
平成２４年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２４年１０月１２日（金） 厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部教授 

審議対象期間 原則として平成２４年４月１日～平成２４年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名：電子計算機の賃貸借及びプログラム・プロダクトの使用権許諾に関する契約 一式 

資格種別  ：－ 

選定理由 ：随意契約の案件中、最も契約金額が大きい。 

発注部局名：年金局事業企画課 

契約相手方：日本電子計算機株式会社 

予定価格 ：16,450,030,075円 

契約金額 ：16,450,030,072円 

落札率  ：100％ 

契約締結日：平成24年4月2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。 

 

意見・質問 回   答 

まずこちらのソフトウエアについては日立製作所に著作

権を握られているというか、持っているという御報告だっ

たのですけれども、ずっとこのソフトウエアを使い続ける

予定なのでしょうか。 

今、システム刷新を準備していますが、それが完成するま

ではこれを使う予定です。 

その目処といいますか、どのくらい、何年後とか、そう

いったものは決まっているのでしょうか。 

刷新なのですけれども、我々のところでは２つ大きなシス

テムを持っていまして、１つが年金の記録を管理するシステ

ムで、今回の案件は年金の支払いをするシステムです。当面

の刷新といいますか、システム全体の見直しとしましては、

記録の管理のシステムをまず先行しようということで、今、

準備を進めていまして、年金の給付のシステムについては記

録管理システムの刷新を終えた後、第２段階目として実施し

ていきたいという予定で取り組んでいます。 

そうすると結構長くこのまま使うと考えられるわけです

ね。 

今のところまだ正確に決定しているわけではございませ

んけれども、年金給付のシステムについては平成 32 年頃に

新しいシステムに刷新するように検討を進めている状況で

す。 

そういう意味では毎年毎年契約をし直すというのも何と

なく腑に落ちないといいますか、無駄が多いような気がす

るのですけれども、債務負担行為等にして複数年契約には

できないのでしょうか。 

この随意契約理由書の中にもございましたように、制度改

正とかそういったものが非常に多くて、その一方で受給権者

数も増加の一途ということがあります。これから予定されて

いる大きな改正、例えば被用者年金の一元化ですとか、そう

いったような大きなイベントがたくさんありまして、逆に言



うと、そのたびに機器の増設ですとか、あるいは最新の機器

への入れ替えができるだけの臨機応変にできるような体制

でなければこのシステム自体を安定稼働させるのがなかな

か難しいと考えています。したがいまして、当面複数年で固

定的に契約するといったようなことはそぐわないのではな

いかと私どもでは考えています。 

環境設計に関して著作権が認められているということな

のですけれども、製品そのものではなくて設計に著作権が

あるという考えで間違いないでしょうか。 

今、言われたとおり、設計のほうに著作権があるというこ

とで間違いありません。 

随意契約理由書を拝見して、いろいろな入れかえのコス

トが大きいというのはもちろん考えられるとは思うのです

けれども、ただ一方で、理由書だけ拝見すると、コストの

算定ですとか、あるいはここに頼んだ方がいいという点で

のベネフィットなどがちょっと漠然としていて、とにかく

ほかに頼むとコストがかかる、時間がかかるというだけの

理由という言い方もできてしまうと思うのです。そういう

意味では随意契約理由書を第三者的に見てみるとやや納得

いきがたいので、もう尐々コストベネフィット比較をした

上でということを説明していただく必要があるかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

今の随意契約理由書自体を書き直すという意味ではなく

て、今後のお話ということでよろしいでしょうか。 

そうした面についても今後取り組むような形で検討した

いと思います。 

物品の明細表についても、いろいろと物品が並んでいる

わけですけれども、随意契約ですから当然といえば当然で

すが、ある意味相手が決まっていて、その相手にしかわか

らないような明細になってしまっているので、今後たとえ

遠い将来であっても一般競争に移行する可能性を考える

と、どうして随意契約にしたのかというところに加えて、

こういった明細書といいますか、物品のリストのところも

一体何を頼んでいるのかがもう尐しわかるように記載して

いただきたいと思います。 

資料を拝見させていただきまして、10ページのところに

予算率 70％という数字があるのですけれども、これはどう

いうものなのでしょうか。 

予定価格につきましては基本的に予算の範囲内において

定めることになっておりまして、日本電子計算機株式会社か

ら提示された価格証明書と機器構成図で組み合わせていく

とどうしても予算を超えてしまいますので、その中で予算に

おさまるように用いている率が予算率になっております。 

 

日本電子計算機株式会社のほうから出されているか価格

証明書については、契約金額と合致している金額というこ

とですか。 

いえ、こちらは基本的に定価です。 

それの 70％で契約をされているということですか。 

 

結果的にそういうことになっています。 

70％の意味はどういうところにあるのですか。80ではい

けないのですか。 

それは予算率が 70％ということではなくて、結果的に 70％

で契約している意味ということでよろしいでしょうか。 

70％でしか予定価格の範囲内におさまらないという意味

ですか。 

そうなります。 

それから、同じ10ページのところで賃貸料が３段階に分

かれておりまして、最初が22億、17億、13億と低減してく

るのですけれども、これの意味はどういうところにあるの

ですか。 

先ほど７ページの随意契約理由書でも御説明させていた

だきましたが、１段落目の後半のほうなのですけれども、平

成24年度におきましては中央処理装置の更改ですとかジャ

ーナルコピー関係の整備ということで、機器の導入と撤去を

実施しておりまして、それに伴って機器の構成が変わってい

るところから月額の賃貸料が変わっているということです。 

新しいハードウエアの購入が変化してくるからというこ

とですか。 
既存の機器を撤去いたしまして新しい機器を入れるとい

うことで、機器の入り繰りがございますので、そこで月額の

賃貸料が変わっているということです。 

日本電子計算機株式会社はソフトウエアの開発ももちろ

んやられている会社なのですか、それとも金融会社なので

すか。 

具体的にソフトウエアの開発をやっているかどうかは確

認したことはないのですけれども、日本電子計算機株式会社

自体は大型の電子計算機のレンタルを主にやっている業者

と承知しています。 



開発はしているかどうかはわからないけれども、ハード

ウエアの購入はしているということですか。 

そうです、それを主な業種としてやられています。 

ソフトウエアの開発につきましては日立のほうのグルー

プ会社に外注を出しているということですか。 

そうです、年金給付システムについては従前より日立製作

所のほうに開発を委託しています。 

再委託のところなのですけれども、118 ページの履行体

制に係る承認申請書の最後のほうに貴省との契約金額につ

きましては２分の１に満たないので開示はしませんとなっ

ております。原則開示しなければいけないのですが、この

辺はどのようにお考えでしょうか。 

確かに原則開示ということで我々は日本電子計算機等に

協力を求めてはいるものの、現時点においてはここに書かれ

ているとおり、営業秘密情報に当たるという理由で開示して

いただけない現状にあります。ただ、そうはいっても、厚生

労働省の中の内規の１つとして原則２分の１以下であるこ

とというのが定められていますので、その点については明ら

かにしてほしいと交渉いたしまして、その点については今、

開示していただいているというのが現状です。引き続きそこ

の開示を求めていくところについては取り組みたいとは思

っています。 

理由の中で委託先との契約上、シーリング違反になる、

抵触するとなっているのですが、余り理由になっていない

ような気がするのです。相手との契約の中でこういった公

共調達が行われた場合については例外規定を入れるとか、

そういうふうな形でやっていただければ当然開示はできる

と思いますが、いかがでしょうか。 

例えば守秘義務契約を日立製作所さんと日本電子計算機

株式会社がシーリング契約を結ぶはずですが、そのときに

公共調達であるので厚生労働省さん側には開示をしますよ

と契約書の中に１項入れていただければ、当然契約に抵触

することはないので、そういうふうにしていただいたほう

がいいのかなとは客観的には思います。 

それはそのとおりで、我々としても日本電子計算機株式会

社のほうにはお願いはしているところなのですけれども、や

はり日本電子計算機株式会社としてはそういうことも含め

て開示は難しいという答えを聞いています。 

また随意契約理由書のほうなのですけれども、結局計算

機そのものは日立の大型コンピューターということです

ね。そういう意味ではまず第一に日本電子計算機ではなく

て日立の関連、日立ではないところでも結構ですけれども、

別のリース会社が出てきてもおかしくはないのではないか

ということで、やはり随意契約の理由がそこにも欲しいな

と思います。その点はいかがでしょうか。どうしても日本

電子計算機をリース会社にしなければいけない能動的理由

というか、積極的な理由はあるのでしょうか。 

もともと随分昔から年金給付システムのために、当時は国

内の唯一のメーカーであったということで日本電子計算機

さんのほうと契約してずっと続いているわけですけれども、

当然ながら品物自体は日立製作所さんのものでございます。

ただし、やはり大きなコンピューターですから、普通に一般

に販売しているものではございませんので、当然メーカーの

日立さんでも納入ができるのではないかというような可能

性もございまして、それぞれ協議しながら更新をやってきて

おります。実際に以前日本電子計算機さんと契約していたも

のにつきましても、日立さんのほうから直接賃貸借できるよ

うに切りかえたものもございまして、一律に日本電子計算機

さんのものを賃貸借を続けているというようなことではご

ざいませんで、その辺については私どもでもきちんと取り組

みを進めている状況です。 

今回は CPU というか、計算機本体の部分の入れかえもあ

るということですので、そういう意味ではやはり別のとこ

ろが入ってきても入れかえのコストはあったはずだと思う

のです。ある意味、今回は特に入れかえがあるからこそ随

意契約ではなく一般競争にしてもよかったのではないかと

見えるのですけれども、いかがでしょうか。 

実は大型のコンピューター自体は日本電子計算機さんの

随意契約のほかにも４台ございまして、それぞれを関連づけ

て動いているのが実態でございます。ですので、そういった

意味で各機器それぞれ常に互換性を保たなければならない

という、ある意味機器上の制約といいますか、そういったも

のもございますので、今回の入れかえに当たってそこは日本

電子計算機さんのものを採用させていただいたというよう

な事情です。 

（分科会長の意見） 

やはり今、口頭で教えていただいたようなことこそ随意

契約の理由になろうかと思いますので、ぜひ今後はそうい

った理由を開示するというか、理由書に書いていただけれ

ばと思います。 

 

はい。 



【審議案件２】 

審議案件名 ：労働局適用徴収業務支援システムに係るアプリケーション保守業務一式 
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  ：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 ：富士通株式会社 

予定価格  ：97,907,250円 

契約金額  ：96,600,000円 

落札率   ：98.66％ 

契約締結日：平成24年4月2日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、富士通（株）が契約の相手方と

