
平成２３年度第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 

 

 

開催日及び場所 平成２３年１２月２６日（月） 厚生労働省共用第６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７月１日～平成２３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：労災行政情報管理システムに係る制度改正、外部接続方式変更及び事務簡素・効率化のための改修業務一式  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ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く、落札率が非常に低い。 

低入札価格調査実施  

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：日本ユニシス 株式会社  

予定価格 ：2,197,881,000円 

契約金額 ：737,257,500円 

落札率  ：33.54％ 

契約締結日：平成23年9月14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、技術点は同点、入札金額が低い日本

ユニシス（株）が、契約の相手方となった。落札率は３３．５４％で、低入札価格調査を行った。 

非常に低落札率である。落札率が 33.5％ということで、予

定単価の積算方法に尐し問題があるのではないかという疑

問があるのですが、その辺について御説明いただけますで

しょうか。 

 

予定価格の算出に当たりましては３社から見積もりをとりまし

て、最も低い金額の積算を見て、CIO 補佐官がおります統計

情報部のヒアリング、あと財務省のヒアリング等を踏まえまして

妥当性を見てもらっている。そういった部分から、金額的には

この予定価格を算出しているという形になっております。 

 予定価格調書の算出単価でございますが、118 ページの

積算内訳のところに人月単価が出てございます。80 万

2,000 円という人月単価が出ているのですが、それに対して

低入札価格調査のところで先方様、ユニシスの方が出してき

た単価が 168 万円ということで約２倍の開きがあるのです

が、このような全く異なる単価でお互いに積算をしていて何

か尐しおかしいのではないかなと思うのですが、いかがです

か。 

まず、80万 2,000円の単価なのですけれども、これは全省

的に使っている「積算資料」の平均的な金額を用いて、予算

ベースではじいている。片や企業側としてはそこは雇い入れを

している企業の裁量、判断によって単価等は定めている部分

があると思いますので、金額的な乖離は企業がどこに重きを

置くかという部分がやはりあると思うので、そこはこちら側の金

額と企業側の金額で合わせてというのはなかなか難しいかな

と認識しております。 

そうすると、これだけの２倍の開きがあるということの事実関

係と、今後の予定価格の算出方法に対するこの２倍の単価

の影響はどんなふうに考えていらっしゃいますか。 

 基本的に単価自体は乖離があるとしても、実際として開発を

行っていく上でどういった部分で人数を投入するとか、工数的

な部分の判断もあると思うのです。繰り返しになりますが、最終

的には企業側の判断で、単価は高いけれどもその分優秀な

人材を置いて効率的に開発を行うというところで基幹的にやっ

てもらえる部分であれば、その乖離の部分は企業にこの金額



で行ってくれということもなかなか、うちとしても予算の制約が

ありますのでその枞内できっちりやってくださいというところを

徹底して要請というか、行ってもらうことを念頭に頑張ってもら

うということを考えております。 

 先ほど見積もりを３者からいただいているということでしたけ

れども、どちらの方からですか。 

エヌ・ティ・ティデータと日立、あとユニシスです。 

 ユニシスさんから見積もりをいただいて、更にユニシスさん

が入札をしているということになるのですか。 

 そうです。 

 

 そうすると、ユニシスさんはどの程度の入札価格になるかと

いうことはある程度予想ができるのかなという感じもしないで

はないですが、ユニシスさんはどれくらいで見積もり価格を

出されているのですか。 

個別３者分の内訳が今、手元にないのですが、金額自体は

入札してきた金額よりは高く見積もっています。 

 

 予定価格を出すのに見積もりをとっていると思うのですけれ

ども、予定価格を出すための、どうしてこういう金額になった

か、見積もりとの関係がよくわからないので、もし見積書を出

されるのだったら、この資料の中に見積書を出してほしい。

対比しないと、どうしてこの価格になっていったのかわからな

い。その場合に見積書がどういう機能を果たしたのかも、や

はり見てみたいと思うのです。 

また、積算内訳のところで、予定価格の調査の方で 2,610

人月と、先方、ユニシスから出してきた根拠の人月が 643 人

月ということで、ここも約４倍以上の違いがあるのですが、余り

にも隔たりが大き過ぎて、予定価格が正しいのか、入札価格

が非常に常識を外れているのかよくわからないのですが、そ

の辺を御説明していただけますか。 

基本的に積算内訳で見ている 2,610 人月とか単価の部分

に関しては、先ほども冒頭申し上げましたように、省庁的な平

均と、あとはこれだけの開発をするにはこれくらいの規模という

ところでCIO補佐官の見解を得たり、財務省のチェックを経て

いるという部分でここは妥当ではないかと。あとユニシスが積

算してきた工数、単価の部分に関しましても、そこは企業とし

てこれで行けるというところで、あともう一点、もう一者上げてき

た企業に関しては、金額自体が 20億円くらいで、結構ぎりぎり

な金額で入れてきていますので、そこはやはり企業戦略とい

いますか、これでできるというところで乖離が出ているのかなと

いう考えは持っております。 

 

 そうすると、この辺の企業努力について、尐し予定価格の

方に反映される努力をしていただきたいなとも思います。 

今後いろいろ調達等を行っていく上では、また予定価格の

精査の方法等は検証していきたいと考えております。 

 今の関連ですけれども、128 ページが低入札で企業側が

出してきた工数や単価ですね。予定価格積算のものは 118

ページで、これはこのまま対比できるものなのですか。工数

の数え方とか単価は全く同じ基準でもってやっているものな

のでしょうか。例えば単価はこれだと、企業側のものですと、

倍以上、168 万円ですね。工数は先ほど枝松先生がおっし

ゃった約４分の１ぐらいになるわけですけれども、これは同じ

数え方で同じ評価でもってこういう工数と単価ができている

のですか。そうではないのですか。 

「積算資料」の方、行政側で見積等から算出した分に関し

ては、機能、項目ごとに出しておりまして、ユニシス、企業が出

してきた低入札のための積算の根拠としては、工程ごとに出し

ているというところで、比べたときに全く同じベースで出してい

るというわけではないです。 

 

 もう一つですけれども、これは予定価格を算定するための

見積もりだと思うのですが、この見積もりと今の「積算資料」と

どういうふうな使い方をされてこういう予定価格が出たのでし

ょう。要するに予定価格を算定するのに見積もりはどのように

機能したのでしょうか。 

 

見積もり自体は仕様の概要を提示いたしまして、２年間でこ

れだけの開発規模があるよというところを提示して、企業側が

それに関してこれだけできるという金額を提示してきていると

いう形になっていて、「積算資料」は項目と内容ということで、

予算要求で統計情報部や財務省に説明する上で項目ごとに

やっているのですが、企業によってはやはり工程ごとに出して

きて、結局２年間でこれだけの開発をやってくれというところが

本当にできるのかという工数とか単価を見て出しておりますの

で、確実にすべてリンクしているわけではない形になっていま

す。 

 リンクしているかどうかというよりは、予定価格を算定するの

にそれぞれがどういうふうに機能したのだろうと。せっかく見

積もりをとっていて、でも今、おっしゃっているのは何か「積

算資料」から出してきているようなことですね。ですから、おっ

しゃっていることだとすると、何のために見積もりをとったのか

 そこはもう一度内訳を確認して対応したいとは思っておりま

すけれども、繰り返しになるのですが、基本的には行政側で

出した積算の内訳は機能、項目ごとに細か目に出している。

企業は概要を見て出しているので、あくまでも２年間の開発で

どれだけの人を投入したりという部分から企業側は見積もりを



がよくわからないような、見積もりも資料の中に出ていないか

ら余計わからないのです。 

 

出してきている。行政側は当然予算の制約もありますので、そ

の制約と、あとは機能でどれくらいで行けるかという部分を精

査して、企業は出てきた部分の工数と単価、そういうものを参

考にして、それぞれの機能ごとに当てはめて、この金額なら行

けるという算出をしている。要するに積算内訳の基礎資料的な

位置づけにはなっているとは思うのです。 

 それはいいのですけれども、両者がどのように機能したの

か。今、おっしゃった予算の制約というと、もっと制約されても

よさそうな感じがするのです。また見積もりをとっているのは

予定価格を算定するために見積もりをとられていると思うの

で、それはどういうふうに制約的に機能したのかがわからな

い。ですので、これは資料がないまま言っていてもしようがな

いと思うので、次回に資料、見積書とこの関係を見せていた

だけますか。 

はい、わかりました。 

（後日、資料を提出。） 

 私から見ますと、やはり人月が大きく異なるところが特に問

題というか、引っ掛かるところでございまして、うまい下手とい

いますか、上級の SE とそうでない SE を見比べたときに、１

日の労働時間はどう考えても 24 時間を超えられないので、

魔法のように４倍、５倍変わるのはやや不自然という気がする

のです。ですので、ユニシスが極めて高品質の労働力を確

保しているのでこれでうまくできるのだと言われても、この人

月の差はちょっと不自然かなと思います。 

それから、これはこちらにのみある資料なのかもしれない

のですが、ほかの本日の案件の中で各 SEですとかプログラ

マーとかの単価を見ますと、全部違う金額になって算出され

ているのです。ある案件では同じ SE という名前の人たちに

171 万円／人月で出していまして、ユニシスもほぼ同じ金額

なのです。ほかの別の案件では皆様と同様の大体 80万とか

60 万、70 万で出していて、全部厚生労働省の案件のはず

なのですけれども、なぜか同じ職種に関する人月換算という

か、単価が異なっていますので、もしかするとどれか適切な

ものがあるのかもしれないですし、あるいはどれかが古くなっ

てしまっているのかもしれないので、そこはもしご確認いただ

けたらいいのではないかと思います。もうちょっと全体的な流

れで見るべきなのかもしれないのですけれども、全部の案件

が違う単価で算出されていて、やや不自然さを感じました。 

尐々細かい話なのですけれども、例えば通しの 13ページ

です。ソフトウェアの規模が恐らくこれでメーカーの側に見積

もってちょうだいということでやっているのだと思うのですけれ

ども、Ksteps で書いてあるのです。これは昔から使われる単

位ではあるのですが、かなり古色蒼然たる、COBOL ですと

か、そういった昔の開発ですとこれで規模が大体わかるので

すけれども、今回どこかに Javaですとか、もうちょっと新しい

言語を使って開発してあるようなことがあったような気がする

のです。そうだとすると、Ksteps で示されても本当は工数が

見積れないのではないかとも思えます。だとすると、もしかし

たらユニシスは善意の勘違い、絶対に入札をとってくるという

つもりではなくて、本当に簡単な仕事だと勘違いしている可

能性があって、そうだとすると仕様書の方からのメッセージが

誤って伝わってしまった可能性もないとは言い切れないと思

うのです。ですので、どういう環境で開発されて、それでこう

いう Ksteps なのだとか、あるいは機能数であるとか、そうい

 ありがとうございます。 
 

 



