
平成２４年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２４年１２月２６日（水） 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７月１日～平成２４年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名：厚生労働科学研究成果データベースシステムに係るシステム設計・開発業務一式  

資格種別 ：役務の提供（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で最も契約金額が大きく、

次順位者との契約締結の妥当性。 

発注部局名：国立保健医療科学院 

契約相手方：日立ビジネスソリューション株式会社 

予定価格 ：56,103,054円 

契約金額 ：44,059,680円 

落札率  ：78.53％ 

契約締結日：平成24年8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、３者が応札したが、最も低い入札金額を提示した

業者は、「契約内容に適合した履行がなされないおそれがある」と判断されたことから、次順位の日立ビジネスソリュ

ーション（株）を契約の相手方とした。 

意見・質問 回   答 

まず開札が７月 23 日にありまして、その翌日から低入札

価格調査が行われて、８月７日時点で 96、97 ページの低入

札価格調査結果が出されている。その調査の最中の７月 31

日付で、このページ数で言うと 100 ページになりますけれ

ども、当該価格で入札した理由ということで、ニューコン

株式会社さんのほうがこの価格で特に問題ないと説明をし

ているのですが、この時点では辞退理由書にあるような状

況の把握はできていなかったということになるのでしょう

か。 

ニューコン株式会社より７月 31 日付で提出された書類、

この段階で我々の方として確認した内容を申し上げますと、

ページは戻りますが、96、97 ページにかかる「５ 調査結

果」の（２）（３）（４）（５）（６）（７）及び（１）の

原価計算の総額の部分について判断しまして、支払いにつき

ましては最終的な確認という意味で確認したところでござ

います。そういう意味合いで申しますと、この段階では最終

的な詰めの部分と申し上げましょうか、そこまでは把握はで

きていなかったところです。私どもの方は過去の低入札調査

の経験だったり、他の官庁の経験等を踏まえて積算結果に間

違いがないのかどうか、積算部分につきましては総額で間違

いがないのかどうか、実際に業務を行うに当たって何か経費

がかかる作業が抜けていないかどうかというところをメー

ンに行っていたところです。全体としてこの事業者としては

この段階ではやれるのではないかという形で判断したとこ

ろです。支払いの部分について、念押しという位置付けで確

認した段階でわかったところでして、７月 30 日付の部分で

は把握できていなかったということでございます。 

支払い時期については特に通常の契約とは違う内容なの 複数年の事業でございますので、どうしても予算化が国庫



でしょうか。 債務という形になりまして、この業務はサイト等の設計開発

がメーンという部分でございますので、その段階で大部分を

払えるかといいますと、やはり予算が複数年に分かれており

ますので、単年度ごとしか払えないということでございます

ので、若干企業のほうでその点の認識が少しなかったと思い

ます。この点は入札説明書のほうで記載させていただいて、

かつ入札説明会でも説明をしたところなのです。 

補足情報ですが、ニューコン株式会社が入札資料を取りに

きたのが入札書の提出の前日ということもございまして、余

り資料を読み込んでいなくて、単純に積算の部分だけにしか

目が行っていなかったのではないかとこちらとしては考え

ています。 

資料の通し番号の 64 ページ目のところに「11 保守要件」

というものがあるのですけれども、保守については予定価

格の内訳書を見ますと４カ月分の計上と読み取れるのです

けれども、それで合っていますでしょうか。 

予定価格の積算の内訳につきましては、これに係る仕様書

を作成いただいた支援の事業者から参考見積もりをいただ

いて積算しておりますので、その点については間違いないと

考えています。 

何となくなのですけれども、48カ月くらい使うというシ

ステムなので、恐らく最初という意味だと思うのですけれ

ども、最初の４カ月分でソフトウエア保守が終わるという

のは楽観的な感じがするのですが、特にそれについては問

題ないでしょうか。 

特に支障はないと思っております。 

いわゆる開発代金に相当するものが今回の予定価格内訳

