
平成２４年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２４年６月２７日（水） 厚生労働省共用第７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２４年１月１日～平成２４年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名：ハローワークシステム共用ＯＣＲ保守部品（蛍光ランプ（白色）他２点）の購入 

資格種別  ：物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きい。  

発注部局名：職業安定局雇用保険課 

契約相手方：都築電気株式会社 

予定価格 ：197,368,617円 

契約金額 ：196,875,000円 

落札率  ：99.75％ 

契約締結日：平成24年1月12日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者が応札し、入札金額が最も低い都築電気（株）

が契約の相手方になった。 

意見・質問 回   答 

今回の案件は、OCR の保守部品の蛍光ランプ等の購入で

す。応札者は２者です。蛍光ランプの販売会社というのは

日本に数多くあるとは思うのですが、入札公告のやり方も

含めまして、どうして２者になってしまったのかをどう分

析されているのか教えてください。 

この調達に関しては、1 回目の 22 年度の時は１者、今回

23 年度は公告期間を長くとるなどして、その努力の結果２者

になりました。御指摘のように、流通しているものであれば

もう尐し応札者が入ってもよいと思いますが、こういう端末

の専用品であり、私どもとしては、最大限公告期間等を取り

入札を実施しました。 

入札公告につきまして、何か改善すべき点があれば教え

てください。入札公告について尐しわかりにくいので、入

札者が尐ない要因の一つではないかと思っております。 

OCR部品は、通常のプリンターとは違い、市場の規模がす

ごく小さく、機種も限られていますので、部品もメーカーが

受注生産みたいになってしまうことが多くあり、なかなか応

札者が増える状況は難しい。最大限の努力として公告期間を

長くし、先ほど説明をしたように、できるだけ周知を行い入

札しやすい環境にできればと思っています。 

ただ、受注生産の部品ですので、一般的な蛍光ランプとは

形状も異なり、これ以上は厳しいと考えております。 

前回の入札者はどこですか。 

 

前回は、今回の落札業者の都築電気株式会社です。 

この部品につきましては、完全受注生産ということなの

ですか。 

OCR 自体が NEC 社製であり、その部品についても NEC 社製

であり有償の保守部品といった整理になっています。 

予定価格がかなり厳しい価格設定をしていますが、応札

回数が３回目でやっと予定価格に達し落札されています

が、単純に希望小売価格から割引後の価格を割りますと原

22年度に都築電気株式会社が、入札した金額が希望小売価

格の62％であり、正確に言うと61.75％であった。その実績

を踏まえて23年度については62％、割引率38％で予定価格を



価でいうと 62％、割引率 38％と設定していますが、この設

定された根拠は何ですか。 

設定しています。 

まず、調達をなぜ全国規模でやる必要があるのか。全国

のいろいろな場所、183 か所に納品するとなると、それが

できる企業は限られると思います。全部同じものを調達す

るのはわかりますが、例えば配送の料金とか手間を考えれ

ば、それこそ都道府県ごとに分けて入札をやれば地元の企

業が手を挙げることも可能だと思います。なぜ全国分を調

達しているのですか。結果としてものすごく巨大な金額の

案件になってしまったと思います。 

そもそもこの部品を使うための端末装置が本省で調達を

したのであり、その流れでこの部品についても本省で一括調

達をしたところです。確かに御指摘のように、例えばブロッ

クごとに調達を行えば応札者数も増える、価格も安くなると

いうこともごもっともだと思います。その点については、24

年度において、この部品の調達を予定していますので、調達

方法を内部で検討して、今後、次の調達に対応できるように

努力をしていきたいと思います。 

調達内容で型名を全部指定していますが、例えばマイナ

ーバージョンアップみたいなところで型名が変更される

と、かえって面倒になると思いますが、NEC社の AS-600 に

対応する部品で、ランプですとか、ピッカーアセンブリで

すとか、リバースローラアセンブリというふうに言えば、

別にこの型名でなくてもいいのではないかと思いますが、

どう考えていますか。 

部品は受注生産となっており、生産に若干期間が必要なの

で、NEC側に業者が発注をかけて落札しなくてはいけないの

で、型名を明記しているのです。 

本来、こちらのOCRの保守部品についてはそんなに流通量

があるものではないので、OCRの保守として、ハードウェア

の保守の一部として契約をするべきだったかと今は思いま

す。しかし、当時の調達の事情でほかのシステムの予算が非

常に切迫していたこともあり、また、メーカー側から有償交

換保守部品として指定されていたので、プリンターのトナー

のように消耗品としてその都度、入札で調達することで、シ

ステムの入札をしたものです。やはり実際やってみると、受

注生産の部分もあって、なかなか応札業者も増えないという

ことも踏まえまして、26年度に地方のハードウェアの公開を

予定しているのですが、そのときには調達の有償の消耗品で

はなくて、ハードウェアの保守に入れるような形で調達をか

けたいと思っているところです。 

確かにこれは高速スキャナーですので、AS-600といえば

すごく速いものなので、特にピッカーアセンブリとかリバ

ースローラアセンブリとかはすごく汚くなりやすいです

し、しょっちゅうかえる可能性があるというか、かえた方

がいいと思うのです。ですが、型名指定をするのは問題が

あるのではないかと考えた理由は、メーカー側でマイナー

バージョンアップがあって、例えば101-Bというふうに名前

が変わってしまったときに融通がきかないではないかとい

う意味なのです。だから、AS-600に対応するものというこ

とだけで言えば、別にそれで構わないのではないかという

ことです。 

逆に、この型名を指定することによって、マイナーバー

ジョンアップしたものがあって、そちらの方が１割ぐらい

安かったというときに、そちらを頼めなくなるわけです。

そうすると、説明のように厚労省の機関だけしかお客さん

がいないから、そのたびにつくろうかというむだなことに

なってしまうのだと思うのです。AS-600というのは別に特

別な部品ではなくて、企業用にも売られる普通の高速スキ

ャナーですから、正直なところ、そんなに保守部品が受注

生産というのはやや不自然な気がするのです。腐るもので

はないのですから、一番簡単につくれるときにずっと在庫

しておけばいいはずなので、おまけにこんな大口の厚労省

というお客さんがいるとわかっているものであれば、受注

生産する理由が全くわからないという気がするのです。 

ですから、まず全国区で一括して頼んでしまうというの

が入札者を狭めている気がしますし、型名の指定とかもや

や問題というか、過剰な指定なのではないかと感じた次第

です。 

検討します。 



（分科会長の意見） 

私も同じように、調達仕様の書き方の特定の問題と発注

方法に工夫する必要があるのと、これは受注生産で一つの

メーカーで型名が決まっているとすると、もとは１つなの

ですね。だから、もとが１つのときに一般競争入札という

のはどんな意味があるのかというと、恐らくこの両方とも

代理店だと思うので、代理店同士で、もし受注生産だとす

ると、どこのルートをたどってくるかだけの問題なので、

その観点から考えても、こういう発注の仕方というのはち

ょっと変ではないかと感じます。 

検討します。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：「船員保健総合福祉センター」境界確定等業務（後工程）一式 
資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級）又は、測量、補償関係コンサルタント（Ａ又はＢ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きく、１者応札。  

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：社団法人兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

予定価格  ：42,453,008円 

契約金額  ：38,850,000円 

落札率   ：91.51％ 

契約締結日：平成24年2月3日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、（社）兵庫県公共嘱託登記土地