なった。落札率は 98.66％である。 

意見・質問 回   答 

今回は保守業務の調達ということなのですけれども、シ

ステムを作成した業者は同じ富士通なのでしょうか。 

そのとおりです。 

富士通以外のところでは保守が難しい部分があったこと

はあり得るでしょうか。最初７者来ていたということだっ

たのですけれども、富士通しか残らなかったのは、例えば

ドキュメントが不足しているとかでほかが手を挙げられな

かったということはないでしょうか。 

こちらは開示できる資料を十分用意したつもりでござい

ますので、その点で業者が参入できなかったということはな

いとは思うのです。ただ、なぜ７者も説明会に参加していな

がら札入れの段階になって１者になったかというのは聞き

取りはしておりませんので、推測ではありますけれども、あ

る業者からは、システムを開発した業者は非常に有利であっ

て、後から他社が開発したシステムの保守をするのは非常に

リスクがあって参加しにくいと聞いたことがあります。 

他人が作ったソフトウエアの保守が面倒なのは技術的に

本当のことだとは思うのですけれども、ある意味それをビ

ジネスとするところがあってもいいはずで、そういう意味

では何かもう尐し業務そのものがはっきりするようなドキ

ュメントを用意するとか、システムの構造がわかりやすい

説明書を用意するとか、そういった御努力をよりしていた

だいたほうがいいのかなという気がします。こちらがいた

だいている資料ですと、規模のほかに作業そのものが余り

はっきりしていないように見受けられますので、もう尐し

サービス専門業者又は保守専門業者が入りやすくなるよう

にドキュメント開示なり、今、動いているものを実際に見

せるなり、操作させるなりしてはいかがかと思うのですけ

れども、そのあたりは問題はありますか。 

どこまで開示できるかというのは、そういう実際のシステ

ムを見せたことがないのでわからないのですけれども、やっ

ているところがあるのか調べてみて、可能であれば考えてみ

たいとは思います。 

開発ですとアイデアを持っていくとかいうようないろい

ろな懸念があるかと思うのですけれども、保守の場合はも

のを見てみれば手に負えるかどうかはわかるという部分が

あると思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。

特に公共調達なので、その点は明らかにしてもいいのでは

ないかと思います。 

もし開示資料等である程度賄えるものであれば、まずは開

示資料のところで対応してみて、実際に行動を起こして機械

を見にいくとか、例えば本番環境がすぐ霞が関界隈、または

こちらは上石神井でございますけれども、そこで用意できな

い場合は実際に各労働局等へ出向いていくことになります

ので、そこら辺は実現が難しいかなという気もするのですけ

れども、開示資料ではある程度そこの部分は改善できるとこ

ろがあるかもしれないので、まずはそこを考えてみたいと思

います。 

今回の調達は事実上全国に広がることになると思うので

すけれども、保守であれば別に１者に47都道府県任せなく

ても、もう尐し細分化しても構わないのではないかと思う

のですが、それはいかがでしょうか。 

これは集中型で管理をしていますので、分割することによ

って費用が逆に膨らむのではないかとも考えられます。です

ので、１者で効率よく保守をした方がいいと判断していま

す。 

現実には、幾ら大きな富士通とはいっても全国の営業所

のようなところに実際にはやらせるとか、あるいは今回再

委託に関してははっきり書いていないかとは思うのですけ

れども、そういったことで現地での業務をしてもらう業者

が別にいるということはあり得ると思うのです。そうだと

アプリケーションの保守は集中管理できていまして、出先

のアプリケーションを何か改修するとか改善するというア

プリケーションではないものですから、やはり中央で集中で

１者でアプリケーションを保守改修して、リモートで各 47

都道府県へ配付するという仕組みになっていますので、現実



すると富士通に１回お金を渡して、そこからまた払っても

らうというと、当然富士通側にはマージンが残らなければ

ビジネスになりませんので、やはり個別発注というか、地

域別発注にしたほうが安くなるのではないかなという気が

するのですが、いかがでしょうか。 

には各出先にわざわざ出向いていって保守をする業務はま

ずほとんどないということから、やはり集中型、そして１者

での対応が一番効率的だと思います。 

96 ページの公共調達委員会の審査結果ですが、これはシ

ステム的には仕様書を決める前に公共調達委員会を開い

て、仕様書をどうするかということを議論して、それから

その結果を仕様書のほうにフィードバックしてやるという

ことなのですか。 

調達委員会で審査するのは、調達の仕方とか、調達する予

定価格とか、または今、御指摘された仕様書の中身とか、た

くさんの業者が参入しやすい条件になっているかとか、広範

囲に見ていただいていまして、その中での指摘の１つという

ことです。 

審査をするのは調達をする前に審査をして、これはこう

改めた方がいいのではないかというアドバイスに基づいて

仕様書に反映させたり、スケジュールを決めたりというこ

とはされているわけですね。 

そのとおりです。 

（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３】 

審議案件名 ：労働局適用徴収業務支援システムに係る運用業務一式 

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  ：一般競争入札方式を実施している案件中、最も落札率が低く、低入札価格調査を実施している。 

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 ：株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 

予定価格  ：37,267,230円 

契約金額  ： 8,316,000円 

落札率   ：22.31％ 

契約締結日 ：平成 24年 4月 2日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者が応札したが、入札金額が最も低い（株）日本

ビジネスデータープロセシングセンターが契約の相手方となった。落札率は22.31％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

公共調達委員会の条件付きの審査結果がありまして、そ

れが改善した形で仕様書が公開されたということなのでし

ょうけれども、その中で 49 ページの開札調書を見て、入札

者が３者ありましたけれども、非常に金額がまちまちだと、

10 倍くらいの差があるということからすると、同じプロフ

ェッショナルが同じ仕様書を見てこれだけの金額の差異を

出してくるということですので、何か仕様書に不測のこと

があるのかなと思ってしまいますが、その辺はいかがです

か。 

そこら辺は聞き取りをしていないのでわからないのですけ

れども、２番目と３番目の業者、それから、先ほど言いまし

た５者から見積もりをとったというものの残りの３者も大体

２番目と３番目の範囲では見積書が来ていまして、一番上の

会社は見積書をとっていない会社でして、実績等が全くわか

らない会社でありました。ですから、なぜ積算根拠がほかの

会社と違うのかはわかりませんけれども、実際の中身はしっ

かりこちらが求めたものが積算されていたし、対応がとられ

ていたということです。 

それから、５者は大体こちらの想定していた金額は出てき

ているのですけれども、なぜこの１者だけがこう低くという

のはなかなか分析しづらいところはあります。 

富士通さんが 1,200 万で日本電気さんが 7,000 万で、こ

れもかなりの開きがあるなとは思ってしまいます。その範

囲内で５者の見積もり等は提示されたということですね。 

そのとおりです。 

まず確認なのですけれども、これは案件２と同じシステ

ムに関する調達で、今度のほうは保守の契約ということで

間違いないでしょうか。 

運用の契約です。 

例によってこれは 47 都道府県に関係はあっても実際の

作業は東京でやるのみということなのでしょうか。 

そのとおりです。１ページの調達概要書の３の（２）にあ

ります。このシステムの稼働監視、パスワードの初期化、ユ

ーザー情報のメンテナンスのオペレーション、ヘルプデスク

の業務、運用作業報告等の業務委託です。これは中央で全て

できる内容でありまして、中央で一括してできる業者１者を

選定するのが適当という案件でありました。 



先ほど５者見積もりを出してもらったと言われていたと

ころの５者の見積書みたいなものはこの資料には入ってい

るのでしょうか。 

入っていません。 

大体２位、３位の会社と同じくらいの金額ということだ

ったのですけれども、先ほどの枝松委員の御指摘のとおり

かなり開きがあるのですが、２位と３位のどちらに近かっ

たのでしょうか。 

どちらかといいますと、３位の会社のほうが近いです。 

より高い会社。そうすると、今回の件はかなり安いとい

うことになると思うのですけれども、低入札調査のところ

を見てみますと、ページ数では 71ページの入札価格内訳書

を見てみますと、「特別御値引き」ということで 600 万円

以上入っております。まず第一にこの 600 万円を加えてや

れば第２位の会社とほぼ同額になるわけです。そういう意

味ではこれはダンピングとも見えるのですけれども、いか

がなのでしょうか。 

そこら辺の観点で多分低入札の調査はしていない、記録上

は残していないと思います。そこは聞き取ってきて、そうい

うダンピングはないと調べてきているのだと思います。 

ただ、特別お値引きと言われて、はいそうですかで済ん

でしまえば、低入札価格調査は要らない気もするのです。

要するに何でも、どんな不正競争のようなものであっても、

特別お値引きですと言ってしまえば通るということであれ

ば、それは公共調達でもってデフレ誘発ではないですけれ

ども、余りよろしくない、健全ではない競争を誘発してい

るようなことにもなりかねないと思うのです。 

この内訳書の書き方にもよるのだと思うのですけれども、

このような形で出してきたものを受け付けたというのもあれ

なのでしょうけれども、本来はこういう特別お値引きという

ものは記載せずに行政に出されるべきものだと思うものです

から、今後もしこういうような書き方をしてきた場合は、正

確な内訳書を書くように指示したいと思います。 

やはり特別お値引きが、例えば物が古い物を使っている

から安いのだとか、あるいは何かちゃんとした説明がつく

ものならいいですけれども、技術者の人たちの人件費を買

いたたいたおかげで安いのですということになってしまっ

ては厚労省の名が泣くということですので、ぜひともその

点は今後ははっきりさせ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４】 

審議案件名 ：労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの運用等業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、最も落札率が低く、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：5,652,035,670円 

契約金額  ：2,079,000,000円 

契約率   ：36.78％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、４者が応札し、技術点が１位だった（株）エヌ・テ

ィ・ティ・データが契約の相手方となった。落札率は 36.78％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今までの運用業務につきまして、伊藤忠テクノソリュー

ションズさんが行われていまして、５年経過をしたので入

札をして新しくエヌ・ティ・ティ・データのほうに変わっ

たということですね。開札調書を見ますと、これまで運用

業務に携わってきた伊藤忠テクノソリューションズさんも

参加されているということになっていますけれども、評価

のところで技術評価点ともちろん価格評価点があります

が、これまで伊藤忠テクノソリューションズさんが運用業

務に携わっていたにもかかわらず非常に技術評価点が低い

のです。トップがエヌ・ティ・ティ・データで 86点、最下

位が今までやられてきた伊藤忠テクノソリューションズさ

労災保険業務課福島です。実際に運用業務の担当をしてい

る者です。 

伊藤忠テクノソリューションズなのですけれども、今回提

案してきたのですが、提案内容を見てみますと、私たちのシ

ステムのほうでは例えば来年ハードウエアの更改がありま

して、先ほど特別対応ということで人数を多く設けるといっ

たものも今回の調達仕様書に入れているのですが、伊藤忠テ

クノソリューションズは提案書におきまして、ハードウエア

更改などの新規業務については他業者にお願いしてくださ

い、もしくはヘルプデスクが問い合わせの全てに対応できな

い場合は増員の変更契約を協議したいと要望してきていま



んなのですが、そういった評価の低いところに今まで５年

間運用業務を任せてきたことにつきましてはどのような御

判断をされているのでしょうか。 

したので、技術審査において低い評価となったものです。 

また、これまで数年間伊藤忠テクノソリューションズ株式

会社に運用業務をしていただいていたのですけれども、その

中でも尐し難しいものは保守業者にやってくださいですと

か、ヘルプデスクの人数がこれでは問い合わせの全てに対応

できないので増員の契約をしてくださいですとか、そういっ

たものがありまして、事実途中で増員の変更契約をしたりし

たものです。 

そういうことを総合的に判断すると、技術評価点はこう

いうふうになってしまうということですか。 

はい。 

 