にはないのですけれども、これはソフトウエア開発の契約

に入っているわけですね。どうしてでしょうか。 

全体のプロジェクト管理等を含めて、全てを含めた意味合

いとしての開発というような形になっておりますので、細か

く見るとシステム設計であったり、機能システムのデータ移

行等であったりというところでございますが、このシステム

自体が改修して新たに運用されるのが 11 月１日ということ

もございまして、ニューコン株式会社はそれまで一仕事を終

えるという意味合いで、そこでそれに見合う報酬といいまし

ょうか、そういうところを全体の経費の中で多目に考えてい

たとこちらは認識しております。 
同じく内訳関連なのですけれども、リースですというこ

とは確かによく読んでよく考えればわかるのですけれど

も、はっきりと契約というか、仕様の中には入っていない

と思うのです。 

先生がおっしゃるとおり、こちらはそういう形なのでござ

いますが、リース部分と申し上げるのは、国庫債務という部

分の予算の性質から、こういったシステムの関係においては

リース料金を加味した上で積算に上積みするというところ

が考え方の常道的な部分でございますので、そういった部分

も当然応札業者は加味して入札額に乗せてくるだろうとい

う想定もございましたので、そういった形で積算に乗せてい

るところでございます。 

今回は結果から見てということなのですけれども、見積

もりが甘いというか、開発力があるかどうか不安なところ

に落札させなかったという意味では非常に問題が少ないの

ではないかと私からは見えるのですけれども、そうだとす

るとではどこが問題だとすると、見積もりを甘くするとい

いますか、いい加減な形で出してくるというのは調達仕様

のほうがわかりづらい部分がなかったかというところを確

認するということにこの委員会としてはなると思うので

す。だとすると、リース料金が読めばわかるとか、あるい

はその後幾つかの件に関して、先ほど確認したものについ

てもはっきりとこういうことを念頭に置いていると書いた

ほうがよかったのかなという気もいたします。それについ

てはいかがでしょうか。 

それについては私どもの方でも当然応札業者が仕様書を

読み込んできて真剣に検討してくるのだろうというような

前提というか、考えがございますので、その点は仕様書の中

で説明の不足、こちらはわかっているだろうというところで

書いているような部分もあるかもしれませんので、そういう

ところは次回以降等に反映させていきたいと考えておりま

す。 

今回もそうですけれども、だんだん海外の会社が応札し

てくることを考えると、これでもかこれでもかと詳しく書

かれたほうがその後のトラブルもないのではないかと思い

先生の御意見を次回以降の調達に反映させていきたいと

思います。 



ます。直接今回の話題ではないですけれども、くしくもこ

としの７月くらいに出ました『日経コンピュータ』でも、

官庁の調達の仕様ですとか、担当者とのコミュニケーショ

ンが余りに難しいということが指摘されていますので、今

回のものがそれに該当するかどうかは別問題として、応札

者側の不満としてそういうものが漠然とあるというような

ところを考えますと、より明確にこれはリースを前提とし

ているであるとか、こういう開発が必要なのだということ

はぜひ記載されたらいいのではないかなと思いました。 

これは質問というか、コメントではあるのですけれども、

今回は特別お値引きが例によって入札金額内訳書にあると

ころが最低価格になっていて、最終的にそこは落札しなか

ったので問題はないと思うのですけれども、やはり今後も

特別お値引きは通用しないということで、それも仕様のほ

うに書く必要があるかはわかりませんが、それでは説明に

ならないのだということを応札者側にもぜひ口頭ででも説

明があったらいいかなと思いました。 

（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２】 

審議案件名 ：労災レセプト電算処理システムのハードウェア・ソフトウェア等導入、借入及び保守業務 
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い。  

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ：株式会社日立製作所 

予定価格  ：1,277,453,000円 

契約金額  ：911,400,000円 

落札率   ：71.35％ 

契約締結日：平成24年8月31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、評価点の高い（株）日立製作所が

