
平成２３年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２４年３月２１日（水） 厚生労働省専用第１４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１０月１日～平成２３年１２月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名：海外感染症情報（FORTH）システムに係る機器等賃貸借及び保守等一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ，Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札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：成田空港検疫所  

契約相手方：株式会社ブロードテック  

予定価格 ：59,494,215円 

契約金額 ：35,805,000円 

落札率  ：60.18％ 

契約締結日：平成23年11月10日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を実施したところ、２者忚札し、最も低い入札金額を提示した株式会

社ブロードテックが落札した。落札率は 60.18％。 

意見・質問 回   答 

まず、予定価格調査の方でアイグローバルさんというと

ころから定価証明をもらいまして、システムエンジニア等

の１日の給料の単価を拾って、そこで予定価格をつくられ

ていらっしゃるのですけれども、システムエンジニアさん

の単価をアイグローバルさんは４万円と出しているのです

が、実際に予定価格調書の中で採用した単価につきまして

は３万 6,296 円となっているのです。その３万 6,296 円の

根拠についてはどういうものになっているのでしょうか。 

こちらにつきましては 2011 年６月の「積算資料」のシス

テムエンジニアの技術者料金表を参考に、こちらの料金表が

安価であったので、こちらの料金で積算をして予定価格とし

たところです。 

尐し細かいお話で恐縮ですが、22 ページの予定価格内訳

の四角の表の中で予定価格が上段にあり、真ん中に本体価

格がありますが、足していくと予定価格欄の合計（①＋②

＋③）があっていませんが、これはどれが正しいのですか。 

また、予定価格内訳の本体価格には予定価格を 1.05で割

ったものが来ないといけないということですか。 

はい。 

ということは、この資料の数字はちょっとミスがあると

いう理解でよろしいですか。 

はい。 

あと 25ページの予定価格調書の中で、一番右下のところ

にリース料率 2.4％という数字が出ているのですが、これ

は金利を含めた、その他の経費、いろいろな維持費を含め

たものという、一般的なリース料の中にあるリース料率と

いうことでよろしいのですか。 

そうです。 



その左側に 2,103 万 7,658 という賃貸借料の合計金額が

ございますが、それにリース料率 50か月分を加えますと、

2,524 万 5,150 円となるという資料でございますね。そう

するとこの差額をとったときに約 420 万という数字が出て

きて、これがリース料率 2.4％の金利分だという理解でい

いですか。 

はい。 

ちょっと電卓を打ちますと、リース料の金利が概算で約

100 万円くらいにしかならないのです。開きが 300 万くら

いあるのです。これはお気づきでしたか。 

いや、気づいていません。 

もしリース料率が 2.4％という計算でいきますと、2,100

万の本体価格に約 100 万で 2,200 万くらいの調達価格にな

るのですけれども、そこはどうですか。 

済みません、気がついていなかったです。 

これは年率で 2.4％で、50か月だと。 

約 60か月、５年で考えますと、ざっくり計算すると 2,100

万に 0.024 を掛けて、それの５年分とすると 250 万です。

それの約２分の１はだんだん減ってきますから、面積が半

分になりますので、約２分の１の計算になるのです。そう

すると大体 100 万くらいにしかならないのです。それは後

で検証していただけますか。 

はい。 

まず、基本的なことなのですけれども、これは情報シス

テムということで、設置するリアルな場所はどちらになり

ますでしょう。 

東京都内になっておりまして、具体的な場所については、

このシステム上、インターネットデータセンターに置くこと

になっていますので、そちらの場所が東京都になります。資

料はお手持ちの資料の契約書、37ページになりますが、「第

６条 機器の設置場所は次のとおりとする」ということで、

実際の設置場所については東京都品川区東品川２－１－７

になります。こちらにつきましては先ほど申し上げたとお

り、インターネットデータセンターに置くことになっていま

すので、私どもの契約相手、株式会社ブロードテックさんの

機器の置き場所であるデータセンターがこちらの場所とい

うことになります。 

それでは、調達の段階では忚札者はそれを自分で考えて

置けということですか。 

はい。 

ということは、例えば通し番号の８ページに「電源供給

及び空調管理等ハウジング」と書かれているのですけれど

も、こういうことができるところに設置しなさいという意

図で書かれたということで、こういう空調機器をリースし

たいという話ではないですね。 

そうではありません。このシステム機器一式、保守も含ん

でおりますので、機器の運用に当たり電源と 24 時間空調設

備の整った場所で、かつ入退館管理が行われるものとして場

所の方をお願いしますということのハウジングですので、も

し落札業者が自社で持っているものがあればそちらの方で

も構わないですし、ハウジングでも構わないという形で仕様

書の方にはこういった書きぶりにさせていただきました。 

そうですと稼働環境ということになるのではないかなと

思うのです。ここでは要求仕様の中で空調ですとか電源に

関して出てくるのですけれども、はっきり言ってしまえば、

ちゃんと動けばいいという環境を提供しろということでし

ょうから、そういう意味では稼働環境の制限ということで、

例えばですけれども５ページに列挙されている「稼働環境

及びデータ容量等」のような感じでまとめられたり、別添

資料にされる方がいいのかなという気がしました。本質的

にはわかりませんが、算定の際に業者がこういうものも必

要なのかなと思って、ちょっと高く持ってこられてもしか

たがないと思いますので、御検討ください。 

了解いたしました。ありがとうございます。 

あと次の９ページなのですけれども、専用フリーダイア

ルを開設しなさいということになっているのですが、これ

はどうしてなのでしょうか。 

こちらにつきましては、このシステム上、ウェブサーバと

メールサーバで動いているシステムになっておりまして、私

ども検疫所の職員は全国で 900人余いるのですけれども、そ

の者のメールのアカウントの関係のものも今回の仕様で一



緒に動作を行っていただく関係で、人事異動で私どもは全国

転勤になるものですから、４月１日の異動のときにメールの

関係の設定とか新規採用者、もしくは本省とかに出向して検

疫所に戻ってきたときにメールアドレス等が変わるので、い

ままで毎年問い合わせが非常に増大することがありました

ので、一忚こちらの方は専用フリーダイアルとしました。前

回の業者、今回のケースとはまた別ですが、やはりどうして

も４月はなかなかつながらないということがありまして、窓

口の一本化という意味でもそちらの業者さん一本化になっ

てしまうので、そういったことも踏まえて４月に限ってなの

ですが、フリーダイアルを２本引いてくださいという形にさ

せていただきました。その他の月 11 か月については通常ど

おり１本ということで問い合わせの方を対忚していただく

という形で仕様の方に盛り込ませていただきました。 

ただ、一般的にはそういうヘルプデスク的なものをつく

るのにフリーダイアルというのはちょっと大盤振る舞いな

のではないかと思うのです。つまりアドバイスをくれとか

助けてほしいというヘルプデスクの業務はこの料金に込み

として発注をかけるのはよくあると思いますが、その際の

電話代くらいはユーザー持ちというのが普通なのではない

かと思います。フリーダイアルにすると当然その経費がか

かってくるわけですので、ここはややぜいたくな仕様にな

り過ぎではないかという気がいたしました。 

あと御指摘のとおり、４月は人事異動ということでたく

さんのトラブルが起きやすいことは納得するのですが、し

かし一方で、全国一律でこのシステムを組んでいるからこ

そ、どこへ行っても同じ操作環境が提供できているはずで

すね。ですから、４月で異動しても本来は同じものを使っ

ているはずなのではないかと思うのです。 

システム上、動いているのではなくて、実際のメールの設

定のことになるので、全国にいる職員が通常のパソコンの設

定方法を知っているといいのですが、900 人いて、設定自体

がわからない、どこに電話していいかわからないというのも

毎年お話を聞いていたので、もともと業者さんの方に問い合

わせたら答えてはくれるのですけれども、今回専用の方を設

けたらどうかということで、今回こういう形にさせていただ

いたところです。 

ただ、メールも今回まとめて調達されていますね。です

から、メールの環境もどこへ行っても同じ環境になるので

はないのですか。設定の仕方でも、例えば小樽の検疫所で

設定したやり方と同じ方法で東京、成田でもできますよと

いうことになるのではないですか。 

できます。できるのですけれども、それぞれ各所が持って

いるパソコンのバージョンが違うもので、皆さん Outlook 

Express はもう多分古いので一般的には余り使っていないと

思うのですが、実情として古いソフトを使っているところも

多々ありまして、今回この調達をするに当たってメールのソ

フトを３種類設定させていただいています。 

クライアントを３種類ということですか。 そうです。通常の Windows live mail、Outlook、それとは

別にフリーのソフトで Mozilla Thunderbird、その３種に限

定させていただいたのですけれども、一忚それにのっとっ

て、基本の導入マニュアル等を作成して配布はしているので

すが、実際登録していただくのは職員さんで、先ほどおっし

ゃられたとおり、どこでやっても一緒なのですけれども、そ

れの設定自体がわからない者がどうしても各所の担当者の

方に聞いてくるのです。そこで完結すればいいのですけれど

も、教える担当者もやはり IT が不得手な者とかがいまして、

そこで業者の方に問い合わせが行くという形が多くて、共

通、並びで同じソフトを持っていればいいのですが、先ほど

申し上げたとおり、各所 PC のバージョンが全然違うもので

すし、また我々900 人いて、成田もそうなのですけれども、

１人１台パソコンというのがなかなかなくて、１台の PC で

何人かのユーザーを登録するというケースもございまして、

なかなか並びが合わせられないというのが正直なところで

す。 

念のため伺うと、そのメールはインターネットのメール

として外にも出せる、受けられるものですか。 

はい。 



今までもきっとメールの設定だ何だで御苦労されたのだ

ろうと拝察するのですけれども、そうであればそれこそ最

近一般化したウェブメールのようにユーザーサイドで何も

設定しない、要するにウェブ画面でメールを読み書きする、

そういう方が簡単で安かったのではないかという気がする

のです。 

ウェブメールの方も検討をしまして、今回この調達を盛り

込む際にウェブメールも使っていたのですけれども、業者の

方に聞いたりして、年間使用料といいますか、ライセンス料

ですか、私どもが調べたものが desknet's だったのですが、

そこのユーザー数を勘案するとお金がかかるというのが実

際ありまして、それだったらそれぞれパソコンを持っている

のであれば、先ほど申し上げたように Windows live mail な

り Outlook が標準装備されているものですから、だったらそ

の分いわゆるサポートの部分にお金を割くことができても、

使用に当たってのウェブメールの使用料というお金までは

出せないということ、あとウェブメールだとどこでも開けて

しまうという危険性もあって、いろいろなことを検討した結

果、ウェブメールの方は今回は使用なしということにさせて

いただきました。 

ちょっと意地悪な言い方かもしれないのですけれども、

普通のインターネットのメールであればどう頑張っても外

からアクセスできると思うので、ウェブメールだと外から

できてしまうというのはいま一つ納得のいく理由ではない

のです。ウェブメールであろうと何であろうと、例えばで

すけれども、省内の IPアドレスからしかアクセスできない

というふうにすれば技術的には全く問題なくというか、普

通のパソコンのメールクライアントと同じようにアクセス

をもっと制限することはできますし、あと例えばですが、

出張がある職場かどうかわからないですけれども、出張で

すとか、あるいは配置転換で自分の使っていたパソコンを

持っていったときに、そのノートパソコンがよく新聞をに

ぎわすパターンですが、飛行機とか電車に置き忘れていっ

てしまったといって、そこにメールのデータがたまってい

たという方がよほど大きい問題になると思うのです。そう

いうこともあって企業はこぞって今、ウェブメールに移行

して、パソコンの中にはメールのデータを残すなとしてい

るのが実態ですから、何となく今、伺った御説明では腑に

落ちないというのが正直なところです。 

というのは、その業者の説明が丁寧だったのかわからな

いですけれども、例えば私の勤める大学なども２万人規模

で動かしているのですが、しがない私立大学でも払える程

度のライセンス料なので、そんなに高いものしかないとい

うのも納得がいかないのです。だから今回はもう既に購買

が終わったものですので、替えてくださいとも言いようが

ないとは思うのですが、しかし今後インターネット関連の

サービスなどを利用される場合は、今までのやり方を維持

しない方がかえって簡単になることもあるので、例えば技

術説明会みたいなものを先に尐し綿密にやっていただい

て、より安全で安いものを探してみる方がよろしいのでは

ないかと思うので、御検討ください。 

わかりました。 

あと 11ページ近辺と言うべきなのですが、メールサーバ

関連のアカウント関連で、電話ですとかメールで対忚しま

す、受付しますと書いてあるのですが、これは一般的には

危険な方法の１つということで、例えばオレオレ詐欺状態

で電話をかけて、どこどこ課長ですけれどもメールのパス

ワードを忘れたから教えてくれと言ったら、はいはいと言

って作業されてしまっては困るわけです。あるいはメール

の偽造は簡単ですから、それこそ大学生が趣味でやってし

まうようなくらい、趣味と言ってはいけないでしょうけれ

 具体的に先ほど御提案いただきました形は、いわゆる書類

で郵送してという形ですか。 



ども、ふざけてやってしまえるくらい簡単なことなので、

電話やメールで対忚させるというのはアカウントに関して

は変で、ここはむしろ古風に上長の判子をもらって、書類

でお願いして１週間後に対忚とか、そのくらい慎重になる

べきなのではないのかなという気がするのです。 

そういうこともあって、てんこ盛りのフリーダイアルを

用意し、古風なメールシステムを使って、しかも電話でア

カウント管理を行うというのが全体として私としては安全

性が低く、価格が高くついているというふうに見えたとい

うのがまとめと疑問なのです。 

ですので、その辺りは何か御説明があればお伺いしたい

です。 

プロポーザルは私の仕事ではないですので、そういうも

のが普通ではないかということです。簡単過ぎますね。電

子メールで何か最近調子が悪いからパスワードを変えてく

れと言うですとか、電話でだれだれ君のパソコンが動かな

くなったからアカウントを直してくれと言って、はいと言

ってやられてしまうと、例えば出入りの業者さんが悪意を

持った人が紛れ込んでいたときに、この人の ID はこれだな

とちらっと見て、ID何々の何々ですが、パスワードを変え

てほしいと電話で入れられてしまったら、内部の電話だっ

たら、それこそ電話番号でも検疫所の電話番号だから多分

間違いないだろうと受託者が思っても責められないです。

ですから、そういったところの手続に甘さを感じたという

ことなのです。次回以降ちょっと御検討ください。 

最後なのですけれども、予定価格よりも実際の支払い額

はすごく低くて、60％くらいの落札率だということなので

すが、全項目どれもこれも 60％くらいということで安く上

がっています。しかし、賃借が安く上がるのはいいと思う

のです。 

47 ページのところに支払内訳書がありますが、移行と保

守はすごく慎重になるべきところだと思うのです。特に移

行が丁寧になされていれば、４月のトラブルは未然に防げ

るというのはあると思うのです。大学の例で恐縮ですけれ

ども、例えば大学であれば４月１日に新入生を 5,000 人ど

んと受け入れて、その日から動かなければだめなのですが、

それができるのが現代の技術ですから、そういう意味では

ここで値切られてしまったのであれば、それはちょっとま

ずかったなと思うのです。是非次回以降は移行はどういう

ふうにやるつもりなのか、何人月用意してあるのかを精査

していただきたいなと思います。60％で済むというのは行

き過ぎ、先ほどの「積算資料」の金額からしても、業者の

提示したものは低過ぎではないのかなという気がいたしま

す。 

保守についても同じような印象を持ちました。特に私が

問題とするのは移行だと思います。４月のトラブルを前提

にすると、移行が問題だと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

仕様の確定に何か問題がありそうではありますね。次回

以降の仕様の確定には十分留意をしていただいてというこ

とになりそうですね。でも、そちらだけではないですね。

全省挙げての話になってしまいますね。 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：市区町村情報提供システムハードウェア等保守業務 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、１者応札であり、再委託案件。  

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  ：25,969,146円 

契約金額  ：23,446,489円 

落札率   ：90.29％ 

契約締結日：平成23年12月6日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を実施したところ、１者忚札し、株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タが落札した。落札率 90.29％ 

意見・質問 回   答 

去年、一昨年度も同じ業者さんが同じことをやっている

のですか。 

はい。 

その価格はどういうふうになっていたのでしょうか。 資料の 61 ページになりますが、下の方に前回の調達状況

がありまして、平成 22 年 10 月～23 年 12 月の間で 2,300 万

9,000 円で契約をしています。 

今回の予定価格の積算は何ページでしたか。29 ページで

すか。前年度価格を参考にするよりは、こういう JECC 単価

表を用いて積算したということになるのですか。 

今回の予定価格を算定するに当たりましては、前回の実績

を参考にはしていません。あくまでも日本電子計算機株式会

社が発行するサービス商品価格表に基づきまして算定をし

ております。ただし、これは SE の単価を参考にしておりま

して、SEの単価に乗じます人月、工数につきましては、実績

を反映させて積算しています。 

再委託の体制も前年度と同じですか。 

 