った何を使ったからこの数え方をしたというのを次回以降示

されると、より適切な見積もりと入札価格が出てくるのではな

いかなと思いますので、御検討いただきたいと思います。 

同様に、同じような流れなのですが、例えば 35 ページか

ら、どういうお仕事をされるのかということがたくさん列挙され

ているのですけれども、見積もりをするということをやらされる

となると、変な話、業務の内容より規模が欲しいことになりま

すので、どちらかというと工数見積もりをしやすくなるような提

示をする。要するに規模をはっきりさせる方が、業務の内容

以上に重要だということを次回以降は注意されると、メーカー

の側にとって正しく見積もれてより便利になるのではないかと

思います。 

また細かい点ですが、101 ページのところで総合評価基

準表があるのですけれども、例えばこちらの２番の項目番号

ですが、これはぱっと見た感じ、かなり重要なというか、これ

を落としたら動かないのではないかという、動かないまではい

かなくてもかなり不適切になってしまうのではないかというイメ

ージを持ってしまったのです。システム改修に関する大もと

になりますので、それが「任意」で「小」となりますと、果たして

適切であったのかなという気がいたします。むしろ必須の方

の条件に入れてもよかったのではないかなと。今回改修がメ

インなわけなので、こちらは今回のお仕事の内容からする

と、なぜ「任意」で、しかも「小」という位置づけになっているの

かというのは疑問を持たざるを得なかったという感じです。

今、申しましたのは 101 ページのところの項目番号２番の

「ア．作業内容」の①です。 

人月のことは先ほど出ていましたので飛ばしまして、ただ１

つ細かく申しますと、130 ページのところで特に本省払いの

ところの人月が非常に大きく乖離しているように見えるので

す。予定価格のところですとか、要求資料のところと比較しま

すと、130 ページの開発Ｃの「本省払い追加機能の担当」が

極端に小さく見えます。しかもここは Solaris を使って、それ

なりに技術が要るところだと思われるので、ここが恐らく予定

価格を出したときとイメージが相当に違ったところではないか

と思います。ですので、この後、事後的に点検されるときに、

本省払いのところの要求資料が伝わっていたかどうかを御確

認いただくと効率的かなという気がいたします。 

最後にいたしますが、181ページのところに再委託の件が

書いてあります。こちらは金額を足し合わせて、そして先ほど

出てきました SE単価で割り算しても、やはり人月を埋められ

ないのではないか。つまりユニシスがどこかに再委託をした

からユニシスの分が安くなったという話にはならない。この分

を払っているとしてもやはり大きな差が埋まらないのではない

かと思うのです。ですので、先ほどの仕様が伝わり切ってい

ない可能性が若干あって、そうだとするとせっかくお金をか

けてつくっても思ったとおり動かないというもったいないことに

なるかもしれません。ですので、一度点検していただいて、

次回以降に生かしていただければと思います。特にとにかく

規模を正しくベンダーに見積もってもらえるような情報という

ことでお願いします。 

（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２】 

審議案件名 ：被災労働者に対する緊急健康診断事業  
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く、落札率が非常に高い。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 ：公益社団法人 全国労働衛生団体連合会  

予定価格  ：1,032,169,118円 

契約金額  ：1,008,735,000円 

落札率   ：97.73％ 

契約締結日：平成23年7月1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者応札となり、（公社）全国労働衛生団体連合

会が落札した。 

契約期間が７月４日～11月 30日までということで、その間

に健診予定者が約 11万 6,000人くらい健診されるということ

ですけれども、具体的にどういうふうな形で健診をされたの

か教えていただけますか。 

各事業場ですとか、そういった対象の中小事業場に対して

ホームページですとか、あるいはリーフレット等を作成して配

布をして、ここでやりますという周知をして、大体が検診車を出

していって、ある程度の場所に集めて一斉に健康診断を行う

という、通常事業場に出回ったりとか、通常の事業場の健康診

断では実施しておりますが、それに近い形で一ところに集めた

りといったことを主な手法として健康診断を実施したところでご

ざいます。 

予定されたとおりだったのですか。11万6,000人健診され

たのですか。 

結果としてはほぼこれに近い形で実施したところでございま

す。 

落札された公益社団法人全国労働衛生団体連合会さん

がこの検診車をすべて保有されているのですか。 

 

すべて保有しているわけではございません。団体の会員と

なっている機関と協力をして、当然すべて一ところにあるわけ

ではございませんので、範囲となっている健診機関、当初の

予定では場合によっては近県からも応援をとは考えてはいた

のですが、そういった形でこの団体が中心となって実施したと

ころでございます。 

再委託されたということですか。 再委託ではなく、あくまで全衛連が実施した事業と認識して

おります。 

協力者は例えばどういうところでございますか。 会員となっている健康診断実施機関でございます。 

というのは、比較的短い期間の中で11万6,000人健診す

るという作業はかなり大変で、ここの団体連合会さんが単独

でやるボリュームと考えたときに非常にハードな仕事なので

はないかなという疑問があるのですのですけれども、そのとこ

ろから質問させていただいているのです。 

 

そこは実施できるとこの団体が考えて手を挙げてきたわけ

でございますので、確かに健診機関と協力してやったことによ

って達成した事業ではございますけれども、そういう意味では

幸い範囲も限定的なものだったという、３県相当広い、人数も

大きいものではございますけれども、ほぼ毎日かどうかはとも

かく、相当な日数を稼働させて、ある程度の広範囲で実施し

たということは、決して不可能な数字ではないのかなと思いま

す。 

では、委託は全くないということでよろしいのですか。 はい。 

あと済みませんが、審査調査の中で特命随意契約というこ

とはどういう契約になるのですか。 

 

特命随契というのは、当初労災勘定の公共調達委員会に

おきまして特命随契でもって要求原課の方から上がってきた

のですが、これについては一般的に競争入札で実施すべき

だろうという結果になりまして、今回一般競争入札で実施した

ところでございます。ただ、当初の要求部局からの要求につき

ましては特命随契でやりたいと上がってきたところでございま

す。 

後戻りになってしまうのですが、連合会さんはどれだけの

人数が働いていらっしゃる組織なのですか。 

 

我々は全衛連と呼ばせていただいているのですけれども、

全衛連自身はそんなに大きい規模ではなくて、全国の健康診

断をやっている、特に公共性の強い会員様から成り立ってい

る団体でございます。先ほどちょっと言いづらかったのかもし



れませんけれども、岩手、宮城、福島にも健康診断を実施す

る部門がありまして、それについて同じ全衛連の会員として実

施をさせたと我々はとらえているところでございます。 

そうすると、会員さんに委託されたということではないので

すか。 

 

委託契約はしていなくて、文書によって命令といいますか、

お願いといいますか、こういうことを全衛連としてやることにな

ったのでよろしくお願いしたいというような内容になっておりま

す。 

それは委託契約ではないのですか。公益社団法人という

法人が１つありまして、そことの御契約をされて、落札してい

るわけですね。公益法人さんの中に、当然公益法人ですか

ら会員さんがいらっしゃって、会員さんに公益社団法人連合

会が、ちょっと言い方は悪いですけれども、お仕事を振りまし

たという構図ではないのですか。 

 

当然全衛連自体がやる業務もあるわけでして、いろいろな

コーディネートというか、そういったものはございます。いろい

ろ協力しながら、医師とか機材を当然集めなければいけない

部分もありますので、それは全衛連の仕事としてやるわけでご

ざいまして、一概に先生のおっしゃったように全部委託すると

いう概念では我々はとらえていないところでございます。ただ、

見方として委託というような見方をされても、我々のとらえ方と

してはちょっと違うかなというニュアンスを持っております。 

会員の集まりである公益法人がお仕事をとって、会員に振

ったということであるから、それは委託ではないというお考え

ですか。 

 

そういうふうに考えております。その県に幾つも会員がある

わけではなくて、大体岩手、福島で１つの健康診断機関、宮

城だけ２つあるような状況でございまして、むやみやたらにい

ろいろなそういった会員さんがいらっしゃるわけでもございま

せんので、全国的な組織の１つとして全衛連の方から一部の

特定の会員に実施するよということで文書で通知して実施して

いるところでございまして、委託契約というような方式は、会員

の中を見たらとっていないように我々は聞いているところでご

ざいます。 

今の関連ですけれども、全衛連はやはり事業者団体でし

ょう。要するにコーディネート業務だけをして、実際の健診は

それぞれの会員がやるわけでしょう。あいまいなことをおっし

ゃっているけれども、それ以外ないはずで、全衛連自身が例

えば検診車を持っていたり、医師を抱えていたりということは

ないわけで、それはそれぞれの会員機関が持っていたり、医

師を抱えていたり、事業を実施したりするのではないです

か。それ以外にないと思うのです。送っていただいたホーム

ページも会員機関の技術とサービスでもって健診をされるわ

けだから、余りあいまいなことは言わない方がいいのではな

いかと私は思うのです。 

実質的に今回の事業で中心にやったのは会員の機関でご

ざいます。 

 

会員は例えば病院だったり、企業だったり、いろいろする

のだろうと思うのですけれども、そういうところがやっているの

だと思うのです。 

 もう一つですけれども、これはまた別の角度からですが、６

月21日に広告して、入札が７月１日ですね。10日しかない。

そういう状況の中でこれだけの規模の健診をするとしたら、

結局ここしかないと当初から考えられていたのではないです

か。 

ほかに医師会とか、想定としてはそういったものも我々は考

えていたわけでございます。 

 

だけれど、公告から入札まで 10 日間しかなければ、準備

も何もできない状況ではないのですか。十分だと考えられて

いましたか。 

 

緊急でございましたので 10日間しか置かなかったのは１つ

の我々の考え方でございます。あと全衛連にこういったお話を

事前に申し上げたわけでもございませんので、それが十分だ

ったかどうかは我々はわかりませんが、全衛連が手を挙げたと

いうことは１つ準備がその間でできる、この期間で事業を実施

できると判断したのではないかと思っております。 

全国労働衛生団体連合会しかきっとできないだろうと思わ

れていたのではないのですか。もともと特命随契の候補者と

最初に公共調達委員会に上げたときはここでございまし

た。 



いうのもここでしょう。  

逆に私は、別に説明者の皆様の肩を持つ立場にはない

のですけれども、区民健診とかそういうものは医師会に区役

所とか都庁からやってくれと言って、お金も渡して、各お医

者さんに委託契約はしないですね。そういう感じで例えば福

島県の場合は福島県労働保健センターが現場としてやった

ということですね。そういう回答が欲しかったなという気がする

のです。 

私からの質問にいかせていただきますが、余り多くないの

ですけれども、なぜ全部被災県をまとめてやってしまったの

か、あるいは健康診断事業とホームページとかパンフレット

づくりをなぜ一括にしてしまったのかというところが私としては

引っ掛かりました。そう申しますのは、なぜ一括にしたのかと

いうと、この規模にして、しかもこの短時間でまとめるとなる

と、結局全衛連しかやってくれない、あるいは医師会レベル

の大きなところしかやれないことになってしまって、せっかく

の一般競争入札にしたのが無駄になるという言い方はよくな

いかもしれませんけれども、効果を発揮しない、１者応札に

なってしまうことにつながったのではないのかなと思いまし

た。せめて県ごとに分けるであるとか、あるいはパンフレット

はパンフレットの広告業者に頼んでしまうとかいうことでも自

然だったのではないかなと私からは感じられました。 

あとはデータの件なのですけれども、５ページで電子デー

タで報告書を提出するようにと要求されているのですが、か

なり古い仕様で出すようにとなっていまして、その辺りはどう

してなのかなというような気がいたしました。１番のマイクロソ

フトの Windows XP で表示可能なものは、まずこれはオペ

レーティングシステムと呼ばれるものなので、表示ができるか

できないかという点でいえば余り関係ない気がいたします。２

番のところにありますようなソフトウェア群に関しても、「以下」

というのは恐らく以前という意味で書かれたのだと思うのです

けれども、わざわざ古い仕様のものにするのは果たしていい

のかなというのはちょっと引っ掛かりました。勿論現場で古い

パソコンを使っているからという配慮があるのだと思うのです

けれども、時としてかえって古いものだと、御存じのとおり書

式が崩れるですとか、実際使うときにいろいろとトラブルを起

こすことはごくありますし、何といっても一番困るのはサポート

が終わってしまったものを使わなければいけないことになっ

てしまいますので、余り古い書式にこだわり過ぎない方が安

全なのではないかという気がいたしまして、一応コメントとさ

せていただきます。 

この電子データは本省の方で見るために、こうしないと見ら

れないというのが１点でございます。 

 あと先ほど申し上げました、要は３県ばらばらに調達すべきで

はないかというのは、当然公共調達委員会の中でそういった

議論がありました。ただ、被災してまだ３月ということで、現場が

どういう状況になって、地場でできるのかどうかという議論があ

りまして、その中で判断があって３県まとめて調達してみようと

いうことになったところでございます。 

 