契約の相手方となった。 

意見・質問 回   答 

審査結果報告の 166 ページですけれども、これで NTT デ

ータが必須項目を満たしていないとコメントがございます

が、この内容について御説明をお願いいたします。 

必須項目の中で消費電力量、端末、サーバー等の機器を入

れた場合に、機器を設置する場所の電力供給量に対して、既

にもう端末等が置かれている部分がありまして、そこの消費

量と比較したときに、これだけの消費量を超えてしまうとも

う動かない状態になってしまうところがありまして、うちと

してはそこの部分で制限をかけておりました。ところが、提

案書が出されたときにそこの部分の内訳というか、全体がど

れくらいの消費量かわからなくて、業者にもう一度確認をし

たところ、やはり超過している、そこは事実誤認はないかと

いうことは確認をしたのですが、事実誤認はありませんとい

うことなので、うちとしては必須項目という形で置いている

項目を満たしていないので否といたしました。 

その必須項目というのは仕様書の中のどこに表現されて

いるのですか。 
通しで 627 ページの「（３）電源条件」の①番の一番最後

の行に「最大電力：60KVA」とありますが、これを超えては

だめという制限を設けておりました。 
NTTデータから出された提案書はこの60KVを超えていた

ということになりますか。 

超えていたという形です。 

そうすると、これはもうこれで否という話になってしま

うのですか。 

提案の評価の資料があるのですけれども、必須要件を満た

さなければ否という形にしております。これはもう必須要件

ですので、そこがだめな段階で否という形にいたしました。 

あと日立製作所さんが落札しているわけですけれども、

任意項目に対する評価が315点で、技術的要件に対する得点

技術的要件に対する得点としてはトータルで 720 点満点

を設けておりまして、315 なのでおよそ 45％くらいです。 



が44点なのですけれども、これは全体でいうところの何％

くらいの得点率に当たるのでしょうか。 

半分以下でも特に問題はないのですか。 必須項目を満たしていてれば、あとは任意の部分は結局総

合評価落札方式ですので、他者との比較でより優れていると

いう加点的な意味合いがありますので、必須さえ満たしてい

れば基本的には事業としては行える能力があると判断して

おります。 

開札日が８月 31 日時点で日立さんが落札をされて、契約

日を見ますと同じ日に契約書にサインをされている。これ

は常識的には少し早過ぎないかなという感じがしないでも

ないのですが、いかがですか。 

基本的には開札して、要件として受託者としてはうちが示

したものは満たしているというところでまずオーケーにな

っている。契約書自体も入札説明会のときには契約書の案等

は全部示しておりますので、基本的に向こうもそこの部分は

わかっているところがありますので、その日で契約しても問

題ないと考えております。 

今回電源条件が特記事項の項目に入っているかと思うの

です。でも、これは電源がないと動かないと思いますので、

もう少し重みのある、要するにもっと前のほうの例えば規

模要件ですとかそういったところに含めるほうがわかりや

すいのではないかなという気がしたのですが、いかがでし

ょうか。 

この仕様をつくるときは PMO 審査、省のシステムの窓口、

あと総務省審査を受けて一旦特記事項という形で確定した

のですが、次回更改時というか、そのときにはもう一度仕様

のあり方は検討したいと思います。 

それがよろしいかと思います。ちゃんと読んでくれるの

が正しいと思うのですけれども、どうもちゃんと読んでく

れない応札者が何となく増えてきている気がしますし、よ

りわかりやすい仕様の方がよりいいのではないかなと思い

ます。やはり特記事項とか、あるいは終りのほうに行けば

行くほどふつうは重みが小さくなっていくというか、重要

度が低くなるところがあるかと思いますので、ぜひ御検討

を願います。 

それから、通しの 15 ページのところで、要求仕様ですけ

れども、「（５）仕様の変更について」というものが出て

まいります。これはどれくらいというと変な言い方なので

すけれども、仕様の変更に応えろというのはどれくらいの

ことを意図しているのでしょうか。 

ハイフンつきのページ番号の 15 のところです。ハイフン

