策はど

ういうところにあるんでしょうか。 

 

 価格については、まず試験の仕組みが、標準操作手順と

か信頼性の保証の観点から、ネズミを何匹、どれだけの期

間、おおむね２年近くになりますけれども、これだけ投与

する。それから、投与が終わった後も、こういう基準で分

析・分類をしていって評価をするという手順がかっちり決

まっているものですので、ここについては、基本的な価格

は決まってしまう。その中で、例えばネズミについても、

こういう標準ネズミを飼うという仕組みになっています



ので、もともとの仕様というのはかっちり固まってしまっ

ているということであります。 

 したがって、価格を下げるための努力は、仕様がいじれ

ない中での低減化ですので、正直言って、前年度の実績か

らどこを減らせるかというところにとどまっております。

それから、海外の事例も、全くそれは参考にできるような

状況ではないということになっております。 

 そうすると、受注価格の予算の執行の効率性という面

からすると、非常に難しい案件だということなんです

が、ただ、そういった中でも、本当に適正な価格を決定

していくための何らかの方策をつくっていただきたい

とは思います。 

 

 この経緯につきましては、精算を年度末にすることにな

っておりまして、その中でしっかり審査をやっていきたい

と考えております。 

 

今回、こちらに来ています資料では、どうして、この

案件に挙がったのかというのが、公募の妥当性を検討し

てほしいということで来ているんですけれども、バイオ

アッセイ研究センターというものは、もともと法令で、

この協会が管理するというふうに決められているとこ

ろですね。ですから、公募の中で、このセンターの管理

業務をやれというふうに５ページに載っていますけれ

ども、これを書いた段階で、ほかのところがないだろう

というのは前提にあるというのはおっしゃったとおり

かもしれないんですけれども、完全にこの協会しかない

というふうに公募の中で言ってしまっているのではな

いのか。そこが問題ではないかということだと思うんで

す。 

 つまり、結果的にバイオアッセイ研究センターを使わ

ざるを得ない研究なんだろうなというのは想像される

んですけれども、もしそうなら書かなくてもいいわけで

すし、あるいはもしかして、ほかの業者なり協会なり研

究所なりが入札してくるかもしれないという、透明性を

保ちたいという先ほどのお話どおりなら、別にこのセン

ターを使わないで、そこの会社の施設を使ってでもやり

ますからというふうに手を挙げてきたら、札を入れても

らった方が当初の透明性のために公募を行ったという

ことには合致するのではないかと思うんです。 

 そういうことで、まとめますと、どうして審議案件に

挙がったのかということで考えますと、恐らく、この公

募の最後の方にあります５ページのバイオアッセイ研

究センターの管理業務もやれというふうに明記してし

まっているところに不自然さがあるんだということだ

と思います。 いかがでしょうか。 

 

 御指摘自体はおっしゃるとおりだと思います。ただ、こ

れをやれる施設はありません。 

 

ということは、逆に書かなくていいということです

ね。 

 勿論、そうです。必要なスペックを満たしておれば、そ

れは試験、それから、成果物には全く支障がないものと考

えます。 

だとすると、公募の透明性とか、ほかがやりたいとい

ったときに参入できる余地を残したいという当初のお

話であれば、この項目は書いていない方がよかったとい

うことかなと思うんです。 
 

日本バイオアッセイ研究センターの施設管理業務という

言い方ではちょっとまずいかなという、委員の御指摘のと

おりだと思いますけれども、ただ、この安衛法 GLPの基準

を満たす組織とか施設を用意しなくてはいけないので、管

理経費として積みなさいといったものは、多分、事項とし

ては残させていただいて、この日本バイオアッセイ研究セ



ンターという部分を削るような方向で公募するのであれ

ば、今後、できるかどうかも含めて、そのような意味合い

で検討を進めていきたいと思います。 

 この中央労働災害防止協会と、今、話題になってい

る日本バイオアッセイ研究センターというものは、どう

いう関係になるんですか。 

 協会の中の一組織です。 

日本バイオアッセイ研究センターの施設管理業務は、

そこを使ってやらなければいけないという話になるん

でしょう。今の公示の中の委託業務の一つに、この日本

バイオアッセイ研究センターの施設管理業務が入って

いますね。これは、この協会の業務をやらなければやれ

ない話でしょう。受注するということは、そういうこと

ですね。 

 はい、そうです。 

 

 ですから、そもそも公募などという形をつくっている

けれども、ほかではやれるはずもない業務を入れてしま

っているということになるんですね。 

 

 先ほど、髙橋委員がおっしゃった部分にも関連してくる

んだと思うんですけれども、ほかのところが手を挙げて運

営をやりたいというところであれば、それは可能だと思い

ます。 

協会の方が管理運営しているものを、またほかのとこ

ろが手を挙げて、協会が管理運営しているものを二重に

管理運営するということは事実上できないでしょう。こ

のセンターは、ほかのこともやっているんでしょう。 

 そうです。 

 ですから、何でこんなものを入れてくるのか。ほかに

はやらせないということを公示の中で明確にしている

ようなものですね。 

 

 最初のこちらからお答えした中に入っていましたけれど

も、昭和 60年ぐらいからずっと進めていて、そのときか

ら随意契約でやっていたんです。それで、そのときの経緯

があって、中央労働災害防止協会の一組織として持ってい

る日本バイオアッセイ研究センターという中央労働災害

防止協会の部署、それは組織の一部の名称で、それと、我々

が所有して使っているつまり、土地・建物か国有財産であ

るところの日本バイオアッセイ研究センター、これが重複

しているので、そこをきっちり整理しないといけないかと

思うんですけれども、私ども国が必要としているのは、そ

ういう試験研究をやれる施設で成果を出してもらうとい

うことで、今、中央労働災害防止協会の一組織となってい

る日本バイオアッセイ研究センターのことを指している

わけではないんです。 

 ８ページの公示の中の４．には日本バイオアッセイ研

究センターの施設管理業務というものが委託する業務

の中に入っているではありませんか。それ以外にはない

ではないですか。 

 