私のイメージとしては、小さな範囲あるいはパンフレットと

分ける、ホームページづくりと分けるというふうにすることで、

別に地場ではないところから、例えば東京の広告会社がパ

ンフレットづくりをやるとかもできたのではないかと思いまし

て、それで発言した次第です。 

次回の調達に生かしてみたいと思います。 

 

（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３】 

審議案件名 ：東日本大震災がれき処理作業等における石綿気中濃度モニタリング  

資格種別  ：役務の提供等のうち調査・研究（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中、低入札価格調査を実施している案件の中で、落札率が非常に低い。  

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 ：東北緑化環境保全 株式会社 

予定価格  ：42,000,000円 

契約金額  ： 8,032,500円 

落札率   ：19.13％ 

契約締結日 ：平成 23年 8月 16日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、４者応札し、最も低い入札金額を提示した東北縁化

環境保全（株）が落札した。落札率は１９．１３％で、低入札価格調査を行った。 

この落札をされた東北緑化環境保全株式会社というのは

どのような会社なのですか。 

作業環境測定その他環境測定を専門に行う機関ということ

で、東北地方、仙台市に立地する機関と聞いております。 

 

この会社は全くの独立系の会社なのですか。 

 

民間企業かということでいえば、全く民間企業でありまして、

私どもは東北電力の関係の会社だと聞いております。 

落札率が 19.1％と非常に低い数字なのですけれども、こ

れの大きな理由を説明していただけますか。 

 

落札率で見ると非常に驚くような結果であることは確かなの

ですけれども、大きな意味で環境測定は測定機関の競争が非

常に激しい分野であるということで、私どもは数十％、半額くら

いまでの間でぶれることは常に想定に置かないといけないと考

えております。こういう環境測定は例えば自治体の測定、民間

企業の法定の測定、任意の測定にさまざまなところが数多く入

ってきて、民間の測定、自治体の測定でもこのように入札で行

っているというような内容であります。私どもの測定は技術を要

する調査研究に当たるもので、定例的な測定ではないというこ

とがあるのですけれども、それでも入札によってかなり大きくぶ

れることが当初から想定されていたことと、その原因は、私ども

が設定した価格の中では高価な機器を償却することを前提

に、それが測定の費用に含まれておりますけれども、例えばす

べて償却し終わったということで、機器には費用をそれほど乗

せなくてもいい、維持費程度でいいということであればぐっと下

がりますし、人件費等も使い方によるということがありました。 

補足させていただきますけれども、まず大きく違ったのが、

我々が考えるときに被災地でできるかどうかわからない部分も

ありましたので、予定価格の中に旅費を入れておりました。要

は東京、首都圏の方から行く旅費をカウントしておりまして、そ

の部分が地場でできるということで削減できた部分でございま

す。 

 もう一つ、これは気持ち面なのですが、東北電力さんの関連

会社ということで、是非我々がやりたいという強い思いで値段を

下げたと聞いております。 

 

かなりうがった見方ですけれども、東北電力と石綿の被害

に何らかの利害関係はあるのですか。 

 

全くないと思います。特段のことはないと思います。今、申し

上げたのは、広域でその地域を広く担当している、要するに１

つの県をテリトリーにしている作業環境測定機関が多い中で、

広域で東北地域全体を見ているという意味の説明だったと思

います。特段利害関係はないと思います。 

 34 ページのところに、予定価格調書の裏に内訳が書いて

あるのですけれども、変な質問ですが、何の内訳なのでしょ

うか。そう申しますのは、この一番上の数を足し算すると、き

っと予定価格になるのかと思ったのですが、ぱっと見た感じ

違う金額なのです。 

34ページは予算の内訳であります。雑役務費のところにアス

ベスト濃度測定があって、この右の欄が 4,200 万円。これ以外

は関係ありません。 

 



 34ページの左側の雑役務費の（１）を予定価格調書の。 

 

根拠にしております。予算のときに検討したものをいじらずに

そのまま使っています。 

 それから、通しの 46 ページで、当該価格で入札した理由

で、先ほど是非うちがやりたいという熱意がある会社だから下

がったのではというようなお話もいただいたのですけれども、

中には「分析技術者のスキルアップを図るため」と正直に書

かれていて、そういう意味では専門技術が足りない会社なの

ではないかという不安を抱かせる文章があるのですが、その

辺りは問題ないのでしょうか。 

 

専門技術につきましては、特に分析の部分だと思うのですけ

れども、アスベストの分析はかなり人手を食う作業でありまして、

機械でぱっと数字が出るようなものではなくて、顕微鏡の視野

を一つひとつ確認していくような作業です。したがって、私ども

からすれば、成果物としてきっちりした責任を持ったものが出て

くることが大事なのですけれども、彼らの中では最初の下作業

というか、最初のカウントする作業を若手にやらせて、それを恐

らく有能なしっかりした経験がある、知識がある人に確認をして

もらってフィードバックをしてということを繰り返すことによって経

験を積むと理解しました。私どもにとっては途中のところは関わ

りないことで、期限内にちゃんとできるかどうか、できた成果物

がしっかり最終の責任者によってオーソライズされているかどう

かということでありますけれども、彼らの説明としては、そういっ

た若手の人材を使うのでむやみと専門家の経費が高くはなら

ないということで理解しました。 

ただ、やはりちょっと不自然な説明の仕方ではあります

ね。請負契約ですから確かに成果物で OK だと思いますけ

れども、しかし低入札はどうしてですかと言われて、ある意味

自分のところの経験値を上げるためと言われてしまうとちょっ

とあれですね。何か要求仕様的な部分でそういったことは問

題があると言い切るのも問題なのでしょうけれども、というの

は、あらゆるお仕事がスキルアップにつながると思いますの

で、こういう理由でお勉強させていただきますというようなやり

方は余り公共調達にはなじまないのではないかというのが直

感的に思うところでした。たった今、私からこうした方がいいと

いうのはないのですけれども、今後何か表現をうまく調整で

きるところがあれば工夫してみていただければと思います。 

最後なのですが、通しの 73ページなのですけれども、こ

ちらに内訳書が書いてあるのですが、こちらにパンフレットの

代金ですとか報告会の費用ですとか、あるいは防護マスクの

費用が計上されていないのです。予定価格とか、あるいは仕

様書の中でもこういったものが必要になるのではないかと思

われるのですけれども、この点で計上されていないのは問題

にならないでしょうか。 

私どもは低入価格のヒアリングの際に何度も数時間かけて詳

細を確認したのですけれども、保護具等についてはもともとほ

かの業務がある関係で所持しているとか、消耗品ではあります

けれども、このために幾らと積まなくても済むというような説明が

あったので承知をしました。 

 

例の低入札の調査書にそれは書かれていましたでしょう

か。もしないようでしたら、そういう理由で計上しないで済む

のだということを、今後こういう低価格のものが出てきましたら

書いていただくといいかもしれないと思います。 

それと、この予定価格調書、先ほど 33 ページの話があり

ましたけれども、「積算方法 別紙のとおり」の別紙が付いてい

ないのですよ。どこかに付いているのですか。別紙が付いて

いると、この償却が必要ないとか必要あるとか、旅費を積算し

ているとか積算していないとか検証できるのです。 

 

この別紙は裏面の予算の資料だけでございまして、それに

係る細かい資料については付けておりません。申し訳ございま

せん。 

 

 そうすると、どうしてこの予定価格が出たかというのは何もわ

からないということですか。 

 予算のときに説明を求められて、積算をして出しておりました

ので、ここには付いておりません。 

 先ほどおっしゃったのが旅費を算定根拠にしていた、機具

について償却費も入れていた、そういうものが必要ないから

安くなったのだろうというようなお話だったのですが、予定価

 添付書類は予算要求のときの資料ですけれども、この裏づ

け、この積算のブレークダウンがございます。 

 



格の積算でそういうものが何も裏づけのないままおっしゃら

れているので、それで疑問に思ってお聞きしたのです。別に

そういうものがあるのですか、それとも。では、何で先ほど旅

費を入れていたのが要らなくなったとか、そういうことをおっし

ゃられたのですか。 

 33 ページで言っている「別紙のとおり」の別紙はこの裏に

印刷されたものなのですか。 

 はい。 

 だってこれは積算方法といっても積算にも何もなっていな

いからわからない。「20 署 10 箇所」というだけしかわからな

いけれども、先ほどおっしゃったのは別の資料でおっしゃっ

ているということなのですか。 

 はい。 

 

（分科会長の意見） 

なるほど。要するに低入の場合は、予定価格の積算がそ

れなりに合理性があるものかないのか、どの程度履行能力が

あるのかないか、その判断がどうかというのをきっと審議する

のだろうと思うのに、それが付いていないと尐なくとも前者に

ついては何も審議できないようなことになってしまうと思うの

です。ですから、もしそういうものが別にあるのだったら、これ

から付けてほしいと思います。 

 （後日、資料を提出。） 

【審議案件４－１】 

審議案件名 ：平成23年度メンタルヘルス対策支援センター事業の拡充（被災労働者等のメンタルヘルスに関する相談体

制の強化）  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：変更契約の妥当性 （関連資料４－２） 

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労災管理課  

契約相手方 ：独立行政法人 労働者健康福祉機構  

予定価格  ：18,597,000円（増額変更分） 

契約金額  ：17,600,625円（増額変更分） 

契約率   ：94.64％ 

契約締結日 ：平成23年8月1日（当初契約は平成２３年４月１日） 

（調達の概要）当初契約において企画競争（１者応募）により（独）労働者健康福祉機構と契約した事業について、事業

の拡充を図るため、増額の変更契約を行った。 

これは基本となる契約が前にあったわけですね。基本とな

る契約自体は当初競争入札でされたものなのでしょうか。 

 

契約方式は随意契約と書いておりますけれども、これは企

画競争でやっております。一般競争入札ではございません。 

 

そうですか。当初の基本となる契約ですね。 

 

そうでございます。 

今回企画競争でされなかったのは、随意契約理由は 77

ページということですか。 

 

このたびの調達につきましては、東日本大震災におきまし

て心身に不調を訴える労働者が増加することが懸念されまし

たため、基本となる東北地区ブロックでのメンタルヘルス対策

支援事業を更に拡充させて、人員を膨らませて、増加するで

あろうメンタル対策についての相談に対応することを事業の目

的として行うことを考えましたので、既存の契約に対して変更

契約で対応するということで調達したものでございます。 

既存の契約を変更して拡充するという方法もあったでしょ

うし、あるいは新規でやる方法もあったと思うのです。双方の

利害、得失を考慮してきっと変更でやったのだと思うのです

けれども、それはどのようなことを考慮されたのでしょうか。 

 

東日本大震災に対応するということで、当然迅速な対応が

求められたところでございます。したがいまして、確かに先生

がおっしゃるように、別個調達するという方法もあったとは思い

ますが、既存の事業を使って機能を拡充させることの方が事

業の着手まで短期間で実施することができ、かつ既存のスキ

ームで対応することが、とにかく早く実施することに対応できる

であろうということで変更契約とさせていただいた次第でござ



います。 

 

早くやれるからというのが重要な理由ということですか。い

ずれにしても人員を増加させてやらなければいけないことで

はあるので、同じような感じだとは思うのです。 

 