家屋調査士協会が落札した。 

意見・質問 回   答 

入札者の制限というのが 15 ページにありますが、どうし

てこれは大阪府または兵庫県内に事業所がないといけない

のですか。 

理由としては、地元の法務局や市の河川課、道路課等との

調整が頻繁にあることが見込めるので、兵庫県、大阪府に事

業所の支店等がある業者の方が密接に事業を行えるのでは

ないかと考えて制限をつけたものです。 

ただ、請け負った側が安くやってくれて、好んで新幹線

に乗って行きたいというのであれば、それでも構わないの

ではないかと思うのです。わざわざ入札制限をかけたとい

うのは尐々不自然な気がしますが、どのように考えますか。 

今回の入札制限は、繰り返しになりますが、あくまでも地

元の事情に明るい者の方がこの事業が円滑に進むというと

ころの観点を重視して、こういう制限を持たせたところで

す。ただ、東京に本社があって大阪に支店があれば、それで

も応札できますので、必ずしも他者を排除するような資格で

はないと考えております。あくまでも事業の円滑な実施とい

うものを重視したものです。 

この制限をつけてもつけなくても結局地元のところが入

札したのだろうなという気がするのです。そうだとすると、

余計な制限をつけるというのはやはり不自然な気がするの

です。 

同じように、過去５年以内に当該業務と同種の類似業務

実績を有している者であることというのは、なぜつけたの

でしょうか。 

これも全く同じなのですが、この事業自体を的確に履行し

ていただくためには、同等の業務をちゃんとやっている業者

の方が望ましいということで、こういう条件をつけておりま

す。 

確かに土地の形も複雑で大きい範囲になっているとは思

いますが、発注側がそれを判断するべきことではないと考

えます。 

恐らく公的な性格を帯びている土地家屋調査士協会にな

っていますが、これは別にグループというか団体の名前で

すから、実際に測量に当たるのは、きっと一人ひとりの土

地家屋調査士だと思います。協会が落札することによって、

事実上、だれだれさんはここの部分、だれだれさんはここ

の部分というふうに協会内談合というとちょっと言い過ぎ

かもしれないが、本来だったら土地家屋調査士が自分の事

務所名、名前で応札していたら、その人がやるはずだった

ものを、地元の業界で公共事業を適当に案分するという温

床になってしまうのではないかというおそれがあると思い

確かに今回落札した業者は、各府省等が行う公共の事業を

やることを目的として設置した協会ですが、この入札自体は

個人の土地家屋調査士も参加を認めておりますし、この協会

に加入していない土地家屋調査士法人も別にあり、そちらも

参加を認めておりますので、結果的にここが落札はしている

ものの、この入札でそういう土地家屋調査士協会内の話に影

響があるとかないとかという話は余り直接関係ないと考え

ております。 



ますが、どのように考えますか。 

よく話題になるのは、建築などでのジョイントベンチャ

ーなんかですと、中で請負構造があって、事実上談合状態

の温床になってしまうことがあるというのはよく指摘され

る例ですが、これも恐らく兵庫県と書いていますから、い

わゆる地元の多くの土地家屋調査士さんが入っていて、そ

の中で仕事が欲しい人もいれば、今は別にそんなに急がな

いという調査士さんもいるだろうと思うと、ややそういう

ところが事務所ですとか調査士さん一人ずつが入札するの

ではなくて、こういう団体が入札してくるというのは果た

して透明性が高いのかというところに疑問を感じたわけで

す。 

でも、今回はとりあえず問題はないという認識ですか。 

そうです。我々の認識としては、協会に参加していない土

地家屋調査士しか参加ができないとか、そういう条件を設け

れば問題があるとは考えていますが、この入札自体の条件と

しては、あくまでも土地家屋調査士個人または土地家屋調査

士法人、もしくはこの公嘱の協会に属していることという条

件をつけておりまして、すべての土地家屋調査士が参加でき

るような条件になっておりますので、特段問題が起きるよう

な条件設定をしているとは考えていません。 

今の質問の関連事項なのですが、実際に応札者が１者だ

ったということで、入札公告日と入札日を見ますと、公告

日が 1月 19日で、その約２週間後に入札日がございますが、

これをもう尐し長い期間公告をしてもよかったのではない

かという気がしますが、どうしてたった２週間で入札日を

迎えるようなスケジュールをとったのか御説明をお願いし

ます。 

当該施設は、もともと社会保険庁が保有していた施設で、

組織がなくなり年金局で引き受けをしたところです。その引

き受ける段階で船員保険の保養施設などはほかにもたくさ

んありましたが、整理統合をして半分ぐらいに減らしまし

た。ここの施設を含む全国４か所に同様の船員保険の施設が

あります。その施設については３年間限定の契約をしてお

り、その期限が 24年 12 月末までとなっています。ほかの３

か所については、境界が確定して引き継いだので特段問題な

いのですが、この施設は公図混乱していたり、山林が多かっ

たりして、引き継ぎの際にうまく整理がされないまま引き継

いだものであります。その後に境界を確定するための予算措

置とかで、今回の契約は２月から 12月という 10か月ですが、

この前に前工程、アドバイザリーを２年ぐらいの予算を確保

して契約しており、平成 24 年 12月までに終了させるという

スケジュールの制約の中で１月の公告期間 10 営業日が精い

っぱいのところです。前工程の業者のアドバイスでも、決し

て無理な履行期間ではないという助言をいただいて、このよ

うなスケジュールで作業中でございます。 

前工程の業者というのはどこなのですか。 写測エンジニアリング株式会社です。 

この見積もりを出しているところですか。 そうです。 

この前工程も入札されたのですか。 そうです。 

前工程の業者は今回の入札に参加しないのはなぜです

か。 

予定価格を作成した関係があり、価格が想定できるからで

す。前工程を実施する前に、アドバイザリー契約という、前

工程の仕様書を作成する業者が別にあり、その業者と前工程

業者の両方とも今回の入札には参加できないとの制限はつ

けました。 

４ページを見てください。そちらに今回の境界確定の全体

のスケジュールを載せていますが、まずアドバイザリー契約

を行い、その後、前工程作業、そして今回の調達が後工程作

業となり、それぞれ別業者になっております。それぞれ入札

の段階でアドバイザリーは前工程、後工程には入れません。

それは、アドバイザリーに前工程、後工程に係る仕様書の作

成の支援とか所要額の経費の算出をしていただいているこ

とから、公平性の観点から入札制限をかけております。前工

程も同じように入札制限をその観点からかけているのが現

状です。 

この写測エンジニアリングというのは、この社団法人の

メンバーではないのですか。 

全く別の業者になります。 



（分科会長の意見） 

余り時間がないというのは、前工程をやっているので、

もっと時間はとれたと思います。公告の日から入札まで 10

日間というのは余り理由にならないです。前工程をやって

いれば当然予測されたと思うので、もっと期間を置いた方

がいいと思います。先ほど御質問のあったように、やはり

何か疑われるような、参加資格についてもですが、余計な

制限はかけない方が、第三者から見たときに良いと思うの

です。 

了解しました。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：平成24～26年度都道府県労働局におけるＬＡＮ運用及び保守並びに賃貸借 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きく、低入札価格調査を実施している案件。 

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 ：株式会社日立製作所 

予定価格  ：307,833,960円 

契約金額  ：164,203,200円 

落札率   ：53.34％ 

契約締結日 ：平成 24年 2月 27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、最も低い入札金額を提示した（株）

日立製作所が落札した。落札率は53.34％。 

意見・質問 回   答 

まず、物品購入と保守と一緒にしていますが、一緒にす

る理由は特にありましたか。 

今回の調達は、物品自体は平成 20年度に購入しており、今

回は運用・保守だけの調達内容になります。 

保守のみの契約ですね。 はい。 

あと、どうして全国一括なのですか。つまり、保守であ

れば地元の企業が応札した方が機動的ではないかと考えら

れます。 

労働局には複数の本省で所管している業務システムが入っ

ているところです。今回、それらのシステムを使うための LAN

の運用・保守になりますが、それらの障害が発生したときの

対応等について、本省の方で一括して管理して適宜対応する

必要があると考えておりますので、一元化するために本省で

調達をしたところです。 

ただ、今回の調達の範囲で責任分解点を見ると完全に内

部で統合ネットワークには踏み込んでいませんので、そう

いう意味ではそれほど技術的に高度でもありません。労働

局で地域の会社と契約をしても問題はないと思いますが、

どのように考えていますか。 

各局ごとに契約をすると、各局ごとにネットワークの運用

業者となり、労働局 LANでは 47 都道府県ありますので、最大

限 47 業者が入ることになって、それぞれと本省で所管してい

る各システムの業者が入ると、実際に責任分解点が増えて、

結局どこで障害が発生しているのかが複雑となり対応に時間

がかかると考えているところです。 

でも、分解点は一つひとつの部局ごとの中にあるわけで

す。別に厚労省本省側が指示出しなどの電話をかける相手

が増えること以外に分解点が複雑化することはないと思い

ますが、どのように考えていますか。 

労働局 LAN は、１回線とした統合ネットワーク、厚生労働

省で 1 本の統合ネットワークを使っておりますので、そこと

の接続のやりとりがありますので、複数の各都道府県がばら

ばらの業者と調整するより１つの業者で統合ネットワーク側

との調整をした方が運用上スムーズに行くと考えておりまし

た。 

確かにノウハウがたまりやすいという点ではそうかもし

れないですが、受注者の責任範囲は、本当に内側までしか

入っていませんので、いま一つ説得力に欠けるというのが

正直な感想です。 

あと、低入札案件なのですが、これは厚生省の積算内訳

の人月が違うのか、それとも人月単価が違うのかどちらで

すか。 

日立の積算内訳につきましては、資料の 136 ページの低入

調査のときの資料に含まれております。 

136 ページでは、特に人月が書いていないと思うのです

けれども、ありますでしょうか。 

これ以上のものはとっていません。 



低入札価格調査を実施するに当たって、今後の発注の際

の参考とか予定価格の形成の参考にもなりますので、何が

違っていたのかとは是非調査していただければと思いま

す。 

つまり、もし予定価格を作成するときに人月が大過ぎた

のであれば、業界の技術的進展があったとか何かあったの

かもしれないですのでその点を更新すべきですし、人月単

価が大きかった、小さかったということであれば、このぐ

らいの仕事はこういうクラスのSEを使うものなのだという

ことで本省内のナレッジレベルが上がるということですの

で、是非そのあたりを今後は調査をお願いします。 

それから、今回 99.9％の稼働率ということが SLE で明示

されているのですけれども、これは単純計算ですと月に 7.2

時間しかとまらないということなのですが、確認ですが、

そのぐらいクリティカルなシステムなのですか。 

労働局では大きく４つぐらいのシステムがあって、職業安

定（ハローワーク）システム、労働基準行政システム、労働

保険適用徴収システム、総務情報システム、各業務システム

があります。それぞれグループウェアがそこで動いています

ので、どうしてもとめるわけにはいかない。とめてしまうと

業務が全部とまってしまうようなものが動いていますので、

高目の稼働率に設定しております。 

24時間ずっと動いているということですか。 

 

そうです。 

そうであればそれで構わないのですが、つながっている

別のシステムもそういうレベルなのでしょうか。この委員

会その他で散見するものでは 95％程度の稼働率でよしとし

ているものが結構ありまして、ここが頑張って 99.9％を要

求しても、ほかがとまっていれば余り変わらないのではな

いかと思いますが、過剰品質ということはないですか。 

過剰品質とは考えておりません。95％のシステムが複数あ

りますので、どれに対しても 95％を満たそうとするとネット

ワーク自体はもう尐し稼働率を上げておく必要があると思い

ます。 

審査の方法ですけれども、106ページの審査結果総括で、

基礎点が両者とも 86点がついていますが、これはどういう

審査で合格がついたのですか。 

技術点の審査については、技術評価委員会を設置し、各委

員の合議により実施することとしています。手順としては、

まず事務局の方で提案書の審査をして、評価報告案を作成し

ました。それを基に各委員に持ち回りで説明・協議を行って、

最終的に両者ともに同じ点数になったものです。 

この 108 ページの評価基準シートに○がついていますけ

れども、これと基礎点 86というのは関係するのですか。 

すべて○の場合に合格として、基礎点 86点を付与しており

ます。 

前ページの 107 ページの評価シートについては、106 ペ

ージの右項目に対する評価、満点 14 点でつくということで

すか。 

はい。 

 