評価委員の方はどういう方がいたのですか。 資料の 119ページでございますけれども、技術審査委員会

の設置について記載したペーパーでございます。この中の３

番をごらんいただきますと、委員長が労災保険業務課長、そ

のほか委員としましては CIO 補佐官が２名でございます。 

全部内部の方ですね。 ６名のうち４名が行政でございまして、残りの２名が CIO

補佐官です。 

そうすると、そういう事情を皆さん御存じだったという

ことになるのですか。 

労災保険業務課は事情は知っていましたけれども、CIO 補

佐官はそういった事情は知っていません。 

それにもかかわらずかなり低い評価が出てしまったとい

うことになりますか。 

はい。 

次に、185 ページの低入札価格調査の次の 186 ページの

再委託のところなのですけれども、ここが原則どおり行わ

れていないような気がするのです。すなわち二次的な業者

さんの開示と金額の明示がないのではないかなという気が

するのですが、いかがでしょうか。 

低入札価格調査では金額等は確かに記載はなかったので

すけれども、実際のところエヌ・ティ・ティ・データ SMSで

すか、再委託する予定の会社がありまして、手続は適正に行

わせるように、ちょっと手続が遅れていたところがあるので

すが、それは適正にやっています。 

この資料にはファイルをされていないけれども、進めて

いるということですか。 

そうです。 

評価点についてなのですけれども、例えば通し番号で 127

ページに必須の点数も加算するように書かれています。30

点でしょうか。必須項目については加算するというのは何

となく妙な気がしまして、要するに１つでも欠けたらそこ

はだめなはずですね。こういうふうにするのは普通なので

しょうか。 

必須項目に 30 ポイントあげている点なのですけれども、

今までシステム調達につきましては統計情報部が出してお

ります情報システム調達の手引きなどですとか、あとは CIO

補佐官の助言を得て私たちはこういった点数の配分を決め

ているのですが、そこでいただいているアドバイスによりま

すと、例えばハードウエアの調達ですとか、技術点が余り影

響しないようなものについては、基礎点といった形で必須項

目を満たせば例えば 50％の得点をあげるとか、もしくは今回

のような技術能力が大きい調達につきましては必須項目を

減らして任意項目による得点を高くするとか、そういった御

指導をいただいています。今回もそれに倣ったものです。 

なるほど。ただ、必須であれば欠けたら失格というのが

普通のような気がします。もちろん今回 1,350分の 30 です

から大差ないと言ってしまえばないのですけれども、ただ

ちょっと説明が必要かなと思われたので伺った次第です。 

それから、186 ページなのですけれども、ここでは人員

を専従させてやりますというようなことを書いているので

すが、普通専従させるとかえって高くなるのではないかと

いう気がしまして、やや不思議な印象を持ったのですけれ

ども、これについては何か聞き取り等で情報はありました

でしょうか。 

186ページのヘルプデスクの部分でしょうか。 

こちらはどのような形でヘルプデスク業務を行うのかを

質問したのですけれども、職員を専従させといいますのは、

この前にエヌ・ティ・ティ・データから低入札調査をしたと

きの回答で、とてもノウハウを持ったメンバーを尐数精鋭で

ヘルプデスクに当たらせるといった発言がありまして、それ

に引き続いているものです。ノウハウを持った者を専従させ

ることで９人月で何とかしますというような趣旨でござい

ます。 

人数を減らせるという意味で書いてあるわけですね。わ

かりました。 

それから、再委託についてなのですけれども、エヌ・テ

ィ・ティ・データ SMS 社にヘルプデスク業務全般、運用作

業、監視オペレーターを再委託するということになってい

るのですけれども、これは今回の調達の本質部分に相当す

私たちも調達する際に丸投げにならないように十分配慮

いたしました。例えば資料の 65 ページをお開きいただきた

いのですけれども、調達仕様書の中の「９．２ 契約条件」

というところです。こちらの（１）の上から５行目、これは

再委託を認めている部分なのですが、読ませていただきます

と、「再委託する場合でも、ヘルプデスク、運用監視、運用



るように思われます。本質的な業務を丸投げ状態で調達す

るのは問題があるのではないかと思うのですが、いかがで

しょうか。 

作業の担当者ごとに受注者から１人以上、尐なくとも計３人

の責任者を配置し、本役務に専任で参画させること」という

ことで、今度は 202ページをお開きただきたいのですが、低

入札調査でエヌ・ティ・ティ・データが再委託する場合の人

員の配置体制を示してきているものです。運用統括責任者と

か、運用作業の責任者、監視の責任者、これらについては実

際に受注したものから出すということで、また実際に関係業

者の週次会議などを行っているのですが、受注者自身が出て

きておりまして、進捗の報告などをしてもらっています。で

すので、丸投げにはなっていないと考えています。 

二十数名の現場の方々に対して３名の受注者という感じ

でルール上も問題はないということですね。 

はい。 

今回、今までやってきていた伊藤忠が非常によろしくな

い状況になっていて、これまでもよくなく、今回もろくな

提案をしてこなかったということなのですけれども、今回

やはり NTT はほかと比べましても人件費が随分と低いです

ので、これはお願いとして今後追跡調査と申しますか、こ

の間の伊藤忠のように後から大変な目に遭ったということ

がなかったかどうか、ぜひ監視のほうをよろしくお願いし

ます。 

はい。 

（分科会長の意見） 

今の監視の点をお願いいたします。 

はい。 

【審議案件５】 

審議案件名：東電福島第一原発緊急作業従事者に対する健康相談等事業 

資格種別 ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由 ：一般競争入札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施している案件の中で、最も契約金額が大き

く、また、１者応札である。 

発注部局名：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方：公益社団法人全国労働衛生団体連合会 

予定価格 ：382,034,847円 

契約金額 ：169,232,382円 

契約率  ：44.29％ 

契約締結日：平成24年4月10日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、公益社団法人全国労働衛生団体連

合会が契約の相手方となった。落札率は 44.29％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

東電福島の健康相談についての案件は前回も取り上

げられているのですけれども、前回のときは契約日が昨

年の７月４日～11 月 30 日で、契約金額といたしまして

は約 10 億円の案件だったのですが、そのほかにも 12月

１日から今年の今までの間につきましては同じような

事業はされているのですか。 

昨年の事業と今回の事業とは事業の内容が異なりまして、

昨年度実施したのは東北の被災３県を対象に、通常の中小企

業の労働者で健康に不安がある方についてまさに健康診断

を行うといった事業でありまして、今回は東電の緊急作業に

従事された労働者を対象にした相談の事業ということにな

りますので、対象と事業内容が異なるものです。 

内容が異なるものだということなのですね。 

昨年と同じ事業会社が落札をする結果になっている

のですけれども、前回も１者応札で今回も１者応札とい

うことなのですが、前回は入札の公告日が 23 年、昨年

６月 21 日から、入札日が７月１日ということで約 10日

間のインターバルがあった。今回は３月９日～３月 27

日までで約 14 日間のインターバルがあった。前回の同

じ委員会の中で、１者応札であったので、尐し公告日と

入札日の期間を延ばしたほうがいいのではないかとい

う指摘をしていると思うのですが、余り延びなかった、

４日くらいしか延びていないのですが、この辺は緊急性

言われるとおり緊急性が一番大きかったと思います。多尐

延ばさせてはいただきましたけれども、なるべく早く実施す

る必要があるということがありまして、それでそれほど大き

く延ばさなかったというのが一番の原因です。 



ということでもないと思いますし、どういった事情があ

ったのか尐し教えていただいてよろしいですか。 

もう尐し延ばすことはできなかったのですか。 補足しますと、この事業につきましては緊急作業従事者が

全国で相談を受けなければいけないという広い事業範囲が

ありましたもので、やはりなかなか全国ネットでこういった

相談の機関を持っているところがありませんでしたので、恐

らくまた１者応札という予測がされたものですから、それで

は実際そういった支店を持たないようなところでも受けら

れるようにするにはどうすればいいかということを検討し

ていまして、検討の結果で例えば市民会館ですとか、保健所

ですとか、そういったところも利用しながら事業者がそこに

医者を派遣して相談できるというような手法もいろいろ検

討していく中で、そういった検討の時間がかかってしまった

ものですから、こういった調達の作業の公示が尐し期間が遅

れてしまいまして、ぎりぎりの選択でこのような期間設定と

なりました。 

これは全国労働衛生団体連合会さんありきとも尐し見え

てしまうのですが、いかがですか。 

調達のほうから言わせてもらえば、ここの団体ありきとい

うのではなくて、実は我々の原課のほうに対しても公告を出

してからいろいろなところに当たってくれということで当

たっていただきました。その結果応札されたのがこの団体だ

けということです。 

先ほどの公告期間の話につきましては 237ページの審査調

書の一番下にも書いてあるのですけれども、やはり調達委員

会の中でも審査期間を見直せ、もう尐し広くしなさいと指摘

されていまして、来年については今以上に調達期間を長くし

て公告をいたしたいと思っています。 

先ほど全国一括というお話だったのですけれども、どう

しても全国まとめての調達でないとならないものなのでし

ょうか。例えば地域ごととかには分けられないのでしょう

か。 

こういった未曽有の大災害だったもので、当初こういう緊

急作業者がどのように福島から離れていったりとかがなか

なか読み切れなくて、まずは福島を中心的にというような考

え方でこの事業を考えていたのですが、やはりいろいろ点在

するということで全国でということになりました。そのとき

には例えばそれぞれの県単位ですとか、そういった契約はな

かなか検討する時間もなかったものですから、現在は、また

１者応札ということもありますので、実際来年度に向けてど

のような形にすればいいか、先ほど申したとおり支店を持た

なくても市民会館を利用したとか、そういったいろいろな手

法を使いながら分割発注といったことができないか検討し

ているところです。 

今回の入札者というか、応札者は出来高払い的な感じで

お医者さんたちに報酬を払うということなのですけれど

も、そうなってくると急いで全て終わらせてしまうとか、

そういった形でサービス低下につながってしまうというよ

うな懸念は特にないでしょうか。 

当然、予算が潤沢にあれば、お客さんが来ようが、相談者

があろうがなかろうがお医者さんがずっと常駐というのが

一番いい形だと思うのですが、やはり事業としてお医者さん

を常時張りつけたりするのは非常に経費がかかってしまい

まして、またこういった相談事業ですから、やはり受動業務

ですので無駄も省かなければいけないということがあるの

で、今の受託者は予約制度を利用したりしておりますが、そ

ういったことでサービス低下につながらないようにきちん

と、例えば電話相談はいつでも対応できますけれども、自分

は心配なので対面でやりたいということでありましたら、き

ちんと希望者の時間を聞いて、その時間に医者をセットする

ような形で事業をやっています。サービス低下にはつながっ

ていません。 

もともと入札が非常に安く上がっていますので、そうい

う意味ではうまいことやってと言うと表現は悪いですけれ

ども、うまく運営されるのだろうと思うのですけれども、

いろいろな緊急作業者がいまして、例えば極端にいえば１

日入ってもうやめてしまう方とか、何カ月か続けられている

方がいまして、当然のことながら何カ月か働いている方に関



一方で発注者である厚労省側としてはサービス低下がない

のかというところはぜひ監視していただいたらいいなと思

っています。 

データベースに関してなのですけれども、データベース

のところは更新はしないのでしょうか。存在しているデー

タベースを照会するのみと考えてよろしいのでしょうか。 

しましては例えば１月単位で健康診断の状況を報告させて

データ更新ということで、緊急作業者が受けられた健康診断

とか、被曝の線量とか、できるだけ最新の状況を把握できる

ようにデータの更新は常にしています。 

私もそれが適切だと思うのですけれども、受託者の見積

もりを見ますと、データベースの更新とかのコストが算入

されていないように見えますので、そちらについて教えて

いただけますか。 

この事業につきましては緊急作業者が希望した電話相談

なり健康相談を受けるだけの事業でありまして、データベー

スの運用保守はまた別な事業発注になっていまして、そちら

のほうでデータベースの更新作業をやっています。 

今回の受託者が更新作業をするのではないということな

のですね。 

また別な事業で、現在はNECが受注しています。 

では、今回の受託者はあくまでも照会のみの事業ですね。 

 