 新たに委託するとなりますと、いろいろな管理部門の人件費

の増とか、当然いろいろな部門、機器の借料とか、そういった

ものが増加しますので、トータルで考えたときに、やはり予算

面でもこちらの方が、既存のベースに付加したものの方がい

いだろうと考えたところでございます。 

 

確認なのですけれども、一番最初の調達概要書の前にあ

る契約金額のところ、1,760 万円、この金額が変更後のもの

と関係がある方の金額でしょうか。 

 これは変更金額でプラスした金額、今回の追加の事業の拡

充のための経費でございます。 

 

過去もいろいろ震災があったと思うのですけれども、そうい

った地域でもこういった事業をされてきたと思うのですが、震

災でなくてもいいですけれども、大きな災害が起きた後はこう

いうニーズは一般的に増えるものなのでしょうか。 

そこの辺りを細かく分析してはいないかと思いますので、申

し訳ありませんが、細かくお示しできる数字は恐らくないと思い

ます。 

 

調達の仕様を見ても、何となく大事故が起きたので大変だ

といって増額したという感じになって、やや情緒的な記述に

なってしまっていて、ではどうしてこの金額を積み増しするの

だと言われたときに、その根拠の説明力が若干足りないかな

と思いましたので、今後はその辺りをデータを基にというと硬

い言い方かもしれませんが、そうしていただけるといいと思い

ます。 

この調達概要書の中で「事業者、産業医、労働者等から

の相談への対応」とございますけれども、これは電話での対

応なのですか。 

電話も勿論なのですが、あとは直接事業場に出向いてメン

タルヘルス対策についての相談ですとか、あるいは対策の実

施の仕方などを伝える、教えるといったことを主眼としておりま

す。 

 

メンタルヘルス支援センターの設置と書いてありますけれ

ども、実際に事務所をお借りになって、そこにスタッフを置く

ということなのですか。 

実際受託している事業者の事務所を使って、そこのスタッフ

が、必要に応じて専門的なスタッフもそろえて実施するもので

す。 

福祉機構さんがすべて手配をするということですか。事務

所というのはどなたの事務所ですか。 

労働者健康福祉機構の持ち物です。 

 

その事務所内にセンターを設置するという意味ですか。 そういうことです 

この辺の調達が、実際に付加された 1,800万円分の事業

がきちんと行われたかどうかのチェックはどのようにされてい

るのですか。 

今、実施中でございまして、終わった時点で各年度報告書

が出てきますので、それについて内容をチェックすることにな

っております。 

これは一番最初機構さんの方から非常に相談が多いの

で、追加で予算措置をしてくれというオファーがあったので

すか、それとも厚労省側でそういうことをお考えになってヒア

リングをされたということですか。 

 

 こちらは当省で震災があったことに対しての対策をとる必要

があるということでこういった事業の拡充を考えた次第でござ

いまして、受託者側からオファーがあったとかいうことではござ

いません。仮にあったとしても、それよりも先にこちらから考え

て実施することを判断したところでございます。 

予定価格調書が 13 ページにあるのですが、これは当初

のものですね。今回の予定価格はどこにあるのでしょうか。 

申し訳ございません、付け忘れました。 

 

それではちょっと審議のしようがないので、どうしましょう

か。どうしてこの予定価格を積算したかというのは、口頭では

御説明できるのですか。 

基本は予算を基に積算したものでございますが、増加させ

る相談員の人件費の分を計上したところでございます。 

 

それでは、一応予定価格調書を見せてください。 

次に、４－２に移りましょうか。 

 

承知しました。 

（後日、資料を提出。） 

【審議案件４－２】 

審議案件名 ：平成23年度メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」事業の拡充（被災労働者等のメンタルヘルス

に関する相談体制の強化）  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 



選定理由  ：変更契約の妥当性 （関連資料４－１） 

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 ：社団法人 日本産業カウンセラー協会 

予定価格  ：6,930,000円（増額変更分） 

契約金額  ：6,930,000円（増額変更分） 

契約率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 23年 8月 1日（当初契約は平成２３年４月１日） 

（調達の概要）当初契約において企画競争（６者応募）により（社）日本産業カウンセラー協会と契約した事業につい

て、新事業を追加するため、増額の変更契約を行った。 

要するに今回の変更はメール相談コーナーは今までなか

ったものをつけ足したということでしょうか。 

 そのとおりでございます。 

 

 せっかくという言い方は変ですが、震災対応ということでの

支出であれば、被災者の皆様はパソコンを持って逃げてい

るとは考えられませんから、例えばモバイルの部分を強化す

るとか、そういった震災対応が思いつくところではあるのです

けれども、そちらの拡充ではなくてメールの方にした、あるい

はメールだけとりあえず設置したというところはやや不十分と

いう言い方は変かもしれませんが、順序が果たしていいのだ

ろうかという気がいたします。というのは、心配事があれば、

それこそ先ほど別の事業にありました健康診断ですとか、あ

るいは現場での何らかの対応がまずは必要なのかなと思わ

れます。メンタルを含めた健康に関してはそうなのではない

かという気がしまして、確かにメールで気楽に聞けるというの

は今日的に望まれる手段かもしれないのですけれども、一方

でそういった込み入った話をメールでどんどん展開できるの

か、してしまっていいのかというところは専門家の意見も聞く

べきなのではないか、始めてしまえということでやるのはやや

拙速ではないのかなという心配がありました。調達自体に関

してではないのですけれども、調達のコンテンツということで

一言コメントを差し上げたという感じです。 

 こちらを実施するに当たって、やはり確かにおっしゃるように

重なったところもあったとは思うのですが、相談に対して、不安

に思うだろうから相談があるだろうという発想があったものでご

ざいます。被災労働者が直接そういった媒体を通じて相談に

乗れる仕組みをつくれば、大分このサイト自身の需要も当然あ

るのを見込んでこういった事業を実施することにしたわけでご

ざいまして、先ほど先生がおっしゃったような御意見も参考に

させていただきながら、今後起きてほしくないですけれども、類

似のことをやっていくに当たっては考えさせていただきたいと

思います。 

 

 深々こだわるつもりはないのですけれども、医療的な相談

であれば、ある意味厚労省がやる仕事ではなくなってしまい

ますね。医療であれば、それは医療者である医師会ですと

か、そういったところが責任を持ってやるべき仕事になってき

ますし、そうではなくて例えば必要物資がどこにあるかとか、

あるいは救急箱はどこに行けばもらえるのかとか、そういった

ものであれば厚労省の管轄になってくるのかもしれませんけ

れども、そうだとするとメンタルヘルスのコーナーですから救

急箱ではないと思うのですが、のんびりとメールを送って反

応を待つかというのもちょっと不自然のような気がするので

す。ニーズをいろいろに想像していただいてシステムをつく

っていただいたのはすごく前向きな姿勢だとは思うのですけ

れども、しかしこと震災、メンタルを切り口にしたときにはやや

的外れとは言わないまでも、システムの使い方として何か違

う切り口があったのではないか。繰り返しになってしまいます

けれども、例えばモバイルでどこに行けば何があるであると

か、そういったものをパパッと見つけられるようにするというよ

うなインターネット活用、御存じのとおりツイッターだの何だの

で随分現実にされていましたので、そういった形のものであ

れば予算措置をとって拡充してということで、なるほど意味が

あると思いますとストレートに思えるのですけれども、精神科

であろうとそうでなかろうと、医療であればお役所ではなくて

 ありがとうございます。もともとこの事業は情報の周知という

か、提供といいますか、それをメインにやっておりましたので、

こういった部分でございまして、確かにドクターとか、そういっ

た業務を当然この中でやるわけではございません。あくまで紹

介ということで進めさせていただきましてこういう結果になった

次第でございます。 

 



ちゃんとしたお医者様のやることというすみ分けが本来ある

はずです。免許のこともあるはずですから、こういうものを追

加措置でぱっと思いつきでということは決してないと思うので

すが、１つの前例となってしまいますので、拙速に進めるの

は果たして今後のこととしていいのかどうかということで引っ

掛かったという意味なのです。まとまりが悪くなって恐縮なの

ですけれども、そういったニュアンスのコメントだったというこ

とです。 

まさに今、御指摘いただいたとおりで、情報を流すところと

してつくったプロジェクトなのに、情報をある意味吸い上げる

窓口をつくってしまったところが私が引っ掛かったところなの

だと思います。 

どういう御意図で質問されたかよくわかりましたので、今後、

来年どういうふうに対応するか、また参考にさせていただきた

いと思います。 

 

先ほどのコメントで、メール相談事業についてはこれまで

おやりになっていなくて、新たに付加したというお話だったの

ですが、資料を見させていただくと、前もやられていたと。

110ページの一番上の委託のところで、474万 9,000円をメ

ール相談事業費として計上されていて、112 ページで今回

の追加分のメール相談事業費を追加されているということな

ので、これは追加ということですね。 

 済みません、資料の付け方が大変申し訳ないのですけれど

も、112ページの方は追加した部分でございまして、110ペー

ジは全部溶け込ましたものでございます。 

 予定価格調書を後ほど提示させていただきます。 

（後日、資料を提出。） 

（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：国民年金保険料の納付可能期間の延長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。再委託２分の１以上 

発注部局名：年金局事業企画課 

契約相手方：株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格 ：491,916,967円 

契約金額 ：491,916,769円 

契約率  ：100.00％ 

契約締結日：平成23年9月14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。 

著作権を持たれているということで、事実上頼まざるを得

ないというのが随意契約にされた理由だと思うのですけれど

も、この後も恐らくこのシステムはどんどん使われ続けると思

うのですが、ずっとこういうふうなエヌ・ティ・ティデータに依存

する形にならざるを得ないでしょうか、それとも一部でも全部

でも更改していく、あるいは新規開発に持っていくという流れ

はあるのでしょうか。 

 

エヌ・ティ・ティデータとの利用契約については、これまでま

ず１つは利用契約の中に本体のプログラムあるいはそれに関

連したサーバーのシステムがございまして、今、平成 19年以

降、例えば住基とのネットワークのシステムだとか、あるいは市

町村の情報提供システムだとか、あとは年金個人情報提供シ

ステムといったものを本体とは別に切り離して一般競争入札を

やってきた経緯がございます。そのようにできるだけ利用契約

から切り離して請負契約にする流れをつくっているとともに、併

せて端末なども一般競争入札で対応したとかいうことでやって

いるところでございます。それに追加して、平成 19年ごろから

刷新システムという刷新化を図ろうということで、今、進めてき

ているわけなのですけれども、それは本体のシステムをそっく

り利用契約から脱却しようというものでございます。当初、平成

23年１月からそれを進めようとしていたわけなのですが、年金

記録問題があったり、今は被用者年金の一元化あるいは共通

番号、そういったものと、あと年金制度の改正、そういうものもも

ろもろとあるものですから、まずできることからやりましょうという

ことで、まだ実施時期は未定なのですが、これからも刷新の方

については進めていきたいと考えております。 



では、一応視野には既に入って。 入っております。まずは記録管理システムから刷新を進め

ていこうという考えで、今、進めているところでございます。 

あと私からは、161ページを見てみますと、ここから再委託

の話題が続くわけなのですけれども、かなり大きい範囲の再

委託をしているように見受けられるのです。これは根幹的内

容とか企画的な部分を再委託に出さないというルールからす

ると、果たして問題ないのか不安になるところなのですが、そ

の点の所見はいかがでしょうか。 

 