なしでしたら 10 ページです。 

基本的にハードウエア、ソフトウエアの保守がメーン業務

になりますので、設計開発で AP 保守等の協議という部分で、

想定としてはほとんどないという前提のもと記載している

ので、どちらかというと変更の依頼というか、協議自体は想

定としては少ないとは考えております。 

変更に応じろと言われると、導入業者としては相当リス

クを抱え込むことになってしまうので、もしもそういうこ

とはほとんどないだろうということであれば、これはない

ほうがいいのではないかと思うのです。むしろ必要になっ

たときには、そういう０％に近い程度であればそれは小さ

な支出のはずですから、それはそれで別件で起こすべき支

出なのではないのかなと思われますので、御検討いただけ

ればと思います。 

次期の更改時等にはいろいろ検討して調べていきたいと

思います。 

あとハイフンつきの56ページのところなのですけれど

も、ハイフンなしで51ページです、このあたりにSLAの関係

が載っています。結構一番上の表などを見ますと、達成度

合いＡは前のページにありますが、Ｂ、Ｃ、Ｄとありまし

て、要するにある意味Ｄまで認めてしまうことになるわけ

ですね。ただ、稼働率が90％というのはかなり甘いような

気がするのです。今、Ｂで90％ですね。これでもお金を払

ってあげるという契約になるわけですので、例えば比較対

象がよくないかもしれませんけれども、有名なアマゾンで

すとかは99％を保証しますという形で言っていたりもしま

すので、技術レベルとしては現在90％のサービスレベルで

よいというのはかなり低い目標値と言えるのではないかな

全体の SLA の評価項目が 10％以上という部分でして、他

システムの SLA 評価等も参考にしたりして、あとは総務省、

PMO とも相談して一応４段階、大体割合としては 100、97、

93、90 というところで設定しておりますので、基本的には

ある程度妥当なものかなと考えているのですが、今、いただ

いた御意見を踏まえて、そこの割合とかどういうふうな区分

けをしていくかということは検討していきたいと考えてい

ます。 



と思うのです。 

これは特別クリティカルなシステムではないと考えてい

いのですね。 

特別ではないです。 

では、変な話、とまったところで誰かが困るというわけ

でもないですか。 

それは例えばページでいくと通しページの 51 ページとか

なのですけれども、基本的には稼働は 99.9％ということは

確実にこなしなさいよとは言っていますので、絶対とまらせ

るわけにはいかないというところはあります。 

では、先ほどの SLA の 90％というのはシステムダウンと

いうことではないのですね。 

そうではなくて、10％というのは、SLA の評価項目全体の

うちの 10％は満たされていなければ 90％にしてしまいます

よというようなつくりなのです。 

そういう意味でしたら納得です。 

これは確認なのですけれども、提案書と同時に見積もり

はとられているのでしょうか。何に幾らかかるかの内訳で

す。 

見積書は取っていません。 

では、総額表示ですか。 そうなります。 

あとはこういうアイデアでやっていきますという提案書

ですか。 

そういうことになります。 

（分科会長の意見） 

そうすると、実質的な競争が有効になされるように表現

とか位置とか仕様書等を工夫していただくということをお

願いします。 

はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：平成24年度労働保険料納付督励業務（愛知労働局：督促状等不着事業場住所確認業務）一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、著しく落札率が低いことから、適正な履行確保の確認。 

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 ：株式会社アイヴィジット 

予定価格  ：2,808,804円 

契約金額  ： 160,435円 

落札率   ：5.71％ 

契約締結日 ：平成 24年 9月 11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、最も低い入札金額を提示した（株）