そうです。 

あと委託費積算内訳書を見ますと、フリーダイヤルで

相談に乗ることになっているのですが、フリーダイヤル

というのはかけた側はフリーですけれども、かけられた

側はお金を払うはずなのですが、その費用が入っていな

いように見えるのですけれども、それはいかがでしょう

か。 

予算積算上はフリーダイヤルというような考え方での積

算はしていないのは確かなのですが、当然電話業務があると

いう前提でそういった通信運搬費ということで考えていた

と思うのです。 

予定価格の積算根拠にはちゃんと入っているのですけれ

ども、低入調査に回答しているところの委託費積算内訳書

には通信費ですとかフリーダイヤルの利用料が入っていな

いようなのです。 

確かに本部経費の詳細には載っていないのですが、恐らく

事業全体でかかる、本部でそういった電話相談なり、地方の

対面相談なりを仕組むようなスキームになっていますので、

そういった受託者の考えで管理費の中で整理してしまって

いるのではないかと思われます。積算の内訳には先生の言わ

れるとおり確かに記載はされていません。 

フリーダイヤルにこだわるつもりはないのですけれど

も、電話相談のところを見ますと、例えば10分以上のとこ

ろは単価3,000円、10分未満は2,000円というように書かれ

ているのですけれども、いろいろなメニューはあったはず

なのですけれども、NTTに関していえばたしか１分80円です

とか、フリーダイヤルというのはそれなりに結構な金額を

とっているはずなのです。そうだとすると10分やれば800

円くらいかかってしまうこともあると思いまして、そうだ

とするとここの単価2,000円ですとか3,000円から引いてい

くとかなり残りが尐なくなってしまいますので、このあた

りも何か不都合が今後起きないかぜひ確認をしていただけ

ればと思います。 

それについては計算の中でチェックをしていきたいと思

います。 

（分科会長の意見） 

私からですけれども、先ほど分割発注のお話があったと

思うのですけれども、それと尐し関連すると思うのですけ

れども、調達概要書なり仕様書の中で例えば「本事業を統

括する本部を、原則、東京都 23 区又はその周辺地域に設置

し」とか、支援窓口についても都道府県庁所在地あるいは

その周辺地域に置くとか、仕様上かなり制約が大き過ぎる

のではないかと思うのです。福島第一原発というと沖縄と

か九州のほうにそんな多くの人たちが行っているはずもな

いので、そういう効率なども考えれば余りに過大な制約を

かけて事実上の参入障壁になるようなことは尐し考えられ

たほうがいいのではないかなという気がします。 

あとは、この受託者もそうですけれども、実際は支援窓

口ではなくていろいろな援助を使ってやっているようです

から、これをそのまま読んだ仮に応募しようとする業者か

検討します。 



ら見ると、こんなものまでやるのではとてもやれないなと

思われるような仕様だと思うので、尐し工夫されたほうが

いいのではないかなという印象を持ちました。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：平成２４年度 日系人就労準備研修事業 

資格種別   ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

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

発注部局名 ：職号安定局雇用保険課 

契約相手方 ：財団法人日本国際協力センター 

予定価格  ：602,636,528円 

契約金額  ：537,936,000円 

落札率   ：89.26％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、（財）日本国際協力センターが契

約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

まず、一般競争入札でこの案件を日本国際協力センター

が落札していますけれども、結果として１者応札になって

しまっているのですが、日本国際協力センターは前から同

じ事業を何年かやられているのですか。 

当該事業につきましては平成21年から事業を開始しており

まして、この業者が21年度から落札をしています。 

継続してやられているのですか。 

 

はい。 

ほかの民間事業者が入る余地はあるのでしょうか。 今年度の入札説明会においては３者の方に来ていただきま

して、また資料につきましてはもう一者、合わせて４者の方

に取りにきていただきました。それ以外にも電話等では何件

かお問い合わせがありましたけれども、結果的には応札者が

１者ということでありました。 

平成21年度からこの業者さんがこの事業をやられており

まして、契約金額につきまして上昇しているのですか、下

降しているのですか。 

契約金額についてはそもそも予算金額が下がっていまし

て、ですから契約金額も毎年下がってきているといった状況

になっています。 

どれくらい下がっているのですか。 平成21年度契約額が10億7,000万、22年度が10億5,000万、

23年度７億7,900万となっています。 

そうすると約半分の予算で今はやられている状況になっ

ているわけですね。事業の規模自体は半分になっているの

ですか。 

当初年間 5,000 人程度の研修生をやっておりましたけれど

も、現在は 3,000 人規模という形で事業規模につきましても

縮小しています。 

契約に基づく業者さんへの委託費の支払い方法につきま

して、79ページの委託要綱を見せていただきますと、概算

払いという、前払いをして、その後精算するというやり方

と、精算書を送ってもらって後払いをするというやり方が

あるようなのですが、その辺をお話ししていただけますか。 

この事業につきましては実際今のところはこの業者のほう

から概算払いという形で要望がございまして、概算払いとい

う方式をとっております。 

 