再委託につきましては、エヌ・ティ・ティデータ側からどういう

ものを再委託するのかを当然提出させて、その内容が合理的

であるかどうか等について審査をしているのですけれども、一

応プロジェクト管理と総合的な品質管理部分については再委

託を行っていませんので、主体的部分については自らエヌ・

ティ・ティデータが行っているということで問題はないのではな

いかと我々としては今のところ考えております。 

再委託の問題はいろいろ公共調達以外でも話題になると

ころで、例えば同じフロアのどこにいるかというのをきっちり線

引きして、委託先なのか、あるいは委託元なのかを明確にさ

せるとか、そういった動きもあるぐらいですので、今回の応札

に関しても、再委託に関してもうちょっと何を自分たちがやっ

ているんだということと、委託の内容はこの範囲のみだという

ことを開示させる方向にいった方が世の中の再委託の流れ

には合うのではないかなと思いますので、今後御検討いた

だければと思います。 

あと次に、今の次の 162ページなのですけれども、契約金

額のところで機密情報に該当するから公開できないというよ

うなコメントがあるのですが、機密情報ですとか競争上の機

密とかいうものを振り上げられると何も聞き出せなくなってし

まうので、いろいろなやりとりがあった上でこういう文書になっ

たのだと思うのですけれども、どう機密なのだというのをもう尐

し問いただしてもいいのではないかという気がいたします。と

いうのは、この分野に関してはこの委員会で話題になってい

るものの半分以上はそうですけれども、人月単価がはっきり

したものが多いですので、この部分を委託しますと言ったら、

それでどういう工数が外へ出ていって、どういう工数を自分た

ちでやっているのかということくらいはわかりますし、それ自

体が競争を脅かすほどの機密性のある情報とは全然思えな

いのです。くぎを打たないで家を建てますというようなことを

言っているのと違うわけですから、別にミラクルなことがある

わけではないですので、どうも開示できかねると言われても、

できないわけがないと切り返しが可能なくらいの情報のように

思えてならないので、是非今後はその辺りの切り込みをお願

いしたいなと思います。 

 私からの最後なのですけれども、ページが戻りまして 140

ページです。こちらで SEの人月単価とかが載っているので

すが、実は今日何件か話題になっている中で人月単価がい

ろいろなプロジェクトごとに勿論出ているわけなのですけれ

ども、今回のソフトウェア提供サービス一式に関する人月単

価のみ突出して高いのです。例えば SEが 170万円ちょっと

／人月ということで出ていて、ほかの部署でSEというと80万

円と出ているのです。ただ、現実問題として、企業が出してく

るときは SEといったら 170万円程度というのは勿論事実とし

てあると思うのです。ただ、なぜ厚労省のほかのプロジェクト

の SEは 80万円で、こちらの年金局の方のプロジェクトだけ

170万円という市価に近いのか、その辺りを教えていただけ

ますでしょうか。 

一般的に予定価格を立てるときの SE 単価は、統一してこう

いうものを使いなさいというのは示されておりません。したがい

まして、そのシステムの大きさとか難易度によってどういう単価

を使っていくのかを考えて決めていくものだと考えています。

社会保険オンラインシステムにつきましては従前から大規模な

システムであるというところもありますので、日本電子計算機が

発行している価格表を基に算出をしているところなのですけれ

ども、いろいろな考え方はあると思うのですが、現在社会保険

オンラインシステムでは過去からの経緯を踏まえてこの単価が

妥当であるのではないかと考えて使っているところです。 

 

市価としても普通 SE といったらこのくらいの金額だろうと

いうのは私も納得はいくのですけれども、ほかの厚労省の調

御指摘のとおり、基本的に厚生労働省においては契約金

額の２分の１以内にするというのが原則で定められております



達から見ると倍の単価になっていますので、その辺りは統一

されないのかなと思って確認した次第なのです。でも、今、と

りあえず統一されていないのだという回答を得たので、私とし

てはそうですかということでおしまいにします。 

ふたたび再委託のところなのですけれども、この委託の承

認についてなのですが、先方様は再委託に関する契約金額

を明かさないということですので、厳密に言いますとこれは明

らかにルール違反なのです。年金局の方ではルール違反

を、端的に言いますと見過ごしているということになるのです

が、その辺はどういうふうにお考えなのでしょうか。 

けれども、２分の１を超える場合であっても、契約後に行う公共

調達審査会とかにおいて重点審査を行うことによって全く認め

てはいけないというものではないと理解しておりますので、エ

ヌ・ティ・ティデータ側から出てきております再委託の申請の内

容等を審査いたしまして、合理的であるかどうかを踏まえて問

題ないと判断した上で、今回承認をしている次第です。当然

ルール上必要になっています公共調達審査会の審議も受け

ておりますので、年金局としては問題ないのではないかと考え

ます。 

 

今のルールとしましては、契約金額を明かして審査をする

というルールですね。再委託契約金額について、２分の１を

超えているとなっていますけれども、個別の金額を明かした

上で本当にそうなっているのかどうかをチェックしないといけ

ないということですね。それをやられていないということは、本

当に重点審査をされているのかという疑問があるのです。 

再委託金額を開示させるというルールはそのとおりだと思っ

ております。ただ、これまでエヌ・ティ・ティデータ側と半年以上

かけて交渉してきたのですけれども、なかなか向こうとしては

機密情報ということで開示していただけない状況の中、全く再

委託を我々として審査しなくていいのかというところの立場に

立って、まずはできるところから開示をさせて審査をした上で

承認手続をするのがいいのではないかということで始めている

ところなのです。決してこれでいいとは思っていませんので、

引き続きエヌ・ティ・ティデータ側には開示の要望はしていきた

いとは思っております。その上で公共調達審査会などにおい

ても一応２分の１を超えているかどうかというところまではお伝

えした上で審議していただいていますので、全く審議がされて

いないものではないと考えております。 

１つだけ補足させていただきますと、実際にエヌ・ティ・ティ

データに委託して、実務上基本設計だとか詳細設計、プログ

ラム作成、テストというような流れでお願いをしているわけなの

ですけれども、基本的には私どもとエヌ・ティ・ティデータと直

接基本設計工程も詳細設計もテストも全部顔を向き合わせて

一体的にやっておりまして、そこには再委託会社が入るとかい

うことは一切ありません。基本的にはエヌ・ティ・ティデータが全

部マネジメントをやっているということと、実際に何かトラブルが

起こったときに品質管理も全部エヌ・ティ・ティデータがやって

おりますので、仮に今回たまたま２分の１超過をしているという

ことになったとしても、全体のマネジメント、品質管理はエヌ・テ

ィ・ティデータがやっているのは実務上確認できているもので

ございます。 

基本フォームの中に、委託申請書の５番目のところに「契

約金額」とありますけれども、ここは書いていないということな

のですね。 

 

そのとおりです。契約書にこのフォームを入れるに当たって

も、エヌ・ティ・ティデータ側からはここを落としてくれという話が

あったのですけれども、厚生労働省としては当然ここは落とせ

ないということで入れさせたものであって、そういうところからし

ても将来的には開示させたいと考えております。 

今の関係ですけれども、NTT データ・アイというのは

100％子会社ですね。100％子会社に対する関係では別に

競争という問題もきっとないのでしょうから、そこは開示させて

も、抵抗もないところからまず開示させていくというのでいい

のではないでしょうかというのが１つ。 

 それから、135 ページの随契理由書ですけれども、これ

はもともとの管理システムの著作権がエヌ・ティ・ティデータ側

にあるというのは、この随契の理由の１つにはなっていない

わけですね。というのは、135 ページの真ん中辺で「本開発

は」というところがあると思うのですが、「次の理由により、競

争に付すより当該事業者と随意契約による開発を行うことの

そこの随契理由のところなのですけれども、１つは著作権が

勿論あります。ただ、要するにエヌ・ティ・ティデータの利用契

約のシステムの中から私どもとしては外出しできるもの、例え

ばここでいう抽出プログラムだとかいったようなものは外出しで

きるのではないかとか、あと例えば印刷プログラムも外出しでき

るのではないかと。限りなくエヌ・ティ・ティデータの本体の方に

くっつけることから脱却しようということもありまして、著作権だ

けではなくて、ほかにもきちんとした理由づけが必要ということ

で、理由書の位置づけとしては２段構えにしているということで

ございます。 

 



方が国に有利であると認められる」という以下の中には、もと

もとの管理システムがエヌ・ティ・ティデータの著作権に属す

るとは書いていないのだけれども、ここは別に随契の理由と

はされていないという理解でいいのでしょうか。 

そうですか。エヌ・ティ・ティ・データの方は著作権を行使

はしませんよ、ほかでもいいのですよと言っているわけでは

ないのですか。 

 

言っているわけではないのですけれども、ただ私どもとして

は開発をするときに必ずしも著作権があればいいのだというこ

とではなくて、切り離せるものがあるのであれば、そこはインタ

ーフェース仕様書だけをつくれば外出しして対応できますの

で、そこの可能性も確認しているということでございます。 

本件のシステムは外出しが可能だったものなのですか。 

 

確認したところ、外出しは可能ではありませんでした。結果

的には著作権だけということでも説明はできるかなと思ってお

ります。 

尐しだけ補足で申し上げますが、再委託の話題ですけれ

ども、契約金額を明かせないというのは、恐らくはデータ・ア

イの方の立場に立ってみれば、公共調達の方ではおたくの

会社はこの金額で請け負っているのだから、うちも似たような

件だしもっと小さいのだからもっと安くしてくれというようなこと

を、今後対省庁ではなくて、彼らの別の顧客から言われてし

まうと困るというニュアンスの言い訳書きだと思うのです。それ

自体はビジネスとして至極納得できるところだと思うのです。

買いたたかれたくないから金額を開示したくないという子会

社は幾らでもあると思うのです。ただ、それぞれの委託先、

再委託先が一体何をするのかが、168ページの様式３のとこ

ろに書かれているだけではラフ過ぎるというところが特に問

題なのだと思うのです。つまりエヌ・ティ・ティデータがやる仕

事とNTTデータ・アイを初めとする再委託先がやる仕事がこ

れで本当に明確に分けられるのかといったら、恐らくこれは

一緒にやるのではないかという仕事が幾つも上がってくるわ

けなのです。それでは再委託のルールに合わないではない

か、そういうところが問題なのだと思うのです。 

整理しますと、再委託のときの契約金額を明かせないとい

うのは、再委託先が今後別の企業と契約を結ぶときに再委

託先の会社たちがビジネス上不利にならないためというのは

一定のところで合理的です。しかしながら、履行体制図にあ

るような区分けでは、エヌ・ティ・ティデータという厚労省から

すれば元請のところとその再委託先との区分けが見えてこな

い。これでは再委託に関するルールを守っているかどうかの

検証ができない。そこが問題なのだと整理をさせていただき

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 ：高校生に対する就職ガイダンス事業  

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、契約金額が非常に大きく、１者応札の案件の中で最も落札率が

高い。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課  

契約相手方 ：株式会社 ソーシャルデザイニング研究所 

予定価格  ：469,090,845円 

契約金額  ：460,845,000円 

落札率   ：98.24％ 

契約締結日 ：平成23年5月19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者応札となり、（株）ソーシャルデザイニング研



究所が落札した。 

この事業は高校に出向いていろいろなセミナーとかをお

やりになっていらっしゃるのですか。 

そうです、高校に講師が派遣されて、そこで１日かけてガイ

ダンスを行うものになっております。 

これは毎年行われているのですか。 毎年行われております。 

前回の業者さんはどちら様だったのですか。 昨年度は株式会社インテリジェンスが受託しております。 

一般競争入札で落札されているのですか。 

 

昨年度については企画競争で業者が決定しております。 

 