 実は国有財産の口座名が日本バイオアッセイ研究センタ

ーになっておりまして、それを指す意味で使わせていただ

いております。 

先ほど申し上げましたとおり、国有財産でございまし

て、我々行政というのは国有財産を管理するとき、それぞ

れの口座を用意しておりまして、ここの国有財産の名称が

日本バイオアッセイ研究センターという国有財産の名称

なんです。 

 この業務の委託とは関係ないではありませんか。だっ

て、例えばこの協会ではなくて、どこかが手を挙げて、

海外に委託するということがあるかもしれない。その場

合には、このセンターと関係なくて委託してやることに

もなるでしょうし、そういうことができれば、各大学に

委託してやるといいますか、それを統括するということ

だってできるけれども、この業務の中に日本バイオアッ

セイ研究センターの施設管理業務というものが入って

 先ほど髙橋委員にお答えしましたとおり、日本バイオア

ッセイ研究センターというのは今後削除の方向で検討し

てまいります。 



いたら、そういう方法が取れないではないですか。 

 

（分科会長の意見）では、委託業務の内容など、今後見

直していただきたいと思います。 

 

【審議案件５】 

審議案件名：電子計算機の賃貸借及びプログラム・プロダクトの使用権許諾に関する契約 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：日本電子計算機株式会社  

予定価格 ：20,146,737,786円 

契約金額 ：20,146,737,786円 

契約率  ：100.00％ 

契約締結日：平成23年4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。 

随意契約理由書のところなんですけれども、「複数年

の使用を前提として、日本電子計算機株式会社との契約

により導入されてきた」というふうにあるんですが、複

数年ということであれば、国庫債務負担行為等で計画的

に今後何年間使いますというような契約にするのもあ

るのではないかと思うんですけれども、あえて毎年とい

うのはどういうことなのでしょうか。 

 

 

 年金給付システムというものにつきましては、受給者に

対して、基本的に毎月、年金の支払いを行っていくという

システムで、これまでの経緯から、制度改正が非常に多く

ございまして、年金制度の改正は基本的には５年に１回、

財政再計算があるということではございますけれども、そ

の他にも毎年のように税制改正で変わっていく。そのため

に年金受給者からの控除額とか、そういうものもシステム

修正をしなければいけない。あと、ハードウェアの設備も

増強しなければいけないとか、あるいは雇用保険などの制

度改正も影響をもろに受けていきます。 

 年金のシステムにつきましては、周りの環境も非常に大

きく影響を受けておりますので、毎年のようにそういうハ

ードウェアの基盤を変えていかなければならないという

ことも事実発生しております。複数年のリースで行った場

合は、基本的には追加の、例えば機器を途中で解約すると

いうことになりますと、違約金を払うということがペナル

ティーとして発生いたします。そういうところもありまし

て、柔軟に機器の増設とかができるようにレンタル契約を

締結しているということでございます。 

基盤を変えるという御説明もあったんですけれども、

年金制度の改革で影響を受けるのはソフトウェアとデ

ータの部分だと思うんですが、なぜハードウェアのそう

いった細かいパーツまで一々、そういった制度改正で影

響を受けるのでしょうか。 

 

基本的には、年金給付システムにつきましては、大きく

構成として、メインフレームは全体で４つございます。そ

れに今回、ここにも出てきていますように、CMT 装置とい

った磁気ディスク装置、サーバーも含めた全体の構成にな

っておりまして、基本的に受給権者数が直ちに増えるとい

うことではなくて、例えば住基とのインターフェースと

か、ほかとの対外的なインターフェースでどうしても、こ

の磁気ディスクの増設が要るというところが出てござい

ます。その場合は磁気ディスクの増設をしなければいけな

い。 

そういうときにどうしても、基盤ではメインフレーム自

体を増やすということまでは行きませんが、磁気ディスク

の増設、データを収録するためのそういった設備が必要に

なってくる。ですから、周辺装置も含めて、そういう機器

の増設が行われるということでございます。 

持っているものを直ちに減らしたり増やしたりする

ということであれば、確かにレンタルかなという気がす

るんですが、でも、実際のところ、例えば増設であれば、

そこの点についても、私どもの方も、レンタルでいいの

か、リースでいいのかについては昨年度も検討していると

ころで、今はまだ検討途中でございますけれども、今の段



その年の増設分ということで新たに契約を開始すると

いうことも可能だと思いますし、ずっと存在し続けるメ

インフレームの部分などは、レンタルよりはリースの方

が効率的なのではないかなと思えるんです。 

 例えば、設置機器一覧表を見ますと、本当に細かいも

のまでいろいろと列挙されていて、これらを本当に毎年

リースの対象としてやる必要があるのかというのが若

干気になるところです。 

 

階ですと、リースにした場合ですと、別途、保守の契約と

か、あるいは瑕疵担保責任、危険負担といった契約をリー

ス会社とは別にする必要がある。それで積算をしたとこ

ろ、レンタル契約とリースと、また別途保守契約を結んだ

ときのメリットが今の段階では余り生じていないという

のがありまして、尐し二の足を踏んでいるというようなと

ころもあります。 

 ですから、その辺も含めて、今後引き続き、リースがい

いのか、そのためには予算の方も、今、単年度予算から複

数年度予算に切り替えていかないといけないということ

もありますし、機器がそれぞれ耐用期限が違っております

ので、リースにした場合ですと、機器を全部ばらばらにし

て複数年契約を結ぶというような煩雑さもございます。 

 現在、そういうところも検討はしているんですけれど

も、引き続きいい方法がないか、探っていきたいと考えて

おります。 

例えば大学などのコンピュータですと、文科省は４～

５年単位で考えるように言ってきていて、大体、継続的

に更新する部分があったとしても、複数年使う前提のも

のは複数年分で計画するというのが普通なんですが、ど

うも、この賃貸料のリストを見てみますと、極めて細か

いものまでレンタルで賄われているということになっ

ていて、確かに管理の煩雑さというのは、増えるのはわ

からないではないんですけれども、一方でどかんと丸ご

と大きく投げてしまっているから、この 201億円という

すさまじい金額にふくれ上がってしまっているのでは

ないかというのが１つ考えられる。 

 それと、幾ら相手が大きい計算機、メインフレームで

あっても、工業製品ですから、仕様を満たす製品であれ

ばつながらないということはないものなので、例えば周

辺機器とか、あるいは消耗品という言い方は違うかもし

れませんが、短い期間で壊れるようなものについては、

全部分けて発注して、より多くの企業がそういったもの

を納入できるようにした方が結果的には安くなるので

はないかという気がいたしますので、御検討をお願いし

ます。 

 はい、わかりました。 

今の議論に関連してなんですけれども、そうすると今

後、どういうふうに、今、話題になっている、例えば新

しいリースとかそういったものに変更することは、具体

的には可能なんでしょうか。といいますのは、随意契約

理由書を見ますと、レンタル業者の変更につきましては

実現性がないというような表現もございますし、今後、

随意契約が繰り返されていく状況はいつになったら解

消し、どういうことができれば解消できるのかというこ

とをお話しいただきたいと思います。 

 