実施結果の報告と精算報告書を求めるように委託要綱の

中ではなっておりますけれども、精算報告書につきまして

はどのような様式と内容になっているのでしょうか。とい

うのは、領収書等の証拠書類等のコピーはつけるのですか、

つけないのですか。 

精算報告書そのものには領収書等の添付は求めておりませ

ん。ただ、精算報告書は委託要綱についております様式を使

わせていただいておりますけれども、別途契約書に添付して

おります積算の内訳と同様のものを求めまして、あと毎年度

精算の前に監査に入りまして、証拠書類を全部チェックした

上で精算をしております。 

要綱の中で 20 条に監査を行えるという規定になってお

りますけれども、これは毎年やられているのですか。 

毎年実施しております。 

76ページの業者さんの人件費の内訳のあたりなのですけ

れども、日本国際協力センターというのは日系人の就労事

業のほかにもちろん事業をやられているのですか。 

こちらの団体につきましては当該事業以外にも事業等は実

施しております。 

でも、この日系人の就労準備事業がメーンの事業になる

のでしょうか。それはわからないですか。 

恐らくメーンというわけではなく、他の事業等もやってい

ますので、団体の事業の一部という形で考えています。 



一部補足しますと、この JICE は外務省の外郭の財団法人な

のですけれども、国際研修ですとか日本語研修関係の事業を

やっていまして、当該事業のほかにもいろいろ事業をやって

いるようです。 

一応人件費につきましては統括責任者、それぞれ責任者を

何人か置いているのですけれども、その方の従事期間に応じ

て業務日報をつけていまして、業務日報に応じた賃金を支払

っているという状況になっています。 

そうすると他の事業と時間をベースにした案分計算は出

来ているということになりますか。 

出来ています。 

今回はいろいろなところで日系人の方をサポートすると

いう調達なわけですけれども、そうだとすると各居住地域

にある団体それぞれに発注をする方が、こういう全国一括

発注よりも柔軟かつローカルなニーズに応えられるのでは

ないかという気もするのですけれども、いかがでしょうか。 

こちらの事業につきましては、まず基本となるレベルです

とかカリキュラム、教材の内容、こういったものにつきまし

てはある一定のレベルという形での基準のもとにやることが

必要であるという形になっていますし、またその年その年で

受講者の応募状況が地域地域で異なっていまして、実際生徒

さんが集まらない地域であれば、他のより集まる地域に振り

かえを行ったり、そういったことがより柔軟にできることか

ら全国一括でという形でやっているところです。 

ただ、どこに行ってもと言うと語弊があるかもしれませ

んけれども、日本語学校は日本全国にあるように思われる

のです。そういう意味では日本語学校一つ一つが自分のエ

リアで入札ができればそれでいいのではないかとも思われ

ますし、さまざまな法令に関することですとか雇用慣行に

関することも地域地域にいらっしゃる弁護士の方や税理士

の方、会計士の方に講演していただくというような手もあ

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

現在も講師等につきましては地域地域でお願いしているケ

ースもありますし、また各地域地域での実施となりますと、

先ほど申しましたけれども、年度途中で計画の変更ですとか、

そういった柔軟性、また統一的なカリキュラム、レベル的に

幾つかコース分けをしていますので、その中での発展性がな

かなかとりづらいといったところがありまして、現在は統一

的な形で実施をしています。 

ただ、せっかく精算払いではなくて概算払いをしてちゃ

んと使った分を報告させるというやり方ですから、そうい

う意味では柔軟に全国いろいろなところに振り分けること

も事後的に可能なのではないかと思うのです。 

この事業自体が一般競争入札とはいえかなり専門的な部分

が要求されまして、例えば具体的に言いますと、日本語の評

価につきましても単なる日本語資格検定とは異なりまして、

就労するための日本語能力ということで、受講者を面接みた

いなものをやるのですけれども、面接する際にその方の日本

語力をどういうふうに評価するか、そういった指標が一定程

度確保されないといけないですし、就労のための日本語とい

うことで具体的に事業所を訪問したり、職場見学を一部のカ

リキュラムでやったり、あといろいろ日本の労働法令の専門

家も講師として調整する必要がありますので、受講者の一人

一人の状況を見つつ個別に支援する部分も必要なものですか

ら、ある程度受講者の日本語能力の評価ですとか、継続的な

支援のためには地域ごとにばらつきが出ないような形でした

ほうがいいだろうと当方は今、考えているところです。 

ただ、日本語能力とかを見てということであれば、ます

ます毎日外国人と接しているたくさんある日本語学校に参

加を呼びかけるほうがより適切な評価ができるのではない

かと思うのです。全国一括でレベルを維持するのは何とな

く理想的にも聞こえるのですが、一方で高いレベルを提供

できる地域とか、日本学校とか、サポート団体があったと

きに、そこを目指してほかのところも上がっていくのが本

来あるべき姿のように思えるのです。全国一括のレベルで

みんな低水準というのでは全く意味がなくて、ちっとも雇

用を促進しないと思いますので、そういう意味ではお上で

定めたレベルにあればよいというような形での調達は今後

考え直していただいたほうがいいのではないかというのが

私の意見です。 

一応現在もレベルに関しましては、もちろん言われるとお

りの低いレベルから、この講習の中でもレベル１、２、３、

さらに日本語教育 N1、N2、N3、それから、専門準備講師とい

う形でレベル段階を幾つか日本語能力に分けて実施できるよ

うな形では実施をしています。その中でより就職に結びつき

やすいような形での高レベルへ順次上げていくといった取り

組みはしています。 

語学とかコミュニケーション能力ですから、恐らくコー ３月８日から４月まで短いという御指摘ですか。 



ス分けはせざるを得ないと思うのです。でも、くどいよう

ですが、それはどこの語学学校でも、日本語であろうが英

語であろうがやっていると思うのです。特別それが一括入

札の根拠にはならないように思われます。 

あと一般的には外国語といったときに、ビジネスイングリ

ッシュとかいう言葉もありますけれども、本当に入門レベ

ルの言葉ということでやっている方々が携わる仕事に関し

ていえば、日常会話のほうが語彙が非常に増えるのでレベ

ルが高い、よほど難しくなるのが一般的で、むしろ職場内

の語彙はすごく限定されますから、それほど難易度は高く

ないと言われているのです。そうだとすると、どういう人

たちを対象にして全国一括でこういったカリキュラムを導

入するのかがいま一つ見えないです。 

先ほど言われていた法令に関する講義とかも、全国に大

学の教員もいれば、弁護士の方や税理士の方もいろいろい

らっしゃることを考えると、先ほど最初のほうに言われて

いたように、外務省の外郭団体、そういうところしか応札

してこないような形で調達仕様を出すというのはやはり問

題なのではないかと思うのです。厚労省の外郭ではないか

ら問題がないというわけにはいかないと思うのです。外務

省の外郭であろうがどこであろうが、そこしか手を挙げら

れないような国の外郭団体が来るということでは、調達に

関しては問題があるように思われます。 

調達仕様書などを見ても、まず入札公告日が２月21日で

すね。入札日が３月８日。実際やることはリーフレットを

作ったり、会場を手配したり、講師を手配したり、教材も

用意したりというようなことを考えると、このような短時

間でもってこの競争に参入してやろうなどという業者はい

ないのではないですか。ですから、事実上随契に近くなっ

てしまって、一般競争入札の形をとっただけのような感じ

がするのですけれども、そうではありませんか。 

そうではなくて、公告日から入札日までが実質２週間で

すね。公告あるいはその前くらいから用意したとしても、

２週間の間でそういうものが手配できるような状況を作り

上げるだけの能力がほかの業者さんにきっとないのではな

いですか。だから、もしこういうような仕様のもとでこう

いうようなことを要求してやるとすると、結局ここに落ち

着くことになってしまうのではないでしょうか。 

こちらとしてはより多くの方々に入っていただきたいとは

思っています。 

思っていることとやっていることが違っていないです

か。 

もちろん御指摘のように、もしこの期間が短いという御指

摘でしたら、検討します。 

期間が短いのも１つそうですね。 

それから、先ほど髙橋委員のほうから指摘がありました

けれども、全国共通レベルで同じようにやらなければいけ

ないなどというのもそうですね。別に地域ばらばらでもい

いのではないかというのは正論だと思うのですけれども、

そうではなくて全国一律にやらなければいけないとする

と、それなりのことも考えていかなければいけませんね。

そういうようなことをクリアできる教育機関なのか、受託

業者はわかりませんけれども、事実上なくなっていってし

まって、ここしかないのではないか。 

先ほど資料を取りにきた業者さんがいらっしゃるという

ことでしたね。どんなところが取りに来ていますか。 

例えば日本語教育をやっている民間の業者さんですとか、

また派遣等をやっている業者さんですとか、そういったとこ

ろが入っています。具体的なお名前を言ったほうがよろしい

ですか。 

そうですね。 今年度につきましては株式会社アバンセコーポレーショ

ン。 



それは何をやっている会社なのですか。 これは主に派遣ですとか日本語教育ですとか、そういった

ことをやっている会社のようです。 

それから、株式会社マルト、プロス株式会社、応札団体と

合わせましてこの４者が資料等を取りにきていました。 

そういう業者たちは何で応札が出来なかったのでしょ

う。それは聞いてみましたか。 

お話は聞いておりません。 

先ほどの説明にもありましたけれども、いずれにしても

この仕様書を見る限りは、きっとそういう業者さんは入れ

ないような仕様ではないかなと思います。 

我々としましては、より多くの業者さんに入っていただく

ためにカリキュラムですとかもより懇切にわかりやすく書い

たり、期間に関しましては我々的には 12営業日とりましたの

で十分かと思っていたのですけれども、短いという御指摘で

あれば、もちろんこれについては長くするように検討させて

いただきたいと思います。 

それも短いと思いますし、入札日から何が要求されると

いうことを考えると、リーフレットを作ったり、教材を作

ったり、会場を手配したりということをやらなければいけ

ないのですよ。現実問題として、それは一体民間の業者さ

んは可能なのでしょうか。そういうことを考えると、実際

これではやれないのではないか。もう尐し両方の感覚がな

いとできないのではないかと考えるのです。 

例えばリーフレットなどというのはいつまでに用意する

のですか。 

実際にこの準備講習につきましては、最初の開講が５月第

２週くらいで今、やっていましたので、恐らくそれは４月中

に用意等いたしまして配布いただき、生徒さんを集めていた

だくといった形になっています。 

 

ですから、ずっと前からやっている業者さんは前のやつ

があるからそれを下敷きにしていろいろつくったり変えた

りということを、きっと受注を見越して３月とか２月とか、

そういう段階から準備されているのだろうなと想像するの

です。でも、新しく応札したところがもし仮に落札をする

とすると、そこから準備しなければいけない。それはきっ

と難しいのではないかなと考えるのですけれども、工夫で

きる余地があるかどうか検討していただけますか。 

一応今の御指摘の点は今回入札説明会をやらせていただい

たのですけれども、その際にはほかの業者さんはわからない

のでリーフレットのサンプルですとか、そういった必要なも

のは情報提供させていただいたところなのですけれども、言

われるとおり 23 年度は大体 10 日公告期間を設けておりまし

て、それでは短いだろうということで、２日ではあるのです

けれども今回ちょっと長くさせていただいたところなので

す。ただ、まだこれでも短いということであれば、また来年

度以降もうちょっと、２週間くらいは設けるようにとか、ど

れくらい実際必要なのかも確認した上で、あと必要があれば

説明会に来られた業者さんに参加しなかった理由とかも聞き

取りをさせていただければと思います。そういったことはし

てもよろしいのですか。 

そのほうが仕様書をつくるのに参考になりますので、よ

いと思います。 

済みません、審査調書はなぜさまざまな予定日を伏せ字

にしているのでしょうか。 

済みません、これは審査当時の段階でしたので、数字を入

れていなかったバージョンのもので入っていません。 

ほかの案件はみんな入っているので、これは何か特別に

秘密な案件なのかと思ってしまいました。 

そうではなくて、そのときの資料をそのまま入れてしまっ

たものです。 

では、今度は入れてください。 

 

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 ：教育訓練講座受講環境整備事業（指定審査に係る調査等）一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、最も契約金額が大きく、また、１者応札である。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：中央職業能力開発協会 

予定価格  ：82,956,077円 

契約金額  ：80,825,498円 

落札率   ：97.43％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 



（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札となり、中央職業能力開発協会が契約の相

手方となった。 

意見・質問 回   答 

まず、結果といたしまして１者応札になってしまったの

ですけれども、応札をした中央職業能力開発協会さんはこ

れまでの事業について引き続き行うようになったというこ

となのでしょうか。 

引き続きです。 

いつからですか。 平成 12年からです。 

 

平成 12年からもう 10年以上ですね、12年くらいですか。 はい。 

 