今回は一般競争入札で１者応札だったのですが、去年調

達をしたインテリジェンスさんはなぜ応札に参加してこなかっ

たのですか。わかったら教えてください。 

従前から参加していた株式会社インテリジェンスが入札に参

加してこなかったので理由を聴取したところ、競争参加資格の

条件を満たしていなかったため辞退したと聞いております。 

 

落札率が一般競争入札で 98％と非常に高いのですが、

この辺はどのようにお考えでいらっしゃいますか。 

 

必要経費を精査して予定価格を設定した結果、結果的にこ

うなったと考えております。 

 

かなりうがった見方をして、インテリジェンスさんとソーシャ

ルデザイニング研究所さんが、何かのつながりで、例えば昨

年の応札価格を教えてしまったとか、そういうことはないので

すか。 

そういうことではないです。 

 

たまたまですか。 

 

先ほどの補足をさせていただくと、インテリジェンスが入札参

加資格がなかったというのは、インテリジェンスは派遣法の関係

でちょっと不適切な取扱いがその前にあったという経緯があっ

て入札に参加できなかったということです。 

今回は全国規模での就職ガイダンス事業ということなので

すけれども、特に高校生の場合はまず就職希望者数とか割

合も各県違いますし、雇用の状況はもっともっと各県ごとに、

あるいは市町村ごとに違っているわけですが、一括で中央か

ら講師を派遣して就職ガイダンスをするというのは、いま一つ

現場の実態に合わないのではないかという気がするのです

が、いかがでしょうか。 

こちらは例えば高校３年生であれば全国で約 580回とか、２

年生であれば 550回とか、量的にはこちらの方で一定の枞を

示すのですけれども、実際にどこの学校でやるかといったよう

な調整は、現場の各高校から希望を聞きまして、希望のある高

校に講師を派遣するという形で行っておりますので、そういう意

味ではおっしゃったような地域の実情に応じた事業の運用にな

っているのではないかとは考えています。 

また全国規模でということになると、どうしても金額が大きく

もなりますし、あと請け負える体力のある企業もかなり限られ

てくるのではないかという気がいたします。そういう意味では

地域を分けるであるとか、そういった工夫があれば、もう尐し

競争入札の利点が生かされることもあるのではないかと考え

られるのですけれども、いかがでしょうか。 

おっしゃるとおりの部分はあろうかと思うのですが、ただ一方

ではやはりこういった事業は高校生の職業意識の形成に資す

るという観点でやっているものですから、どうしても質の問題も

ございますので、質的にも地域間の差が出ないようにはしたい

なと一方では考えておりまして、そういう意味で全国で一括の

調達で運用しているところでございます。 

 もしかするとなじまない考え方かもしれませんけれども、均

質でなくても、いい質の県が出てきたとかであれば、ほかのと

ころはそちらの方に見習って上がっていくべきなのではない

かと思うのです。つまり均質で極めて悪い状態であれば、悪

いレベルで均質に落ち着いてしまう方が高校生にとっても社

会にとっても余りよろしくないのではないかと思うのです。そう

いう意味では余りそこの均質にこだわってやる必要もないし、

もっときつい言い方をすれば、中央の人間が地方の人間より

ものを知っているというわけではないわけですから、何か全

国規模でどんと送り出すというのはやや引っ掛かりを感じると

ころではあります。 

 分割という面で見ますと、別に何でもかんでも切っていけと

いう意味ではないのですけれども、教科書的なもの、パンフ

レット的なものの作成も一気に請け負わせることになっていま

すが、これもまたその必要があるのかは若干疑問がありま

す。例えて言えば、小中高等学校の教科書をつくっている

 



会社は講師を小中高等学校に派遣はしないですね。それは

現場の先生方が教える。つまり出版編纂と教育の現場で話

す人といいますか、そういったものは分離可能だと思われま

すので、そこを分離できればもっと小さな会社であるとか、あ

るいは講師業を旨としていて、パンフレットづくりとかを主とし

ていない業者も参入できるのではないかなと思ったのです。

そういう工夫もお願いできるといいのではないかと思いまし

た。 

 それから、今回講師の先生はキャリアコンサルタントとか産

業カウンセラーですとか、そういったものを持っている人が中

心になっているのですけれども、必須要件なのでしょうか。こ

れは結構敷居を高くするのではないかなと思うのです。勿論

若者が将来の産業を見据えるという意味でこういう人たちの

話を聞くのはいいと思うのですけれども、高校生はどういうと

ころに就職していくのが主なのかということを考えると、例え

ばその地域の商工会議所の青年部の人たちに話をしてもら

うとかの方が、よほど彼らの生々しい経験を基に自分たちが

勤めたらこうなってしまうのだなというようなことがわかってくと

思うのです。通り一遍なキャリアコンサルティングが果たして

効果的なのかどうかが調達仕様を見てもいま一つわからなく

て、高卒就職者が非常に離職率が高かったりする、そういう

人が多くてちょっと問題だということは伝わってくるのですけ

れども、だからこれをやりますというところのつながりが見えて

こないところがやや不安と不満を持つところではあります。 

あと先ほど被災地の話題とかでも出ていたのですけれど

も、遠いところから講師を派遣するからお金がかかるようなと

ころもあると思うのです。各県、各市町村ごとにやっていれ

ば、こだわるわけではないですけれども、それこそ商工会議

所の人たちがやっているとかであれば、派遣の旅費、すごい

金額が上がっていますけれども、別にそんなものは必要なく

なるわけですし、コーディネートだけということであれば、ここ

まで膨れ上がった大プロジェクトにはならないのではないか

なというのが直感的には感じられます。 

予定価格の算出根拠と請け負った会社から出てきている

費用の内訳、それの中身で若干気になる違いがあるのは、

講師費用とテキスト費用が予定価格の算出根拠と随分大きく

異なっているということで、これはつまり発注者である厚労省

の意図している講義内容と違っている可能性にもつながると

思うのです。こういう内容をやってくれと言っているつもりがう

まく伝わっていなくて、このぐらいの先生の苦労でいいかなと

か、これくらいのパンフレットでいいだろうというふうに誤って

解釈されている可能性がある。やはり結果的には金額が納

まってめでたしめでたしという、90％以上、99％の落札率で

すから、よかったのかもしれないのですけれども、内訳を見る

と随分と違っていますので、そういう意味では正しく仕様が伝

わっていないのではないかというのが一番大きい不安ではあ

ります。販管費の割合が極めて大きいですね。販売管理費

のところ、例えば名刺代としてどんと計上されていますけれど

も、こういうものが本当に厚労省が望んでいたビジネスなのか

というと、違うのではないか。高校生に対して職業意識を育

てる、そちらの方にもうちょっとコストを使ってほしかったので

はないかと思うのです。そんな感じで、調達仕様とその中の



心が向こうに、受注者に伝わっていないのではないかという

ようなところが不安ではあります。 

この落札した会社を私は別に詳しく知らないのですが、ウ

ェブで見たところでは企業と大学とをつなぐというような、そう

いうことをメインのお仕事にしているみたいなので、高校のこ

とが全くできないということはないのかもしれないのですけれ

ども、その辺りでもまた厚労省の企図したプロジェクトと内容

がもしかしたら違ってしまっているのかなというのが若干気に

なるところではあります。 

長々話してしまいましたが、とにかく地域を分けるであると

か、講師業と教科書づくりを分けるであるとか、そうすることに

よって一般競争はもっと促されるのではないかと思われるこ

と、それから、管理費が異様に大きくなっていて、結果的に

は落札率は 99％で思ったとおりにはなっているものの、内訳

を見ると思ったとおりの内訳ではないというところはもう一度

確認して、来年度以降に生かしていただければと思います。 

 （分科会長の意見） 

（上記意見に）極めて同感です。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：情報公開事案管理システム更改及び運用・保守  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）（関東・甲信越地域） 

選定理由  ：一般競争入札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 ：大臣官房会計課  

契約相手方 ：日本電気株式会社 

予定価格  ：97,752,000円 

契約金額  ：47,365,920円 

落札率   ：48.46％ 

契約締結日 ：平成23年6月14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、最も低い入札金額を提示した日本電

気（株）が落札した。落札率は４８．４６％で、低入札価格調査を行った。 

いわゆる開発規模についてなのですが、例えば通しペー

ジ数の14ページのところで６万ステップということで現行のシ

ステムについて言及があります。ただ、これは Javaでと書い

てありますので、ステップ数で数えても一体どのくらいの手間

のある開発なのかがはっきりわからないと思うのです。ステッ

プ数はほぼ行数ですから、１行１命令だった時代のプログラ

ミングだと確かに何行のプログラムでしたと言って、だからお

幾らですという量り売りみたいなプログラミングができたので

すけれども、Java ですとか最近の開発言語ですと、１行の

中にたくさんの機能が入り込んできたりもしますし、簡単に言

ってしまえば、１つ変数定義をするだけの行もあれば、マウス

の動きを追いかけるのを１行で書いてしまったりということもあ

ったりで、必ずしも行数で手間がはかれないのです。そういう

意味ではせっかくこうやってどういう環境でつくりました、言

語はこれですということまで開示されていますので、それに

合った手間を示しておいた方がいいのではないかと思うので

す。具体的には例えばクラス数ですとかメソッド数みたいな、

開発者がこれくらいというふうに見積もれる情報があるといい

と思います。何といっても応札者は工数を見積もりたいはず

で、工数さえ出せれば見積もりも安心して出せる。そうすると

適切な金額に落ち着くと思うのです。そうでないと管理のた

めに、あるいはリスク回避のために上へ上へとどうしても金額

 