ほぼ同様と聞いています。 

いずれにしても前年度やっていた、あるいは前々年度も

やっていた業者が恐らく１者入札になるのはほぼ見えてい

るような状況の中で、しかし競争入札ということなのでや

ってみようということだったのでしょうか。 

この保守業務なのですけれども、やはりそもそも 19年に

システムの構築と保守業務を一体として複数年度契約で締

結をしていたのですが、その後、その機械を延長して使うこ

とになりましたので、保守業務のみの調達が必要になってし

まいました。そういう経過からして、どうしても保守業務は

導入業者が行うのが一般的であると言われておりますので、

１者になる可能性はあったのですけれども、あくまでも入札

でやるということで今回も入札でやらせていただきました。 

今の予定価格の算定についてなのですけれども、SEの単

価につきまして、JECCの単価表に基づいて予定価格をつく

られていると思うのですが、この単価表の信頼性なのです

けれども、先ほどの別の案件では SEの単価が時間当たり約

4,500 円だったのです。それから見ますと非常に開きがあ

って、必ずしも JECC の単価が今の経済実態を反映したもの

かというのは非常に疑問があるのですが、その辺につきま

してはいかがでしょうか。 

今、いわゆる年金業務をやっております社会保険オンライ

ンシステムにつきましてはシステムの複雑性等を考えあわ

せて鑑みて、従来から日本電子計算機株式会社の単価を用い

ているのですけれども、ほかに参考にできるような単価表が

あれば使いたいとは思っていました。しかしながら、現在、

我々が確認できる中ではこういう複数者の単価が載ってい

るものがこういうものしかなくて、こういうものを参考にし

ているというのが現状です。 

先ほども申しましたけれども、非常に単価の開きがあり

過ぎて、どういう単価が一番信頼できるのかがなかなか把

握しにくい状況なのですが、その辺の単価につきまして、

こういう仕事のグレードでしたらこれくらいの単価という

ような形で尐しいろいろな調査をされるのも１つの手かな

と思いますが、いかがでしょうか。 

御指摘のとおり、当然予定価格はなるべく市場価格を反映

させるのが基本になっておりますので、済みません、繰り返

しになりますけれども、今の段階では我々が把握している中

ではこういうものしかないのですが、今後、何か更に市場価

格を反映できるようなものがあれば積極的に調査してやっ

ていきたいとは思います。 

先ほどの案件で「積算資料」というものがありまして、

その中にも単価表があるのですが、ごらんになったことは

ありますか。 

あります。あるのですけれども、「積算資料」の単価がま

た開きがあり過ぎて、恐らくすごく小さな業者から大きな業

者までの平均をとっているのだと思うのですが、何しろなか

なか社会保険オンラインシステムというもの自体を考える

と、一概にそれを使うのが正しいのかどうかというところも

ありますので、「積算資料」は承知しているのですけれども、

それを使うというところまではまだ至っておりません。 



あと再委託のところで、43ページに再委託先として株式

会社 NTT データ・アイに 480 万、富士通に 830 万というよ

うに再委託をするとなっていますが、その下の富士通さん

とか 44ページのマネージメントサービスにつきましては、

価格が入っていないのですけれども、これは再委託先では

ないという意味ですか、それとも再委託先ではあるけれど

も価格を入れていないという意味ですか。 

基本的に再々委託先になっておりまして、官房会計課長通

知に基づいて再委託の申請をしていただいているのですけ

れども、その通知上、再委託先までが契約金額を表示すると

いう義務づけをしておりまして、再々委託先につきましては

業者名と再委託する業務内容のみの提示になっております

ので、それに沿った形で申請をしていただいています。 

これまで委託につきまして契約関係の開示が非常に難し

いということで、数字を載せられないケースがエヌ・ティ・

ティ・データさんは多かったと思うのですが、今回はこれ

が了解されたということなのですけれども、これはどうい

う理由なのですか。 

もともとこれは入札ということで対忚しているものです

から、あらかじめエヌ・ティ・ティ・データなり再委託先を

きちんと提示しなさいとされているものですから今回こう

いう形で出てきたのですけれども、おっしゃられているのは

これまで随意契約の関係で再委託先の金額が出てこないと

いうところがありますが、これは引き続き今、交渉しており

まして、入札ができたから再委託ができるというわけではな

くて、そこは引き続き交渉して何とか対忚できたらいいなと

考えております。今後も契約金額等をうちに出してもらうよ

うには努力する所存でございます。 

今回は再々委託先が随分と多いですが、これは調達の際

に調達範囲が広過ぎたということではないのでしょうか。

これを全部やるのであればエヌ・ティ・ティ・データくら

いしか手を挙げようがないということにならざるを得ない

でしょうか。 

今回の案件なのですけれども、先ほども経緯の話があった

のですが、もともと平成 14 年度に導入した際はエヌ・ティ・

ティ・データとの利用契約で対忚していたものを、平成 19

年度にこの分だけ切り出して一般競争入札をした。それを 23

年度には新たな刷新システムが用意されていましたので、そ

れまでの間はハードと保守と一体的に入札でやろうとして

いたのですけれども、刷新の方が延期した関係上、保守だけ

を延長してきた経緯がありまして、エヌ・ティ・ティ・デー

タはそれまで、平成 14 年度当時はもう利用契約でそれこそ

再委託先とか相手も決めてやっていたところがありますの

で、その名残で今回ハードの保守と、それら支援業務という

ことで複数の会社が再々委託になってきているのではない

かと分析をしています。 

いずれにしても、総合的なプロジェクトの管理全体のマネ

ジメントはエヌ・ティ・ティ・データがやっておりますし、

データ・アイは子会社ですし、富士通はもともとエヌ・ティ・

ティ・データの関連会社ということで、ハード導入について

はほとんど富士通でやられているという関係もありますの

で、富士通の中で更に再々委託先が、やる業務単位で分かれ

ているというような流れになってきているということでご

ざいます。 

ただ、これらの業務については冒頭言いましたように、今、

日本年金機構で調達していますねんきんネットがございま

す。ねんきんネットについても市町村へ情報提供する仕組み

がありますので、それとこの市町村のものを統合する予定を

24 年度以降進めていこうとしておりますので、そういう中で

これらのものを見直していくと考えているところでござい

ます。 

ただ、運よくとは言い切れないでしょうけれども、ハー

ドウェアの更新ですとかシステムの更新なしで、要するに

ほかのものは変わらずに保守の契約が切れたから保守だけ

調達したという状況であれば、動いているシステムが手元

にあるということですから、トラブルはほとんど起きない

と考えていい、あるいはトラブルが起きたとしても、しょ

っちゅう今まで起きてきたことで対忚の仕方は蓄積されて

いるものだと思うのです。だとしたら全部まとめてエヌ・

ティ・ティ・データのような巨大企業に見てもらわないと

ちょっと１つだけ、私どももそういうばらばらにうまく切

り離せるということを念頭に置いてこれまでやっておりま

して、現在、ハード保守と運用管理業務とアプリケーション

の保守と大きく３つ分かれておりますけれども、運用管理業

者は別に日本年金機構で委託をしておりますし、アプリケー

ション保守もまた別に委託をしています。今回はハードウェ

アの保守の中でいろいろ区分をしろというような御指摘で

ございますけれども、ハードウェアの保守についても実際に

入札参加業者にも何で忚札しないんだと聞いたことがあり



不安でしようがないということはないのではないかと思う

のです。 

例えば通し番号でいうと５ページのところに調達の範囲

がハードウェア保守、技術サポート、ソフトウェアサポー

トと①～⑥まで出ているわけなのですけれども、これを１

個１個ばらばらに調達することも可能だと思うのです。ハ

ードウェアの保守といっても、今まで動いているものをや

り続けるわけですし、特殊なソフトウェアがあるとも特に

書かれていませんし、問い合わせ対忚に関していえばコー

ルセンターも専門業者もいろいろあるわけです。これをも

し仮に６個全部ばらばらに調達していれば、手間がかかる

のは事実かもしれませんけれども、孫請け先くらいの規模

の小さな会社が手を挙げてきた可能性はあると思うので

す。孫請けの会社そのものが手を挙げたかもしれませんし、

孫請けの会社と同程度の規模の別の会社も手を挙げた可能

性があると思うのです。そうなれば１者入札というような

状況にもならなかったかもしれません。 

先ほどおっしゃったように、業務あるいは技術範囲によ

って子会社が分かれているということであれば、なおのこ

と一括して出す理由がないと思うのです。１つの本当に渾

然一体となったプロジェクトなのだけれども、それこそロ

ケットをつくるというような感じで渾然一体となって進む

必要があるのだというなら、大口で１つで発注を出すのは

自然だと思いますけれども、今回のように動いていて、し

かも仕事の切り分けがきちんとでき上がっていて、恐らく

孫請け会社たちは一つひとつばらばらな仕事をする、私は

コールセンター、私はソフトウェア保守、私はハードウェ

ア保守、そういうふうになることが目に見えているような

発注の場合は、やはり全部ばらばらにして発注をする方が

より参入しやすくなるのではないかと思うので、その点は

次回以降御検討いただきたいと思います。 

まして、そのときにはやはりハードウェアの保守は、よくパ

ソコンなどをいろいろなところで買うときに、販売者の方で

全部保証書をつくっておりまして、基本的には販売者の責任

によるものが多いから、ハードの保守は販売者責任だからな

かなか手を挙げられないのだというような声が事実多いと

いうことでございます。 

例えばソフトウェアのサポートだけやるとか保守のみや

りますというようなことだと、非常にリスクが多いから余り

うまみがないし、今回みたいな安定稼働しているものについ

てはなおさらうまみがないから入ってこられないのだとい

うような意見もあったということでございます。 

そういうヒアリングを行っているのですか。 前回１者で今回また１者ですので、やはり何で忚札できな

いかというのをヒアリングしたという経緯がございます。 

そうするとかなり意地悪な言い方をすると、日本では製

造物責任は全く問えないということになりますね。売った

人が責任をとるものだ、つくった人ではないのですという

のがまかり通るとは正直なところ思えないです。 

そこが例えば本当にパソコン１つ購入しても、販売者の方

が保証書をつけて、当然メーカーの責任になりますけれど

も、やはり販売者経由で再委託ではないですけれども、メー

カーの方に連絡、やってくださいとか、メーカーへのサポー

ト費用は販売者が全部払っているとか、そういう体系になっ

てしまっているのが現実でございまして、パソコンなどとは

レベルが違うかもしれませんが、こういったハードの関係に

ついてもまさに同様な形で、営業者を通してメーカーの方に

行くとか、そういう形になってしまっているのが事実のよう

です。 

確かに家電などを買いますと販売者のスタンプが保証書

についていて、ないと無効ですと言われたりするわけです

が、あれははっきり言ってしまえば盗まれたものではない

とか正しいルートでない、つまり正規の取引、小売店では

ないところから買ったものではないんだなということの担

保のためのスタンプなので、結局は保証書を付けてやれば、

製造者に直送しても直すはずです。それは民生品ですらそ

うですし、民生品でないものについてはますますフレキシ

ブルに対忚するはずですので、ヒアリングで答えた方は誠

意を持った回答をしていないような気がせざるを得ないの

で、より裏側をえぐり出していただければと思います。 

引き続きそこら辺の部分は検討させていただきます。 



恐らく先ほどのうまみのない仕事というのはないと思う

のです。というのは、小さなソフトハウスのほとんどの仕

事は、大手がつくったものをちょこちょこと細工といいま

すか、工夫して使いやすくするとか動かないよというとき

にコールセンター代わりになるというようなところが多い

ですので、もしそういう仕事がうまみがないといって忌避

する企業ばかりだったら、小さなソフトハウスは日本には

ほとんどなくなっていたと思うのですけれども、現実には

ありますので、今後もヒアリングを是非とも徹底してみて

ください。よろしくお願いします。 