まず、リース契約への実現性の話でございますけれど

も、先ほども申し上げましたが、これはまず、予算につい

て、今、単年度予算から複数年度予算に切り替える。その

ときにメリットが、効果がないとなかなか切り替えてくれ

ないというのが１つありますので、そういうメリットのと

ころを出さないといけないというところがあります。 

 本当にレンタルからリースに切り替えられるのか。これ

までの実績から見ると、機器が年度途中で要らなくなった

りとかということもありますので、そういうところのリス

クを回避するための対策も講じた上で、予算も調整して、

そこに問題なければリース契約にするというのは可能だ

とは考えておりますが、そこの部分については引き続き検

討いたします。 

 それと、随意契約からの脱却につきましては、現在、年

金給付システム以外に記録管理システムというものが業

務内システムにあります。それは年金記録を加入者が資格



を取得したり喪失したりという記録を持っているシステ

ムがありまして、そのシステムから、その記録を使って年

金の裁定の支払いをするシステムが、この年金給付システ

ムでございますけれども、現在、記録管理システムの方を

まず汎用製品ということでオープン化しようということ

を考えているところでございます。 

 これは平成 15 年に、記録管理システムと年金給付シス

テムについては、IBM の方が受注した刷新可能性調査とい

うものでオープン化ができるかどうかというのを検証し

てもらったことがございます。それを踏まえて、まず記録

管理システムを第１段階としてオープン化する。その後

に、第２段階として年金給付システムというものをオープ

ン化していく。そういうことができれば、既存ベンダーか

らの脱却が図れるのかなと考えています。 

 ただ、今、時期としてはいろいろと、年金記録問題と

か年金制度の改正等がございまして、今、刷新をやると、

二重開発になって無駄になるとか、そういうところもござ

いますので、その辺も非常に考慮しながら、実施時期とか

も今後決めていかないといけないなと考えているところ

でございます。 

（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 ：ハローワークシステム端末設備等一式（その２）の導入（平成２３年度展開分）  

資格種別   ：―  

選定理由  ：随意契約の妥当性 

発注部局名 ：雇用保険課  

契約相手方 ：株式会社フォース 

予定価格  ：469,489,650円 

契約金額  ：469,350,000 円 

契約率   ：99.97％ 

契約締結日 ：平成23年4月6日 

（調達の概要）平成２２年度に震災の影響等により減額の変更契約を行った残りの設備等の導入分について、平成２３年

度に会計法第２９条の３第４項目に基づく随意契約を行った。 

当初の契約は平成 22年４月１日付で、約 32 億円の調

達をされている。それで、変更契約がございまして、１

か月後に１回変更契約をされて、更に震災後の平成 23

年３月 15 日に変更契約をされていらっしゃるんですけ

れども、この２番目、３番目の変更契約をされた理由と

いうのはどういうところにあるんでしょうか。 

 

 ２番目の４月 30 日の変更契約につきましては、現行シ

ステムという、いわゆる旧レガシーシステムから最適化へ

の移行に伴ってスケジュールを管理していたんですが、そ

の導入の関係で、開発の方が後ろ倒しになったことで、こ

の分の金額を４月 30日で減をしたという形になります。 

 それで、３月のものにつきましては、震災の関係で、実

際に３月中にやるべきだったものが全くできなかったの

で、その分を減をしたという形となっております。 

 これは、わざわざ変更契約をしなければいけない理由

というのはあったんでしょうか。 

 国の会計法上、単年度で支払わなくてはいけないという

形がありますので、平成 23 年度に履行するものについて

は平成 23 年度の契約で、これは国庫債務負担行為を取っ

ておりませんでしたので、平成 22 年度で減をして、平成

23年度で契約したという形になります。 

それは、方法としてはそれしかないんですか。といいま

すのは、１回変更契約をされて、平成 22 年度で 27億

5,800 万円の予算執行はもう完了している。相手先の方

も契約変更に合意して契約が設立しているにもかかわ

らず、平成 23 年度になりまして、当初の契約が生きて

いた。それで、執行されなかった４億 6,900 万円が復活

予算の繰り越しについては、実際の４月 30 日の段階の

ものでは、その分については、もしかしたら予算の繰り越

しという形を取った方がという形だったかもしれません

が、それ以降にスケジュール的な問題で、どういう形にな

るかわからなかったので二の足を踏んで、実際に平成 23

年度に新たな契約をという形にしてしまったところです。 



してきたということになるんですが、これはわざわざ変

更契約を結ぶ必要がなくて、予算の繰越措置とか、そう

いったもので対応はできなかったんでしょうか。 

 

 そうすると、随意契約理由書のところでかなり厳密な

考え方をしますと、随意契約の理由にはならないのかな

という疑念もありまして、新たにこの４億 6,900 万円に

ついては一般競争入札でやるべき案件なのかなという

気がしないでもないんです。 
 

 そうですね。もともと入札をしているものですので、ト

ータルの 32億円の入札より４億円の入札の方が、トータ

ルでの入札としての削減というのは下がると思いますの

で、もともとのほかの業者が入ってきたとき、随意契約と

した方がトータルとして減額になったということが考え

られるということで、こういう形を取りました。 

 いろんな手間暇を考えますと、随意契約の方がいいの

かなというような感じにとらえられるかもしれません

けれども、私もどちらがよかったのかというのはわから

ないところは勿論あるんですが、ただ、前の契約がその

まま復活してきて随意契約で持っていったという流れ

からすると、尐し問題があるのかなという気がしないで

もないです。 

 その予算の繰越措置は、手続については非常に手間が

かかるんですか。 

 

 手間としては、一応、財務省の承認を得ないといけない

という形にはなります。 

 