を上げたくなる。もっとも調達ですから、余り上げ過ぎてはと

れなくなりますので限度があるとは思うのですけれども、そう

はいってもお互いにリスクをヘッジするというか、リスクを下げ

るためにもそういった配慮をして、言語ですとか利用環境に

応じた面倒さの開示をする方がよろしいのではないかと思い

ます。 

 同じ発想で、例えば通しページ数の 19ページでは様式の

数を明らかにしています。これは６様式ありますよということで

開示してあるわけなのですけれども、しかしながら様式といっ

ても領収証みたいな様式も様式ですし、細かい技術仕様書

のような様式もありますので、どんな項目があるのか項目数

などがないと開発者としてはどのくらい難しい開発かわから

なくて、結果的に見積もりがブレることになってしまうと思うの

です。ですので、様式の数をせっかく出していただきました

から、それぞれにどんな項目があるのかというようなところを

更に併記されると今後はよろしいのではないかと思います。 

 同じ路線のところで気になったのは、通しページ番号で 41

ページにありますけれども、応札要件で現行のシステムと同

規模以上のものと出ているわけなのですが、ここも先ほど申

しましたように、ステップ数ですといわゆるレガシーシステムと

呼ばれている古い開発の仕方を知っている人たちの６万ス

テップと、最近の新しい環境でやっている人たちの６万ステ

ップは全然違うニュアンスになってきますので、その辺りを含

めて表現の仕方を工夫していただくといいと思います。そう

でないと変なシグナリングになってしまって、このくらいでい

いのかなというような間違えた思い込みを双方持ってしまうこ

とにつながるのではないかと思います。 

 続きまして、通しの 99ページなのですけれども、99ページ

は低価格調査の応答ということになろうかと思うのですが、こ

れは非常によい表だと思います。というのは、つまり今回のも

ので初めて見たのですけれども、こちらの方で人月を数えた

のに対して、低価格調査をするとそれとは全く違うグループ

分けで人月の表を出してこられても比較のしようがないの

で、こういうふうな表は是非今後とも出していただければいい

かなと思います。 

それを評価した上で申しますと、運用コストの差のところが

随分と予定価格と違うわけです。つまり開発よりも導入してか

ら保守のプロセスのところの人月が予想とちょっと違うような

気がします。これはやはりハードウェアの減額は想定内であ

ることを考えると自然といえば自然なのかもしれませんけれど

も、人月でサービス、要するにディスカウントをしてしまうと、

結局一番重要な使う人のところで困ったときにすぐ来てほし

いのに来てくれないのようなものに代表されるトラブルを生む

ことがありますから、それは大丈夫なのかというところが不安

になってしまいます。 

関連するページ数としては通しの 105ページのところなの

ですけれども、価格の内訳表が付いています。例えばこちら

の「３．設計・構築業務」の中の「５．システム運用（48 ヶ月）」

です。やはり運用のところに引っ掛かるのですけれども、これ

だと人月のことを考えますと週１日だけ登板という換算だと思

うのです。それは厚労省の側でこのくらいのシステムだとユ

ーザーがトラブるのは週１回来てもらって直してもらえばいい



やとか、アドバイスをしてもらえばいいという考えなら勿論そ

れでいいのですけれども、週１回しか来てくれないのは困る

ということであればやはり足りないのだと思うのです。その辺

りを利用する部門のところの現場の皆さんの声とか、あるい

はシステム部で現場と会社の板挟みになる方の意見とかを

聞いて、本当にこんな週１回登板で足りるのかというところは

確認が要ると思います。私の直感としては、新しいシステム

を入れたその年は絶対にもっと多く来てくれないと大変なこ

とになって、だんだん減っていって、償却するころというか、

次のシステムを入れるころにはもうみんななれているから週１

回も来なくていいというくらいになるのではないかなと思うの

です。そこのところを平準化して週１回ですというならいいの

ですけれども、そうでないとすると、しゃくし定規に週１回だと

言われてもちょっと困るというふうな苦労が最初のうちはあり

得るので注意が必要かなという気がいたしました。 

それから、極めて些細ではあるのですけれども、一応公式

の文書ということで申しますと、25ページに Fiber Channel

が規格名として出ているのですが、Fiber Channel はイギリ

ス英語のつづりなので、Fiber ではなくて Fibre が正しいで

す。商品名でないからといっても、一応正しく書かないとあれ

かなと思いますので、よろしくお願いします。 

今のところで低価格調査の資料ですけれども、日本電気

さんと予定価格の中の人月とかなり隔たりが出てきてしまっ

ているのですけれども、この辺を最初から予定価格の中に入

れ込む工夫というのは何かされていらっしゃるのでしょうか。 

 

先ほども髙橋委員からも御指摘がございましたが、リスクをど

う見込んでいくかというところで、今回新しいシステムの更改で

ございますので、ある程度高いリスクが見込まれるのではない

かという御指摘ではあったのですが、今回比較をとりましてやは

り運用のところで私どものものと比べて人月で32.5ほど違う。金

額ベースで 3,474万のものが 1,726万 5,000円と非常に開き

がございまして、この部分が低入札になった最大の要因かなと

思っております。調査に当たっても、業者とのヒアリングに当た

ってはそこを中心にヒアリングをしましたが、今回 NEC が前回

からの引き続き業者であるということと、ハードウェアも更新をし

ましたが、NEC 自身は自社でハードもつくっておりますので、

その後継のバージョンを入れることでハードの部分が新しくなっ

たことによってのリスクは大分尐ないのではないかと NEC とし

ては見込んでいる。システム全般も NEC として今まで安定稼

働させてきたという実績がありますので、全く新しいシステムを

つくった場合に比べれば相当程度その部分のリスクの減尐が

見込めるということで、NEC としても見積もるに当たってはこの

運用に係る部分は工数をそれに見合って落としてきたとは聞い

ております。 

ただ、今回こういうことになりましたが、仮にこれがほかの業

者が入ってくる、今回３者入っておりますけれども、あるいは完

全に新規のシステムということになりますとまた状況が変わって

きますので、そういったものも見ながら最後工数のセットをどう

するのかということは考えていかなければいけないのかなと思っ

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。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：厚生労働行政総合情報システム（ＷＩＳＨ）における共用システム及び共通基盤システムの更改に伴う 

ハードウェア等一式  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）（関東・甲信越地域） 



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落札率が低い。 

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  ：211,485,584円 

契約金額  ：89,670,000円 

落札率   ：42.40％ 

契約締結日 ：平成23年6月21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１位だった東芝ソリュー

ション（株）が契約の相手方となった。落札率は４２．４％で、低入札価格調査を行った。 

今回も予定価格調書の内訳と実際に出てきている内訳、

142ページの方ですね、こちらを比較すると、運用のところが

大きく違っているように見えます。予定価格の内訳のところで

は、８番では 77 万 2,000 円の人が 57.6 人月分ですね。こ

れに対して 142 ページのところの「８．システム運用（48 ヶ

月）」、こちらは 148万円の単価で4.8人月。単価が倍になっ

ていますから人月が半分になるというのであれば自然だと思

うのですけれども、半分どころではなくてものすごい差、57.6

か月と 4.8か月ということで全く違う数になっています。これを

適切と言うためには WISH が非常にトラブルが尐ない変わ

ったシステムなのだというようなことになってしまうわけなので

すけれども、今回はやはりシステム更新というか、更改です

ので、そう考えると導入年くらいは尐なくとももっともっと慎重

でないといけないのではないかなという気がいたします。そう

いう意味では低価格調査の際にその辺りを尐しコメントをもら

えているといいかなと思ったのですが、余り書かれているよう

に思えませんでした。この点について何か御指摘というか、

コメントがありましたら教えてください。 

低入札価格調査の 140ページの部分、WISHに 13の個

別システムがあるという部分がございます。特にここは開発段

階を意識していまして、運用面のことで余り書いておりません

でしたが、実際たくさんぶら下がっているシステムについてそ

の間との調整をどう図るかというところも運用の大事な部分に

なっているかと思いますので、そこについてのノウハウを非常

に持っている東芝としてはそこが安く見積もれたとは聞いてお

ります。 

ただ、御存じのとおり大きいシステムなので、どこかをちゃ

んと動くようにすると、別のちゃんと動いていたところが動か

なくなるという困ったこともありますし、東芝に限らず大手ベン

ダーはみんな経験豊富ですとは言うのですが、『日経コンピ

ューター』の人気連載記事ではないですけれども、動かない

というのはそこここにあって、経験豊富だと言っている会社が

たくさん動かなくしていますから、それを考えると運用保守の

ところが甘い見積もりというのは怖い気がするのです。この後

この契約をとったら今後入札者としては非常に得なことが訪

れるという可能性はあるのでしょうか。つまり今後何か随意契

約がずらずらつながっていく可能性はあるのでしょうか。 

それはないと思います。 

 

では、法外なディスカウントということではないと考えられま

すね。 

 

今回の調達自体、大型案件ということでデータセンターとソ

フトとハードとすべて分割発注もしておりますので、何か１つを

とったことによって全体がとれるというものではありません。 

93 ページの開札調書を見ますと、技術評価のところで３

者につきまして１者だけ非常に点数が尐ないのです。すべ

ての企業について非常に一流の企業ですが、富士通さんの

方は技術評価点がかなり低く算定されているのです。余りに

も差がつき過ぎているのかなという感じがしないでもないで

すが、その辺のところを説明していただいてよろしいですか。 

 

富士通さんの提案書の記載のテクニックといいますか、説

明の仕方が、すべてこちらが要望していることに対して「実現

します」「対応します」と記載はいただいているのですが、実現

するための具体的な方法とか、その辺の根拠がばっさりと切り

落とされてといいますか、そこのところが詳しく説明されていな

かったものですから、我々評価をする側としてはなかなか点

数をあげられなかったという事情がございます。それに比べて

東芝ソリューションでありますとか、あともう一者の日本電気株

式会社については実現することに関して方式とか、その辺を

具体的に説明していただけていましたので、点数をあげてい

ます。そういったところが積み重なっておりまして、200 点くら



いの差がついてしまったということになっております。 

企画書の書き方のうまい下手が影響したということです

か。 

技術点と価格点がありまして、トータル、総合評価点のとこ

ろを見ますと、富士通さんの方は技術評価点が非常に尐な

いがために、入札価格が非常に低いにもかかわらずだめだ

った、３位になってしまったということなのは、そういうことです

ね。 

先ほど御指摘のあった運用は 118 ページ辺りになるので

すか。ごめんなさい、117 ページの７の最大加点というのは

何をするのですか。 

最大加点といいますのは、例えば各項目に対して総合評

価基準でこちらが要望することに対して満点の答えが書いて

あった場合に配点をするものです。 

 

なるほど、６までの間で合格不合格、点数を付けて、７は

加点のものだけということですか。 

はい。 

企業の名前からいうと、それぞれ別に甲乙つけがたいよう

に感じるのですけれども、全く素人の印象ですが、技術評価

はこういうものなのですか。 

私もそんなにたくさん数をこなしているわけではございませ

んが、私がやっている中ではこういったようなつけ方というか、

評価をさせていただいております。 

ただ、入札金額は３者ともかなり低い金額ではあります

ね。予定価格との関係がやはりあるのでしょうね。勿論富士

通が落札したとすれば、当然低入になるし、日本電気もなり

ますものね。予定価格の積算の合理性みたいなものはやは

り問題なのですかね。 

 

今回の東芝の落札価格の内訳で申し上げますと、ここは総

合評価で行った技術提案の中身になってきますが、仮想サ

ーバー技術を取り入れたということがありまして、サーバーの

数が現行システムの約２分の１程度に抑えることができると東

芝から聞いております。ただ、技術提案として仮想サーバー

技術を使わなければいけないということではありませんので、

例えばサーバーの数に着目すれば、そういった技術を使わ

ずに現行と同じだけの数を置いたとすれば、金額的には非常

に上がってくるという部分もありますが、予定価格の積算に当

たってはそういった方法を排除することになっていませんの

で、当然予定価格にはまることを前提になるべく安く効率的に

できる方法を御提案くださいということにしておりますので、東

芝からこういった金額が出てきたのかなとは思っております。 

低価格調査の資料の 142ページですけれども、人月単価

に非常に開きがありまして、前の案件もそうだったのすが、こ

れは市場価格をかなり下回っておりまして、これをずっと継

続することが予定価格を適正に算定するためにいいのかどう

かは非常に疑問があるのですが、その辺は今後変更してい

く等の対策というか、そういうものをお持ちなのでしょうか。 

 

機器でありますとか工数につきましても確かに私どもが当

初想定するよりも低いもので入ってくるものはそれなりにありま

すが、ただそれを構造的なものとしてそうとらえるか、何かその

時々の競争の結果としてベンダー側の思惑があって安く上が

ってくるものなのか、背景はいろいろあるかと思いますので、

単純に今回の実績をもって次回の調達をそこまで落とす理屈

にまではなかなか持っていけないかなと思っております。た

だ、機器の価格でありますとか工数についてもデータの蓄積

を行って、比較の結果もう尐し落としていってもいいのではな

いかという部分が根拠を持って言えるようになってくれば、そう

いった対応はしていかなければいけないなと思っております。 

人月単価を見ますと、プロジェクト管理の SE さんが 148

万円で、予定価格は95万2,000円で算定されているのです

けれども、非常に開きのある単価を使用されていて、市場価

格とかなり乖離した価格で算定されているのですが、それで

適正な予定価格を算定できるのかどうかというところなので

す。 

 