 わかりました。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システム（仮称）の開発等業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ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 ：日本電気株式会社 

予定価格  ：88,885,912円 

契約金額  ：14,007,000円 

落札率   ：15.76％ 

契約締結日 ：平成 23年 10月 26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者が忚札し、最も低い金額で入札した日本電気株

式会社が、低入札価格調査を経て落札者に決定した。 

意見・質問 回   答 

今、おっしゃったように落札率が 15％くらいで、非常に

落札率が低かったわけですけれども、予定価格調書が 56 ペ

ージに１ページだけなのですが、これだけなのですか。 

こちらだけです。 

まず非常にラフな予定価格調書かなという気がいたしま

すのと、56 ページの予定価格調書の中に（２）でハードウ

ェア使用料という予定価格が入っておりまして、１月当た

り 80 万で、5.5 か月お借りして 440 万となっているので、

これはハードウェアを賃借する予定の事業ということでよ

ろしいですか。 

こちらは開発中にテストですとか、そういったできた機能

から順々にテストしてということを考えましたので、そのテ

ストに必要なハード機器をそろえる必要があると考えまし

て、この積算にしたところでございます。 

そうすると実際に使うハードウェアは別にあるというこ

となのですか。 

実際のハードウェアは別でございます。 

それはどなたが所有しているのですか。 

 

本番機はもう国のものとして購入したところでございま

す。 

これとは別の調達で購入されたのですか。 

 

そうです。 

それはいつごろ調達されているのですか。 

 

12 月です。 

それはどれくらいの規模の調達になるのですか。 

 

申し訳ございません、今、手元に資料がないもので、後ほ

どお答えしたいと思います。 

では、これとワンセットということなのですか。 

 

セットというわけではありませんが、別々に調達はしてお

ります。ただ、目的は同じです。 

先ほど申し上げたとおり、予定価格のところにハードウ

ェアの使用料があるのですが、実際に日本電気さんが落札

をされて、入札価格の積算根拠ということで 75ページの方

に書いてありますが、この中には全くハードウェアに関す

る記載がないのですが、それはどのように考えればよろし

いのですか。 

ハードウェアの関係なのですが、一忚確認しましたところ、

手持ちの機械を使ってやりますということであったので、今

回の経費の方に計上していなくても問題はないと判断したと

考えています。 

NECさんの手持ちということですか。 はい。 



それを使ってテストをするという意味ですか。 

 

そのとおりです。 

その辺の内容についてなのですが、それが重要な事項か

どうかということもありますが、NEC さんのハードウェア

を使って開発をするということですね。そうするとそのこ

とはかなり重要性があるかなと私は思うのですが、契約書

に記載すべき必要があるかどうかなのですけれども、いか

がですか。ただで使って開発をしてもらうということです

ね。どうですか、余り必要ないですか。予定価格調書の中

ではちゃんと使用料は 440 万の予算をとって予定をしてい

たのですが、実際に NEC さんの方はただでいいと変わって

いるわけですね。落札率が 15％の理由の１つだとは思うの

ですが、その辺の業務の仕組みにつきまして契約書に記載

しなくてよいかどうか。 

契約書に記載するかどうかについて、申し訳ございません、

そこまで吟味はしていないのですが、ただ低入札の調査の中

で実際にそれが担保できるような会社でもございましたの

で、あえてそこまでは今回の契約については記載してはおり

ません。 

契約書に記載する必要があるかということについては、

必ず記載すべきとまでは私も言えないのですが、でも何ら

かの形で約束事なので契約書の中に簡単に触れておくのも

１つのやり方かなとも思います。 

あと 75ページの低入札の積算根拠の回答書の中で、基本

設計、詳細設計は別の業者さんに委託するということにな

っていて、項目１番のプロジェクト管理につきまして、NEC

さんがやることになっているのですが、基本設計、詳細設

計について再委託していいかどうかという疑問があるので

すが、この辺はどういうふうにお考えになっていらっしゃ

いますか。プロジェクト管理をされているのだから問題な

いというお考えですか。 

システムの関係ですとやはりどうしても、前、同じ会社だ

ったけれども、子会社というか、別の会社になっていること

もままあるので、品質の担保とか、そういったところをしっ

かりとやっていただけるのであれば、再委託という形になっ

ていてもそれほど問題視はしてはいないというのが現状で

す。 

多尐違和感はありますけれども、プロジェクト管理を NEC

本体の場合やられているということであれば、だめですよ

とまでは申し上げられないと思っております。 

まず調達の内容なのですけれども、最初のタイトルは「開

発等業務一式」になっているのですが、その後の調達概要

書の３の（３）では「開発業務」となっています。その後、

実際に細かいところを見ると、実際にはデータ入力ですと

か、その他開発だけとは限らない感じを受けたのですけれ

ども、確認として、これはソフトウェアシステムの開発の

調達ではなくて、データの入力等も含めた調達だと思って

いいのでしょうか。 

そのとおりです。 

調達仕様の中でややあいまいな感じを受けたのは、例え

ば通し番号 13ページの箇条書きが終わった後の段落で「取

込み元の各種データは」で始まる行の最後の「イメージ＋

αを想定する」という「＋α」はやはりちょっとあいまい

ですし、請け負う側としては尐しリスクヘッジしたくなる

ような表現だと思うのです。「＋α」とは何なのか、どの

程度大変なものなのかというのは口頭か何かで説明はされ

ているのでしょうか。 

一忚説明会の場におきまして、こういうイメージのデータ

を入れるのですが、それが電子媒体のみでなく、ほとんど紙

のものを入れていただくことになるという内容を御説明し

て、ほかにも説明会に来なかった業者にも情報提供を差し上

げたりといった手は講じました。 

そういった形で「＋α」については説明したのですか。 この場でどうしても確定的なことが申し上げられなかった

ので、仕様でも書き切れなかったということで口頭での補足

説明をしました。 

ほぼ同じような話なのですが、次の 14 ページでは「ア 利

用者の規模」のところで「今後変動することがある」と最

後の行にするっと１行入っているのですけれども、やはり

これも請け負う側としてはちょっと危機感を持つところで

はないかと思うのです。約何名増加する可能性があるです

とか、そういった形の示し方をする必要がないくらいの変

結果的なものですけれども、一忚クライアント数としては

100 くらいに落ち着いたのですが、このときもまだどれだけ

ユーザーとして想定し得るかというのがどうしても確定でき

なかったものですので、このような記載にさせていただきま

した。 



動なのでしょうか。14ページの下から６行目のところです。 

今、クライアント 100 とおっしゃったのは、クライアン

トの台数が 100 ですか。 

そうです。 

では、ほぼ倍ですね。 そういったことがございましたので、この場で実際どれだ

けにするかというのがにわかに決められなかったもので、一

忚このとき想定した数をとりあえず載せたということです。 

ハードなお仕事でしょうから、どうしても後になって増

えるのはわかるのですけれども、１台が２台という２倍で

はなくて、47 台足す４台足す１台が 100台になるとちょっ

と増え過ぎといいますか、見通しがやや低過ぎたかなとい

うのが感想です。 

ただ、今回はそれにもかかわらず、つまり今までのリス

クヘッジしたくなるようなあいまいさを残した仕様である

にもかかわらず低入札だったということで二重のドラマが

あるわけなのですけれども、それを見ると結局全部事実上、

人件費の見積もり方そのものの差だと思うのです。 

私の方で足し算を地道にやってみたのですけれども、低

入調査の後についている内訳と 56 ページにあります予定

価格の積算根拠の内訳とを見比べてみますと、恐らく 56 ペ

ージの方の表現でいうところの事前準備作業と基本設計が

低入調査でいうところの上から２～３行に相当するところ

で、多分 455 万円くらいなのだと思うのです。そうだとす

ると事前準備と基本設計が 50万と 350万で合わせて 400万

ですからほぼ違いはない。 

そういう感じで突き合せをしてみますと、詳細設計のと

ころに相当する見積もりが落札者は 108 万円と言っている

のですけれども、こちら側といいますか、予定価格を積算

していただいた方では 600 万円と出していまして、まずこ

こで大きい乖離があります。その後のプログラム作成が

5,000 万になっているのですが、落札者の方は、表現の仕

方にもよるでしょうけれども、しかし足し算をすると 310

万円くらいと見込んでいるようなのです。5,000 万と 310

万だと相当変わってきますので、これはもう明らかに落札

率下落の大原因になっていると思います。 

その次のテストのところも予定価格は 600 万円組んでい

るのですが、低入調査では 300万円分しか計上していない。

次のドキュメント作成も 200 万円計上しているのですけれ

ども、そちらの低入では３万円とかという感じで、最初の

事前準備と基本の方は穏当というか、もくろみどおり的な

気はするのですけれども、その後の項目が余りに金額が違

うわけです。 

これは落札者の方がたたき売りをしてきたのではないか

という気も最初はしたのですけれども、別の会社も結構低

い。尐なくとも金額上位２者というか、下位２者というか、

安い順から２者は非常に安くつくってきております。 

そうすると１つの問題としては、プログラム作成ですと

かテストですとかに高く厚労省側の方が見積り過ぎている

のではないかというのが１つ疑問としてわきます。特にプ

ログラム作成の方は熟練した人がいるですとか、熟練でな

くてもこういうソフトはつくりなれているから使い回しが

できるので安くしますという言い分はあり得ると思うので

す。では、それは置いておいたとして、今度テストとドキ

ュメント、それから、データ移行のところが安く見積もら

れ過ぎると、動くはずのものがカットオーバーの日に動か

今後の低入札調査のときには参考にしてやっていきたいと

思います。 



ないとか、使い出してみるとトラブルのもとということに

なると思うのです。 

ですので、内訳同士の突き合わせをして、テスト、ドキ

ュメント作成、プログラム設定、データ移行、導入支援と

いう積算根拠の内訳の方のオ、カ、キ、ク、ケのところが、

こんなに安かったのはどうしてなのかというところが知り

たいところでした。 

この調査自体は終わってしまっていますので、今後、何

か低入価格調査をやられるときにはそういったカットオー

バーで利用者の側があたふたしないための部分でダンピン

グをしていないかどうか、そちらを鋭く低入調査ではやっ

ていただければと思います。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

  

【審議案件４】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係るハードウェア・ソフトウェアの賃貸借及び保守一式（本省サーバ機器） 

資格種別  ：物品の製造、物品の販売又は役務の提供等（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、５年国庫債務負担行為の初年度案件であり、低入札価格調

査実施している。  

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労働保険徴収課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：3,999,565,308円 

契約金額  ：1,385,370,000円 

契約率   ：34.63％ 

契約締結日 ：平成23年12月22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者忚札し、もっと低い金額で入札した富士通株式