この107ページの評価シートの11点というのは、何と何を

足せば11点になるのですか。 

107ページの各項目の左から４つ目にＡ、B、Ｃ３段階の評

価ごとの点数を記載しています。また、右側２列がＡ者、B

者の実際の評価、Ａ、B、Ｃが入っているところですけれども、

それに各評価に対応する得点を合計したものが 11 点となり

ます。 

この基礎点86点という点数と、加点の14点の割合ですけ

れども、基礎点86点は尐し高いと思いますが、どのように

考えますか。 

基礎点と加点の配分については、一般的に運用・保守の案

件については、設計開発といった業務と比較して評価すべき

項目というのがそれほどない、仕様書を満たしていればそれ

で比較的問題ないということで、大体基礎点対加点の割合と

いうのが８対２から９対１程度というのが妥当だということ

を厚生労働省の PMO から助言を受けておりまして、これに基

づき配分しております。 

（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４】 

審議案件名 ：平成23年度医療情報システムの相互運用性確保のための対抗試験ツール開発事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約（企画競争）の案件中、１者応札。 

発注部局名 ：医政局 

契約相手方 ：一般社団法人日本ＩＨＥ協会 

予定価格  ：88,890,000円 



契約金額  ：84,713,706円 

契約率   ：95.30％ 

契約締結日 ：平成23年12月27日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ１者応募となり、企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、一般社団法

人日本ＩＨＥ協会と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

日本 IHE 協会は、これまで何年ぐらい同じ事業をやって

いますか。 

この事業は平成19年から始まっており、毎年単年度で実施

していますが、23年度に関しては５年目です。毎年度予算要

求をしており、成果物は１年でできるものではないのです

が、24年度を最終年ということで計画しております。 

実際にはほかの業者からの問い合わせ等はありますが、説

明をしたところ当方では応札できないとの回答がありまし

た。今年も、説明会を行いましたが１者しか来なくて、その

業者も自分のところではシステム開発ができないとの回答

でした。医療機関につなぐ線の開発をお願いするものですか

ら、そこの国際的規格が通常のものとは違うところがあり、

どのメーカーでも応札できる状態となっていません。ですか

ら、実際的には１者応札が続いているのです。 

技術的に非常に難しいというわけではないのですか。 オンラインを使って２つの業者をつなぐことにはなるの

ですが、医療施設、例えば電子カルテ、レントゲンは、日本

も使っていますが、国際的規格があるので、そこは普通のメ

ーカーはなじみがない標準的ツールを使っているので、興味

を持っていただけるが、応札していただけないところです。 

募集要項を見ますと、８月 31 日から９月 13 日まで募集

要項が公示されておりまして、企画書の提出期限が９月 13

日で非常に期間が短く、約２週間もない状況の中で企画書

を提出することになっていますが、これは短過ぎると思い

ますが、どうしてこんなに短い期日設定をしているのか御

説明をお願いします。 

こちらの資料は、公示ということで２の（４）を見てくだ

さい。参加資格をＡ、ＢまたはＣで、１回 20 日間の公示し

たのですが、そこで１者も来なかった。そこで８月 31 日か

らまた同じ規格で参加資格をＡ、Ｂ、ＣまたはＤとして公示

をしています。 

これは一般競争入札では実施できないのですか。 過去５年、今年６年目なのですが、毎年企画競争で実施し

ています。 

平成13年のグランドデザインのときに業者間の統一した

ものをつくって、なるべく安価で医療機関に提供することを

計画したシステムであり、アメリカとかヨーロッパ等との企

画の連携等を図る必要性もあります。各国の連携だけを別の

業者に、例えばIHEだけにお願いするわけにもいかないので、

開発も含めて一事業で日本IHE協会が契約の相手方となって

います。 

というと、最初から日本IHE協会に決まっているのです

か。 

この結果だけを見ると、IHEありきの調達ではないかと思

われるかもしれませんが、厚労省としては、きちんと運用が

できて成果物の提出があれば、IHEでなければならないとは

考えていません。 

私は、日本IHE以外が落札できる状況にあったのだろうか

というのが結構疑問です。 

ある意味、問題の根深さは調達以前という気がするので

す。医政局の本業を非難するつもりは全然ないのですが、

しかし、医政局がIHEの普及事業的なことを先にやって、日

本国内のIT業者なりコンサルティング業者なりにIHEの啓

発をしてきて、その上でこのような調達が始まったのであ

れば、応札できることも技術的には可能だと思うのです。 

でも、IHEの考え方とか、あるいはそれ以前からの DICOM

といったものの理解というのは、日本の IT企業とかには余

りないという前提を考えると、この協会以外には応募でき

ないというのが感じられるのです。例えば、インターネッ

実際、これは最初に経産省が行っていた事業です。本来で

あれば経産省が引き続き作成してくれれば、厚労省も後から

完成したものを医療機関に周知できたのです。経産省が早々

と手を引いてしまい、医療機関の関係ということで厚労省に

渡されてしまった。当室はあくまで医療情報の推進をしてい

る室なので、本来であれば業者とも連携をしますが、医療機

関にこういう商品ができましたと出すところです。IHE自体

が医療機関の中でしか広がっていない。一般の方がこれを知

っていても余り必要はないのですが、実際にIHE協会ではな

くて、例えばJHだったり、医療情報のベンダー等に、DICOM

とかHL7を広めることは、うちの事業ではつけていませんが、

各医療機関が加入している会などで幅広に周知していただ



トの検索などをしてみても、IHE をプロジェクトとして持

っている企業は日本には IHE 協会以外はないですから、な

るべくしてなっている気がします。もし医政局がそういう

ものを日本に導入するというのを本気でお考えであれば、

調達以前のところでそういう啓発的な部分がないと１者応

札が続いてしまっていますと言われても、そうですよねと

いうことにしかならないのではないかという、やや厳しい

コメントなのですけれども、そういう感触を私は受けまし

た。 

いているところです。そこにうちのIHE事業も幅広に周知を

してもらい、各医療機関、もしくはシステム同士をつなぐこ

とが数年でできる予定であった。しかし、予定どおり終わら

なかった。また、財務省からも24年度で最後ですと言われて

います。 

 

赤裸々な情報をどうもありがとうございました。せっか

くではないですけれども、経産省が腰が引けているという

か、いろいろなことがわかったのですけれども、しかし、

巨額をつけて何年間もやっていることですので、是非この

後成果がきちんと出るように監督をよろしくお願いしま

す。 

今の御説明を聞くと、この協会のためにわざわざつくっ

てあげているような企画みたいな気がしますね。そもそも

こういうサービスを提供するというニーズが余りないので

はないか。場合によっては今年で打ち切るかもしれないな

んていうことを聞けば、それは去年のうちに打ち切っても

いいような、この協会を存続させるためだけにつけている

ような印象を持つのですけれども、その印象はおかしいで

すか。 

実際、グランドデザインが出たときには、まず医療機関と

の連携をするとなっており、それは厚労省としてノウハウを

全然持っていないのでどこかにお願いしなければなりませ

ん。IHE 協会は、多分そのあたりに設立された協会ではある

ので、委員の発言のとおり、協会存続のためにお金をつけて

いるという御批判も実際はあるかと思います。当室として

も、毎年 8,000 万という多額のお金をずっとつけている気は

ありませんので、早々と物ができて自立していただきたいと

思っていますが、商品ができ上がらないと途中でお金を切っ

てしまうというわけにはいかないので、完成して納品として

いただかない限りは、また長期の高額なお金が成果物となら

ないと問題となりますので、長いというところの御批判は確

かにあります。最後にできたものを商品として医療機関、も

しくはベンダー等に周知するというところまでで今年度を

最後ということで進めていきたいと考えております。 

できるまで、できるまでとずっと続けることになって、

更にむだな垂れ流しをすることにならないか、心配です。 

この後、５年も 10 年もというのは室としては考えていま

せん。今年最終年ということは、長々かかっているのは重々

承知していますが、今年もしくは来年にも一旦のけりはつけ

たいと考えております。 

（分科会長の意見） 

６年も７年もたつと、当初のデザインが陳腐化するとい

うのもありますし、とても心配です。終わることを期待し

ています。 

はい。 

【審議案件５】 

審議案件名：シームレスな健康情報活用基盤実証事業 

資格種別 ：－ 

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

発注部局名：医政局 

契約相手方：株式会社電算 

予定価格 ：322,534,000円 

契約金額 ：317,138,850円 

契約率  ：98.33％ 

契約締結日：平成24年1月23日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ２者応募があり、企画書を評価した結果、最も評価の高い株式会社電算が契約の