この資料を見させていただいたときに、中央職業能力開

発協会さんの法的な組織形態が調書からは読めないのです

が、一般社団法人なのですか、それとも単なる組合なので

すか。 

法的には多分正確な用語があると思うのですが、済みませ

ん、そこは不十分で恐縮です。職業能力開発法におきまして

職業能力開発の推進のために当該協会を設立するといった旨

が書かれていますので、法律に根拠のある団体です。 

では、一定の法律に基づいた組織ということになるので

すね。 

はい。 

組織の大きさとしてはどれくらいなのですか。従業員数

は何人くらいいるのですか。 

すぐには回答できないので、後日、回答します。 

人件費に関して質問させていただきたいのですが、107

ページの経費内訳書というところで、一番下から３行目で

すが、担当職員が５名でこの事業を行っているということ

になっているのですが、単純に割り返すと約 1,000 万弱く

らいになっているのですが、その辺の人件費の使い方につ

いてはどのようにお考えですか。妥当だとお考えですか。 

５人でということはこちらのほうでは想定していませんで

した。こちらとしては、予算の総額としてはおおむねこの程

度と想定していましたけれども、非常勤職員の方ですとか、

そういった方を多目に採用して人海戦術でやっていただくと

いうことを想定していましたので、むしろどちらかというと

尐人数でよくやっていると考えています。これは、経験値が

積み上がっている部分もあると思います。 

私がどうして先ほど組織の人数を聞いたかと申します

と、もしほかの事業をやっているのであれば、兼務関係が

どういうふうになっているかを知りたかったのです。とい

うのは、同じお給料をもらっている中でＡ事業、Ｂ事業と

自分の労働時間を分配しているのであれば、自分の月額の

給与を労働時間で配分したベースで経費内容とすべきであ

るので、単純に割り返して１人当たり約1,000万弱という経

費は、そういう意味からすると非常に高過ぎるのかなと思

っていますが、いかがでしょうか。 

率直に申し上げて、これについては予算のほうも今年はこ

ういった現状に照らして若干減らしたりということはしてい

ます。問題意識としては言われるとおりかなと思います。 

それでは、兼務関係についてやはり尐し調査をすべきで

はないかなと思っておりますが、いかがですか。 

基本的にうちの業務をやっていただく職員というか、担当

者について兼務はないです。管理者については、きちんと管

理者のほうが全部うちから行ってしまうということはないで

すので、そのあたりは決算帳簿等で確認をしています。 

最終的にお支払いする中で精算をするという業務もある

と思うのですが、要綱の中で監査の要綱がございますけれ

ども、経理データの適正性についてはどのように担保され

ているのでしょうか。例えば報告書の中で証拠書類のコピ

ーをつけてもらうとか、あるいは年に何回か監査に出向い

て実際の経費を検証するとか、そういうとはされているの

ですか。 

その年度が終わって４月の上旪ですか、委託事業の実施結

果の報告と、あとはこういう結果となりましたという精算の

報告を受けて、私が実際に中央職業能力開発協会に出向きま

して、こちらのほうで経理データ等を確認しています。 

了解いたしました。 

では、先ほどの人件費のところだけ尐し確認をお願いし

たいと思います。 

今回は総合評価ということなのですけれども、評価され

た方については氏名が記されていないように思うのです

が、これは特に公開する必要はないのでしょうか。公開と

いうか、こういった記録に残すという意味なのですけれど

も、ほかの案件だと全部どこどこ課長さんとかときちんと

通し番号の50ページのことを言われているのかなと思いま

す。 



名前まで載っているのですが、ここでは内部の方３名と学

識経験者２名ということになっているのです。 

そうです。 こちらは調達の時点での一番最初の資料ということで、調

達をかける時点で当時の調達日現在での資料をつけたもの

で、ここで名前がないですが、実際にこちらのほうで実施す

るときには既に決まっている氏名と所属をつけて実施してい

ます。 

ほかの案件ですと、もちろん応札を受けるときにはその

名前は出ていないというのが自然かとは思うのですけれど

も、この委員会に上がってくるときには名前がついた資料

がついているものですから、それで確認した次第です。 

ありがとうございます。 

それから、評価の方法なのですけれども、６段階でやっ

ているわけですね。53ページのところの一番下を見ますと

６段階で評価されているのですけれども、「普通」という

のが恐らくニュートラルなところだと思うのですけれど

も、これが真ん中になっていないのです。点数的にも例え

ば10点満点の５点というところに来ていないとか、20点満

点の10点になっていないとか、30点満点で15点になってい

ないというのがまずあらっと思ったのです、引っかかった

のですけれども、さらにより引っかかるのは、６段階のう

ち優れている方向の選択肢は２つなのですが、劣っている

ほうは３つあるという非対称な選択肢になっているので

す。これは余り多くないやり方ですね。なのでこれは何か

意図があるのかどうか伺いたいのです。 

特段ないですので、御意見をいただきまして、これからま

た検討したいと思います。 

さらに言えば、その評価基準なのですが、やや劣ったり、

劣ったりしていても加点されてしまうのですね。非常に劣

ると言われて初めて０点になるくらいなので、何か妙な評

点なのです。例えばの話、劣っているならマイナスにして

もいいくらいなのに加点していっている。非常にすくい上

げる評価にはなっているのですけれども、初等教育の場で

はありませんからそんなに励ましてあげなくてもいいよう

な気がするのですが、いかがでしょうか。 

 もし特に考えていなかったということであればそうなの

かなという気もするのですけれども、ほかの部局でもこう

いう評価をやっていますので、そういうところとノウハウ

をやり取りしてはいかがかなと思います。完全に一般競争

入札ではなくて、総合評価であるとか企画競争であるとき

には、評価点の説明がよりきちんとできないとだんだん納

得いかない人がふえていくと思いますので、こういった点

をつまらない点だと思わずに、ぜひとも改善をしていって

いただければと思います。 

これは提案書はついていないのですか。この記録の中に

は見当たらないように思いましたが、提案書そのものはつ

いていないのですか。 

提案書そのものはつけていないです。 

評点だけついていて提案書がついていないので、今度の

ときは提案書を見せてほしいなと思います。どんな提案が

なされてこういう評点がついているのかを見てみたい。 

あと２つあるのですが、契約書の中で 26条に公表等の制

限があるのですが、これは委託事業の実施結果を公表して

はならないと書いてあるのですが、何で公表しないのです

か。何となくこういう事業は透明性があったほうがいいよ

うにも感ずるので、公表しないと何だか秘密裏に何かやっ

ていると疑われて余りよくないのではないかと思います。

これはどういう必要性があってこういう契約文言にするの

申しわけございません、ここは恥ずかしながら、先ほどの

ほかの例を見たらどうかというのと逆の問題で、ほかの例を

見ると大体通例こう書いてあったので、これ自体は例外なく

公表してはいけないというわけではなくて、一応こちらのほ

うの了解があれば公表できるということであります。ほかの

例に沿ってやっただけなのですが、特段実害はないかと思い

まして、そういう定めになっています。 



でしょうか。 

それから、19条の関係なのですが、先ほどこれが法人な

のか法人ではないのかという御質問のときに、どういうふ

うに説明されましたか。 

こちらは能力開発法に基づいて設立された法人です。 

特別法に基づいて設立された法人なのですか。 はい。 

 

19 条は例えば乙が一般社団法人、一般財団法人に所属す

る場合云々かんぬんというような規定がありますが、そう

するとこういうような規定は置く必要がなかった法人なの

ですね。 

なぜそんな質問をするかというと、通し番号の 80 ページ

の契約担当者は契約担当役理事江上さんという名前の方に

なっているのです。入札書のほうは代表者で立石信雄さん

となっているのです。ですから、特別法によって設立され

ているような方であれば、こういうことはちょっと考えら

れないなと思ったのと、19条そのものがまず必要ないので

はないかなと思ったので、一体本当はどうなのだろうと。

ちょっと調べていただけますか。もしそういう特別法があ

るのだったら、次回でいいですけれども見せてください。 

かしこまりました。 

（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８】 

審議案件名 ：各種技能競技大会等の推進事業  

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中、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 ：中央職業能力開発協会 

予定価格  ：445,781,056円 

契約金額  ：445,776,031円 

落札率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

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

業能力開発協会と会計法第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 

偶然ですけれども、１つ前の案件と同じ業者さんになっ

てしまっているのですが、同じ質問になってしまうのです

が、中央職業能力開発協会さんというのはどういう組織な

のかは御存じですか。 

先ほど途中で聞いたもので入りませんでしたが、中央職業

能力開発協会といいますと特別民間法人という形態でござ

います。職業能力開発促進法という法律に書いてあるのです

が、例えば組織の形態として国の関与が薄いとか、自主的に

自主財源をとるとかいうことがありまして、特別民間法人と

いうような形態です。 

随意契約の企画競争になっているのですけれども、中央

職業能力開発協会さんが企画競争の結果、この案件をとっ

ているのですが、この事業は何回かおやりになっている事

業ですか。 

 

私が知っている限り平成 10 年から、当時は本当の企画で

はなくて随意契約だったのですが、そちらからずっとやって

います。 

それからずっと中央職業能力開発協会さんが十数回おや

りになっているということですね。 

途中から企画競争になっています。 

 

事業を分割されたのは今回が初めてですか。 

 