アイヴィジットが契約の相手方となった。落札率は5.71％である。 

意見・質問 回   答 

低入札価格の落札率が余りにも低い案件なのですが、予

定価格が約280万、業者さんが実施になる予算が15万2,000

円になっておりますが、これでアイヴィジットさんがこの

業務を滞りなく実施できる金額になっているというのは少

し理解できないところがありますが、その辺はどのように

御判断されているのでしょうか。 

受託業者であるアイヴィジットにこの金額で入れた理由を

確認したのですけれども、昨年度同様の業務またほかの似た

ような業務で行った予定価格とか入札結果を参考にして今回

の業務を積算した。それと今回依頼する予定件数が大体 200

件になっているのですけれども、同様の業務のノウハウがあ

ること、それと人を新たに雇用しなくて既存の人員で対応で

きるということから今回の金額になっています。実際に業務

を担当しているのが愛知労働局になるのですけれども、愛知

労働局に現状を確認したところ、今のところ問題なく業務が

遂行できているということです。 

そうしますと、予定価格の 280 万の積算根拠なのですが、

どういうふうに御説明されるのでしょうか。 

今回の予定価格の積算の資料は、18 ページに記載されてい

るところなのですけれども、積算は対象とする事業場が約

200 件ということになっていまして、200 件の住所を確認する

ために所要の経費を積算しています。大きく２つに分かれて

いまして、人件費と交通費に分かれています。人件費が消費

税込みの金額で 275 万に対して 142 万、交通費が 133 万とい

うことです。先ほどお伝えしましたが、既存の人員で対応で

きると業者のほうは言っておりますので、恐らく人件費のと



ころが低くなっているのではないかなと考えています。 

ほかの業者さんも 60 万、80 万というふうにこの辺の金

額で出してきていますので、予定価格の 280 万という数字

につきましては、かけ離れた金額ではないかなという印象

があるのですが、いかがですか。 

今回の愛知労働局の不着督促状の住所確認業務は愛知労働

局では初めて行う業務になっています。ただ、昨年度も東京

と北海道で同じような業務を行っているのですが、そのとき

も落札率が十何％と低くなっています。そのときの２番札、

３番札、４番札を見るとかなり落札金額に開きがあったとい

うことなので、今回も昨年度の予定価格の積算の仕方を参考

に、今年度についても同じような予定価格の積算をしていま

す。 

こういうふうに実際の落札価格と予定価格に非常に乖離

がある場合については、予定価格を積算するときに何らか

の条件を誤解しているということだと思いますので、その

辺は予定価格を積算するときの情報収集についてもう少し

きちんと行うべきかなと思います。 

私も予定価格の金額が高いということと、応札者、無効で

はない３者との金額の乖離が気になっているところです。

確かに予定価格の内訳を拝見しますと特別変な気もしない

のですが、一方でこれは愛知の労働局ですので、恐らく愛

知の県内が行き先になろうかと思うのです。そうだとする

と、出張ですとかその他の旅費、そういったものが北海道

まで行くとまでは言いませんけれども、随分と多額に積算

しているのはやり過ぎたのかなという気はしますので、北

海道は確かに広いですけれども、愛知県にそのまま適用す

る必要はなかったのではないかというのは最初に感じまし

たので、一応コメントさせていただきます。 

一番私が引っかかりますのは、雇用済みの人を使うので

人件費はかからないというのが説明になっていない気がし

まして、それは要するに普段は何も仕事をしていない社員

がうちにはいて、だけれどもどんどん給料は払っています、

ですから給料のことは気にしないでくださいと言って請け

負ったという意味になってしまいますから、それはこの不

況の中そんな企業がたくさんあるとは思えないのです。そ

うしますと、厚生労働省が先陣を切って貧困ビジネスをや

るようなことになっては大変ですので、これは規定上、低

入調査はないとは思うのですけれども、規定の再検討を内

部でしていただきたいと何度か繰り返し申し上げているこ

とと、それがすぐできないまでも検証のときに証拠となり

ますので、内訳がどういう金額だったのか、何に使われた

のかということはぜひ相手側から取り出して保管しておい

ていただいたほうがいいのではないかと思います。 

仕様書の中で、まずは電話確認をして、電話確認で確認

をされれば現地確認は必要ないということになるわけです