相手方に決定した 

意見・質問 回   答 

今回、企画競争ですが、これは詳細な仕様が作成でき

ないようなものでもないので、一般競争にしてもよかっ

たのではないかという感触がありますが、その点につい

て御説明をお願いします。 

今、委員のおっしゃったように、一般競争でもという御意

見はあるかと思います。医技室では、この前にも別事業もす

べて企画競争でやらせていただいておりまして、今の対向試

験ツールも企画競争ということで実施しました。 

ちょっと勉強不足なところもあるのですが、一般競争と企

画競争の違いもなく、企画競争で点数もいいのであれば企画

競争でもいいのではないか。例えば、総合落札方式も多分あ

ったと思いますが、これもノウハウを勉強不足だったもので

すから、ちょっと前の事業にほかの国庫債務でうちの事業で



企画競争をやった事業が22年度の終わりにあったものです

から、そこも参考にしてやった次第です。 

実際に一般競争が絶対にだめということではないかと思

うのですが、周りの参考にするものが企画競争が多かったと

いうのが実際ありまして、そこでやらせていただいたという

経緯でございます。 

どうしても企画競争の場合ですと、評価者の審査という

かがどうしても強まってしまいますし、今回のMY病院とか

そういったものに関しては、何を実現したいのかというも

のさえわかれば仕様は作成できると思うのです。逆に何を

実現したいのかなしに調達するというのは危険なことだと

思いますし、予算をつけて行う以上はどのぐらいのことま

でをこれだけの金額でやりたいというのがあるはずですか

ら、やはり企画競争にはなじまないのではないか、もう尐

し競争性の高いものにするべきではあったと思います。 

16 ページに随意契約の理由書がありますが、どうもい

ま一つこれは随意契約にした理由にはならないのでは

ないかという気がします。何かそれについてコメントと

いうか、御説明があれば教えてください。 

実際にこれも先ほど言ったシステム、例えば電子処方せ

ん、今、法律では勿論できませんので、そこは併用して進め

てみて、それが世の中にできるかどうかという実証をしてい

るという事業の一つとして入っています。現場でやっていた

だくためには、病院とか薬局とか、もしくは地域の医師会と

か関係団体と連絡を密にしていかないと、それ自体の計画と

してもほとんど頓挫してしまいます。それで連携をちゃんと

密にすること自体が一般競争でできるのかというところも

あったので企画競争としました。地域との連携、根回し、も

しくは協力体制というのを得ていかないと、こちらが行って

すぐそのままできるわけでもないですし、院長先生にお願い

したところで、周りの連携等もとれないと、患者さん、薬局、

医者があっての業務になりますので、そこら辺はかなり連携

できるという、ある程度グリップできる業者さん等にお願い

していかないと実施できないと考えています。 

あと、既存で今できないものを、処方せんの電子化という

のは法律で認められていないものですから、そこら辺もある

程度併用してやるという実証事業ということになりますの

で、そこら辺はちゃんと各連携を地域でも承諾を得て、御了

解いただいた上で協力してもらって作業するところが大事

ですので、企画競争ということでやらせていただいていた次

第です。それ自体が一般競争でもできるというのであれば、

私の勉強不足で申し訳ないのですが、そこはまた次回、２年

なので来年になりますけれども、そのときは後任に引き継ぎ

たいと思っています。 

早々と後任に引き継ぐお話までいただいたのですけれど

も、ただ、随意契約にした相手だったら、地域でうまくや

っていける。しかし、一般競争入札で来た人は、どこの馬

の骨かわからない、そういう切り分けはちょっとおかしい

のではないかと思うのです。随意契約で来た人たちという

のも全員高値を吹っ掛けるというつもりはありませんし、

そんなことはないと思うのですけれども、しかし、一般競

争入札に応札した方々が地元の理解を得る努力を一切しな

いということはまたないと思うのです。一般競争入札を忌

避される理由がいまひとつ納得いかないですし、地域連携

を重視されるのも結構なのですが、国民重視をやってもら

わないと、説明責任としてはどうしてそういうふうな選び

方をしたのですかというのに納得しない国民も多くいると

思われますので、今後は調達方式の勉強というか、そうい

ったものが足りないともしおっしゃるのであれば、是非と

も医政局なりでどなたかリーダーシップをとって調べてみ

るといいと思います。そちらの都合で随契にしましたとい

うのは、もはや通らない時代だというのは御理解いただく

必要があるのではないかと思います。 

それから、話は変わりますが、企画書評価委員会のとこ

ろでは、九州大学の中島准教授が入っているのですけれど

も、その後の企画書審査について以降は、この方のお名前

が消えてしまうのですが、これは何か理由はあるのですか。 

最初、計画するときは九州大学の中島先生にお願いしよう

かと思って根回しをしていました。企画書を２者が提出して

きて、一つの中を見ていたら協力のところに先生の名前が入

っていたのです。委員の数が４人から３人になってしまいま

すが、当時の調達専門官の方に、企画書を見てみたら委員を

お願いしている先生の名前が載っている。そこでそのまま先

生にお願いすることはできないので、今回は削除ができます

かと質問したところ、そこはメモで残すのであればできます

よと回答をもらった。今回、中島先生には、先生、済みませ

ん、今回はＢ者の方にお名前が入っていますので、委員をお

願いできませんと話をしたところ、そういうことであればわ

かりましたということで了解をいただきました。最初のころ

は、以前持っていた検討会等の委員の先生だったので、その

専門の分野ではかなり有名な方だったのでお願いしたかっ

たのですが、後で点数をつけたときの評価というときに何か

しら恣意的なものというふうに思われてしまうこともあり

得ますので、３名分であれば過半数いますので、３名で審査

をやらせていただいた経緯でございます。 



公正さのためということですか。 そうです。 

あえてこういうふうに変更しましたみたいなことは公式

に記録に残さなくていいのですか。 

この資料ではないところに、メモ書きで中島先生について

はここに当たるということは別途残してあったのです。 

やはり審査員が消されたという、闇に葬られたというイ

メージを持たれるのもよくないと思います。 

あと、私から最後ですが、21 ページから始まる採点表で

すが、設問はイエス・ノーで答えるべきものなのですけれ

ども、評価は５段階で答えましょうということになってい

るのです。これは、やはり評価の仕方というか基準として

おかしいと思います。イエス・ノーで答えるときには、や

はり適格・不適格で答えるべきですし、５と４の違いや１

と２というのはどう違うのだというのはちょっと説明しが

たいですから、こういう評価表をつくるときには、程度を

問うているのか、それとも適格か不適格かを問うているの

かで審査の答えの書き方をきちんと確認してから審査にと

りかかるようお願いします。 

そこは検討します。 

私も企画書の評価のところでございます。41ページに、

今回の 23年度の事業費の積算内訳ということで、この経費

がかかるということで評価委員の方が評価をされていると

いうことになっていますが、非常にラフな印象を受けまし

た。例えば、人件費にしましても、部長級は 560 万で課長

級は 840 万、工数掛ける単価というふうにはなっていない。

後の計画書の方につきましてはそういう形にはなっている

のですが、企画書の評価の段階では全くそれがわからない

で評価委員の方が評価されているというのは非常におかし

いのではないかと思うのと、一般管理費につきましても

1,490 万ぐらい計上されておりますが、その中身について

も全くわからないという状況の中で評価されているのはち

ょっと奇異に感じるのですが、いかがですか。 

人件費については、計画書において内訳を提出し、かなり

詰めてはいるのですが、一般管理費の方は 10％から 15％で

あり、本来であればそれ自体が本当はどうなのかというとこ

ろもあります。一般管理費の内訳を、先生にもお示ししてい

ないので、これまでももしかしたら本当はクエスチョンマー

クが浮かんでいたのかもしれないのに、点数をつけてしまっ

たかもしれないので、そこは申し訳ないと思います。今後は、

積算の根拠であったり、単価であれば単価表とか、旅費であ

れば旅費の規定をなるべく手元の資料ということで取り寄

せして、それをもとに先生の点数の判断をお願いしたいと思

います。 

それで、後の方に、73ページからですが、事業計画書が

添付されております。この中にも先ほどの積算内訳と同じ

ように支出予定額内訳がありますが、先ほどの企画書の積

算内訳とこの 83 ページの事業計画上の支出予定額の内訳

について比較をしますと、かなり違っている。例えば、企

画書の方ではハードウェア及びソフトウェアが約 3,000

万、外注費としてハード、プラス、ソフトウェア開発に 8,500

万で、ハードウェア及びソフトウェア関係のトータルが 1

億 1,600 万ぐらいあるのですけれども、これが 83ページの

実際これで実行されるのだと思いますが、事業計画の方で

は備品費として 6,600 万程度しかコンピュータ関連の経費

が計上されていない。逆に、人件費の方がかなり増額され

ているという状況なのですが、これでも御承認されるので

しょうか。 

実際のところは人件費として人が増えている。一般職の部

分が、かなり積み増しをしているという形になって、もとも

との2,000万のところは5,000万と約2.5倍の金額になってい

ると思います。ここを確認したら、電算とそこの会社で契約

して、電算の職員としてつくっていたという話のようです。

実際にその契約書を見たわけではないので確認はしていま

せん。 

最初の計画とトータルは余り変わらないのですが、中身的

にはもう一度精査した、日数も最初にもらったのとずれてき

ていますので、そこも見直しした結果、減るところは減る、

もしくは増やさざるを得なければ増やすということで、もう

一度見直ししてもらった結果になります。うちとすれば 83

ページの後ろの方の契約書を添付していますが、23年度に関