 しかし、今のお話の続きからすると、仕事が終わらな

かったから払えないという、そこはいいと思うんです

が、払わなかった分を、その後、継続して同じところに

随意契約で投げてしまう、委託されるというのは、やは

りちょっと管理の在り方としては問題ではないんでし

ょうか。 

 極論を言えば、特に１回目の変更で、遅く仕事をした

ということは、震災の方ではなくて間に合わなかったか

らということだったわけですから、そうだとすると、そ

んなところにはもう頼まないというふうに言うのが本

来の筋で、わざわざもう一度、そこへ頼んであげようと

いうふうに、しかも随意契約で頼もうというのはいかが

なものか。ちょっと不自然と思われます。 

 この間に合わなかったというのは、それと並行している

開発業者の方の開発が間に合わなかったために、導入がそ

れに引きずられて間に合わなかったという形になるので、

導入業者の責ではないです。 

 

最終的には継続して随意契約でやった方が安かった

と思われたのでということなんですけれども、随意契約

理由書及び仕様書を見ますと、極めて一般的な作業で、

ほかでもできるのではないかというふうな感じが見受

けられます。だとすれば、入札をもう一度行えば、この

残った分の、今回分のものを入札にすれば、もう一年以

上経つわけですから、ある意味、技術革新もありますし、

価格の低下も起きていますから、より安くなるというふ

うに考えるのが筋ではないかと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

 実際、先ほど言いましたように、母体の金額が 30 億円

以上という大きなものですので、それとの関係もございま

すし、あと、ボリュームディスカウントの関係で、実際に

引き続きやった方がいいと判断して、結果的に入札のとき

と同じ金額でやっているので、随意契約といえども、入札

により価格が低下するという面は出ているのではないか

というふうな形で、このような随意契約になりました。 

 

 ただ、今回の分だけで４億 7,000万円弱の契約ですか

ら、ボリュームディスカウントが前の段階であったとお

っしゃいますけれども、今回、新規巻き直しで入札を募

ったとしても、この金額であればボリュームディスカウ

ントを幾らでも用意する企業は現れるのではないかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 単刀直入に言ってしまえば、先ほどの繰り越しの手続

は財務省にも関わってくることだとか、あるいは今回の

幾つかの、前に頼んだところに頼んでおけばそのままだ

 今回は、新たにこのハローワークシステムを導入すると

いう形の中でこういう形を取ったんですが、次回以降、勿

論、数年間のリース契約になっておりますので、次回の調

達のときにこういう形になったときに、そういう疑念が持

たれないような形で調達等を行いたいと思っております。 

 



からということを聞くと、何となく極めて恣意的な随意

といいますか、余り透明性の高くない随意契約のように

聞こえてしまうので、その点をちょっと聞きたいなと思

ったんです。 

 これはプログラムの製作のようなものではありませ

んから、例えば県ごととかエリアごとというふうにすれ

ば、ずっと小さな金額で応募を募ることができるわけで

すね。この巨大な金額にしてしまうと、どうしてもこう

いった富士通、大きな会社ですし、そういったところ及

び、そこの関連会社しか手を挙げようがなくなってくる

というのはあると思うんです。 

 どうして、全国単位でどかんと決めてしまったのでし

ょうか。 

 ハローワークシステムについては、全国規模のシステム

ですので、とりあえず、最初にそういう分けるという形で

はなくて、最適化になって初めてのケースですので、とり

あえず何か、基本的にいろんな会社が入るということは入

札で競争力が働いてとかそういう面もあるんですが、勿

論、導入という意味からでなければ、いろんなところが保

守をやらなくてはいけなくなって、これは導入と賃貸借も

含めての話なんです。 
 

 でも、今回は導入作業の入札ですね。製造の部分とか、

システム開発の部分とか、保守はないですね。要するに、

機材を運び込んで、並べて、動くようにしろという仕事

ですね。 

 

 もともとの入札については、賃貸借と導入の２つをまと

めた入札になっていました。それで、片方の賃貸借の方は

リースで、国庫債務負担行為でしたので、入札は１本だっ

たんですが、契約書が２個に分かれているという形で、導

入の方は片方の契約という形になるんです。 

 それでは、なおのこと、変更契約で自由になったわけ

ですから、そこはどんどん小さく分割して、いろいろな

企業にやってもらうというふうにした方が、特に全国単

位なわけですから、地元の企業がやれば絶対に工賃が安

くなるはずですし、いいのではないかと思うんです。 

 

 実際、やはり、このハローワークシステムの導入につい

ては規模が大きいので、大きいところしか入れないのでは

ないかという話で指摘はいただいております。それで今後

の調達については、それをどうするかということの一つの

方策として、ブロック単位で調達するとか、そういう話は

出ておりますので、今後、先ほども言いましたように、次

期のハードの調達の際にはそういうことも検討した上で

賃貸借なり導入の調達方法を考えたいと思います。 

 （分科会長の意見） 

やはり、この件は相当問題が多い事案だと考えるんで

す。本来、繰越手続をやれば済むのを、それを潜脱する

ような形でこういう随意契約を結んで、随意契約の方が

安いと思ったというのは、これは別に競争入札をやらな

ければならないという義務を免責させるものではあり

ませんし、やればやったで、もっと安かったかもしれま

せんし、富士通が応ずれば、この価格以下ではまたやれ

たんでしょうから、同じことだったろうと思います。 

おっしゃっていることは、ほとんど随意契約を正当化す

るようなものではないだろうと考えるんですけれども、

そういうことに留意していただいて、今後のお仕事に活

かしていただきたいと思います。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査及びＤＰＣ制度の在り方に係る検証等の補助業務  

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 ：保険局  

契約相手方 ：株式会社健康保険医療情報総合研究所 

予定価格  ：1,096,129,545円 

契約金額  ：1,008,525,000 円 

落札率   ：92.01 ％ 

契約締結日 ：平成23年4月1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者が応札し、技術点が最も高い（株）健康保険医

療情報総合研究所が契約の相手方となった。 

総合評価落札方式で入札されて、落札されているんで  こちらにつきましては、まず評価者から御説明させてい



すけれども、総合評価の中で、総合評価をされた会社さ

んが３者ございまして、この技術評価のところで非常に

大きな、健康保険医療情報総合研究所が落札されたとこ

ろですけれども、最も高い点数を取られているんです

が、これほどの差がつくものなのでしょうか。相当評価

が高いという意味ですか。 

 