会社が低入札価格調査を経て、落札者に決定した。落札率は 34.63％。 

意見・質問 回   答 

まず、非常に低入札でありまして、今、おっしゃられた

ように 34％くらいの落札率だったということなのですけれ

ども、低入札価格調査の結果を見させていただいておりま

すが、その中でハードウェアの積算が、厚生労働省さんの

見積もりと富士通の積算がかなり開きがありまして、富士

通が約 10％くらいだったということなのですが、どういっ

たやり方で積算を、予定価格をつくられたのか、その辺を

御説明していただいてよろしいですか。 

具体的にハードウェアの積算につきまして、厚生労働省

さんの方が 16億 7,800万、富士通さんの方が１億 8,200 万

くらいなのですが、かなり差がありますので、その辺の御

説明をお願いできますか。 

予定価格の積算につきましては資料の 153 ページ以降、予

定価格調書に積算根拠を添付しています。 

まず、この中で機器の価格は、今、御指摘のとおりかなり

の開きがありますが、機器の価格を予定価格として算出する

に当たりまして、私どもは国内の主な IT メーカー５社に対

しまして同一条件で見積もりの作成を依頼しております。こ

こで５社というのはどこか申し上げませんが、皆さん一度は

お耳にしたことのあるかなり大手のメーカーでございます。

こちらから見積もりを出していただいて算出しているので

ございますが、この見積もりの算出に当たりましては、定価

のある商品につきましては当然定価で算出している、あるい

は市場価格では明確にされていないものの、各社とも社内設

定価格があるものにつきましては、当該社内設定価格で算出

していると聞いております。その５社の平均金額をとりまし

てこの予定価格等を積算したわけでございます。 

低価格調査の際に富士通にもこれを確認したのですけれ

ども、御指摘のとおり見積もり金額とはかなり大きな開きが

あるわけでございまして、この点についてどういうことなの

かと確認したところ、今、申し上げました定価、あるいは社

内価格で算定しているという答えでありました。 

更に、これは定価ベースの話になるのですが、実際個別の

契約に至るときにはここからどの程度値引きするかがいわ

ゆる営業努力にかかってくるところでございまして、この点

については具体的にどういう条件であればどの程度引くの

かは社外秘であるということをもって明確には確認するこ

とはできませんでした。 



ただ、先ほど申し上げたとおり、予定価格の算出に当たり

ましては１者に確認したというものではなくて、５者に同一

条件の下で見積もりをお願いしまして、その平均値をとった

ということでございます。 

そうすると富士通さんの積算価格が余りにも安過ぎると

いうことになりますか。 

これは推測でございますが、そこはきっと営業戦略という

面もあるのではないかと思います。ただ、開札調書も添付さ

せていただきましたが、159 ページでございますが、２番札

の日本ユニシス株式会社につきましても、富士通との違いは

３億程度になりますので、富士通のみがべらぼうに低い金額

で忚札したものではないのかなと感じています。 

そうすると予定価格の積算の精度が悪いのかなという感

じもしないではないですが、そうでもないのですね。 

私どもは、口幅ったい言い方ですが、適正に算出したので

はないかと考えています。 

あと予定価格の積算のペーパーの中で 154 ページのサー

バの、ハードウェアの積算根拠があるのですが、長期プラ

イムレート 0.0135 をとられているのですけれども、これは

どういう根拠でとられているのでしょうか。というのは、

金利、人にお金を貸すときには長期プライムレートプラス

何％かというような形で銀行等は企業にお金を貸している

と思うのですが、そのまま長期プライムレートを採用して

いるということなのでしょうか。 

こちらは賃貸借契約でございますので、リース契約になり

ますと幾らかの利率は当然かかってくるものと考えており

ますが、ここは恐らく各社の営業努力ということになるのだ

ろうと思いますけれども、企業戦略が入ってくる部分だろう

と考えておりまして、そこは我々の方で設定するにはいささ

か難しいのかなと考えております。そういうことから長期プ

ライムレートをそのまま採用したということでございます。 

先ほど同じような計算をされている別の案件があったの

ですが、その中では 0.024 という数字が使われていました。

尐しプレミアムを付けた形で使われていました。精度を上

げるために尐し付けてもいいのかなとは思います。 

次回同様の調達があった場合には参考にさせていただき

ます。 

比較的細かいハードウェア仕様、ソフトウェア仕様にな

っていると思うのですけれども、ところによって非常に細

かいというか、例えばマウスの仕様まで書いてみたり、非

常に細かいものがある一方で、何となく粗いといいますか、

このくらいでいいのでしょうかというようなところがあっ

たりして、要件の細かさにばらつきを感じるのですけれど

も、これはどなたか専門家に書いてもらったものなのでし

ょうか。 

これは省内に CIO 補佐官という IT 関連のチェックをして

いただく部門もありますし、調達に当たりましては、我々は

工程管理業者、別調達しています外部の専門企業で調達内容

のチェックをしてもらうこともしておりまして、いわゆる専

門家の目を通した調達仕様書になっております。 

確かに御指摘のとおり、若干あいまいな記述になっている

部分もありますが、これは公示後、忚札予定業者に対しまし

ては開示資料という形で詳細な資料を提示しているところ

でございます。 

あとは例えば 96ページのところで徴収ウェブアプリケ

ーションサーバのソフトウェアの仕様が書かれているので

すけれども、ここでは Java でつくるもの、あるいはつくっ

たものを動かすのだというようなところが書かれていると

思いますが、ほかのところで COBOL を使うと書いてあった

ものがあったと思います。97 ページで COBOL の動作環境が

指定されています。これはいわゆるレガシーなシステムを

使うためなのでしょうか、それともこれから新たに COBOL

の何かをつくることになっているのでしょうか。 

今回構築するシステムにつきましては、先ほど説明申し上

げたとおり、機器につきましては確かに更改するのですが、

機器に導入しておりますアプリケーション等々はフェーズ

１で開発したアプリケーションを継続使用できるものは継

続使用するという方針の下に対忚しておりますので、フェー

ズ１の仕様において COBOLでつくられているもので今回見直

しの必要がないとした場合には引き続き COBOLを使用すると

いったものもございます。 

フェーズ１でつくられてしまっていたということなわけ

ですね。わかりました。 

あとは OCR の機器ですとかソフトウェアですとかが結構

高機能といえば聞こえがいいのですけれども、いろいろな

ものに対忚できるものになっています。カードが小さくて

も大きくてものような感じで、実際のところ OCR で送られ

てくるような書類はそんなにバラエティに富んでいるもの

なのでしょうか。 

適用徴収システムで使います OCRに関しましては、基本的

に専用帳票の読み込みですが、業務といいますか、帳票によ

りまして帳票サイズにばらつきがあるのは事実です。基本的

には A4 サイズの帳票読み込みなのですが、特殊サイズを使

用しているものもありまして、そういう関係から読み込みサ

イズに統一性がないといいますか、汎用性を持たせた形での

調達になっています。 

つまり汎用性があればあるほど動作のスピードは落ちて

いくと思いますので、それでどうしてこういうふうな、あ

る種効率が悪くなる可能性のあることをされたのかなと思

って気になったのです。 

業務の特性から A4 １枚では収まり切れない申請書等もあ

りまして、その辺は記述すべき項目の統合化等々を図りまし

て、帳票サイズの統一化を目指しているところではあります

が、やむを得ず帳票サイズにばらつきが出たというのが実態



です。 

それに対忚されたということですね。本来であれば専用

サイズというか、単一サイズのものを複数台用意した方が

早いというのは検討した上でということですね。 

はい。 

わかりました。 

あと 115 ページでは、また OCRなのですけれども、OCR

のソフトウェアはキーボードのみで操作できることとか、

随分細かいことが書かれているのですが、何かこういうと

ころに理由はあるのでしょうか。 

OCR に限らずなのですが、先ほど申し上げたとおり、フェ

ーズ１機能を踏襲するという基本スタンスがありまして、こ

こに関してはまさにフェーズ１の方針を踏襲しているとこ

ろです。 

要するにキーボードのみで動くようにと言うと、ソフト

ウェアの選択をぎゅっと狭めてしまうのではないかという

ところが気になったのです。本質的にマウスを使っては絶

対困るとかいうふうに制限をつける理由がいま一つイメー

ジがわかないものですから。 

そういう意味では御指摘のとおり、マウスを使っては困る

というものについては、確かにそういうものはございませ

ん。 

なるべく選択肢は広がった方がいいと思うので、むだに

細かい仕様にしない方がこういうものについてはいいので

はないかという気がいたします。 

あとは 116 ページに続き的なところなのですけれども、

横点線の２つ目で「以下の業務要件を満たす」ということ

で、加算演算ができることですとか連続帳票の保管処理が

できることになってきていますけれども、こうなってくる

と既に OCR ではなくなってきているのではないかという気

がしまして、何か OCR の機能を持った特定のソフトウェア

を指しているのではないかと感じられもするのですが、い

かがでしょうか。 

そこまで想定はしていませんが、私どもは OCR帳票を使っ

た処理につきましては、業務繁忙期になりますと１日のうち

に数十万件のデータ入力といった事情もございまして、これ

らにつきましては、入力の時点で必須項目を満たしていない

帳票等々をはじいてチェックするといったことが業務を効

率的に進める上で求められるところでございますので、OCR

に関しましては項目間の加算演算ができるといった機能を

求めたものです。 

それから、ちょっと話題が変わるのですが、143 ページ

には総合評価のための基準の表が載っています。こちらの

表なのですが、評価が「大変優れた提案である」「優れた

提案である」「標準的な提案である」というふうにポジテ

ィブあるいはニュートラルなものが３つあった上で、「記

載がない、又は」というようなものが最後に１つあって、

評価の指標がいい方にだけ偏っていて、それは評価指標の

つくり方としては不自然なのではないか、不適切なのでは

ないかと感じたのです。 

つまり、真ん中が例えば 30 点であれば、大変よいは 50

点、どうしようもないは０点でやったとしても、余りよく

ないは 10点とかというふうに、いい方にも悪い方にも対称

に配点をつくるのが普通だと思うのです。これは全部ポジ

ティブな評価をする前提になっていますので、これは是非

次回以降はつくり方として御検討いただいた方がいいと思

います。 

わかりました。私どもはこの評価基準をつくる際に、先ほ

ど申し上げました省内の IT の専門家の方にも評価基準につ

きまして、相談させていただいたところでありまして、提案

内容につきましては救ってあげるという評価もありではな

いかという御意見をいただいたところです。 

そういった省内のやりとりを踏まえて、今回につきまして

はマイナス評価のない加点要素での評価基準にしたもので

すが、次回調達におきましてはただいまの御指摘を踏まえて

改めて検討した上で評価基準を作成したいと思います。 

そういう意図があったわけなのですね。 

 

評価基準をつくる際には確かに御指摘のような意見もあ

りました。 

つまり、このような配点にいたしますと非常に好ましく

ないというか、レベルが低い提案をほとんどおとがめなし

にする結果になってしまいますね。そこが問題なのではな

いかと思ったのです。ほかのところが平均をとってあって、

１つだけこれはひどいからここはとりたくないなと思って

も、普通のほかの点数との差が余りに小さいですから、そ

うすると結果的に傷は大きくないことになってしまって、

まさにおっしゃったように救ってあげたことになってしま

いますので、それがちょっと行き過ぎなのではないかとい

うのが第三者的な感じを受けました。 

あとは 173 ページなのですけれども、センチュリーリー

ここには記述しなかったのですが、富士通自身は貸金業の

許可を得ておりませんので直接リース契約ができないとい

う状況になりまして、リース業者を介しまして契約すること

になったわけですが、富士通が東京センチュリーリースと契

約する前段階におきましては、数社のリース会社に競争見積

もりを出させて、いわゆる富士通がリース会社とまた入札の

ようなことをして、一番安価な料率を出してきた東京センチ

ュリーリースと富士通が契約したという話を伺っています。 

そうした経緯も踏まえまして、東京センチュリーリースに

つきましては当該者の利益も見込んだ上での率を出してき

たと判断したと富士通からは聞いております。相手も商売な



スをして賃貸借を行うこととするということで、賃貸借料

金におけるリース料率部分については料率引き下げ対忚に

より費用の削減ができるためと書かれています。恐らく正

直な低入札への回答なのだと思うのですけれども、読み取

り方というか、素直に読み取ると、つまりセンチュリーに

泣いてもらったからこの格安にできたのだとなりますね。 

ので、赤字になるような契約はしないはずと思います。 

経済学的にはそうなのですけれども、現実には赤字覚悟

でということはありますよ。 

ただ、富士通と東京センチュリーリースの契約に関しては

民間企業同士の契約でございますので、厚生労働省としてそ

こまで踏み込むのはいかがなものかと判断いたしまして、そ

こにつきましては特に我々からは指摘等はしていません。 

低率でやったということで、どのくらいでやったのかを

開示させるかも特にしないということですか。 

そこまでは今回はしていません。 

いろいろ法制的な部分もあると思いますし、どこまで踏

み込むかは微妙なのかもしれないのですが、昨今の下請け

を泣かせる者のお先棒を国が担ぐような形になっているよ

うに思われては大変というところはあると思いますので、

いろいろな制度もあると思うのでこれから調査してほしい

とは申しませんが、ただ可能な限り低入調査のときにはこ

の辺りの背景をえぐり出していただければと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件５】 

審議案件名：平成２４年度分 労働保険徴収業務用紙（日本銀行帳票テスト等有OCR（単票））１８件  

資格種別 ：物品の製造のうち営業品目がその他印刷類又はフォーム印刷（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、1者応札である。 