しては、実際に精算払いするときに、これに対する人件費以

下、費目は幾らですかということを全部出させた上で支払い

をしています。24年度は、またこの次のページにも書いてあ

る積算内訳を基にして積算根拠を出してもらって、最後精算

する形になっておりますので、金額的には後ろの方の契約書

で交わした後の積算の内訳で契約をしているのが実態です。 

でも、後ろの支出予定額につきましては、評価委員の方

は全く知らないところで勝手に決定されているという状況

になってしまいますが、それについてはいかがですか。 

恐らく、これは人件費がかなり高過ぎませんかというお

話になるかもしれませんが。 

ほかの事業もそうですけれども、見てもらった先生に契約

書の内訳、もしくは使った金額の精算した額の内訳というも

のをお見せするのが通常のものになるのですか。 



そうとは思いませんが、評価委員が評価されたものに準

じて、それほど大差ない形で予算執行されるというのが常

識的なものだと思いますので、今回につきましては余りに

も開発関係の金額について開きがありますので、ちょっと

いかがなものかというふうに思っております。 

実際に、今回の場合はそこまで気がつきませんでした。今

後は、先生等にはこうなりましたということは御説明という

か、御報告はしていきたいと思います。そこら辺はまた違う

事業等を行う際は、併せて気をつけていきたいと思います。 

物を買うのではなくて、ほとんど人件費、旅費等で消え

てしまっているというような方向に変わっているというと

ころが非常に問題であると思いますので、その辺はきちん

と確認をしてください。 

私も今御指摘があったところは引っかかっておりまし

て、予定額が 2,000 万円ぐらいとなっていますけれども、

実際の支出予定のところは一般職の分だけでもそれを大き

く上回っているのですね。これは本来であれば、仮に一般

競争までいかなくても総合評価であったとしたら、既にそ

こでかなり減点になったっておかしくないような部分だと

思いますし、あと、意地悪な言い方をしたら、これはこう

いう仕事をいたしますと言って出してきたら採用された。

こんな金額を払ってもらえることがはっきりした。では、

これで大盤振る舞いだといって、仲間内でお金を分け合っ

たというふうにしか見えないのです。だって、本来、物を

買うとか何々するというためにとった予算を人件費に使っ

てしまったわけですから、これは明らかに国民も納得しな

いと思いますし、まず第 1 に発注者である厚労省が納得し

ないぞというふうに言うべき点だと思いますので、どうぞ

そちらは不勉強かどうかというのは言い訳にならないとい

うことを指摘しておきたいと思います。 

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６－１】 

審議案件名 ：首都圏中国帰国者支援・交流センター（変更契約） 

資格種別   ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、変更契約の妥当性。 

発注部局名 ：社会・援護局 

契約相手方 ：公益財団法人中国残留孤児援護基金 

予定価格  ：87,664,000円（変更契約後） 

契約金額  ：87,664,000円（変更契約後） 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成24年2月13日（当初契約は平成23年4月1日） 

【審議案件６－２】 

審議案件名 ：近畿中国帰国者支援・交流センター（変更契約） 

資格種別   ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、変更契約の妥当性。 

発注部局名 ：社会・援護局 

契約相手方 ：財団法人大阪ＹＷＣＡ 

予定価格  ：56,000,000円（変更契約後） 

契約金額  ：56,000,000円（変更契約後） 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成24年2月13日（当初契約は平成23年4月1日） 

（調達の概要）会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。（平成 24 年 2月 13日に変更契約を行った。） 

 

意見・質問 回   答 

今回、企画競争で初めからやっているのですけれども、

もう尐し競争性の高い方式をとらなかったのは、何か理由

があるのでしょうか。 

各センターごとの契約額がそれぞれ5,000万以上となって

いるところでございまして、まず公共性を確認できる方法と

いたしまして、一般競争入札等が想定されるところでござい



ますが、我々の方で対象としているのが中国残留邦人等の方

たちでございまして、戦後長らく混乱の中、中国にとどまっ

ておりまして、高度経済成長等の恩恵を受けることなく、年

金の積み立てもない非常に厳しい環境で育った方々でござい

まして、また、親と生き別れになった日本人であるというこ

とで、中国等で虐待やいじめを受けたような非常に特殊な事

情、心情をお持ちの方々でございます。そういった方々の心

情を十分に配慮できる団体、企画というものを立案できる団

体にこちらの方といたしましては受託をしていただきたいと

考えておりまして、企画内容を最優先といたしまして業者選

定を行いたいと考えておりました。 

それに伴いまして、企画書の提出に基づきまして局内に設

置しました評価委員会の評価を踏まえて、企画内容を最優先

とする方法として企画競争方式を採用したところです。 

例えば総合評価とかそういった方式もありますが、それ

はなぜとらなかったのでしょうか。つまり、ややきつい言

い方をすれば、なぜ審査員はそこまで自信を持ってその企

画が最もよい企画だと判断できるとお考えなのでしょう

か。審査員は、今回全部内部の方ですね。 

結果としてそうなっておりました。 

例えば、15ページの随契理由というか、企画競争の理由

では、歴史的な背景や特別な事情を熟視し、さまざまなボ

ランティア団体との連携や人脈が必須とかと書いてあるわ

けですが、もしそういうふうなところを本当に評価の対象

にしたいのであれば、審査員として、例えばそういった社

会事業をやっている方とか、中国史の先生ですとか、そう

いった方をお呼びするべきだと思うのですが、企画競争に

しておいて内部の方だけでそれを評価しますということに

なりますと、透明性は残念ながら感じられないと思うので

すが、いかがでしょうか。 

内部の者による委員会の設置につきましては、23年度にお

きまして、省内会計課の方からも改善が必要であるという指

摘をいただいたところです。 

23年度につきましては、最終的に局内での話でありますが、

時間的に非常に厳しい状況であることと、指摘を受けた後、

中国帰国者関係の有識者の方を当たるにしても、具体的にど

なたに当たればよいかというところが議論に非常に時間を要

してしまうという見解がございまして、局内関係者のみの委

員会として、翌年度以降は改めることで局内では整理をして、

23年度は進めたところです。 

平成 24年度からは、調達方式を企画競争から公募というこ

とで変更をしております。なぜ調達方針を改めたかというと

ころでございますが、そもそもこの要件、７ブロックに分け

ておりまして、複数の都道府県をまたいでの支援を行うとい

う体制をとっている支援団体が受託していただく必要があ

る。中国残留邦人等という方々が全国でも２万人程度という

ことで、支援をする団体自体が非常に尐ないということがご

ざいまして、競争原理が働く事業かどうかというそもそもの

ところからもう一度検討を行いまして、複数団体がこういっ

た事業に参入することができるものかどうか、そちらを検証

することといたしまして、今後 24年度から改めていったとこ

ろでございます。 

ほかに何か謝金を用意できないですとか、あるいは今お

っしゃった時間がないという理由は書かれてはいるのです

が、それは発注者の都合ということでして、やはり国民は

納得しない。つまり透明性がないところが問題であって、

市場競争原理とおっしゃいましたが、競争原理が働くかど

うかではないのだと思うのです。どういうふうなつもりで

お金を使ったのか、どうしてそこに発注したのかというと

ころが説明できる必要があって、そのために企画競争とい

うのはよくないのではないか、そしてちゃんとした審査員

を外部から呼ぶべきでないかというふうに考えておりま

す。是非そういう方向で考えていただければと思います。 

去年戦争が終わったわけではないので、本当は随分続い

ているはずのことですから、ちょっと予算の組み方の段階

表現につきましては、今後改めさせていただきたいと思い

ます。 



から問題があると思います。 

あと、先ほどの同じページですが、価格競争になれば特

別な事情をくみ取ることができなというふうに断じている

のは、ややアナクロな発想ではないかという気がいたしま

す。社会事業化ですとか、いろいろな方々がちゃんと利益

も出して、従業員の人も雇いながら、人件費を払いながら

やっていっているわけですから、彼らがみんなそういった

ことを理解しないで金の亡者となって動いているなんてい

うことはないわけですし、ここまで書いてしまうというの

はやや行き過ぎではないのかという印象を持ちました。 

私から最後ですが、今回変更契約をなさっているわけな

のですが、確かにせっかくとれている予算ですから活用し

切りたいという心理はわからないではないのですが、一方

で事業をほいほいと追加できるというのは、やはり不透明

な感じがあります。これについて御説明いただけますでし

ょうか。 

御指摘、確かに透明性がない、さきに契約を結んだところ

と我々の理念を優先的に行ってしまった状況でございまし

て、その点につきましてはおっしゃられるとおりだと思って

おります。 

なぜそのように行ったかと申しますと、偶発的というので

しょうか、1センターの方でどうしても人件費が余ってしまう

という話が出てきまして、こちらを何とか他センターで活用

したいということでやったところでございまして、透明性と

いうのは確保できていなかったと認識しております。 

そうなのですよ。余った分は絶対使い切りたいというふ

うに外部から見ると見えてしまいますので、どうぞその点

は今後よく御注意いただきたいと思います。 

はい。 

 