ただきますが、評価者としましては、厚生労働省の職員、

医療課及び他部局のところにということで評価をさせて

いただいております。 

 それで、実際にこれだけで見ますと、確かに御指摘のと

おりの、技術評価につきましては株式会社健康保険医療情

報総合研究所が高いんですけれども、平成 15 年度以降、

入札の結果、やはりこの企業が落札を続けているという状

況もございまして、かなり調査内容につきまして実際に行

っているということもございまして、企画提案書もかなり

細かいところまで書いていただいているというのが実情

になります。 

 続きまして、２番目のみずほ情報総研株式会社につきま

しても、実際に調査の実績はないんですけれども、かなり

以前から入札に参加はしていただいておりまして、この

DPC 制度につきましては、内容も若干巧拙としているもの

ですから、ここで 50 点ほどの差がついてしまっているん

ですが、130点ほどの点数が付いております。 

 ３番目に、新日本有限責任監査法人なんですけれども、

こちらにつきましては、実は平成 22 年度、前年度から初

めて参加されたということでございまして、やはりこちら

の監査法人さんの方も各医療機関の監査の方に入ってお

りまして、若干、この制度自体には踏み込んではいるんで

すが、まだ実際に企画提案書の提出も２回目ということも

ありまして、尐し内容が粗いのかなというところは実感と

して感じているところでございます。 

 それで、技術点が 200 点満点で、価格点の満点が 100

点ということで、これだけの技術点で差がついてしまい

ますと、価格のところでの挽回はほぼ不可能というよう

な状況なんですが、技術評価をするときの担当者に尐し

第三者的な目のある方を入れて、客観性がないとは申し

上げておりませんけれども、今、内部者だけでいらっし

ゃるんですが、第三者の目を尐し入れるべきかなという

感じもしないではないんですけれども、いかがでしょう

か。 

 

 こちらにつきましては、確かに御指摘のとおり、今回の

この入札につきましては、当初、２月に入札を行っていた

ものですから、とりあえず、この前に契約審査委員会を通

っております。この中では、確かに積極的に私どもも言っ

てはいなかったものですから大変申し訳ないんですけれ

ども、内部の者でまとめておりまして、そのまま通って、

御指摘なしということでいただいていた部分があったも

のですから、内部の者で評価をさせていただいたという実

績でございます。 

 ただ、その後、やはり保険局医療課におきましてもさま

ざまな調査をしておりまして、それ以降の入札では、各委

員の方から外部委員を入れることということは指摘を受

けておりますので、次回、この調査でいきますと、平成 24

年度、来年度になりますけれども、そのときには、外部委

員も入れまして、外の方の意見も踏まえた上で入札を実施

させていただければと思っております。 

 確認させていただきたいんですけれども、技術点が合

わせて 200点で、価格点が 100点ですね。先ほど別の案

件でなんですが、価格点と技術点が１対１というふうに

ルールがあるというような発言があったんですけれど

も、これについては特にそういうものは関係ないんでし

ょうか。 

 済みません、今、手元に契約の手順のものがなかったん

ですが、たしか調査研究の場合は、技術提案が２に対して

価格が１ということになっていたかと思うんですが、今、

手順が手元になくて、恐縮です。 

 

 それから、これは別の質問なんですけれども、「総合

評価落札方式とする理由について」という３ページ目の

文章で、簡単に分けてしまえば、①の下から３行目のと

ころにある特別調査の実施というものが一つの仕事で、

その次の行に、「それ以外には」から始まるところの終

 こちらにつきましては、まず基本となる業務が、済みま

せん、ここもいきなり特別調査というものが先に出てきて

しまっているんですけれども、まず調査のベースとしまし

て、この DPC 制度に参加している医療機関が 1,400ほどあ

るんですが、こちらの病院を対象としまして、実際に入院



わりの方にあります「診断群分類点数表、調整係数、機

能評価係数の設定に伴う業務」ということで、これが２

つ目の仕事というふうに見えるんですが、この１つ目、

２つ目を１つの発注としてかけているのはどうしてな

ので 

している患者さんに対して、どんな病名で入院されたの

か、あと、どんな治療をされたのかというものをすべてデ

ータ化を行っております。まず、これが基本としてありま

して、この調査とは別という形にはなるんですが、調査対

象が全く限定されていまして、そもそも、この DPC制度に

参加している病院に対して、患者さんのデータとは別に、

例えば医療機関の機能評価、地域で救急医療をどれだけ受

け入れているかとか、そういうようなものを調査するとい

うものもありまして、全く別の調査というものではなく

て、あくまでも調査対象を、DPC 制度に参加しているとい

う、同じ対象として、診療報酬として、改定させるために、

済みません、難しいんですが、同じ病院を対象として、継

続して調査を行うというような意味合いになってくるも

のですから、ここは分割することが非常に難しいという話

になっております。 

 何となく、最初の調査に関する仕事と、何々に伴う業

務ということで、違う種類の仕事のように見えるんです

けれども、全く分割不可能というものなんでしょうか。 

 

 ここはそうです。やはり、あくまでも調査対象の、通常

の患者さんの治療行為を調査している調査につきまして

は、そもそも毎月定例で既に行っているもので、ある意味、

多分、何月何日時点とか、一時点をもらうということでは

なくて、毎月継続してもらっているという業務に対して、

それに追加して、例えば今月は別に行っていただきたいと

いうこともあって、今の議論で、特別調査というものを設

けているものです。その照会窓口が例えば複数になったり

しますと発注者側としてもちょっと不便もありますし、病

院側としましても、この DPC制度に関する調査の方にいろ

んな複数のところから照会があるといいますと、ちょっと

混乱してしまうという面もございまして、非常に分けると

ころが難しいということになってございます。 

 10 億の取引ですので、本当に包括的に不可分のもので

あるのかというのがちょっと想像がつかないというの

が正直なところでして、今のお話ですと、一番下に書か

れている業務が本来定常業務で、特別調査というものが

ときどき付加的に起こるものなんですね。そうだとしま

すと、その特別調査は、それこそ毎回、個別に調達する

のではだめなんでしょうか。 

 