昨年公共調達委員会で１者応札の改善として、何か工夫は

できないのかという話がありまして、中を精査して、開会

式・閉会式に関してはある程度きちんと水準を保たれるだけ

の仕様書が書けるのではないかということで私どもは検討

をしまして、今年、３種類のものを分割して、一般競争を行

っています。 



そうすると今回の契約金額の４億 4,500 万以外で一般競

争でやられている事業が２つあるということになります

か。 

もう尐し言いますと、予算の中で 3,000万を私どもは開閉

会式で取りまして、その中で３種類の競技大会があるもので

すから、それぞれやはり大会の近くにならないと仕様が固ま

らないものですから、順番にいきますと若者大会、全国、技

能グランプリになっていまして、詳細を御説明してよろしい

でしょうか。 

若者大会につきましては、震災復興・復旧を念頭に東北３

県で行うという企画書をつくりまして、そこで募集をかけた

のですが、企画の中に岩手県の大会を使うというのをいただ

きましてそこで進めたいのですが、最終的に岩手県の会場で

一部の職種ができないということになりまして、滋賀県と分

散開催になりました。選手がそこの中で無理に集まるのが難

しいということで、最後の判断としまして開会式・閉会式の

大きなイベントとしてはやめたということがありまして、そ

こは実は契約をしませんでした。 

次に長野の大会が全国大会なのですが、今度 10 月にある

のですが、ここに関しましてはなるべく詳細に仕様書をつく

るという過程において、企画的な要素を排除するというのを

徹底して行いまして、一般競争の中でも最低落札価格方式で

行いまして、約 1,000 万弱の予定価格の中で 700 万ちょっと

の額で、最低落札で落とした。これが実際の内容です。 

技能グランプリに関しましては来年２月でして、今のとこ

ろ企画的要素を排除できるかどうか鋭意検討はしているの

ですが、なかなか難しいというとで、総合落札も含めて仕様

書を検討しているという次第です。 

そうするとほかの３事業につきましては予算額としては

5,000 万とか 6,000 万とかそういうお話ですか。 

3,000 万です。 

３つで 3,000 万ですか。そうすると中央職業能力開発協

会さんが予算のほぼ九十数％の部分はお使いになるのです

ね。 

はい。 

企画競争の企画書なのですが、このファイルの中には入

っていないのですけれども、入っていますか。 

101ページです。 

失礼しました。 

企画書自体は入っていないですね。 

済みません、私どもは求められなかったので添付してませ

ん。 

今回随意契約ということですけれども、企画競争、ほか

の業者さんも参加できるような形にする手段として、公示

期間が非常に短いということなのですが、２月 17日に公示

をしまして、提出期限が３月５日ということで、約 20 日く

らいになっておりまして、その中で仕様書を見ながら企画

書を作成できる期間を十分にとっていらっしゃるかという

点についてはいかがでしょうか。 

今の御指摘を踏まえて今後検討していきたいと思います。 

これは内容として中央職業能力開発協会さんがおやりに

なるのが最もクオリティーが高い事業なのですか、それと

もほかの事業者さんも十分入り込めるものですか。 

私どもは平成10年から随意契約で１者でやっていたこと

は事実なのですが、途中から数年前に公募をかけたというこ

とですので、その過程においてはいろいろな工夫はしている

のですが、その一環で今回開閉会式を分けたというようなこ

ともやっています。今後ともまた見直しをしていきたいとは

思っています。 

資料の計画書の中に具体的な会場名が入っているのです

が、それはこの業者さんしか情報をもらえないものなので

すか、それとも一般的に仮に企画書を提出する業者さんに

は、それはどういうふうになるのですか。 

今回若者大会でいいますと、比較的規模が小さいものです

から、言い方は恐縮なのですが、大都市の大きな会場でなく

てもできるということで、震災の復興・復旧を念頭に東北３

県と企画書に記載し、その中で提案してもらったということ

です。 

あともう一つ、全国大会は 1,000 人規模の大きい会場で実

施していまして、実は４年くらい前から全国の都道府県に対



して共催するかしないかというのを問い合わせしていまし

て、今回 10 月に実施するものは長野県が共催するというこ

とが４年前に決まっていまして、長野県で場所をセットした

ので記載してあります。例えばこれに関して言いますと、公

募の段階ではもちろん書いてありますし、その前でも長野の

ほうでセットしてありますので、どこの業者でも長野でやり

ますというのは決まっているのでお教えすることは全く問

題がありません。 

平等に情報はいただける体制にあるということですね。 そうです。ただ、これについては共催県がたまたま４年前

に決まっていたのですが、その前の年はどこの県も希望がな

かったものですから、そこは受託団体が探してきまして静岡

になったこともありました。その年によって共催県の決定は

違うということです。 

そうすると今後は企画競争で、ほかの業者さんも入れる

ような形にもう尐し工夫できる余力はあると考えられます

か。 

その１弾として今回一部でも切り離したというのがあり

まして、ただことし初めてやるものですから、10月の長野の

全国大会に関してもかなり時間をかけて仕様書を作成しま

したので、１回つくれば大丈夫と思いますが、開閉会式をま

ずはきちんとやりたいと思っています。 

今回の契約金額は４億円以上ということですね。それで

3,000 万円分くらいの開閉会式とかを分割したということ

なのですけれども、やはり４億円規模のうち 3,000 万円分

を切り離して昨年の調達委員会の指摘に応えたというのは

やや消極的な対応ではないかなと見えてしまいます。 

特に引っかかりますのは、今回協議会の中身ということ

で書いてはあるのですけれども、例えば 103 ページ以降の

ところを見てみますと、協議会の実施とは直接つながらな

い事業に関して随分たくさん上げられていて、例えば啓発

活動ですとかアンケートの実施、あるいは海外の団体への

委員の派遣ですとか、いろいろなことが書かれていて、こ

れですとやはり実施できるところはこれまでやっていたと

ころだけになるのではないかと思えますが、いかがでしょ

うか。 

今、言われたアンケート、派遣に関して言いますと、技能

競技大会を活用した人材育成ということで企業が求めてい

る姿がこういう形になっているのですが、例えば 20 歳以下

の場合は若者大会、その中の優勝者が全国大会に行く、それ

から国際大会に行くということでございまして、一連性の流

れがあるというのがございます。あと技能グランプリに関し

ますと 40 歳くらいの方が中心になっている大会でございま

して、アンケートに関しましてもいかに技能競技大会を人材

育成として求めているかを効果的にはかるためにやってい

るということで一連性のものがあるのですが、ただ委員御指

摘のお話でございまして、開閉会式に関していいますと、今

回初めて工夫して分割したものですから、さらにそういうこ

とができないかどうか中を見て引き続き検討させてもらい

たいとは思っています。 

確かに一連の流れがあるというのは感じられるのですけ

れども、しかし例えばアンケートの実施であれば、そうい

う調査会社も中小から何からあるわけですし、啓発活動も、

何かを教育して歩くような種類の啓発もあれば、PR誌をつ

くったり配布したりというような啓発もあろうかと思うの

です。それぞれ適材適所でいろいろな企業が日本中にある

と思いますから、それを一連の事業であるから一括でとい

うのは理由になっていないと思うのです。やや厳しい言い

方になりますけれども、一連のものとしてきちんとまとめ

上げるのがまさに職業能力開発局の皆様の実力の見せどこ

ろであって、そこを外部に丸投げするのでは、それこそ第

三者の丸投げを禁止する条項に役所からして反するとも見

えてしまいます。ですから、一連の流れなら一括でという

のは、今後は厳しい目で見られるとお考えになったらいか

がかと思うのです。何か思い違いがありますでしょうか。 

そういう御指摘は公共調達も踏まえてそうなのですが、そ

の中で今回は開閉会式を何とか切り離したということもあ

りますので、またそういうことを引き続き検討していきたい

と思っていますが、まずは今年に関しては開閉会式がまだ実

は技能グランプリのほうが残っているものですから、そこも

しっかりやっていきたいとは思っています。 

ずっと中央職業能力開発協会がやっているわけですの

で、そういう意味でも 3,000 万円ばかり削られても痛くも

かゆくもないと受託者としては考えてもおかしくないよう

な、本当に上っ張りというか、一番上のところをそいだだ

けの形の消極的な対応に見えてしまいますので、ちょっと

厳しい言い方ではあったのですけれども、先ほどのような

指摘をさせていただきました。 

ですので、参加者が集まらなければ当然職種としてはやり

ませんけれども、ただ新たに設けること、または実は職種と

してやめること自体も事前の準備、つまり予選会もあるもの

ですから、例えばきょう決めて来週やめるというわけにはな

かなかいかなくて、やはり半年なり１年がかりできちんと計

画を立てていく。というのは、この大会を目指して若者がみ

んな準備をしていることもありますので、その職種をやるこ



通し番号39ページなのですけれども、参加者が集まらな

い科目もあり得るのでということなのですが、これは種目

を入れかえてしまえばいいのではないかと思うのです。ど

うしても参加者が集まらなくても対応しなければいけない

のですか。 

とをきちんと半年前とか１年前に明示をしてやっていくの

が重要です。 

確かにそれは心情的には納得はいくのですけれども、現

にそうやって参加者が集まらない科目があるわけなのです

よね。 

そういう意味で業界のニーズをしっかり把握してやって

いるということで企画で出してもらっているということも

あるのですが、私ども国のほうで 30とか 40を勝手にという

ことはないですけれども、決めてしまうと、多分もっとそう

いうことが起きてしまうのではないかということで、しっか

り業界のニーズを把握した上でやる。それでも確かに数が尐

なくなっているというのはあるものですから、そこをきちん

と最新の情報を把握して、かつそこを準備して１年、半年が

かりでその職種をちゃんとつくり上げていくということが

大事だと思っています。 

いま一つかみ合っているのかいないのかというところが

私にはちょっと自信がないのですけれども、参加者が集ま

らないということは、そういうふうな技術者がまずいない

であるとか、あるいはそういうニーズはないということで

はないのでしょうか。 

技能競技大会のベースは技能検定職種というのがあるの

ですが、技能検定職種で１級技能士、２級技能士とあるので

すが、応募者の数とか、そういうものは当然見た上でやって

おりまして、その検定職種がなくなればそういう話にならな

いのでしょうが、やはりあった上での話なのです。 

でも、これを必ずやらなければいけない法令的な根拠が

あるわけではないですね。 

法令的な根拠はないのですが、もともとこの事業が業界団

体で人材育成を効率的にやっていくというのが目的ですの

で、業界団体のニーズが前提にあるのです。 

業界団体のニーズが前提でありながら、選手が集まらな

いというのがどうもつながらないのです。 

そういう場合には先ほど言いました廃止職種にしていか

なければいけないと思っています。 

廃止をしたり、あるいは種目の入れかえをしていけばい

いのではないかと思うので、それらをまとめて一括で計画

というか、事業として出すというところに必然性がないの

ではないかなと思うのです。これはある意味かなり大きな

イベントですね。 

競技大会自体はそうです。ただ、競技選手は半年なり１年

前から、またはもっと前から自分のレベルを上げていって競

技大会自体に参加するという目標を立てているわけですの

で、例えばレベルとしましては、全国大会は１級技能士クラ

スのレベルの課題を使っているものですから、そこの大会で

優勝すれば世界にも行けるとか、１級の資格程度のものはも

らえるというのもございますので、陰で準備をかなり行って

いるということです。会社としてもその技能の大会で優勝す

ることによって自分の会社のためにもなるし、またその人が

後輩を教える核になってもらえる。そういう意味で非常に重

要視していますので、変な話ですけれども、先ほど参加選手

が尐なくなったらやめるといっても、そこを目指している人

にとってみたら、たまたまその年に出られなかっただけかも

わかりませんし、廃止というのもかなり業界のほうにちゃん

と理解を求めていかないと大きな問題にはなりかねない要

素はあるのです。 

頑張っている人がたまたまその年手を挙げないかもしれ

ないとか、何か大きい影響があるかもしれないと言われて

しまうと、どんどんイベントは膨らんでいく一方になって

しまいます。 

そういう意味でいくと私どもにも予算がありますので、全

国大会は 40 職種くらいにかなり絞っておりますので、そこ

が例えば 60、70 になることは全くないです。当然予算の規

模がありますので。 

例えば種目ごとに実施入札をかければ、全くお金がかか

る種目とそうではない種目の間で入札上の有利不利がある

とかいうことはないわけですね。この巨大なイベントを一

括でどんと入札に出してしまうのでそういった心配が出て

くるわけですけれども、各種目ごとに入札を行うとかすれ

ば全く問題はないのではないでしょうか。 

40 種目を１つずつですか。 

１つでも２つでも３つでもいいのですけれども、40種目

をまとめて出すと中央職業能力開発協会しか応札できない

かもしれませんけれども、例えば道具が余り必要のない職

こういう全国大会は技能振興という周知広報をするとい

う意味もありまして、例えば今回長野でやるのですが、県内

の小中学生、またはそういう方が将来の技能士を目指すとい



種であるとか、あるいは大きな機械を使わなければ実施で

きない種目であるとかと全部分ければ、一つ一つ応札者は

変わってくるでしょうし、実施も可能なのではないかと思

うのです。 

う目的で集まってくるのです。大体 10 万人くらいこのため

に集まってきて、小学生、中学生、学校の先生とかが技能士

の状況を見て目指したいということを図ってやるという技

能振興の面も非常にあるわけでして、これが 10 万人集まる

大きなイベントという意味もありまして、単に契約の観点だ

けで１種目やればいいという話にはなかなかならないので

はないかと思っています。 

やはり議論がかみ合っていないように思うのです。 

例えば 39ページの下の段のちょっと上に「実施経費の低

廉な競技職種が有利となり」云々と書いてありますけれど

も、別に競技職種をあらかじめ決めてしまえばこれを外す

などということもできないのではありませんか。だからこ

の理由と余り競争性がないんだみたいなこととはうまくマ

ッチしていないのではないかなと思うのです。工夫をすれ

ばこういう弊害はないのではないか。 

例えば最近でいいますととびの職種とかが入ってきたり、

ウェブデザインが入ってきたり、一方ではれんが積みとかい

ろいろな職種が落ちているというのがあるのですが、そうい

うものはやはり業界の最新のニーズを踏まえてやっている

というようなことでございまして、国が固定的にやるのでは

なくて、業界のニーズを踏まえた情報を持ってきて競技職種

を決めていくのが最新の業界の人材育成に応えていくと思

っているのです。 

恐らくそれはそうだろうと思うのです。だけれども、業

界ニーズというのはもともと出る方が、出場者がいるとい

うこと自体が業界ニーズなのだろうと普通は思いますよ。

そうですね。 

業界のニーズというのは、例えば製造業でいいますと、大

手企業を含めたところが自分のフライス盤旋盤工をどう育

てるかというようなことで大会に選手を送り込む、または本

人が出たいというようなことがニーズになっているのです。 

ですから、出場することがニーズの１つのあらわれです

ね。そうでしょう。だからそれを離れてはないので、出場

する人がいなくなったものはやはり業界ニーズも普通はな

くなっているということになりませんか。 

それを把握するために職種の提案の段階で業界の情報を

取ってくるというのがあると思うのです。 

だから酌み取るためにそれが全部一括でなくてもいいの

ではないのですね。全部一括でやろうとすると、もしかす

ると落ちしまうところもあるかもしれない。 

全部一括というのは、競技種目の中でことしの 10 月でい

えば時計の修理が新たに入るのですけれども、そういう意味

で１つ２つが落ちたり何かしているというのがあるのです

けれども、決して 40が固定されているわけではないのです。 

だから何だというのですか。 

 

今、全部を一括と言われましたので。 

例えばこの団体に全部一括の競技を請け負わせるという

ことになると、今、言ったような形の落ちるものもあるし、

あるいは安い費用で済むようなものもあるし、そちらのほ

うにシフトするかもしれないし、そういう問題が生ずるの

ではないのですか。 

そうしますと、先ほど言われた一つ一つの職種ごとに契約

という話ですか。 

きっと１つの職種ごとと言われているのではないと思う

のです。職種ごとにやるということを言っているのではな

くて、全部一括にやるとかえって弊害も高まるのではない

だろうかと考えています。 

つまり全国大会をもう尐し細かく分散するということで

すか。 

そういうやり方もあるのではないだろうか。ここに書か

れているのは、例えば今、私が述べたような競技職種の選

定に支障を来すなどというのは、どうもうまくぴったりこ

の理由になじんでいないのではないかな。もう尐し考えら

れてもいいのではないか。特に規模が大きい大会だからで

す。 

済みません、規模が大きな大会に関して、契約の観点から

ある程度もっと細かく大会を運営する方法を検討するとい

うような御指摘ということですか。 

それも１つのやり方ではないかなと。 

それから、先ほど出てきたようなリーフレットとか啓発

活動とか、そういうものを切り分けるというのもあるでし

ょうし、もう尐し競争性が増したほうがいいのではないか。 

繰り返して恐縮なのですが、その指摘を踏まえてことしは

開閉会式業務を切り離したという事実があるのです。 

それはそれで１つの成果としていいと思うのですが、ま

だ努力をする余地がいっぱいあるのではないかなと思いま

す。 

そういう観点でまた引き続き検討はしていきたいと思っ

ています。 

より引き続き透明性の高い運営にしていただければなと

思うのです。先ほど御説明いただいた中に期せずして入っ

ていましたが、ウェブデザインかられんが積みから全部一

はい。 



括で中央職業能力開発協会がやっているわけですね。明ら

かにウェブですとか何とかでしたらそういった業界団体も

あるわけですし、大工さんたちには大工さんたちの業界が

あって、彼らはそれなりにニーズをきっちり把握している

はずですから、ここの協会にどんとすごい金額を与える、

４億円以上ですね、これでうまくやってくれというのでは

なくて、よりきちんと現場がわかっている人たちに、この

協会が日本のあらゆる産業を知っているとは到底思えませ

んから、しかも職人さんたちの現場までわかっているとも

し思っているとしたら思い上がりも甚だしいと思うので

す。そうだとしたら現場のことがわかっているところにき

ちんと小分けしてお願いして、もちろんコーディネートは

絶対に必要でしょうから、そここそ職業能力開発局の皆様

の力の見せどころということで頑張っていただきたい。そ

ういう意味なのです。単にお金が云々とかそういう話では

なくて、この企画競争の随意契約理由書では全く理由にな

っていないということを言っているのです。尐なくとも私

は納得しません。多分３人のうち私だけだとしても、それ

なりの割合だと思いますよ。恐らく官僚の皆様はその点は

とても有能だと思いますから、ぜひ改善をお願いします。 

それから、時間をとって申しわけないのですけれども、

先ほどから業界ニーズを把握してと言われているのですけ

れども、業界のニーズに応えることが厚生労働省のお仕事

なのですか。厚生労働省は経済産業省でもないですし、も

ちろん業界を無視するのはナンセンスな話だと思います。

ですけれども、一人一人の雇用を安定するとか、厚生労働

省のもともとの仕事がありますね。業界のニーズに耳を傾

けるだけでいいのでしょうか。今回のお話を伺っていると、

ずっと業界ニーズを把握する話ばかりなのですよ。そうで

はなくて、技能者一人一人を育てるとか、あるいは日本の

技能レベルを上げるとか、そういった話は厚生労働省には

ないのですか。尐なくとも職業能力開発局のほうのお仕事

にはないのでしょうか。その観点からしたら、こういうふ

うな随意契約の理由書にはならないのではないかと思うの

です。その点をお考えになっていただきたいというのが私

からのお願いです。ぜひよろしくお願いいたします。長く

なって済みません。 

（分科会長の意見） 

私も本当に同感なので、御指摘はそのとおりだと思うの

です。 

それともう一つつけ足すと、平成 10 年からずっと同じも

のが 14 年間も同じ業者さんのほうに行っているのはやは

りおかしいとそれだけでも思わなければいけないのではな

いですか。センスの問題もあるのではないかなと思います。 

はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：健康増進総合支援システムに係るハードウェア・ソフトウェア及びデータセンター一式  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、不落随意契約の妥当性。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：富士ソフト株式会社 