私も企画書評価委員会の委員委嘱についてという42ペー

ジのところに、外部の専門家はほとんどいないのが実情だ

というふうに言い切っていらっしゃいますが、そんなこと

はないのではないかというふうに思いますので、外部委員

も入れるように御検討願いたいと思います。 

それから、23ページの見積書の予算書ですが、この中で

上から４番目の退職給付の引当金の経費計上をしたものも

厚生労働省さんの方が面倒見なければいけないというのが

尐し引っかかるのですが、いかがでしょうか。 

この退職金につきましては、予算上、退職金というものも

含めて計上しておりまして、こちらの方といたしましては可

能な支出であるという認識のもと、団体から上がってきたも

のについても支出を認めていただいたところではございま

す。予算ありきというところでの判断でございます。 

そうすると、この団体さんは、これらの団体さんとセン

ターを継続して何年もおやりになっているということにな

るのですか。あえてセンターを設置するために通常の正常

な従業員を雇い入れたという前提で退職給付を計上してい

ると思うのですが、いかがですか。 

契約自体は１年ごとに交わしておりまして、何もなければ

随時更新するとかそういった文言は何も入っておりませんの

で、あくまで１年ごとの契約になっております。 

その上で、結果的に同じ団体さんと契約を交わしていると

いうことが十数年続いておりまして、実質的には毎年退職の

支払いというのが生じている。それを見越して団体側の方と

しても計上しているということの繰り返しでございます。 

ちょっと微妙で、人件費全部をチャージしてきてもいい

のではないかという議論もあるかもしれませんが、１年ご

との更新でいくとすれば、退職給付まで面倒見るというの

は若干疑問があるなというふうには思います。 

今回増額された分は一体何に使われるのですか。 

資料の45ページの３番に契約変更理由というものを記させ

ていただいておりますが、支援交流センターでは、本来セン

ターが行う事業といたしまして、先ほどもちょっとお話させ

ていただきましたが、日本語教室、交流事業、生活相談事業

などを行っております。そのほかにも普及啓発事業とかを行

っているのですが、その中の一つといたしまして、地域生活

支援推進事業というものがございます。そのほかに交流事業

というものもこちらに入っているのですが、地域生活支援推

進事業というものは、NPO法人の育成連携強化というものをう

たいまして、支援交流センターが中国帰国者に対して支援を

するという団体に対しまして、そういったサポート、支えて

いくということで一緒に連携して事業を行っていく、そうい

った団体との連携事業を推進していただきました。 

また、交流事業につきましては、実際には残留邦人の普及

啓発となる啓発芝居というものを単発で行って実施をしてい

るという報告を受けております。 



この事業計画予算書というのが23ページにありますが、

この中で例えば地域生活支援謝金だとか何とかと書いてあ

りますね。こういうものの中に解消されていくというか、

埋められて出されていってしまうということでしょうか。

旅費とか謝金とか。 

もうすべて溶け込んでしまっておりまして、新規増額分の

みが新たな枠で出てくるというわけではございませんで、そ

れに伴う人件費、謝金、そういった雑役務費とかがすべて溶

け込んで出てきております。 

だから、帰国者に現金で渡されるとかそういう問題では

ないのですね。 

事業をセンターが行って、結果として事業によって帰国者

に還元するという取組みでございます。 

（分科会長の意見） 

競争原理を導入することによって、できるだけ厳しい財

政状況を尐しでも和らげようとしている思想というのは、

一旦決めた後にもあるのだろうと思うのです。だから、一

つの事業から 600 万浮いたからこちらに回すというような

安直な考え方はその思想にも合わないだろうと思うので、

こういう場合には返納すべきだろうと思います。 

はい。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成２３年度公的年金制度改革検証システムの設計・開発一式 

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  ：一般競争入札方式を実施している案件中、１者応札の案件の中で、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 ：みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ：19,188,750円 

契約金額  ：17,850,000円 

落札率   ：93.02％ 

契約締結日 ：平成24年1月17日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札で、みずほ情報総研（株）が落札した。 

 

意見・質問 回   答 

マイクロシミュレーションをやるということで今回調達

されたということなのですが、既に存在しているシミュレ

ーションのソフトウェアを使うということではだめだった

のでしょうか。 

現在、当課で財政計算を行うのにシミュレーションという

ものは採用していません。今回の新しい年金制度創設のため

にマイクロシミュレーションという考え方を使って財政計算

をすることになり、現在の現行制度の財政計算とはまた別の

仕組みになっているので、今回新たに調達をすることになり

ました。 

シミュレーションのソフトウェア自体は世の中にいろい

ろありますし、手法も幾つもありますが、何かマイクロシ

ミュレーションにするという根拠というのはあるのでしょ

うか。というのは、マイクロシミュレーションはほかのも

のよりも比較的面倒なシミュレーションのやり方で、新ス

ペックも必要ですし、多くの場合つくり込みのソフトウェ

アが必要になったりもするわけですね。そういう意味では

ちょっと手のかかる手法だと思いますが、あえてそうされ

たというのは何か理由があるのですか。 

今回マイクロシミュレーションを行うにつきまして、概要

のところにもありますが、個々人のデータがこの40年にわた

ってどのような、その方がどういう40年間の職業をたどって

いくかですとか、どのような報酬をたどっていくか、こうい

ったものをシミュレートしていく中でマイクロシミュレーシ

ョンという手法を使っていくということにさせていただいた

のです。そのほかどういうシミュレーションが適切かという

ところは一方であると思いますが、今回はマイクロシミュレ

ーションという手法を活用することで財政計算をさせていた

だくことになりました。 

聞いた意図は、要するに一番手間がかかるシミュレーシ

ョン手法の一つだと思いまして、どうしてそういう手間暇、

お金をかけるものにしたのかという意味だったのです。 

今回はこれが一番適切ではないかというところで採用させ

ていただきました。 

外部の有識者の方に勧められたとか、そういうことはあ

るのでしょうか。 

今回の開発に当たって外部の方の意見を聞いたりは特にし

ていません。 

聞いてから選ぶという手もあるかと思いますので、今後

の調達の際ですとか、調達以外でもシミュレーションを今

後は活用されるのだと思うので、外部の方にも聞いてみる

といいのではないかと思います。 

あともう１件ありまして、比較的入札公告日から入札日

通常、最低10日間はとるということでやっておりますので、

それよりは長いということになりますが、極端に、当然法令

に違反するものでもございませんし、通常 12日よりも更に長

くというわけでもございませんので、一般的な期間をとった

と考えております。 



まで短目のように見えるのです。12 日間ということで比較

的短いですが、これは何か理由があるのでしょうか。 

ただ、１者応札なのですね。そういう点からすると、尐

し短くないのかなと思った次第ですが、いかがでしょうか。 

入札説明書を受領した業者がみずほ総研のほかにもう１者

ございましたので、そこにアンケートをしましたところ、年

金制度に精通した開発要員を確保できないので断念したと聞

いております。 

もう調査されたのですね。 

 

はい。 

ただいまの質問と関係しますが、このシステムを利用し

ようとして、適切だと考えたという、その適切だと考えた

理由をきっと聞かれているのだろうと思いますが、それは

どういう理由だったのですか。 

具体的な理由としては、実際にこういうシミュレーション

を行うに当たって、いろいろと研究した結果、マイクロシミ

ュレーションという手法が一番いいのではないか、これが一

番一般的ではないかと考えてこの手法をとったものでござい

ます。 

結論はわかるのです。質問は、その結論に至った理由を

お聞きしたいのです。幾つかの手法を検討して、こういう

点がこれだけメリットがあって、こういう点がデメリット

がある。しかし、デメリットを捨ててこのメリットを採用

して、それがこの結論に至ったのだという、その理由の説

明というのは今はできないのですか。 

具体的にどういうメリット、どういうデメリットという、

そのほかのシミュレーションと直接比較をして検討というと

ころまでは今回の調達をする段階では至っていなくて、マイ

クロシミュレーションというものが、今回システム開発をす

るまで最低保障年金の総額推計のために必要なシミュレーシ

ョンとして適切ではないかという話があって、それでこれで

いきましょうということで手法をとることになりました。 

では、ほかの手法を対比検討した結果というのではない

ということですか。 

そういうことです。 

 

この前年度作成されたプロトタイプシステムは、それを

された業者からの推薦みたいなものというのはあったので

すか。 

ありません。 

それはないですか。 特に外部との相談ではなくて、内部の中であくまでも決め

たものです 

そうですか。このプロトタイプシステムの実績をつくら

れた業者さんというのはどこなのですか。 

初年度の開発につきましてもみずほ情報総研です。 

同じ業者さんなのですか。 はい。 

 

必然的にその業者さんが勧めたものになっていくという

ことなのでしょうか。 

初年度の段階でみずほ情報総研がマイクロシミュレーショ

ンを採用したのではなくて、こちらが最初の開発の仕様の段

階でマイクロシミュレーションを採用した開発のモデルをつ

くってほしいというお願いをしました。 

もともとこちらの企画に載っていたということですね。 そうです。その中で、応募した業者の中でみずほ情報総研

が落札したという結果です。 

私もやはり１者応札というところが引っかかりまして、

先ほどの説明で 10 日以上公告日をとられているので問題

ないではないかというお話なのですが、結果として、やは

り１者しか応札をしていない状況ですので、何らかの複数

者応札できるような体制を整えるべきではないかと思って

おります。入札公告を見ますと、もうちょっと仕様がこう

だとか簡単にコメントをするなどして、尐し事業の内容が

わかるような形にするのも一つの手かなというふうに思い

ます。これを見ただけで説明会に２者いらっしゃったとい

うことですけれども、もう尐し何者か、５者、６者の参加

者が出てくるのではないかという気がいたしますが、その

辺はいかがでしょうか。 

現状で入札公告の書式につきましては、ほぼ統一的なもの

でやっておりますが、確かに御指摘のとおり、入札公告の中

でどこまで細かい情報を示すのがいいのかどうなのかという

のはありますので、一つの検討材料にはなるのかというふう

には思っております。 

是非検討していただきたいと思います。 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８】 

審議案件名 ：海外公的年金の運用組織の関する調査業務  

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  ：一般競争入札方式を実施している案件中、最も落札率が低い。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：野村證券株式会社 

予定価格  ：8,262,033円 

契約金額  ：199,500円 

落札率   ：2.41％ 

契約締結日 ：平成23年12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、５者応札し、最も低い金額を提示した野村證券（株）

が契約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

これは、報告書はもう上がってきたのですか。 

 