発注部局名：労働基準局労災補償部労働保険徴収課 

契約相手方：永和印刷株式会社  

予定価格 ：42,438,075円 

契約金額 ：35,063,348円 

契約率  ：82.62％ 

契約締結日：平成23年11月30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者忚札となり、永和印刷株式会社が落札した。落

札率は 82.62％。 

意見・質問 回   答 

永和印刷さんというのは、この印刷区分に入っている

用紙の調達につきまして、これまでもずっとこの調達を

されている業者さんでしょうか。 

昨年度もこの区分につきましては、永和印刷が１者入札

で、落札しています。ただ、この 18 件をひとくくりにした

のは、平成 22 年度、昨年度からでして、その前、21 年度に

つきましてはこの 18 種類を更に６区分に分けて調達してい

ました。それらにつきましては６区分それぞれが１者入札で

した。ただし、業者は３業者おりまして、この６種類を３業

者がそれぞれ１社ずつ、例えばＡ社としますが、Ａ社が１種

類、Ｂ社が３種類、Ｃ社が２種類、それぞれ１者入札でやっ

たところでございます。 

私どもとしては、この OCR帳票は同じ性格を持つものです

ので、それぞれの業者ができるものであれば、一括して調達

すれば競争原理が働くだろうということで、昨年度、この６

種類をまとめて調達したものです。 

そうするとなかなかほかの業者さんが参入できない

事業なのですか。 

尐なくとも 21 年度は OCR 帳票につきましては、３業者が

入札しているわけですから、技術的にはあると思います。新

しい業者が入れるかどうかというところまでは、私どもはす

べての印刷業者を承知していませんが、この日銀の OCR 帳票

につきましては、OCR で読み取りができなければ事務に支障

を来すということで、日本銀行の方から用紙が指定されてい

ます。あらかじめその用紙を印刷業者が調達できなければい



けないという前提があります。 

それから、事前に見本を印刷しまして、見本をお持ちいた

だいて、日本銀行のテストを受けることになっております。

そのテストで落ちてしまうと入札に参加できないというよ

うなこともありまして、入札公告期間内にそれらがすべて終

わるかどうかがネックになっているのかなということで、昨

年度は入札公告期間を 30 日とっていたのですが、そういっ

た試作品が試験で落とされても再度挑戦できるようにとい

うことで、今年度は 50 日間の入札公告期間を空けて、新規

の業者でも参加できるような配慮はいたしました。 

そういう配慮はされたにもかかわらず、このケースにつ

きましては１者忚札になってしまったということですね。

その日銀の帳票テストは非常に厳しいものなのですか。 

厳しいものです。この四角い升目がございますが、ここに

入る数字がほんの 0.何㎜かずれても日銀の OCR は読み込ま

ないというような状況がございまして、かなり技術の高い企

業でないとできないということであります。恥ずかしいこと

に、過去にその試験をとるのを業者が忘れたことがありまし

て、それが納品されまして、日銀の OCRで読み込めないとい

うことで問題になったこともございますので、そういったこ

とがありますと全国的な事務に支障を来しますので、この辺

は厳密に試験をクリアーしていただかないと我々としても

困るということでやっているところです。 

入札価格なのですが、予定価格が 4,200万で入札価格が

3,300 万ですけれども、この数字については、これまでの

傾向としては上がっているのですか、それとも下がってい

るのですか。 

若干ですが上がっています。昨年度は同じ永和印刷です

が、落札率が 80.75％でございました。一昨年は６分割して

いたこともありまして、ものによっては 90.2％、低いところ

では 60.7％、平均すると 79.1％ということで、ほぼ大体 80％

くらいで推移しています。 

余り何回もずっとやっていると、大体の予定価格は予想

できたりはしないですか。 

実は今、ホームページの方で入札が終わったものにつきま

しては、予定価格と落札額が公表されることになっておりま

すので、うちのものだけでなくて全部の調達について、業者

さんは来年度の予測を立てることは可能だと思います。 

それでも８割くらいで入札価格を出していらっしゃると

いうことですか。 

はい。 

今回効率ということもあって一括調達にされたというこ

となのですけれども、この仕様書を見ますとかなりの枚数

があるようです。日銀テストのために長く検討期間をとっ

てくださったのはいいと思うのですが、その後の契約締結

日から納入期限の間が 73日間しかないのです。しかも、お

正月込みということになっていまして、事実上 50営業日あ

るかないかという感じだと思います。この間にトラブルな

く、うまくいけばいいとは思うのですけれども、この量の

ものをかなりの精度で、厳しい日銀テストに耐えるという

仕事の質でやるとなると、実はそんなに忚札できる会社は

多くないのかなという気もするのです。 

だとすると、実際この間の入札は分けてあっても１者ず

つだったということがあったわけですが、それでも３者忚

札してきたものも１つはありましたので、やはりこれはロ

ットとして大き過ぎると考えて、以前のように３つくらい

に分ける方がいいのではないか、手を挙げる会社は尐なく

とも増えるのではないかという印象を持ちました。いかが

でしょうか。 

この日銀テストにつきましては過去に合格していれば次

回からは省いていいことにしてありますので、過去の３者も

実績がありますので参加しようと思えばできるのですが、委

員がおっしゃったように、印刷の期間等、あるいは年度末に

近いというところもありまして、印刷業者さんが忙しい時期

で参入が困難なのかもしれないとは思っています。うちだけ

ではなくて恐らくいろいろなところでこの時期いろいろな

印刷物を発注しますので、多分これだけの量をやるときはそ

れだけの器がないとだめなのかなとは考えています。 

そういう意味でも一括にせず分割の方が自然のような気

がいたしました。 

日銀テストというのは、用紙についてテストがあるので

はなくて、印刷した状態のものをテストするのですか。 

でき上がったこれを試しに刷ってもらいまして、そして数

字を実際書き込んで機械に通してちゃんとデータとして読

み取れるかどうかというテストをやります。 

（分科会長の意見）  



この案件については特にありません。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：介護人材分野におけるキャリア段位制度の評価基準に係る実証事業  

資格種別   ：－  

選定理由  ：総合評価落札方式を実施し、不落随意契約とした案件。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課  

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：34,670,246円 

契約金額  ：34,650,000円 

落札率   ：99.94％ 

契約締結日 ：平成23年11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者が忚札し、２回入札しても落札しなかったため、