 こちらは、これは医療課の特性的なところもあるのかも

しれないんですが、私どもの方で審議会として開催してお

ります中央社会保険医療協議会というものがございまし

て、こちらの方から、スケジュールがわかりまして、それ

では何月にこういうような特別調査をするというような

形で計画的に行うことができれば私どもとしても問題は

ないんですけれども、突然こういう分析をしてくれとか、

そういうようなものが突発的に発生してしまうところも

ありまして、この部分だけ、例えば入札公告が出まして、

入札するというような手続が分けて行うというのが事務

的にも非常に難しいというところがございます。 

 極端な話、例えば突然起こった調査につきまして、よく

はないんですが、緊急随契というような形になってしまう

おそれもありますので、その辺りは包括的に一体の、この

DPC 制度に参加している病院としての調査ということで実

施させていただいている現状がございます。 

 事件の捜査とかであれば、突発的にということで、そ

れではすぐに対応せねばというのは納得いくんですけ

れども、ある意味、緊急ですね。そういったものが、突

発的に調べてほしくなったからというふうに言われて、

はい、そうですかというふうに全部受け入れていった

ら、それこそどんどんお金もかかってしようがないとは

思うんですよ。 

 だからこそ、まとめて１年間で、この額を払うからや

 こちらにつきましては、確かにおっしゃるとおり、突発

的に本当に出るのかというところなんですけれども、済み

ません、中央社会保険医療協議会というものは、やはり実

際の診療されているドクターの方の代表とか、病院の団体

とか、あと、保険者としまして、例えば国保の団体とか、

そういうところの代表者が出ておりまして、そこから急遽

調査をしろと言われたときに、事務局としてなかなかでき

ないというところが非常に言えないというところもござ



ってくれというふうに言っているんだという理屈なの

かもしれないんですけれども、それはある意味、計画の

なさというふうにも見えてしまうので、もう尐し、その

辺りの総合評価にする理由ということを納得いくよう

な御説明を今後はお願いしたいと思います。 

 

いまして、調査を受けざるを得ないという状況になってお

ります。 

 それとは別に、最終的にこのすべてをまとめて入札して

いるところなんですけれども、ある程度のところは私ども

も予測を立てまして、まとめて実施しておりまして、最終

的にこちらは委託契約になっておりますので、最後は年度

ごとに精算ということで実施しているんです。そういった

ところの、当初入札をする段階で、ある程度見込めるよう

な、特別に行うような調査につきましては入札の中に盛り

込んでおきまして、最後に、例えば実施をしなかったとい

う形になりますと、精算の段階でそういうものは当然支払

わない形になりますので、そこでこの最終確認をさせてい

ただいて、この予算執行をさせていただいておりますの

で、入札の段階では１つにまとまってしまっているんです

けれども、最後に精算する上では、本当に実施した分とい

うことで計算しておりますので、その部分につきまして、

何か余分に支払っているとか、そういうところは防止でき

ているかとは思っております。 

 今まで同じような調査をやっているんだろうと思うん

ですが、それはどういう方式でやられているんですか。 
 

 今、手元に、平成 18 年からの資料になりますけれども、

まず平成 18 年度につきましては企画競争による随意契約

をしております。続きまして、平成 19 年度につきまして

も同じく企画競争による随意契約で、平成 20 年度におき

ましても同じく企画競争による随意契約となっておりま

して、平成 21 年度から総合評価落札方式による一般競争

入札ということで実施しております。 

 落札をしているのは全部、この業者さんですか。 

 

 平成 18 年度は、結果として同じ業者ということで契約さ

れております。 

 評価表を見ると、例えば非常に期待ができるとか、期

待ができないとか、結構、主観的な評価になっていると

思うので、先ほど指摘もありましたけれども、これは評

価の公正さが疑われやすいんだろうと思うんです。それ

で、この評価するに当たって、例えばこの企画を出して

きた業者さんの名前が伏されるとか、そういうようなこ

とはあるんですか。それは出したままということです

か。 

 こちらにつきましては、具体的に評価者の方に渡すとき

には、会社名は当然伏せております。例えば今回でありま

すと３者でございましたので、本当に機械的にＡ者、Ｂ者、

Ｃ者ということで名を伏せまして評価していただいてお

ります。 

 

 何らかの工夫をされていて、公正さが疑われるような

ことがないだろうというふうに思われているというこ

とですね。何だか下駄を履かせているのではないかみた

いな疑いは持たれやすいですね。 

 

 そうですね。例えば技術点で、いきなりここで 50点ほど

の差がついてしまいますと、なかなか挽回することもでき

ないので、実質、この時点で決まってしまっているという

ことは、御指摘のとおり、こちらも反論することができな

いという点もございまして、やはりこちらにつきまして

は、御指摘いただいたとおり、次回以降、外部委員も含め

まして、評価をするということで対応させていただけない

かということで思っております。 

 価格点は予定価格で割って、１マイナス予定価格分の

応札価格ですか。技術点で５０点差がつくと挽回はでき

ませんね。 

 

 （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 ：EBM（根拠に基づく医療）普及推進事業  

資格種別  ：「役務の提供」（Ａ、Ｂ又はＣ等級）  

選定理由  ：企画競争の妥当性。１者応募。 



発注部局名 ：医政局 

契約相手方 ：公益財団法人日本医療機能評価機構 

予定価格  ：752,903,000円 

契約金額  ：752,901,085 円 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成23年4月1日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ１者応募となり、企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、（公財）

日本医療機能評価機構と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

 EBM というものは、具体的にどういうものなんですか。  EBMは、医者が診察をするに当たって診察の手引となる

ものが診療ガイドラインということで、今、学会等で作

成されているんですけれども、その診療ガイドラインが

どのような根拠に基づいて作成されたかというものがそ

れぞれのガイドラインによって違っています。 

ただ、学会等によって作成されたものであれば一般的

には認められているという認識はあるんですけれども、

実際に処置の方法とか処方の方法とかが、どのような科

学的な根拠に基づいて作成されていたものなのか、その

ような診療ガイドラインの根拠を明確にして、その処方

されるような医療に対して科学的な根拠があるかどうか

を判断するといったようなことでございます。 

 この調達の方法を見ますと、今回落札した日本医療機

能評価機構さん以外はなかなか難しいので、事実上随意

契約だけれども、企画競争のやり方を選定したというこ

とになると思うんですが、この機構さんへの発注につき

ましては、ずっとこのまま続けられていらっしゃるんで

すか。 

今回の調達につきましては５年間の調達でございま

すので、５年間はこの日本医療機能評価機構と契約をし

ているというところなんですけれども、５年後につきま

しては、予算が取れるかどうかといったような問題があ

るんですが、また企画競争で公募をかけたいと考えてい

ます。 

 一般競争入札の総合評価落札方式での調達というもの

は、なかなか難しいものなんですか。 

 