はい。 

20万ぐらいの予算でどの程度の報告書が上がったのです

か。 

こちらの報告書、概要版と両方ございます。 

これで報告内容としては満足できる内容だったのでしょ

うか。 

幅広に海外の状況を調査していただいたと考えておりま

す。 

19万9,500円で非常に低い落札価格で野村證券さんが落

とされたのですが、野村證券さんは証券会社ですので、や

はり自分で運用されている会社さんですから、証券業界に

余り迷惑のかからないような形での報告書づくりをされる

傾向がどうしてもあるのかなと思ってしまうのです。せっ

かく19万9,500円で落札されているので、そういった全く利

害関係のない業者さんに発注されて、報告書を比較して矛

盾点等がないかどうかを確認されるのも一つの手かなとい

うふうには思っているのです。 

それで、この報告書の目的ですが、どういうところに使

われる予定でしょうか。 

現在、社会保障審議会年金部会専門委員会ということで開

催しております。これまで第６回開催して、次回７回ですけ

れども、これまで主にどちらかといいますと経済前提の議論

が中心だったのですが、前回のあたりから各国の積立金の状

況、最近は被用者一元化という話もありますので、海外の運

用の状況について議題となるような予定もございまして、こ

うした報告も参考にしながら対応していきたいと考えてお

ります。 

この報告書に基づいて具体的にどんな対応をされるので

すか 

年金の積立金自体、今いろいろな議論がありまして、その

ための一つの参考資料という形でございます。ですから、専

門委員会でも上げますけれども、それに限らず海外のそうい

う資料というのはほかに発注しないと、自らホームページと

かインターネットとかでやるのも一つの手なのですけれど

も、訳したりしないといけないものですから、要は日本の年

金の積立金をやっていく上で海外はどうやっているのだと

いうのを、常に民主党もそうなのですが、いろいろなところ

から照会が入ってきますので、今回予算立てをして調達をし

たというところです。 

ちょっと疑問点があるのは、過去にこういうレポートと

いうのはなかったのですか。 

過去にもあります。実際うちの方から発注したものではな

くて、野村総研とかいろいろな会社が自らつくっているのは

あったのですけれども、それはどちらかというとレポート的

な意見が書いてあるものでして、今回求めているのは定量的

といいますか、要はデータとか基本的なところ、要はレポー

トにないものとかを全部調べようということで調査をやっ

たところです。 

これは政策決定にかなり影響する資料なのですか。 そうですね。積立金の在り方自体、どうやっていこうかと

いうのはずっと言われているテーマでして、民主党とかの部

会もそうですし、今後、年金制度改革に合わせて積立金の運

用の在り方もどのように考えていこうかと常に言われてい

ますので、ここはそれを検討するに当たって、海外の比較と

いうのは重要だと思っています。 



そうすると、情報の信憑性が非常に重要になると思いま

すが、ただ１者に発注してレポートをとりまして、それを

全面的に政策決定に使うということについては非常にリス

クがあるのではないかと思います。しかも実際に運用をし

ている証券会社さんのレポートなので、もうちょっと中立

的な立場のところのレポートも参考にされた方がよろしい

のではないかというふうに私は思っております。 

これは調査と書いてありますが、企画競争ではなかったと

いうのは、定量的なデータを集めるようなものでして、その

証券会社の考えとかをレポートでもらうようなものではな

いので、要は僕らがホームページとか海外に行けば調べられ

るようなことをやってもらっていますので、そこまで影響は

ないと思っています。 

もし、そこの会社の提案とかが必要であれば、企画競争で

やらせていただいたと思いますが、これ自体は簡単なただ調

べるだけの調査ですから、多分そんなに影響はないと思って

おります。 

公的なデータを収集したということですか。 そういうことです。 

野村あたりは継続的にずっと見ているのですね。だから、

印刷費ぐらいでやれてしまうということですか。 

そうですね。継続的にやっていて、要は印刷代だけという

ようなことで今回こういう安値になったと思います。 

今回の調達は予定価格が1,000万円を超えていませんの

で、低入調査の対象にはなっておりませんが、ただ、非常に

安い価格で提示したので、野村には価格の根拠は聞いていま

す。 

その中では、野村證券と野村資本市場研究所の共同プロジ

ェクトで同様の調査業務をやっているということで、今回入

札に当たって請求した費用としては、まさに今お話がありま

した印刷の製本費であるとかそういった費用だけを請求し

ておりまして、文献調査とか現地調査にかかる費用について

は請求をしておりませんということで聞いております。 

もう既に調査されたということなので安心ではあるので

すけれども、例の1,000万円のラインがありますのでどうさ

れたかと思って心配はしていたのですが、今後もほかの入

札者と比べて余りに低いですので、そういうのがあった際

は全省を挙げてではないですが、どこの部局であっても調

査された方がいいのではないかと思っております。 

あと、今回の場合は仕様が尐々粗かったかなという印象

が若干ありまして、業務仕様がどこまで求めているのか。

つまり、予定価格調書では海外調査、情報収集、実地調査

をやるという前提になっているわけなのですけれども、野

村は多分していないですね。 

実地調査につきましても、仕様の中で求めておりますカナ

ダ、アイルランド、スウェーデン、他につきましては実際に

人を送るということで聞いています。 

 

人を送って19万円なのですか。 そこの部分の費用については、もともと自分たちのプロジ

ェクトの中にある部分なので、今回の入札に当たって請求し

ておりません。 

（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９】 

審議案件名 ：援護システム再構築業務等一式 

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、最も契約金額が大きく、１者応札。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：三菱電機株式会社 

予定価格  ：398,919,000円 

契約金額  ：397,950,000円 

落札率   ：99.76％ 

契約締結日 ：平成24年2月20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、１者応札で、三菱電機（株）が契約の相手方とな

った。 

意見・質問 回   答 

それでは伺いますが、33ページで構築実績ですとか入札 先ほど説明しました援護年金部分ですが、こちらが日銀



制限などを書いていますが、構築実績で金融機関を含めた

５機関以上の外部システムとデータ連携するシステムを

構築した実績があることとありますが、これはかなり厳し

い実績要求のような気がしますが、ここまでしなければな

らないものなのでしょうか。 

ですとか財務会計センターを初め、ゆうちょ銀行等と多く

の機関との連携をしているものですから、また、年金シス

テムという性質柄、やはりある程度の経験を積んだという

ことは求めたいということで５機関以上の外部システムと

データ連携の実績がある機関ということを設定させていた

だきました。 

つまり、その文章の切れ目は、「金融機関を含めた５機

関以上の外部システム」というところで切れて、「とデー

タ連携する」という意味ですか。 

つまり、金融機関を含めたどこかの機関との契約という

のを５回以上行った実績という意味ですか。 

違います。 

そうではなくて、金融機関を含める５機関と接続するシ

ステムを1個以上つくったことがあるという。 

そうです。 

５回以上ではないです。 

１回でもよくて、５機関以上が参加している和になって

いるということですね。 

そうです。 

でも、意図はわかったのですが、１機関だけというのは

確かにちょっと小さ過ぎる経験かなとは思いますが、２機

関以上になってくるといいかげん２でも３でも４でも５

でも余り差がなくなるような気がするので、積極的に５機

関以上というふうに言われてしまうと、逆に落札できるの

はものすごく大きなベンダーしかないだろうなという気

がしてくるのです。やや狭め過ぎかという気はいたします

が、いかがでしょうか。もう尐し競争性を持たせるために、

例えば３機関以上とかというふうに緩めるというのは今

後は考えられないでしょうか。 

うちのシステムとしましては、多分こんなに大きなシス

テム改修もないかなとも思っているので、今後もしも何ら

かの改修がある場合には、このような条件は緩和をしたい

と思います。 

なるほど。 

それから、今回評価委員は全部内部の方のように見える

のですが、なぜ今回は外部の方を評価委員に入れなかった

のでしょうか。 

まず、評価をしていただくだけの、援護システムを含め

ましてシステム関係の知識があるような適当な方が見つか

らなかったのが１点と、今回、平成23年度の補正案件とい

うことでタイトなスケジュール、平成23年11月22日に補正

が成立しまして、それから具体的に動けるようになったの

ですけれども、23年度において委員の先生に謝金措置等も

していませんので、そういった謝金等も含めて適当な外部

の方を探す時間と当てがなかったために内部の中というこ

とで、統計情報部のCIO補佐官と統計情報部の企画室の方か

ら参加していただくことで、今回はうちの局から４名と統

計情報部のCIO補佐官等を、外部ではないのですけれども、

一応全くの内部ではないということで入っていただいて今

回はやらせていただきました。 

ただ、援護システムそのものの専門家というのは、確か

に日本には尐ないかもしれませんが、法的枠組みの専門家

か、あるいはITの専門家であれば日本にたくさんいてほし

いなと思うのですが、先進国である日本ですから恐らくい

らっしゃると思うので、やはり外部の方を入れた方が透明

性が高まるし、国民もどうしてこういうメンバーでやった

のかというのは納得しやすくなるのではないかと思いま

す。 

謝金の用意がないというのは、ある意味、発注者の勝手

なわけで、予備費でも何でも使って呼べばいいわけです

し、もっと言えば、外部の人に済みませんがボランティア

でお願いしますというふうな選択だってあるわけですね。

絶対に幾ら以上払わなければいけないというのは、何かガ

イドライン的なものはあるかもしれませんけれども、変な

話、ボランティアでもいいから国の審査を透明化したいと

いう専門家がいたらその人に頼んでもいいわけですから、

それにつきましても、今後またこういった技術審査委員

会を開催する必要性が出てきた場合には、外部の方に入っ

ていただくようにいたします。 



ちょっと何か外部の人を入れなかった理由として、時間が

短い、謝金がとれないというのを挙げるのは適切ではない

のではないかというふうに感じます。 

あと、終わりの方の111ページから始まるところの審査

結果なのですが、これは各委員の評価というのはばらばら

には出てきていないように見られるのですが、そういう認

識でよろしいのでしょうか。 

先ほどの技術審査委員、社会・援護局援護課長を初め、

社会・援護局の内部の４名に点数を出してもらいまして、

その合計を４で割ったような点数を CIO 補佐官と情報企画

室の補佐に妥当性を含めて検討していただいたような結果

ですので、審査としては、まずはその４名が点数を出しま

した。 

こういうので複数の方に見ていただく場合、ある意味、

合計をとったり平均をとったりして、そのばらつきが見え

なくしてしまうのは不適切な場合もあります。要するに、

ある審査委員はこの点がとても問題だと思っているのに

対して、ほかの委員たちは全然問題がないと言っていると

いう場合は、恐らくは問題がないところなのだと思いま

す。その逆もあり得ますね。ある委員だけがいいと言って

いるけれども、ほかの委員はみんな問題ありと言ってい

る、そういうようなところを見逃してしまう可能性がある

ので、単純にそうやって合計したり平均したりというので

は、そういう審査委員会を複数名で組んだ意味が減殺され

てしまいますので、一人ひとりの評価というのが乗るよう

な形でこういう報告は出された方がいいのではないかと

思います。 

わかりました。 

これは、提案書を出してきたのも１者だけなのですか。 １者だけです。 

 