予算決算及び会計令第９９条の２の規定に基づき、株式会社三菱総合研究所と随意契約した。 

意見・質問 回   答 

結果として、技術評価点の低い三菱総研がこの案件を受

注することになったということなのですが、１回目の入札

から２回目に移るときに、２回目のときにもう既に三菱総

研さんの方が不参加と表明されたのですか。 

そのとおりです。 

これ以上入札はできないということで、そこから随意契

約の方に移行したということですね。両方とも予定価格

3,400 万内でやってくれるかどうかを確認したのですが、

みずほ総研さんの方は無理だという回答で、やむなく技術

評価点の低い三菱総研さんの方に発注をしたということで

すね。その技術評価点は、みずほ情報総研さんの方は 139

で、三菱総合研究所の方が 103ですが、こういう点差があ

るのですが、特に事業遂行上、三菱総研さんで問題ないと

いうことの評価はされていらっしゃるのでしょうか。 

企画提案書の方に細かくどういったシートで調査をかける

ですとか、そういったところまでみずほの方がより詳細に細

かく書いていたということで、その観点で評価が高かったわ

けですけれども、三菱総研の方もそこまで細かくは書いてい

なかったわけですが、きちんと事業内容については理解して

いただいているのがわかりましたので、若干そういったとこ

ろで点数に差はありましたけれども、特に問題はないと考え

ています。 

105 ページに交渉の経緯を書いていただいて、予定価格

の制限に達した入札調書の提出がなかったため、入札を終

了ということで、その後というか、２回目もだめだったと

いうことなのですが、予定価格の組み方自体に問題はない

のでしょうか。 

つまり、金額的な積み上げという部分は勿論あろうかと

は思うのですけれども、例えば入札公告を出した日から契

約締結をする日までの期間であるとか、あるいはそこから

納入期限として示されている 11 月～３月末までの期間、こ

ういったもののバランスと申しますか、そういったものが

よくないと、これは面倒な仕事で引き受けても割に合わな

いであるとか、もっと払ってもらわなければやれない、も

しくは人員をつかめないと思われて不調に至ったのではな

いかと思ったのですけれども、期間をキーとして見てみる

といかがでしょうか。 

御指摘のとおり、確かに非常に短い期間で結構大規模な調

査等をお願いするものでしたので、コストパフォーマンス的

には入札者にとって余りよくないような条件になってしまっ

てはいたのですけれども、実際に実施する期間についてもう

ちょっと早目に始められればよかったのですが、検討段階が

結構長引きましたので、その結果、こういった短期間になっ

てしまったということもありまして、そこは反省する必要が

あると思っています。 

入札公告が９月 16 日ですから、11 月１日まで確かにル

ール上の日数はあるとは思うのですけれども、この規模の

調査というのははっきり言えば面倒くさいというところが

あると思うので、かなり高く払ってもらえるか、あるいは

場合によっては評価シートづくりから調査まですべてが一

括になっているわけなのですけれども、評価シートは別の

調達でつくっておいて、それができ上がってから、このシ

ートを使いなさいと言って調査を頼むのであればそんなに

ハードワークではなかったのではないかと思うのです。一

括でシートづくりから調査、報告までまとめざるを得なか

ったというのは何か事情があるのですか。 

どういった評価基準にするかというのを内閣府の方のワー

キンググループ等で検討していたのですけれども、その検討

がなかなか進まずに、結局この 11月の時期までずれ込んでし

まったということが大きくなっておりまして、いずれにしろ

そこから評価シート等をつくっていかなければいけませんの

で、評価シートとそれ以外を分割するとか、そういった期間

的な余裕がなかったという状況だったのです。 

何となく背景は感じ取れるのですけれども、どうしても 年度内に評価の基準を策定するというふうな方向でワーキ



年度内にやらなければいけなかったのでしょうか。 ングの基本方針等にも書いておりましたので、それを何とか

達成するためには年度内にこの実証事業も終える必要があり

ました。 

キャリア段位制度自体が政府全体の取組みで介護分野のほ

か、残り２つの分野と３つが並行して走っておりまして、そ

れぞれの検討を勘案して進捗状況を合わせながらキャリア段

位制度全体としての仕組みを検討していたというのがありま

して、どうしてもそちらのほかの残りの分野に引っ張られて、

介護だけ先に決めることができなかったので遅くなってしま

いました。 

それとなぜ今年度中にやらなければいけなかったかという

と、キャリア段位制度をこの３分野について 25年度の 10 月

から本格実施ということが政府決定で決められておりまし

て、どうしてもそれに間に合わせるためには何とかこの数字、

調査の結果を今年度中に出して、25 年４月から本格実施に向

けた準備をしないと間に合わないという事情があったため、

このようなスケジュールになってしまいました。 

やはりそうですね。背景は何となく感じてはいるのです

けれども、ただはっきり言ってしまえば、結果的には内閣

府のワーキンググループがゆっくりとお仕事をされている

ことのツケを、最後はこの一括調達で国民が払ったという

形になるわけですね。これはやはりよろしくないと思うの

です。 

説明者の方を責めているのでは決してなくて、事実認定

としてなのですが、キャリア段位制度の活用を考えるので

あれば、やはり先ほども例えば１つの案として申しました

が、どういう調査が必要なのか、どのようにして調査する

のか、評価シートはどうつくるのかという綿密な計画をし

た上で、それぞれにたけた人が忚札をしてくるというのが

正しい在り方だと思うのです。 

そうだとすると、確かにおっしゃるように政治主導なの

かわかりませんけれども、今年度内にここまではやらなけ

ればいけないというところがあったからこそ、最終的には

随契にならざるを得なかったという背景は重々理解するの

ですが、今後はこういうふうにならないように、厚労省だ

けの問題ではないというのはわかるのですが、政府全体と

してうまくいくような連携がとれるといいなということを

第三者的にコメントとして残しておきたいと思います。 

これは話題が違うのですけれども、145 ページなのです

が、再委託の契約があるのですけれども、業務範囲が２番

の①にありまして、連絡・調整、評価シートづくり、配布・

収集、聞き取り調査実施といったことが書かれていて、こ

れは調達内容そのものではないかということで、つまり本

質的業務を再委託に回しているという非難がなされる可能

性があると思うのですけれども、これについてのお考えは

いかがでしょう。 

再委託している内容につきましては、実際に本質的な部分

ですとか、どういった方法でやるかとか、そういうところに

ついては三菱総研の方でやるということで、例えば会場の内

部評価者講習の実施でいえば、会場を用意するとか、そうい

ったロジ的な部分についてのみ能率協会さんの方にお願いし

ているという状況でございまして、あくまで三菱総研の方で

ほとんどのことをやっているという状況にはなっておりま

す。 

そうだとするとこの再委託に係る申請書は書き過ぎとい

うと変な言い方なのですけれども、再委託の範囲として表

示しているのが広いですね。やはりこれでは再委託の範囲

を超えますよと、今、おっしゃった範囲ではないと思われ

ますので、今度また再委託をやるような調達のときには、

こういった業務範囲を厳しくチェックしていただければと

思います。 

これはみずほの方に断わられて、三菱の方に行ったわけ

そこのところは三菱に断わられた場合には、再びもう一度

条件を変えて入札しようということで考えていました。 



ですね。そういうことになるともうここにやってもらわな

かったらどうしようもないという状況の中で、技術点ある

いは安かろう悪かろうみたいなことになってはいかないの

ですか。それはそうはならなくて十分対忚されたのでしょ

うか。 

辞退をされたほどの企業なのだけれども、交渉は割とス

ムーズにいったのですか。 

内部評価等を実施していただく施設の数につきまして、三

菱総研さんの方は 250 施設くらいを考えていたところなので

すけれども、我々とか内閣府の方ではそこのところはある程

度絞れるのではないかということで調整いたしまして、そう

いう施設の数が減れば大分手間も減るということで、三菱総

研さんの方もそういったことであればもともとの価格を下げ

ることができるのではないかということで調整を進めたとこ

ろです。 

調査対象施設の数を減らして合意に達したということな

のですか。 

はい。 

調査対象施設は仕様書の中で決まっているのではないの

ですか。 

仕様書では実際に評価される方の数が記載されています。 

それはどこで見るのでしょう。 通し番号でいきますと 73 ページからが仕様書になってお

りまして、74ページのところで施設の選定というふうに書い

てあるのですが、ここのところでは特に何施設を選定するか

までは書いていなかったところでして、ただ実際に評価され

るべき人については 75 ページにありますような形で、1,250

名程度確保する必要があるということでは示しておりまし

て、この 1,250 名を何施設でカバーするかについて仕様書上

は記載していなかったところです。 

私どもの方としては施設数が問題なのではなくて、被評価

者数が 1,250 名とれれば、施設数が尐し尐なくなっても、施

設の方に負担がかかってしまいますけれども、何とかお願い

して調査に協力していただこうということで、人数を優先す

る形にしましたので、それがクリアーできていれば私どもの

方は別に問題ないということで三菱総研さんと交渉したとい

うことになります。 

みずほは何施設と考えていたのですか。 我々は 100 前後は必要なのではないかと考えていたのです

が、みずほは 50 くらいでできるのではないかと考えておりま

して、そこがデイサービスとかそういう小規模の施設等も施

設類型に入っておりますので、そういったところを考えると

50 施設では足りないのではないかと我々は考えていまして、

みずほとの調整過程ではそこのところもネックになって不調

に終わった形になっています。 

交渉過程の中では、みずほはもし 3,400 万くらいの金額

にするのだったら施設の数を 50 くらいに絞らなければい

けない、それでなければやれないと言った。それはちょっ

と尐な過ぎると省の方は考えて、それは打ち切って三菱の

方と話をした。三菱の方はもともと 250 くらいを想定して

いたけれども、100 くらいでいくのだったらこの金額で受

けてもいいということがこの交渉過程の中であって妥結し

たということですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成23年度介護ロボット実用化支援事業  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争（随意契約）を実施している案件の中で、最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：老健局  



契約相手方 ：公益財団法人テクノエイド協会 

予定価格  ：82,840,000円 

契約金額  ：82,740,000円 

落札率   ：99.88％ 

契約締結日 ：平成23年11月15日 

（調達の概要）企画競争を実施したところ、３者が忚募し、最も評価の高かった公益財団法人テクノエイド協会が落札し

た。落札率は 99.88％。 

意見・質問 回   答 

この事業の最終的な成果物は報告書の提出ということな

のですが、それを用いて福祉用具、介護ロボット等の実用

化支援スキームの提案を行うということなのですが、この

報告書はどういうふうに使われる予定になっているのです

か。 

現在においては各メーカーであったり、そういったところ

に情報提供するというか、開発を行う上でこういう視点を持

って取り組んでいただければ実際に実用化に資する機器がで

きるのではないかということで、そういった形でお知らせで

きればよいと思っています。 

そういった調査事業の内容を実際に製作するところの企

業に対して情報提供をして、実用化の支援を行うという事

業ですか。 

はい。 

 

特許情報とか、その辺のケアはどのようにされているの

ですか。私もよく存じ上げないのですが、そういうものは

ありますか。 

厚労省としてこの報告書を受けてどういった形でメーカー

に提供するかというのは、出すときには特許情報等、そうい

った個別の機器の情報は恐らく出せないのではないかなと思

います。まずこちらで報告を受けてから、どういった形で出

すかというのは検討はしていきたいと思っています。 

例えば、どういう会社に対してこういった情報を提供す

るのですか。 

どういった会社というか、今、実際にパナソニックさんで

あったり、いろいろ実用化に向けて取り組んでいるメーカー

さんがいますので、そういったメーカーさんに対して提供で

きればと思っています。 

この企画をするに当たっての企画競争の説明会ですけれ

ども、この資料を見る限り、一番最後のところに説明会は

開催していないというような記述がございますが、これは

当たっているのですか。 

これは公共調達委員会の方で説明会を実施することとの指

摘を受けまして、実際に、開催をさせていただきまして、説

明会を開催し、その場において各企画競争の提出予定者に対

して事業の説明を行いました。 

企画競争の中で３者が企画書の提出を行ったということ

なのですが、テクノエイド協会、野村総研、みずほ情報総

研で最も評価の高かったのがテクノエイド協会だったとい

うことなのですけれども、非常にうがった見方をさせてい

ただきますが、企画書のページ数でテクノエイド協会は 19

ページの企画書、野村総研は 55 ページの企画書、みずほ情

報総研が 41 ページの企画書で、テクノエイド協会は 20 ペ

ージ未満の、ほかのところに比べると２分の１ないし３分

の１の企画書であったにもかかわらず、評価が非常に高か

ったということなのですが、それはどういうところにある

のでしょうか。 

実際に私たち自身が評価をしているわけではないので明確

にはお答えできませんが、ページ数の多い尐ないというとこ

ろではなくて、この事業への理解度とポイント、的を射てい

るかというところで評価をされた結果だと思いますので、企

画書を見てみると、ページ数が多いところについては一人ひ

とりのプロフィールの紹介でかなりページ数を割いていたり

するところがあると思いますので、一概にページ数が尐ない

のに評価が高いというのもおかしいことではないのかなとは

思っています。 

評価委員の方はどういう方が評価されたのですか。内部

者ですか、それとも外部者ですか。 

内部の者もおりますし、１名シルバーサービス振興会とい

うところから外部委員の方を入れて、外部の目も入れて評価

を行っております。 

テクノエイド協会につきまして、情報収集については三

菱総研に再委託をするとなっているのですが、この辺の事

業遂行能力がないということなのでしょうけれども、そう

いうところでも特に問題はないのですか。 

事業の遂行能力がないといいますか、この委託の中で三菱

総研に再委託をしている内容が実態調査といいますか、アン

ケート調査等の内容になっておりまして、ボリューム的にか

なり情報収集業務が大量に発生するところもありまして、事

業を年度内に終わらせるというところで見たときに、専門機

関に委託した方が短期間で円滑に実施ができる、かつ三菱総

研についてもこれまで福祉用具関係の調査についてかなりの

実績を有しているところであり、時間と業務量で見たときに

適切にその部分については専門機関にお願いした方が円滑に

いくのではないかというところで再委託になっているもので

す。 



これは総合評価落札方式ではだめなのですか。 総合評価になりますと、かなり仕様書を細かく詰めないと

いけないと思うのですけれども、この事業はまだ始まったば

かりというところで、事業を進めながら内容を詰めていくと

いうところがございまして、仕様書を最初の段階で詰め過ぎ

ると後から身動きがとれなくなるといいますか、そういうと

ころがございまして、企画競争でやらせていただいています。 

テクノエイド協会は天下り先ではないのですか。 

 

そうですね、元厚労省の職員の人もいます。 

どのくらい、例えば理事長とか理事クラスでいるのです

か。理事長の大橋さんは元厚労省の職員ですか。 

そこは先日のといいますか、公益法人の改革の中で、理事

長についてはもともとは厚労省の者でしたけれども、公選と

いう形に体制が変わりまして、今は理事長は外部の社事大の

先生、現職は社事大の学長という形になります。事務局の中

には前職に厚労省の経験を持つ者もまだいます。 

そういう点から契約の公正さが疑われるようなところは

ないのですか。 

そういったことも踏まえてこういった競争入札という形を

とらせていただいています。 

企画競争の審査する人たち、委員は厚労省の方と一部の

外部の方を入れた方々ですね。それの資料はどこにありま

したか、何ページにありましたか。 

20 ページにあります。 

この集計したものはどこにありますか。 22 ページです。どこで差をつけているかについては、基本

的には評価委員の中ではスケジュールの具体性と福祉機器の

臨床的評価といいますか、使い勝手という側面での判断がご

ざいますので、そういった意味ではテクノエイド協会は臨床

的評価事業ということで一般の福祉用具の使い勝手の面にお

ける評価事業を今、実際に取り組んでおりますので、申し上

げたスケジュールの具体性と使い勝手に関する知見という２

点で差異が出たと思います。事業の中身そのものの事業計画

といいますか、その部分については事業初年度ということで

甲乙つけ難いような部分は各委員の中でもあったようですけ

れども、事業開始がそもそも 11 月ということでちょっと遅目

のところもありまして、その中でどういった成果をどういっ

たスケジュールで出せるかというところが非常に具体性があ

ったというところで、テクノエイド協会という選考結果に落

ち着いたところです。 

やはり私も一番最初に気になったのはなぜ企画なのかと

いうところでして、先ほどおっしゃられたように OBが勤め

ている会社というか、組織であるということであればなお

のこと、せめて総合評価の入札の形式にしないと国民は納

得しないのではないですかというのが最初にまず感じたと

ころだったのです。 

どうしてこういうふうな企画競争、はっきり言ってしま

ってこれは随意ですね、随意契約にしたのはどうしてかと

いう理由書を見てみましたけれども、17 ページの企画競争

方式を適用する理由で書かれたものを裏にとって、総合評

価ではだめな理由と言えるかといったときに全然言えない

ですよ。１項目として総合評価ではできないという理由に

ならない。やはりこれは外部から見れば、第三者からすれ

ば、OB が行っている団体に仕事を流したのではないですか

とたたかれても仕方がないような展開だと思うのです。 

それにこの外部委員の久留さんという人は一体どういう

略歴の方なのでしょう。これも引っかかるところです。こ

の方もまた厚生畑というか、そういうことであれば、いよ

いよもってどういうことですかということになります。こ

の採点票の評価を見ますと、皆さん事業スケジュールを重

要視されたようですと先ほどコメントをいただきました。

はい。 



しかしながら、例えば 47 ページのテクノエイドと 98 ペー

ジの野村、どのくらい詳細さに差があるのだと言われたら、

大して差はないですよ。縦に細かい線を入れてあるのか、

横に細かく線を入れてあるのかの違いですよ。 

それなのにこの評価委員の評定の差はといったら、例え

ば室橋委員はテクノエイドには５点付けていまして、ほか

は 2.5 と 3.5。大して計画に差は見えません。先ほど既に

枝松委員が御指摘だったように、テクノエイドのところは

19 ページの企画書で、ほかはもうちょっとボリュームがあ

るというような、かさで評価するわけではないとはいって

も、何かより精密なことを書いてあるから５点満点を出し

たというところがあったり、2.5 点しか出していないとこ

ろがあったりするんだと言われれば、ああ、なるほどと思

うのですけれども、量的にも質的にも特に下２つの会社が

劣っているとは考えられない状況で、テクノエイドには満

点を出すというようなものがあったりすると、これはどう

いうことなのだろうと感じられてしまいます。これはどう

いうことなのでしょう。 

室橋委員は何か特別な意図があるのでしょうか。御本人

ではないから答えようがないですね。しかし、これは記録

に残る委員会ですので、このくらい厳しく私としては追及

したい点ではあります。 

それから、評価の仕方で小数を使っているのですけれど

も、これはありでしょうか。これは評価基準を５点、４点、

３点、２点、１点としろと書かれているわけです。そうし

たら 4.8 とか 4.2 とか 3.9 とか付けてはだめなのではない

ですか。これを許してしまったら０点でもいいですよ。例

えばここの会社はだめだといったら 0.0001 点と付けてし

まえばいいのです。そしてこの会社は絶対とるべきだった

ら 5.999 点と付けてやればいいのです。おかしいですよ。

１点、２点、３点、４点、５点で評価しろというのであれ

ば、小数を使った恣意的な評価ともとれるようなことをや

ってはおかしいです。皆さんも学校の成績表はそうだった

と思います。そうでしょう。 

とにかく今回のこの企画競争に関しては、非常に国民の

立場からして納得いき難いものが多いと感じざるを得ませ

ん。尐なくとも国民が直接読むわけではない内部資料です

らもこんなにたくさんあるにもかかわらず納得いかないと

いうのは、やはり今回の調達に関してはまず第一に企画調

達だったというのは問題があったのではないかと思われま

すし、最終的に選ばれたところがそういう厚労省関係の人

が行っているところだった、尐なくともかつては行ってい

るところだった、そういうようなところであるだとか、久

留氏という外部委員という評価委員の人の略歴もはっきり

書かれていない、こういうような状況ではにわかに問題の

ない調達でしたねとは言い難いというのが私の意見です。 

（分科会長の意見） 

恐らく今の感想は全員に共通だと思うのですが、例えば

今の髙橋委員の御指摘のあった野村総研にしても、室橋委

員は 2.5 です。ほかの方々は、山本委員が 4.0、加藤委員

が 5.0、久留委員が 5.0 で、室橋委員の 2.5 は異常に低い

のです。こういう極端にぶれるというのはやはり排除しな

いと、公正ではないのではないかなと疑われると思うので

す。同じ事業スケジュールを判定しているのに、ほかの方

はい。 



が 4.0～5.0 付けているのに、2.5というのは極端に低いで

すものね。 

そういうようなことを考えると、やはりこういう方式を

とったこと自体がもともと疑われる、またこの評価自体も

主観的なものになりやすいから疑われる。やはり問題があ

るのだろうなと思います。そういうことを留意しておいて

いただいて、本件はそれが一番の問題だと思います。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：厚生労働省ホームページ再構築業務 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争の妥当性 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：トライベック・ストラテジー株式会社 