人工費の単価につきましては、私どもの場合には「積算資

料」の単価を使っております。実際いろいろな調達を見ており

ますと、今回の３者のように非常に大手のところは百数十万円

という高い金額で入ってくることが多いのですが、ほかのもう

尐し小規模な案件とかで中小のベンダーが入ってきますと、

私どもよりも更に安い価格で入ってくることもございますので、

実際どちらが正しいのかというのは会社によっても違う部分で

すので、一概には言えないかなと思っております。ただ、尐な

くとも私どもの中で統一的にやっているのは、「積算資料」の

単価を必ず使うということを現状統一はしております。 



そうすると、どのような小規模案件あるいは大規模案件で

あっても、すべてこの人月単価についてはほぼ統一的に使

用されているということなのでしょうか。 

現状ではそのようになっています。 

 

ただ、ちょっと引っ掛かるのは、例えば予定価格で東芝内

訳を並べてある 142ページを見ますと、テスト業務のところは

きれいに人月は厚労省側は倍の人月をつけているけれども

単価は半分くらいということで、結果として余り差がないとな

っているのですけれども、運用とか保守とかに関してはやは

り大きな差が、先ほどの 57 か月と 4.8 か月というものですけ

れども、大きいところがありまして、こういうものは不安要因に

はなろうと思うのです。ですので、例えばなのですけれども、

総合評価するときに今後絶対運用が一番リスクの高いところ

になると思うので、そこの配点を高めておくなどということも工

夫の１つではあろうと思います。実際今回の総合評価の成績

表を見ますと、東芝は運用のところでしたでしょうか、そこは０

点になっていて、その点に関してやはりよくないのです。つま

り今回大きくディスカウントした点に関してはやはり評価も低

いということになっているので、もしそこの配点が大きければ

例えば２位の会社が浮上していた可能性は十分にあると思

いますし、最近の複雑なシステムを考えますと、運用リスクを

なるべく利用者側は避けるというのはあっていい姿ではない

かと思いますので、御検討いただければと思います。 

部署によって本当に SE単価が随分違うというふうに、今、

枝松先生から御指摘があったとおりでして、実は別のプロジ

ェクトではほぼ市場価格で、SEの人が単価170万円／人月

で計算して出してきているところもあるのです。ですので省で

統一すべきなのかどうか私が口を挟むところではないかもし

れませんけれども、もうちょっと現実的な金額にするとか、あ

るいは既に説明者側から御指摘をいただいたとおり、中小が

参入してくるような小さい案件だと SE単価はこれになるので

すね。1,000 万規模を超えると大企業が入ってくるおかげで

途端にぼんと上がってしまうところがあるので、そういうものを

分けてしまう。同じ作業をやるはずなのにというのは確かにあ

るかもしれませんけれども、発注案件の規模によって人月の

単価を変えて算定するのは、倫理的かどうかは置いておい

たとして、現実的ではあろうかなという気はいたしますので、

御検討いただければと思います。 

 

 

 （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９】 

審議案件名 ：平成２２年度省庁別財務書類の作成等業務一式  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）（関東・甲信越地域） 

選定理由  ：一般競争入札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、契約金額が大きく、 

落札率も低い。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：優成監査法人  

 予定価格  ：33,609,712円 

契約金額  ：15,582,000円 

落札率   ：46.36％ 

契約締結日 ：平成23年6月24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、最も低い入札金額を提示した優成

監査法人が落札した。落札率は４６．３６％で、低入札価格調査を行った。 

22 ページに予定価格調書があるのですが、この予定価

格の積算根拠はどうなっているのですか。2,345 時間に単

価を掛けているのですが、これはどういうことでこの時間を

割り出したのでしょうか。 

 

まず、作業時間につきましては 21年度の作業時間をベー

スにしまして、これに今回 22年度は連結決算の対象法人が

増えましたので、その分に見合う増、それから、一部特別会

計が廃止されましたので、その分の減を見込みまして、最後

2,345時間をトータルで見込んでおります。 

１万 3,650円の単価につきましては、22年と 21年の契約

相手方の平均をとりまして１万 3,650円と置いております。 

低入札ということでかなり低い金額で落札されているわけ

ですけれども、優成監査法人さんの方は単価が約5,000円

くらいで入札されていらっしゃるということなのです。それが

決して悪いわけではないのですけれども、ただ単価の低入

札の理由につきまして、人材が非常に余っているので安い

単価でも大丈夫だというような判断の理由でされているので

すが、その理由につきまして尐し売り上げを足せば利益が

その分上がるので、全部原価でしますと赤字だけれども、

限界的な売り上げを入れれば、固定費部分は一定額発生

しているので、上澄み分を入れれば OKだというような理由

になっておりまして、非常にどうかなとも思うのですが、その

辺はいかがですか。 

 

価格としてはこれだけの金額でやりますということでの提

示、入札でありましたので、実際に内容面で見たときにこの

業務が本当に履行可能かということで主にヒアリングしたこと

になりますが、まず工数につきましては私どもが予定してい

た工数よりも高い工数を全体としては確保するということが第

１点あります。 

２点目は、作業に当たる人員につきましても、この会社の

従業員はすべて公認会計士または会計士試験に受かった

会計士補ということで、すべて常勤の職員しか使いません、

非常勤であるとかパートタイマーは使いませんということで、

そういったところでの人員の体制はしっかりしておりましたの

で、その工数を確保していただければ十分実施は可能かな

とは判断したところです。 

 もう一点、昨年こちらの会社では財務省と総務省２省の作業

を請け負っておりますが、この２省の作業についても問題な

くこなしたということで、今回は入札で先行しました私ども厚

労省の分１件と、できればもう一件、昨年実施した財務省と

総務省２省のうちから１件とりたいという説明でしたので、仕

事としては十分きちんとやっていただけるであろうということ

で落札が決定しても問題ないと判断をしたところでございま

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１０】 

審議案件名 ：国立医薬品食品衛生研究所研究情報ネットワークシステム一式賃貸借  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）（関東・甲信越地域）  

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。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所  

契約相手方 ：日立電線ネットワークス 株式会社 

予定価格  ：119,847,319円 

契約金額  ：110,880,000円 

落札率   ：92.52％ 

契約締結日 ：平成23年8月5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、最も低い入札金額を提示した日立

電線ネットワークス（株）が落札した。 

通しのページ番号で 39ページのところに大判プリンタの

仕様が出ているのですが、３番のところでフォトマッハジェッ

ト方式を採用していろいろと記載があります。フォトマッハジ

ェットという技術はエプソンしか使っていないのですけれど

も、事実上これはエプソンしか認めないと言って、しかも解

像度も出ていますし、BOまで印刷できることとなっています

から、単品でこれというふうに指定したも同然になってしまう

と思うのですけれども、これは何か意図があるのでしょうか。 

この方式がいわゆるエプソン、ここの会社しか採用してい

ないというところまでは、こちらの方はそこまで考えが及んで

いなかったところです。 

 



では、今まで使っていたのはこの仕様だったとか、そうい

う感じですか。より一般的にはインクジェットとか、そういう言

い方はありますね。そうするとキヤノンだの何だのほかの会

社もあったりするので、特にこの方式でないと印刷物が困っ

たことになるというのでなければ、余り事実上の御指名買い

は公共調達にはなじまないのではないかと思いました。 

ここはほかの方式が何か問題がひょっとしたらあるのかも

しれないので、そこは次回の調達のときにはしっかり考えた

いと思います。 

 

それから、40 ページなのですけれども、ヘルプデスク管

理用端末ということでいろいろインターフェースがついてい

ることとなっているのですが、その中で「PS2 キーボード、

PS2 マウス接続ポートを備える」とあるのですけれども、これ

はかなり古いパソコンの仕様で、最近はもう付いていないパ

ソコンの方が多いくらいだと思います。USB と呼ばれるもの

が多くなっておりまして、PS2 はほとんど今、ないのです。

逆にこれが付いているものを探すとなると、かなり一部の機

種に偏ってしまって、しかもこの前後のお仕事の内容を見

ますと、その必要性はない。いわゆる USB ポートでマウス

やキーボードを使ってもいいはずですので、PS2 で何か計

測機器をつなぐのかなと思ったのですが、これはヘルプデ

スクの機器ですし、無駄に古い仕様を背負わせない方がい

いのではないかと思いました。これも次回以降御検討いた

だければと思います。 

あとは、最後にいたしますが、52 ページなのですけれど

も、ウェブメールのサーバーについてです。こちらの機能構

成ということで、クライアントの方のブラウザは以下の製品に

対応することとページの真ん中くらいにあるのですけれど

も、比較的というか、かなり古いブラウザが載っていたりしま

して、確かに調達仕様を出した時期は今ではなくてちょっと

過去ではあるのですが、その時点に一応さかのぼって確認

してはみたのですけれども、それでもかなり古い、例えば

Firefox 3.5、3.6 などというのはすごく古いバージョンでし

て、セキュリティ上問題がある。現時点ではバージョン９にな

っているのですけれども、そういうことを考えますと、ソフトウ

ェアとかハードウェアの進歩は速いですので、調達時点で

最新のものとか、そういう表現にするのも手かなと思いまし

たので、御検討いただければと思います。 

はい。 

予定価格調書のところなのですけれども、単価の真ん中

くらいにシステム運用技術者１と２という方がいらっしゃっ

て、77万 2,000円、それから、60万 8,000円という月額単

価は省の統一単価で設定されているのですか。どういう単

価でこれは書かれているのでしょうか。 

92 ページをごらんいただきたいのですけれども、こちらの

方で業務内容に合わせて「（４）技術者料金」、東京において

77.2万円、60.8万円というここの数字を使わせていただいて

おります。 

 

これはどういう情報なのですか。 

 

「積算資料」の 2011 年６月号を基に数字を拾っておりま

す。 

この 92 ページのデータは厚労省のデータなのですか。

これは市場価格なのですか。 

 

厚労省のデータではないです。どこがどのような形で調査

したのかというのが別のページに載っているようでして、ちょ

っと確認できません。 

私が説明者に代わって説明することはないのですけれど

も、財団法人の経済調査会というところが、いろいろな積算

をするときに、こういう人を雇うと人月幾らです、というものを

月刊号で出していて、それの 2011 年６月号の当該ページ

だということですね。 

ありがとうございました。 

 

前の案件とか、いろいろお話を伺いますと、厚労省の統 厚労省の単価というのが、一応予算要求のときに使ってい



一単価を使用しているというようなコメントもございまして、こ

の案件についてはどのような単価を使っていらっしゃるの

か。 

る単価があるということ自体は知っているのですけれども、こ

ちらの方でその情報を確認するところにまで思いが至ってい

なかったという。 

わざわざ市場価格を調査されてお使いになっているとい

う意味ですね。 

 

こちらで調査しているわけではなくて、あくまでうちの方で

年間契約で毎月購入している資料の中に載っているもので

すから、そちらを採用させていただいたところです。 

これは市場価格で見積もり、予定価格を算出されるのが

一番いいのかもしれませんけれども、その辺のやり方の統

一性は余りないのですか。予定価格を適正に見積もるとい

う観点から。 

こういったネットワークシステムの場合とか、いろいろな情

報システムがありますけれども、こういったものはそんなに数

があるわけではないので、統一性という観点で見るのはちょ

っと難しいのかなと思います。 

特に統一単価を使わなければいけないということではな

いわけですね。 

そちらの方は所管のところに確認しながら、統一的なもの

を使えばいいということで御指導いただければ、そちらの方

に切りかえて、そちらの方式をとっていく形で考えていこうと

思います。 

市場価格で予定価格を積算されるのが本当は一番いい

方法なのでしょうけれども、その辺のやり方の統一性が尐し

ないのかなという気がいたします。 

その辺を調査していただけるとよろしいかと思います。 

 

（分科会長の意見） 

資料10については仕様の決め方にいろいろ問題があり

そうなので、今後いろいろ工夫していただいて効率化、いた

ずらに競争を阻害するようなものにならないようにしていた

だきたいです。 

 

 

 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） 

 

 