それはなぜなのでしょうか。 この援護年金システム、援護国債システムは、仕様書に

も書いてありますとおり、年金につきましては戦傷病者戦

没者遺族等援護法、国債につきましては各種特別給付金、

特別弔慰金等の法律を持っていまして、三菱電機に関しま

しては、この援護システムができた昭和 62年から両方のシ

ステムについてシステム開発をされて、ずっと携わってき

ました。こう言っては何ですけれども、援護システムも援

護年金システムも国債に関してもそうですが、受給者の高

齢化が進んで、もう終息に向かっていくようなシステムで

もありますので、その終息に向かっていくに当たって、今

回はウェブ化という大きな改修ではありますが、そのため

にこれから法律を企業が勉強して、これから伸びていくシ

ステムでしたらまだまだそういった勉強していただく余地

はあると思いますが、もう今から勉強して覚えて今回のシ

ステム再構築に生かそうとそこまで思っていただける企業

はなかったのではないかという気がしています。 

それから、１回目の入札でほぼこの99.76％でしたね。

これは、何でこんなぴったりいくのか。１回オーバーして、

第２回目とか３回目とか、そういうのは99.2はわかるので

す。何でこんなふうにぴったりいくのですか。 

そこは正直申し上げまして、何ともわからない部分です。

確かに不落随契の経過をたどりますと、なかなかきまらな

いという中で徐々に落ちていきますから、最後、よほどい

きなり大幅に落とさない限りは非常に予定価格の近いとこ

ろで契約できるのは当然だと思います。ただ、今回につい

ては何ともどうしてうちとこれだけ近くなるのかという分

析は難しいのかというふうに思います。 

私も同じように、この予定価格調書の118ページを見ま

すと、こういうふうに単価と人月が書いてあるのですが、

これで予定価格を算出したにもかかわらず、かなりの近似

の入札価格が出ているというのは非常に偶然しかありえ

ないかなと思っているのですが、いかがですか。 

今、手元に業者からの請負金額の明細がありませんので、

詳細な御説明は難しいのですが、それを見たときに、私ど

も予定価格上の積算の項目は仕様の中で示されている作業

工程をそのまま置いております。ただ、業者が見積もるに

当たってどういう積算をしてきたかというのはわかりませ

んので、何とも御説明ができません。 



予算書を見ることで、予算の中身はわかりますか。これ

は予算でもってやっていますね。 

最終的には予算額を上限にして予定価格を算出しており

ますので、そういう意味で最大価格というのはそこまでの

金額なのだろうという想像をしてくることはあるかもしれ

ませんが、ただ、ほかのシステム開発でもありますが、あ

くまで予算の積算とは全く別のものとして私どもは作って

おりますので、予算よりも大幅に小さくなることもありま

すし、とりあえず確保されている予算では足らないという

ことで、これでは難しいだろうということであれば、更に

予算の確保をお願いしますということで予定価格をセット

することもありますので、必ずしも予算書を見たからその

価格でということではないのかと思います。 

（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１０】 

審議案件名 ：感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）機器賃貸借及び運用・保守業務 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約（不落随意契約）の案件中、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 ：東芝ソリューション株式会社 

予定価格  ：347,241,443円 

契約金額  ：345,541,680円 

落札率   ：99.51％ 

契約締結日 ：平成23年12月19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、１者が応札したが、入札は不落となり、予算決算

及び会計令第９９条の２に基づき、東芝ソリューション（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回応札された会社は、２つの会社がタッグを組んで応

札してきたという理解で正しいでしょうか。 

直接の応札は東芝ソリューションになりますが、リース

に関してはリース会社からさせることが最近は大変多くな

っておりますので、いわゆる第３者賃借ということで東芝

ソリューションから証明書を出させた上で３者での契約と

いうことになっております。 

わかりました。何というか、そこがすべてを物語ってい

るという感じで、せめて賃貸借とネットの部分を分離する

とか、そういった調達にした方が１者応札とか不落随契に

つながる道には行きづらかったかなと思うのです。つま

り、今回ちょっと大規模過ぎる調達だったのではないか。

東芝をもってしてもとは言いませんけれども、結局リース

の会社と一緒にというか、分担して請け負うということに

もなっていますし、全部一括で出されなくてもよかったの

ではないかという感触を得たのですけれども、いかがでし

ょうか。 

こういった大規模システムでも、賃貸借と運用・保守に

ついては、今のところ一括で調達しているところが省内で

は多いようで、ただ、そのあたりにつきましては調達とか

を支援しています統計情報部の方とかと相談しながら、今

後調達する際には検討させていただきたいと思います。 

多くの場合、ハードウェア、ソフトウェアと保守という

のは勿論一体だと思うのです。一方でネットワークはまた

別の技術という部分もありますので、ネットワーク部分の

提供及び保守というのと分けるということだったら十分

可能性があると思うのです。上物と下物という感じです

ね、上下分離というか。そういう感じだったら可能性はあ

ると思うので、是非今後は御検討ください。 

今回のシステム開発につきましては、既存システムが非

常に問題があるということで、新機能の追加等を行うため

の開発ということですけれども、最初に開発した企業はど

ちらですか。 

同じく東芝ソリューションでございます。 

ということは、この後の追加的なシステム開発を行う場

合も、東芝ソリューションさんではないとできないという

この運用・保守の調達の前に、システム交換の調達の方

を行っていまして、その際には東芝ソリューションと富士



ことでもあるのでしょうか。 通の２者応札になっております。そのシステム交換の段階

で、尐なくとも東芝ソリューションだけではなくて、別企

業の方も運用・保守はできるかと思われます。 

そうすると、やろうと思えば入札には富士通さんの方も

応札できたということなのですね。 

実際、運用・保守の方になぜ入ってこなかったのかはこ

ちらの方ではわからないのですけれども、そういったこと

もあり得たかと思います。 

入札公告で結果として１者しか応札してこなかったと

いうことなのですけれども、この辺の入札公告を含めた原

因についてはどのように分析されていますか。やはり１者

応札は余りよくないなというふうに感じておりますか。 

先行指定システム自体の開発が行われておりますので、

その開発したシステムを動かす機器の賃貸借ということに

なってくると、どうしてもその開発を当初した業者の方が

有利といいますか、その会社を乗り越えてまで入札で勝つ

ということで他業者が入ってくるのは確かにハードルが高

いのかなというふうに思っております。 

ただ、先ほど御説明を申し上げましたが、新しく作った

システムの中身を見たときに、特別著作権が留保されてい

たり、あるいは他者では出せないような技術が入ってくる

ということはありませんので、技術的なところでは不可能

ではない。ただ、どうしてもほかの調達案件を見ていても、

先ほど申し上げたような事情というのは働いてくるのかと

は思っております。 

これは開発したシステムの更改の業務もあるから、その

更改部分については、やはりもともとのシステム開発業者

がやることが自然なのですね。 

自然とまで言い切れるかとは思いますが、やはり価格面

でも競争しなければいけない。特に後発の業者の場合には、

現状のシステムの中身を知らないという状況にありますの

で、そのリスクも積まなければいけないという中で現行業

者に勝てるかどうかというと、どうしても敬遠されるとい

う流れはあるのだろうと、想像できます。 

システムの更改作業と機器の賃貸借、運用・保守がセッ

トになってしまっているから、余計そういう障害要因にな

ったような気もしないではないのですが。 

新しいシステムもソフト面の開発は別発注になっていま

すので、一緒にはなってはいないです。 

調達概要書を見ると、「システムの更改を行うこととし」

というのは、別にやったのですか。 

はい。それは別の業者というのは結局東芝なのですけれ

ども、そのシステムを動かすためのハードウェアの環境も

賃貸借をやっているのが今回の契約になります。 

そうすると、この更改作業というのはまた別にやって、

それも一般競争入札なんかをやってということですか。 

はい。それが先ほど御説明申し上げた東芝と富士通の２

者での話です。 

本システムの開発も東芝と富士通の競合だったのでは

ないですか。先ほどの説明はどういう意味だったのです

か。 

先ほどはシステム更改の方が東芝と富士通の２者になっ

ています。 

平成18年４月の本システムの開発のときは、それはまた

別の業者ですか。 

そのときが、やはり東芝の受注ですが、その時の競争関

係がどうだったかは、ちょっと資料がありませんのでわか

りません。 

そうすると、更改作業の方は、先ほどおっしゃった富士

通と東芝ということですか。 

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。 

 

 

 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） 