総合評価落札方式も検討はさせていただいたんですけ

れども、この調達事業が診療ガイドラインを整備する、

そして、広く普及させるといったことを目的としている

ものでございますので、総合評価落札方式によりますと、

評価点の方に価格の要因が含まれてくることになります

ので、仮に優れた提案が業者の方で可能であったとして

も、業者の方が受注を優先するといったようなことを考

えてしまって、価格を落とすために提案のレベルを下げ

てしまうのではないかといった懸念がございまして、金

額の多寡ではなくて、より質の高い診療ガイドラインを

多く整備していただきたい、より普及を図っていただき

たいといったようなことから、最終的に企画競争として

やっていきたいと考えています。 

 この契約金額の妥当性につきましては、どういうふう

に担保されたんでしょうか。 

 

契約金額につきましては、まず企画競争ということで

公示の内容に書かせていただいたということ、あと、実

際の契約の内容としては、データベースを構築していた

だく費用と、ガイドラインを評価・整備していただく費

用ということの２つに大きく分かれます。 

 まず、システムに関係する費用としては全体の４割

程度というふうな積算になっているんですが、こちらは

業者に見積りを取った金額となっています。また残りの、

評価のための委員会などを開いて評価する事務費的なも

のを考えているんですけれども、そちらについては会議

の回数や人件費、旅費といったものの事務的費用になっ

ておりますので、適正な費用ではないかと考えています。 



これを総合評価落札方式で仮にやった場合はどうな

んですか。余りいい結果が得られないということになり

ますか。 

 

どうしても金額の方が評価の方に入ってきてしまいま

すので、金額を落としてまで業者の方がそれなりの提案

を出してくるよりは、金額の多寡ではなくて、その安く

できる部分も更に上乗せして、より質の高い診療ガイド

ラインを整備していただいたり、より効果の上がる診療

ガイドラインの普及を図っていただくといったような提

案をしていただいて、もともと提案のレベルを向上させ

ていただくことを目標に考えておりますので、私どもと

しては企画競争でやっていきたいと考えています。 

 これは、今回の前も、この評価機構さんが受注されて

いたんですか。 

今回、この事業は初めてということであります。 

 

 １件伺いたいんですけれども、企画競争理由書の理由

の中の２．の②で、活用する医療従事者から信頼される

ことが必要ということになっているんですが、こちらの

審査というのは、いわゆる医療従事者がやってくださる

ものなんでしょうか。 

 

審査というものは、日本医療機能評価機構の中で、単

純に職員が審査をするのではなくて、有識者を含めた委

員会を立ち上げていただきまして、ガイドラインが適正

に作成されているかといったようなことや、科学的な根

拠等があるものなのかといったような審査をしていただ

くこととしておりますので、医療従事者でもありますし、

この EBM の分野の有識者の評価といったようなことにな

ります。 

 今回、この団体が１者しか応札してこなかったので余

り問題にならなかったかもしれませんけれども、複数

件、何か応札があったときに、どの企画が一番優秀なの

かを審査するというのは厚労省側にあるわけですね。そ

の際、こういう目的の理由書になっていますから、医療

従事者の方が審査するべきなのではないかと思ったん

ですけれども、そういった体制はあったんでしょうか。 

特には、そこまでの体制は取っておりませんで、先ほ

ど申し上げたのは、その審査委員会の中で有識者が医療

従事者も兼ねている部分はありますので、そういうこと

を総合的に評価していただくということで、幅広な委員

をお願いして審査会を開いております。 

 

 それでは、受託者の方に信頼をきちんと確保するよう

に努力しろという言い方ですね。つまり、今回は１者で

はありますけれども、この請け負ってもらう団体が医療

従事者から信頼されているかどうか、あるいは医療従事

者に信頼されるような企画を持ってきたのかどうかと

いうことは審査しないという意味でしょうか。 

 

そちらにつきましては、23 ページの審査項目の４番、

「事業の実施体制」というところがございまして、上か

ら３つ目なんですけれども、「事業の運営方針等につい

て、事業内容及び実施体制に沿った形で、適切に審議で

きる体制とされているか」といったような部分で、そう

いった有識者等も含めたやり方で審議できる体制で審査

したいと考えています。 

 つまり、25 ページのＡ委員からＥ委員の５人は、その

医療従事者を含んでいるということなんでしょうか。 

含まれています。審査の項目としては適切に審議でき

る体制ということですので、実際にガイドラインを審査

する体制を構築していただくときに、その構成される委

員の先生方が医療従事者であったり専門的な分野の先生

であるかどうかといったような体制になっているかをこ

ちらの項目で審査したということです。 

 この企画競争の公示はどういう形で公示されたんでし

ょうか。 

厚生労働省の手続にのっとりまして、ホームページと、

あとは１階の掲示スペースに張り出しをしました。 

 この診療ガイドラインは従前からもあったように思う

んですが、従前のものはどういうところで同じように審

査され、同じように提示されているんでしょうか。それ

とも、そういうものは全く民間には委ねられていて、厚

労省は関与していなかったんでしょうか。 

 

これまでも、診療ガイドラインについては厚生労働科

学研究費の補助金において整備はされてきたところで

す。ただ、あくまでも厚生労働科学研究費なので、各団

体や大学とかでおのおのつくっている段階なんですけれ

ども、今年度からは国の委託事業になりますので、実施

主体が国になるといったようなことでございます。 

 あとは、診療ガイドラインについては、今、おっし

ゃられたとおり、ある程度、整備されてきている状況で

あります。ただ、余り認知されていないという状況でご

ざいますので、今後はこういった診療ガイドラインを医



療の現場などにいかに普及させていくかが大切だと考え

ておりますので、そのため、今回、EBMの普及推進事業と

して今後は進めていきたいと考えています。 

 （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９】 

審議案件名：ＨＩＶ診療支援ネットワークシステム運用・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 ：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  ：115,322,550円 

契約金額  ：112,238,700 円 

契約率   ：97.33％ 

契約締結日 ：平成23年3月4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、１者応札で、東芝ソリューション（株）が落札し

た。平成２７年３月３１日までの複数年度契約。 

結果といたしまして、一般競争入札の案件で１者応

札になってしまったんですけれども、これは説明会と

いうものはございましたか。 

 実施しております。 

 

そのときは、どれぐらいの参加者があったんですか。  ３者です。 

実際に入札をされたのは１者だった、東芝ソリューシ

ョンさんだけだったということですか。 

 はい。 

 

 東芝以外の２者が具体的に参加しなかった理由という

のは、何か把握されていますか。 

 