予定価格  ：24,971,100円 

契約金額  ：24,971,100円 

落札率   ：100.0％ 

契約締結日 ：平成23年10月21日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ、３者が忚募し、最も評価が高かったトライベック・ストラテジー株式会社が

契約の相手方となった。落札率は 100％。 

意見・質問 回   答 

今回は企画、随意でやられたわけなのですけれども、随

意契約理由書が 31 ページにあります。こちらを見る限り、

提案能力の低い業者が受注した場合、求められる成果が得

られない場合も想定されるというのが理由なのですという

のが大体２段落目くらいに書いてあるかと思うのですけれ

ども、これであれば総合評価の方式をとるというのでもよ

かったのではないかというのがまず最初の御質問なのです

が、いかがでしょうか。 

こちらに記載しているとおりではあるのですけれども、こ

ちらとしましては、今回ホームページということで、国民が

必要な情報を探しやすくするためにはどうしたらいいかと

いう点が重要だと考えておりまして、そのためには提案内容

だけではなくて、提案に至ったエビデンスが的確かどうかと

いうようなところを最重要視したものです。 

総合評価で実施できないかということについては、総合評

価となりますと評価基準に沿って各社の提案を画一的に採

点していくような形になると思うのですけれども、やはり先

ほど申しましたように、デザインと提案に至った根拠の方に

重きを置きまして、各社の優劣を判定したいということがあ

りまして、今回企画競争を実施したものです。 

わかりました。ただ、いろいろと民間のシンクタンクか

らの診断結果ですとか、あるいは御利用の国民の方の声か

らということで、こういうものでは困りますということで

変化の方向は既に出ているわけですね。 

そうです、情報がどこに配置されているかとか、そういう

大まかな指摘はございます。 

そういうメカニカルな部分もそうですけれども、今のホ

ームページはどのような不満が寄せられていますというこ

とで、それを解消したいのだという意味での方向性ははっ

きりしているわけですね。 

はい。 

そうだとすると総合評価で先ほど画一的な基準によりと

おっしゃいましたが、そういった評価基準をむしろ持って、

国民から寄せられた不満ですとか、シンクタンクが示した

よくないところが改善できているのかどうかを評価すると

いう方が、理由としては説明がつくのではないでしょうか。 

こちら厚生労働省ホームページはかなり多岐にわたるホ

ームページ、ページ数も膨大でして、やはりそこら辺の調

査・分析能力も今回必要だと思いましたので、そちらも含め

て企画競争を実施しました。 

言葉じりをとらえるつもりはないのですけれども、ただ

今回そういうリサーチ的な仕事は調達内容に入っていない

ですね。 

現状を分析した上での提案という形です。 

現状を分析しないで新しいものを持ってくるとも考えら

れないというか、例えばですけれども、コンテンツマネジ

メントシステムの弱点を分析してから出せとか、そういう

ふうに言われれば調べようもあるのではないかと思うので

すが、その辺が漠然とした指示になったかなと思われます。 

更にしつこく食い下がりますと、結構詳しくこういうふ

今、コンテンツマネジメントシステムというお言葉がござ

いましたけれども、当省でも CMS を実装しておるのですが、

ホームページすべてが CMS を実装しているわけではござい

ませんので、今回再構築を実施した対象の部分につきまして

は CMSの対象範囲外となっております。そちらの方の再構築

ということでございます。 



うにつくってくれというようなものが通し番号７ページの

再構築方針でもう出ております。ここまではっきりしてい

て、厚労省の方のホームページがないわけではなくて既に

存在しているわけですから、コンテンツを一からつくり直

すわけでは全然ない。そう考えますと、実はコンテンツマ

ネジメントシステムでこの構造をきちんとつくって、今あ

るコンテンツの流し込みを再度やり直せば、仕事としては

それほど難しい話でもないし、優劣をつけるところでもな

いのではないかと思うのです。つまり、センスのような、

測るのが難しいものが問われている仕事ではないと思われ

ます。 

そうだとするとくどい言い方ですけれども、ある程度明

確な基準を用意した上でみんなお盆に載せて評価をすると

いう総合評価の方が、随意契約よりも説明力はあるのでは

ないかというのが私の印象なのです。 

それにしてもという気は正直なところするのです。つま

り新聞社や何かのようにどんどん新しいコンテンツをクリ

エイティブにつけ足していきましょうという話ではないで

すね。むしろ省の場合は、勿論御意見募集のようなページ

はありますけれども、どちらかというと決まったことを正

確に早く伝えることがニーズでしょうから、コンテンツの

創造性という意味ではそれほど負担がないと思われますの

で、先ほど構造の表を見る限り、ここまで固まっているの

であればクリエイティブネスをはかるための随意契約は余

り必要ないのではないのか、むしろ競争入札の方が透明性

が高いと感じられるなと思いました。 

あとは評価の委員なのですけれども、32 ページにありま

すが、これは全部内部の方々と考えてよろしいのでしょう

か。 

そうです。わかりやすい文書支援室室長は、もともと外部

からこちらの支援室に来られている方ではあるのですが。 

 

国民から寄せられた要望とか、シンクタンクに示された

欠点を直すということであれば、そちらサイドの人たちを

評価委員に入れるのが普通かなと思われるのですが、なぜ

入れなかったのかを伺ってもいいですか。 

こちらの外部委員なのですけれども、外部委員の謝金の問

題ですとか、昨年度と引き続きというところもあるのです

が、こちらの総務課長を筆頭としたプロジェクトということ

で今回は実施させていただいたところです。 

先ほどの繰り返しにはなりますが、国民ですとかシンク

タンクの声にこたえたということであれば、やはり評価委

員にそういった方々の代表みたいな人を尐しでも入れるべ

きではないかと思うので、次回以降は御検討いただければ

と思います。 

これが私からの最後ですが、36ページに評価項目の表が

載っております。この配点を見ますと、１番のデザイン再

構築のところが 50 点になっていまして、これを落とすと競

争にならない、事実上の必須項目になってしまっているの

です。そうであれば必須としてしまってもいいのではない

のかなという気がします。 

それから、これはまた先ほどの話ですけれども、国民か

らのどこに情報があるのかわかりづらいとか、シンクタン

クからのそういう声とかにこたえるのであれば、今回配点

が極めて低いユーザビリティですとか、そういったところ

の点数こそ配点を大きくすべきで、デザインは極論をいえ

ばもしも情報に行き着くのであれば白黒でもいいではない

かと、ちょっと白黒では行き着きづらいでしょうが、そう

考えるとこの変える意図が国民の不満にこたえるというも

のだったにもかかわらず、不満解消を評価するユーザビリ

ティテスト、３番のところが 100点満点中の 10点、10％し

こちらのデザイン再構築 50 点というところですけれど

も、これはデザインの提案だけではなくて、そちらの提案に

至った分析ですとか、提案に至った理由、またどのような方

針で実施するのかというようなものも含めたデザインの提

案になっておりますので、こちらに重きを置いたというとこ

ろでございます。 

 



かないというこの配点は問題があると感じられるのです

が、いかがでしょうか。 

しかし、この企画書の作成要領は何かで広報されるわけ

ですね。ウェブページなどで。そうでなかったらそうでな

かったで問題ですが、そうだとすると厚労省はウェブペー

ジを国民の声に従って更新するんだって、そうか、どうい

うふうに変えてほしいのかなといってこの配点を見ると、

何だ、使いやすさは 10分の１しか評価しないで、見た目、

デザインを変えるのかというシグナルになってしまうと思

うのです。せっかく皆様がいい企画を立てていただいても、

厚労省の意図とは違うように解釈される可能性があるの

で、やはりこの配点のバランスには問題があるのではない

かと思われます。 

こちらの 40 ページの方についてございますが、こちらも

提案、業者の方には一緒に公開しているのですけれども、50

点となっておりますが、実際もうちょっと細かく点数を配分

しているところではございます。 

なるべくこちらの意図が伝わるような公示の仕方をして

いただければと思います。 

今、お話にございましたけれども、評価委員の選定なの

ですが、44ページの各社の評価結果の表がございますが、

項目を横に見ていくと非常に評価がばらばらなのです。専

門的に非常によくホームページのことがわかる方をそろえ

ておけば、そんな評価はまちまちにならないかなという感

じがするのですが、その辺はいかがですか。 

こちらは同様の指摘を公共調達委員会の方でいただきま

して、先ほど 40 ページの方に記載いたしました作業様式と

いいますか、こちらを作成したところでございます。こちら

で内容に従って各委員の先生には評価をいただいたところ

でございます。 

評価委員をもう尐し外部の人、あるいはもっと専門的な

人を入れるような工夫はできないのですか。 

今年度につきましては済みません、今回のような形で実施

させていただいたのですが、一忚この事業自体今年度で完了

と考えておりまして、次回以降あれば外部委員を含めた検討

をしたいと思っております。そちらは公共調達委員会の方で

も同じように回答させていただいています。 

（分科会長の意見） 

いずれにしても安易に企画競争、随意契約に行っている

なという印象はぬぐえないです。企画競争に来ると判定の

公正さがやはり問題になってくることにもなるので、もう

尐し慎重に競争性を重視してほしいと思います。そういう

印象を述べて８番は終わりにします。 

検討します。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：化学物質リスク評価対策調査事業  

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、落札率が最も低い。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社三菱化学テクノリサーチ  

予定価格  ：58,441,299円 

契約金額  ：7,140,000円 

落札率   ：12.22％ 

契約締結日 ：平成23年8月18日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を実施したところ、４者が忚札し、最も低い入札金額を提示した株