予定価格  ：50,935,395円 

契約金額  ：50,925,000円 

落札率   ：99.98％ 

契約締結日 ：平成24年4月24日 



（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、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、富士ソフト（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

富士ソフト株式会社と同じことをおやりになっていた

前の業者さんと昭和リース株式会社の契約関係がよくわ

からないのです。 

お手元の資料の一番最後の 92 ページになりますが、第三

者をして物品の貸付を行えることの証明書ということで、

富士ソフトと昭和リース株式会社から証明書を提出させて

います。システム全体の開発、企画につきましては富士ソ

フトが行いますが、ただ物品のリースにつきましてはどう

しても商慣行としてリース会社が行うということが多くな

っていますので、この場合にはこうした証明書を提出させ

ることで昭和リースを含めました３者との契約を認めてい

るというのが現状です。 

発注内容のところでデータセンター一式とありますけ

れども、これはどういうものなのですか。 

本システムのサーバー等を置きます環境が、うちの省と

して持っております例えば WISHのデータセンターとか、そ

こに入らないシステムもありますので、別途データセンタ

ーを用意する必要があるということでデータセンターを含

めた調達になっています。 

そうするとハードウエアとソフトウエアを新たに開発

するという案件なのですか。 

新たになります。 

それをあるデータセンターの場所にハードウエアを置

いて、ソフトウエアを開発して、これは運用も入るのです

か。 

運用保守は別契約をしています。 

構築契約ということですか。 あと機器の保守という形になります。 

 

そうすると所有者は昭和リースということになるので

すね。 

そうなっていると思います。 

5,000万というのは１年で払うお金なのですか。 これは契約期間が 24 年４月 24 日～28 年３月 31 日、要

は 47 カ月間になっておりますので、これを 47 カ月間で分

割して支払っていくという形になります。 

そうするとこれは国庫債務負担案件ということですか。 そうです。 

 

不落随意契約ということで、予定価格以下にはなかなか

ならなかったということですが、その主な理由はどういう

ところにあるのですか。 

65ページの開札調書になりますが、当初5,076万円で応札

をされまして、このときの内訳自体は提出がされませんの

で、この内訳はわからないのです。 

いろいろな案件を見てみますと、こういった不落随契の

案件ももちろんあるのですけれども、予定価格が高目に設

定された案件が非常に多いのですが、今回の件については

ぎりぎりの予算でやられているということになるのです

ね。わかりました。 

今回の要求仕様書は一般競争のときにも同じものを出

されているということでしょうか。 

競争入札にかけまして、そこで落札できなかったもので

すから、仕様の中身、条件は一切変えずに価格だけを改め

て提示させています。 

全く同じ資料となりますか。そうだとすると要求仕様が

若干曖昧というのは否めないかなと思います。どのような

目的といいますか、どういうふうなインターフェイスを持

っているといったところが精密に書かれていないという

ことで、ちょっと見積もりをするに当たってリスクを織り

込んで高目に見積もってしまうところはどうしてもある

かなと思いますので、例えばサービスレベルはちゃんと書

いてあるのですけれども、インターフェイスをどういうふ

うにするとかいったところも、せめてこちらはこういうこ

とを考えているということを図示されるなどしたらよろ

しいかと思います。 

一方で、非常に詳しいところもあって、例えば開発現場

済みません、仮想化というのはどういうことですか。 



をこれにすることといったようなことまで書かれていた

りして、ちょっとアンバランスな要求仕様になっているの

は否めませんので、今後書き方というか、精査していただ

ければと思います。 

それから、今回のこのシステムは大きいですが、仮想化

については考えられていないでしょうか。 

コンピューターの中で複数のコンピューターを走らせ

ているかのように見せるやり方でして、馬力の高いコンピ

ューターであれば、その中にバーチャルなコンピューター

をしつらえたようなやり方ができます。そうすることで台

数を減らしたり、故障のリスクを減らしたり、そういった

ことができるのですけれども、今回物を買うということで

書かれているので、企業の側からすると、今、申しました

仮想化の自由がないことになってしまうのです。ただ、私

の関連している先とかでも、今、かなり仮想化してしまっ

ているので、調達前に例えば説明に来ていただくなどし

て、提案の前に最新事情を聞く会みたいなものを企業では

やっていますので、こちらでもそういうことをやるとより

安定して安い物が手に入るかと思います。 

あと要求仕様の中でHPケアパックというのがあるので

すけれども、これはヒューレット・パッカードのケアパッ

クだと思うのです。これはなぜヒューレット・パッカード

指定なのでしょう。 

済みません、何ページになりますでしょうか。 

例えば通し番号で84ページのところにあります。何カ所

かあったと思うのですけれども、84ページに尐なくともあ

ります。HPケアパックというものがあるのですけれども、

実際ヒューレット・パッカード社のサービスでケアパック

というものがあるので、恐らくホームページではなく、ヒ

ューレット・パッカード社のことだと思うのです。こう書

いてしまうと、要するにヒューレット・パッカードのもの

をハードウエアのほうも入れるというふうに制限するこ

とになってしまって、事実上の機種制約といいますか、能

力要件ではなくなってしまいますので、これは今後調達の

際によろしくないでしょうから、変えるようにお願いしま

す。 

わかりました。 

こういうものは説明会みたいなものを事前に開かない

のですか。 

必ず開催します。 

説明会を開いていろいろな質問があって、応答したもの

は一応仕様の中に入るということですか。 

仕様をそこからさらに見直すということまでにはならな

いです。 

本件も説明会をやって、それを踏まえて彼らというか、

１者だけですけれども、応募しているということなのです

ね。わかりました。 

もう一つなのですけれども、開札調書を見るまでもない

ですが、１者応札なわけですが、取引として考えれば、ほ

かにいなければうんと高くとは言わないまでも、きっとこ

れは予定価格を超えるなという金額を吹っかけるという

か、出しておいて、それで不落随契に持ち込むというのは

戦略としてあり得ますね。 

そこは会社側の話ですので確たることはわかりません

が、いろいろ御指摘を受けますように、確かに１者応札の

場合には高値になりやすいということはよく言われており

ますので、何とかそれを改善できるようにとは思っており

ます。 

今回、説明会自体は８者、入札説明書を受領した業者も

34 者ありましたので、かなりの会社が興味を持ったという

部分はありますが、最終的に１者応札になりましたので、

原因を調べながら次回どうするかということだと思いま

す。 

ぜひ調査をお願いします。 

 

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１０】 

審議案件名 ：リサイクルＰＰＣ用紙（Ａ４、Ａ３、Ｂ５、Ｂ４）の購入 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、不落随意契約の妥当性。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：ナカバヤシ株式会社 

予定価格  ：67,437,119円 

契約金額  ：67,431,562円 

落札率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成24年4月2日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、４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、ナカバヤシ（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

最初一般競争入札のときの説明会にはどれくらい来ら

れたのですか。 

説明会には６者来ています。 

最終的に入札されたのは何者ですか。 ４者です。 

 

１回目では予定価格に達しなかったということですね。 はい。 

 

結局２回目のところで辞退者が２名ということですね。 ２名辞退者で、３回目で全員辞退です。 

 

予定価格の積算内訳が示されていますけれども、その辺

の適正な予定価格がどれくらい担保されたのかという点

についてはいかがでしょうか。これで問題ない予定価格だ

ったのか、それとも後になって反省点があるのか、その辺

はいかがでしょうか。 

予定価格を積算する際、前回の入札の価格と流通価格と

を比べまして、前回入札価格が流通価格より安価となって

いたところです。価格上昇の要因として今回古紙配合率

80％という要件を満たしているものという仕様となってお

りますが、購入対象品となっている評価点80点以上のもの

の上昇率を算出いたしまして、昨年の実績に上昇率を乗じ

て予定価格としたところです。調べましたところ、102.1％

から104％という上昇率でして、予定価格については

102.1％の上昇率を採用して予定価格としています。 

安く買える分にはいいのですけれども、これは業者さん

のほうの利益は確保されている価格なのですか。わからな

いですね。 

そこは確認をとっているわけではないのでわかりませ

ん。 

わかりました。 

辞退者が２名出たので、尐し予定価格が厳し目に設定さ

れてしまったのかなという感じもしないではないですが、

その辺の市場価格につきましては一定レベルいろいろな

情報を得ながらきちんとしたものを設定していただけれ

ばと思っています。 

潮流として複数のお役所が一緒に調達をするのを勧め

られているのは知ってはいるのですけれども、これだけ大

きくなるとかえって参入障壁になってしまうのではない

かと思うのですが、そういった議論はありましたでしょう

か。大企業しか納められないのではないかと。かなり大き

なロットの注文ですね。それこそ紙ですからそこらの文房

具屋さんが持ってきてもいいはずのものですね。 

政府の方針としてはこういうコピー用紙も含めて共同調

達をやりなさいという方針があります。 

こちらの建物５号館につきましても厚労省以外で社会保

障・人口問題研究所の調達を一緒にやっていますが、入居

省庁である環境省とも調達を実施しようという話をしたの

ですが、環境省はさらに再生率の割合が高い 100％という

ようなところで一緒にできなかったところです。隣に人事

院もあるのですが、人事院は埼玉に別庁舎がありまして、

そちらのほうの納品もあるので、逆にそこを入れてしまう

とお金が上がってしまうのでできなかったという事情があ

ります。 

かなり大きな調達というお話もありますが、大分前は各

会計勘定ごとに調達を行っていた時期もありましたが、今

は共同調達という形でここにまとめたほうがコスト削減に

つながるということで、極力まとめるような形で手続を行

っているところです。 

流れはそんな感じかなと思うのですけれども、一方で今

回のように結局不落になってしまうと必ずしも安くはい

かないということになってしまいます。今回は市場価格か

ら大きく離れているわけではないので不自然さはないの

ですが、ただ算入をいろいろな会社ができるようにするこ

やって辞退です。 



とも重要だと思うので、通り一遍の共同調達にならないよ

うに現場でもいろいろ考えていただけたらいいなとお願

いいたします。 

あと開札調書なのですけれども、２回目まで書いてあり

ますが、３回目は実際のところやったのでしょうか、それ

ともやって全員が辞退だったのでしょうか。 

３回目はやって辞退ですか。そうでしたら、そういうふ

うに記録したほうがいいのではないかと思うので、そちら

もよろしくお願いします。 

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。 

 

 

 １８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） 