 当時のアンケートでお答えをいただけませんでしたの

で把握はできなかったんですが、このシステムはもとも

と、旧国立病院で整備した際には日本アイ・ビー・エム

の開発でやっておりましたけれども、その日本アイ・ビ

ー・エムについても今回は御参加いただけなかったとい

うことで、不参加の理由はよくわからないところもある

んです。 

それで、結果として東芝ソリューションが入札され

て、落札されたということですが、３者だけではなく

て、もうちょっと多くの参加者が参加されれば非常に

よかったんでしょうけれども、その辺の公示のやり方

とか説明とか、そういったものについては何らかのも

う尐し改善すべき点があるのかどうかという点につい

てはいかがでしょうか。 

 

システムの運用保守の調達ですと、どうしても当初の

開発業者といいますか、機器の設置業者さんが参加して

くる場合が多くて、どう参加を広げていくかというのが

全般的に難しい部分もあるかなとは思っておりますが、

仕様を見ていく中で、何か保守の中身で、当初、開発・

設置をした業者でないと保守がやりづらい、運用支援が

しづらいというような部分が特別にあれば、今後の中で

は見直していく余地があるのかなとは考えております。 

このネットワークシステムの構築業務は、どこがさ

れているんですか。 

 構築も東芝ソリューションが行っております。 

システム自体の構築も東芝ソリューションで、運用

保守も東芝ソリューションが、ということですか。 

はい。 

 

 今回の調達内容を見ますと、一件一件はそれほど高い

専門性がないように見受けられます。そうだとすると、

調達内容を見ますと、ヘルプデスクで１つ、システム

管理で１つ、システム監視で１つ、ファシリティ管理

で１つ、システム運用で１つ、復旧を行う保守業務で

１つで、最大６個で、そこまで細切れにしないまでも、

複数に分けられたはずだと思います。そうすれば、こ

の１億円の案件ももう尐し手ごろなといいますか、小

さな案件になって、いろいろな業者が手を挙げやすく

なったのではないのかなと思うんですけれども、いか

 今回落札しましたのが大手の東芝という部分でもあり

ますので、もう尐し業務の規模を小さくすれば比較的小

さな事業者さんも含めて業務を受注しやすくなる余地

は確かにあるのかもしれないんですが、ただ、契約を複

数に分けるといったときの中で、全体としてどう適切に

履行を保っていくかという中で、その兼ね合いを考えた

ときに、必ずしも細かく分けていくことがいいかどうか

という考え方もあるのかなとは考えております。 

 ただ、今、御意見をいただきましたとおり、分けるこ

とによって広がる余地が考えられるということであれ



がでしょうか。 

 

ば、その辺を考えながらやっていくというのはあり得る

ことかなと思っております。 

システムの管理と監視などというのは、確かに１つ

のところでというのはわかるんですが、例えばヘルプ

デスクなどは、マニュアル業務という言い方がいいか

どうかはわかりませんけれども、こういう質問が来た

らこう答えるというパターンがあると思いますので、

分離しても、あるいは開発会社でないところであって

も構わないはずだと思うんです。ですので、是非、多

くが参入できるように、分割できるところはしていた

だけるように御検討いただきたいと思います。 

 あと、今のヘルプデスクなんですけれども、ヘルプ

デスクは恐らく電話が中心になろうと思いますから、

あるいはメールかもしれませんけれども、別に北海道

でも沖縄でもいいと思うんです。そういう意味では、

なぜ関東・甲信越でなければいけなかったのかという

のがひっかかるんですが、その点はいかがでしょうか。 

 参加資格種別が、関東・甲信越地域のというふうに

限定が付いているのでね。 

通常、関東・甲信越地域の中の資格でというものをや

っておるのは確かなんですが、確かに電話中心の対応に

なりますので、必ずしも関東・甲信越にこだわる必要が

ないということであれば、そういったことも考えていく

というのはおっしゃるとおり、あり得るのかなとは思い

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１０】 

審議案件名 ：厚生労働省「国民の皆様の声」コールセンター運営業務  

資格種別  ：―  

選定理由 ：随意契約の妥当性 

発注部局名 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：株式会社もしもしホットライン 

予定価格  ：40,444,005円（変更契約後） 

契約金額  ：40,426,837円（変更契約後） 

契約率   ：99.96％ 

契約締結日 ：平成23年5月20日（当初契約は平成２３年４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。（平成２３年５月２０日に業務の追加に伴う変

更契約を行った。） 

 御説明の中にもあったと思うんですけれども、省と

してコールセンター業務のノウハウあるいは検索シス

テムの構築が行えなかったから、というのはやはり随

意契約の理由としては尐々甘いといいますか、納得し

がたい部分があるかと思います。 

コールセンターは、先ほど専門技術というふうにおっ

しゃったと思いますが、実際にはコールセンター業務

というものは、普通は定型業務に入れますので、コー

ルセンターを一般競争でできない理由というのはちょ

っと世の中的には納得いかないのではないかなと思わ

れます。是非、おっしゃるとおり、FAQ とかデータベー

スの蓄積をきちんとやって、次は別のところにでもお

願いできるというようにしていただければと思いま

す。 

 あと、この委員会のチェックすべき内容かどうか

はわからないんですけれども、変更契約理由書その他

のところに出ていますが、原発の事故により、妊娠中

の女性とか乳幼児を持つ母親に対し云々とか、そこか

らの一時的問い合わせの殺到というものがあるんです

けれども、これは暗黙のうちに原発あるいは放射性物

今の妊婦や母親向けのパンフレットのお話なんです

けれども、もともと配ったパンフレットのタイトルが母

子・妊婦向けということで配っていますので、随意契約

理由書についてはその旨を記載したつもりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質の影響というものは、妊婦さんとか母親とか、ある

いは女性とか、そういった人たちが心配すべきもので

あるというふうに取られかねないわけなんですよ。そ

う考えますと、これは表現として、やはり公示するべ

きもの、あるいは公開されるようなものですから、最

終的にはこういう形で文章に残るものなので、セクシ

ュアルハラスメントまでは行かないと思うんですけれ

ども、性別とか立場によってそういったことを、それ

が当然だという感じで文章をつくるというのは、今後

はなさらない方がいいのではないかと思いますが。 

納得がいきました。そうはいっても、パンフレット

のタイトルからして、それでは父子家庭はどうするん

だというような気がしますので、担当の部署ではない

のかもしれませんけれども、一応、コメントというこ

とです。 

 

（分科会長の意見）この案件について特にありません。  

 

 ２０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） 

 

 