式会社三菱化学テクノリサーチが低入札価格調査を経て、落札した。落札率 12.22％。 

意見・質問 回   答 

このような化学物質のリスク評価はこれまでも行われ

てきた事業の１つなのですか。 

これについては過去にも行われていた事業です。 

過去の調査事業と今回の調査事業で大きく異なる点は

どういうところにあるのですか。 

過去と異なるところは、１つには化審法の仕組みの方が

変わりまして、こちらの概要の上から４～５行目辺りに書

いてあります平成 23年４月に改正化審法が施行され、優先

評価化学物質というカテゴリーが導入されまして、それを

受けまして優先評価化学物質を選定するに当たってどうい

うふうな情報収集をしていくかといったところが定められ



まして、それにしたがって、こういった情報収集を行って

いくことにしたのが多尐これまでと変わったところでござ

います。 

落札業者が三菱化学テクノリサーチということですが、

落札率が 12.2%で非常に低い落札率なのですけれども、三

菱化学テクノリサーチはこのような情報につきましては

もう既に保有しているとも感じるのですが、いかがです

か。 

この案件は低入札価格調査を実施いたしましたので、そ

のときのヒアリングの部分での話になりますが、資料で申

し上げますと 21ページになります。 

21 ページの真ん中より尐し上の部分になりますけれど

も、「上記の意見について、テクノリサーチからは下記の

説明がなされた」という部分ですが、今回調査の対象にな

っております 37物質のうち、既に３分の２についてはテク

ノリサーチの方でこれまで行ってきた調査業務の中からデ

ータの所在を確認してリスト化しているといったことで、

今回の業務はその部分が流用できるということで大幅な工

数の削減ができるという説明を受けています。 

ということは、もう既にこの辺の情報につきましてはテ

クノリサーチの方が保有しているという理解でよろしい

ですね。 

逆に持っていない状態でさらから業務を始めれば、相当

な工数を費やさないと仕事ができないということで、そこ

が工数の節約につながったと考えています。 

そうすると予定価格をつくるときに、その辺のことにつ

きましては全く考慮していなかったというようなことに

なるのですか。 

今回忚札しましたのが４者ございましたが、ほかの金額

の状況を見ますと、安いところでも 1,800 万弱、高いとこ

ろですと 4,200 万近い状況となっておりますので、今回も

既に３分の２のデータについては所在を把握しているとい

う三菱テクノのいわゆる特殊要因を前提にした予定価格を

定めてしまうと、ほかの業者にとってはほとんど価格的に

折り合いがつかないことになるのではないかと考えており

ますので、一般的にはこのくらいかかるであろうというこ

とでこの予定価格を組んでいます。 

入札者が４者ですけれども、日本ではこの会社のほかに

まだまだ入札できる能力のある会社はたくさんあるので

すか。 

こういった業務ですので、ある程度専門性が要求される

ことから、それほどたくさんほかにできるところがあるか

というと、20、30あるとは思いませんが、尐なくとも数社

技術的なコンサルティングですとか調査業務を請け負って

いる会社がございますので、数社しかないということでは

ない、尐なくとも全体を見れば 10社以上は恐らくあるので

はないかと思っています。 

でも、そこまでの価格を三菱テクノリサーチが出してき

た理由につきましては、先ほどの情報を既に持っていると

いうこと以外にも何かあるとお感じなっていらっしゃい

ますか。 

これにつきましても低入札価格調査のヒアリングの中で

の聴取になりますけれども、私どもは予定価格を立てるに

当たりまして、いわゆる人工費の部分はこれまでに行われ

てきました類似の化学物質の調査業務の平均的な単価から

持ってきておりますが、実際テクノリサーチから説明を聞

きますと、この会社での実支給の人件費ベースで置き直し

たということで、その辺りがこれまでの平均よりも大分低

い価格で抑えられていたというのが１つあるかと思ってい

ます。 

また、工数につきましても先ほど申し上げました部分で

ありますとか、実際に三菱さんの方で過去に請け負った事

業でもこの程度の工数で実現は可能であったということ

で、そこは何かノウハウがあるということだと思いますが、

実施可能だということでその辺りから予定価格との差が開

いたのかなと考えています。 

ほかの企業が参入されなかった要因は何か分析されて

いらっしゃいますか。 

今回４者の忚募はありましたので、１者忚札とかいうこ

とになりますとアンケート調査等もあるのですが、４者あ

った中でそれなりに競争が行われたということで、そこま

でのことは行っていません。 

最後なのですが、一番最後の審査調書の中の一番下のと

ころで、前回の調達状況という資料がございますが、その

類似はしております。類似はしておりますが、こちらで

作成しました内容としましては、こちらの感覚では、今回



中で契約金額が約 1,000 万ということなのですけれども、

これは今回の事業内容と酷似しているのですか、それとも

全く違う内容なのですか。 

の方が内容的には多いものとは認識しておりましたので、

昨年よりも更に低い価格で来たことは担当者としては尐々

驚いたところではございます。 

こういう実績があるにもかかわらず、予定価格はやはり

結構高目に 5,000～6,000 万に設定せざるを得ないのです

かね。 

先ほどの繰り返しになりますが、今回想定した内容が昨

年実施したものより相当数工数がかかるであろうというこ

とが見込まれましたので、そういったところもありまして

今回の見積もりとなっております。 

前回までとの絡みなのですけれども、めでたく毎回落札

者が変わっていっているということで、しかも前回、前々

回を見ても今回の予定価格よりはずっと低いということ

を考えますと、業界にデータがだんだんたまってきている

のかなという気はいたします。 

ですので、今後はそういった請負者、受託者側の方のス

キルアップですとか能力アップを折り込んで尐し予定価

格を計算される、要するに人月をもう尐し尐なく見積もっ

ても大丈夫だろうというふうなものを尐し検討していた

だけたらいいかなと思いました。 

私の方からですけれども、これは４者入札があって、低

入価格調査もされたくらいですから、その意味では履行能

力と履行がきちんとできればよかったよかったというこ

とになるのだろうと思うのですが、一般論で置き換える

と、公告と入札の時期が、入札公告日が７月 22 日で入札

日が８月５日というのは、こういうものとすると短過ぎる

のではないかなという印象を持つのですけれども、そこは

いかがですか。結果的にはよかったのでしょうけれども、

夏休みのこの時期にこの短いサイトで大丈夫なのかなと

と思います。 

ここにつきましては規定どおり私どもですと最低 10 日

の公告期間は確保するということで、法令上の要件は満た

しておるとは考えておりますが、確かに御指摘のとおり公

告期間が長ければ準備の時間も増えるということで、更に

ほかの業者が入ってくることもあり得るかもしれません

が、今回については４者参加はしていただけたということ

で、公告期間、準備期間が短いということで競争性が失わ

れたところはないのかなと思っています。 

それはなかったようですね。 

それともう一つ、参加資格のところで関東・甲信越地域

の競争参加資格を有する者に限ったのは何ででしょう。別

に地域限定をするようなものでもなさそうな内容ですね。 

通常本省発注ですと関東・甲信越ということで確かにや

っておりますが、これがほかの地域に広げたときにどこま

で広がるかというのは未知数な部分はあります。 

ただ、確かに全国規模で動けるような業者さんですと東

京に事務所は持っておって、参加資格も勿論東京のものを

持っていれば近畿の方も持っていますという事業者さんも

ありますので、想像ですけれども、例えば近畿なりを資格

に加えてくれないとうちは絶対は入れませんというところ

は、そんなに多くはないのではないかと思います。 

（分科会長の意見） 

本件事案に関してはそうなのだろうなとは思います。た

だ、こういう制約を課すのは一般論としてどうなのかな

と、どうせ全国規模でやるような調査なのだろうからとい

う印象を持ったのです。 

はい。 

【審議案件１０－１】 

審議案件名 ：平成２３年度水道分野海外水ビジネス官民連携案件発掘形成事業（ベトナム等）  

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級）（関東・甲信越地域）  

選定理由  ：別々発注の妥当性。（関連資料１０－２、１０－３）  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社松尾設計 

予定価格  ：3,360,095円 

契約金額  ：3,360,000円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成23年11月28日 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ：平成２３年度水道分野海外水ビジネス官民連携案件発掘形成事業（インドネシア等） 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級）（関東・甲信越地域） 



選定理由  ：別々発注の妥当性。（関連資料１０－１、１０－３） 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社東京設計事務所  

予定価格  ：3,542,375円 

契約金額  ：2,995,335円 

落札率   ：84.6％ 

契約締結日 ：平成23年11月28日 

【審議案件１０－３】 

審議案件名 ：平成２３年度水道分野海外水ビジネス官民連携案件発掘形成事業（アジア諸国） 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級）（関東・甲信越地域） 

選定理由  ：別々発注の妥当性。（関連資料１０－１、１０－２）  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：神栄リビングインダストリー株式会社  

予定価格  ：3,927,095円 

契約金額  ：1,974,000円 

落札率   ：50.3％ 

契約締結日 ：平成23年11月28日 

（調達の概要）類似の３件の調達について対象国別に一般競争入札（総合評価落札方式）により、同日程で入札公告及

び契約を行った。 

意見・質問 回   答 

まず、同じ事業につきまして、これは３つに分けたので

すか。ベトナム、インドネシア、その他となっております

が、その他のアジア諸国というのは例えばどういうところ

になるのですか。 

その他と申しますのは、先ほどのベトナム等、インドネ

シア等に該当しないところですので、市場として一番考え

られるのは、今回は違いますけれども、例えば中国ですと

か、そういったところが考えられると思います。 

その他のアジア諸国で非常に何か国もあると思うので

すが、それはどこか２～３国に絞ってレポートを出せとい

うことですか。 

これはすべてにおいてそうなのですけれども、案件形成

ですので、１つの案件のレポートであり、調査だというこ

とです。 

現地に行って、こういう水道ビジネスについて日本国が

協力できる案件かどうかについて調査をしてくるという

ことですか。 

基本的にはそうです。ただ、より具体の案件であること

を要件に課しています。ですから、よくわからないけれど

も出向いてみて調べてきて案件を見つけるというのではな

くて、あらかじめこういう案件を形成したい、あるいはそ

ういう案件で形成できるような環境がそれなりに整ってい

るところをあらかじめ情報として、データとして持ってい

て乗り込んでいくということです。 

そういう情報を厚労省さんの方から、こういう場所に行

って、こういう人脈の中で調査をしなさいということは最

初から設定されているということですか。 

いや、そういった情報なりは申請者、忚募者が把握して

いなければいけません。ですから、いい案件でなければ通

らないということです。 

この松尾設計さんと東京設計事務所さんは設計事務所

なのですか。 

こちらはそうです。いわゆるコンサルと言われていると

ころです。水道のコンサルです。 

水道事業ができるところですか。 

 

はい。 

ということは、海外事業展開もされているような企業さ

んということですか。 

そうです。ただここはちょっと微妙というか、難しいと

ころなのですけれども、今、御存じかどうか、お耳にする

かどうかわかりませんが、水ビジネスと尐し言われていて、

最近盛り上がりを見せているのです。ですから、国の方で

も支援をするということなのですけれども、最近盛り上が

りを見せているので、まさにこれからやっていこうという

ようなところの方がどちらかというと多いと思っていただ

ければと思います。 

というのは、松尾設計さんにしても東京設計事務所さん

にしても、ずっとこういう水道に関する事業を海外でも行

っていて、もう既にいろいろな情報を持っているというよ

うな会社さんでないと、８日間の中でそういった案件を引

ここの要件と申しますか、忚募していただく１つの要件

に、地方公共団体と組んでくださいというのがありまして、

水道事業は水道法でもそうなっているのですが、市町村が

実施することに日本ではなっていまして、他方、水ビジネ



っ張ってレポートにするというのはなかなか難しいのか

なと思っているのです。 

スは海外では民間企業が実施しておりまして、日本の場合

ですと、言ってみれば市町村のノウハウがないとできない

部分がございまして、したがいまして日本企業、日本組と

いうか、日本としては、日本の企業群としては、海外の水

ビジネスを今までとってこられなかったという経過があり

まして、したがいまして今、水ビジネスを何とか盛り上げ

ようということになっておりまして、民間企業がどこかの

海外でもって知見が豊かということはなかなかない。 

一方で、自治体さんはノウハウはあっても、なかなか直

接ビジネス参入できない。ただ、各姉妹都市を持っていた

り、これまでの海外とのいろいろな国際協力の実績とかも

ありまして、そういう海外とのつながりなどを持っている。

そういったことをもろもろ組み合わせて調査してきてくだ

さいということです。 

わかりました。 

それで総合評価をされて松尾設計さんのような業者さ

んに発注をして、想定されるような品質のレポートが届く

のかなという疑問が尐しあるのですが、いかがですか。 

まだ具体の報告は勿論終わっていませんので受けていま

せんが、事前に尐しいただいている報告ではそれなりの実

績が上がって、今、松尾設計の具体例を挙げていただきま

したけれども、ここは北九州市がハイフォン市と包括的な

覚書を結んで、その中にこのプロジェクト、この事業で形

成されるビジネス案件を入れ込もうといったようなことも

ありますので、地方自治体さんの力も存分に入れてもらっ

てまとめていただきたいなと思っています。 

松尾設計さんとかは地方自治体から依頼を受けて、水道

を実際に設計されている会社さんだということになりま

すか。 

設計という意味ではそうです。ただ、今回の案件につい

ては、まだどちらがどうだということではなくて、恐らく

ビジネスですから民間企業の方がやろうという意思がない

とこれはなかなかついてこないのかなと思っています。 

これは経済産業省との関わりはあるのですか。 

 

特に直接的にはないです。 

国ごとに分けて一般競争入札をされているのですが、分

けられた理由はどういうところにありますか。 

当初一括でというような案もございましたが、今回はあ

くまで価格競争を含んだ総合評価ですので、地域が異なっ

てくるとそれぞれの地域でかかってくるコストが違ってく

る。そういう中で土俵の違うところで金額面、高い安いか

というのを評価するのは、スタートラインが違いますので

公平性が保てないということで、やはり地域をある程度区

分した上で３つに分けた上でやるべきだということで３分

割しております。 

１点なのですけれども、確認ということでベトナムの案

件で浜銀総研はみごとに０点をたくさん羅列されてしま

ったのですが、今回企画書みたいなものが私の方に来てい

ないので一体どのようなところが水準に満たなかったの

か、参考までに教えてください。 

こちらは仕様書の方で具体の案件を対象にしてください

となっているのですけれども、浜銀総研さんの企画書では

先ほど申し上げましたけれども、一般的な調査になってい

ましたので、何を案件形成するのかという中身がなかった

ものですから、そもそも委員の方々が審査できないという

ことになりました。 

私の方からは、10－１の方はベトナムをやったのです

か、それともベトナムとどこでしたか。 

これはベトナムです。 

カンボジアはやらなくて、ベトナムの具体的な案件とい

うことなのですね。10－３の方はその他のアジア諸国でイ

ンドということですか。 

これはアゼルバイジャンという全く想定もしなかったと

ころです。中国は先ほど申し上げましたけれども、おっし

ゃるとおりインドも案件として想定はしているのですが、

今回は上がってこなかった。 

16 ページのインドというのは、予定価格調書だから仮

にインドと置いたということですか。 

はい、想定としてインドの可能性も高いということでイ

ンドになりました。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 



２３都道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況については資料の配付をもって報告を行った。 

 

【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 