ね。そういうことですね。 

はい。 

これは 200 件あって、どの程度電話確認で済んで、実際

に現地に行く必要があるのはどの程度かというのは、追跡

調査か何かはされましたか。 

この業務は愛知自体は今年度初めてになりますので、まだ

結果は出ていないところです。 

愛知はそうでしょうね。東京とか前に先行したところが

あると思いますが。 

済みません、今、手元に資料がなくてわからないです。 

予定価格を立てる上でそういう先行したものなどは参考

にされないのですか。 

労働局から送付状とかを送って宛先不明で返ってきたとこ

ろになりますので、基本的には電話確認とかそういう方法に

よって住所がわかるところは余りないと考えていまして、宛

先不明で返ってきたところを住所を確認してもらうという業

務になりますので、電話確認とかインターネットとかでは住



所とかそういうものが確認されない、宛先不明になって返っ

てきたところに対して住所を確認していくという業務になっ

ていますので、予定価格についてもそこのところは今のとこ

ろ盛り込んでいくことにしています。 

そうすると、恐らく全数現地確認が必要になるのではな

いかという前提で予定価格を立てるのですか。 

そのとおりです。 

 

そうするとやはり過大になるのではないかなと思いま

す。郵送でしょう、郵送して戻ってきたらという話でしょ

う。 

郵送いたしまして、宛先不明で戻ってきたということです

から、とりあえず現状そこにはもう事業場はないのだろうと

思われるところに現地確認に行っていただくことにしていま

す。 

いずれにしてもそうすると交通費だけでも全く足りない

ようなものを業者がそんな金額で落とせるとは思えないの

で、ちょっと不思議ですね。 

今、いただいた御意見を踏まえて来年度業務をやるときに、

予定価格を立てるときに参考にしたいと思います。 

予定価格との差があり過ぎて合点がいかないですね。 

今回１割が連絡先がすぐわかるという前提なのだという

ことですから、200 件中の 180 件を調べることになるとい

う前提なのですね。そういう理解で間違いないでしょうか。 

３ページに仕様書、要求仕様があるのですけれども、そ

ちらの１番の(１)の中で「入札に当たっては」といって説

明が書いてありますが、その最後から３行目の文章のとこ

ろに「予定件数の１割」という数字が出てくるのですけれ

ども、これは要するに 200 件調べなければならないものが

あるうち電話などで簡単にわかるのは１割程度で、残りの

180 件は現場に行かなければならないだろうと思っている

という意味の仕様でしょうか。 

ここに１割とあるのは、200 件のうち新たにそこに事業場

がないというのを確認した上で、さらにここの事業場は新た

な移転先がわかった場合の件数を大体１割と算出していま

す。 

見つけた場合の成功報酬的に加算しますとしています。積

算に当たっては、見つかるのは大体１割くらいで計算してく

ださいというところでございます。 

 

これがきっと現場に歩かされない割合ではないというこ

とですね。 

ということは、恐らく現場に全部行くことになるだろう

と。例えば 200 件を前提とすると、そのうちそういう作業

をすると 20 件くらいは見つかるだろう。その 20 件につい

ては 1.2 倍の単価で報酬を払うことになるという意味です

ね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

いずれにしてもどういう立て方にしても 15 万幾らとい

うのは非常に安いので、どうなっているのか気になるとこ

ろです。 

 確認をします。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：毎月勤労統計調査オンラインシステムの審査機能等改修業務一式  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札方式を実施している案件中、連名契約をしている案件で、低入札価格調査を実施している。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：クボタシステム開発株式会社 

予定価格  ：33,810,028円 

契約金額  ： 9,129,750円 

契約率   ：27.00％ 

契約締結日 ：平成24年8月9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者が応札し、最も低い入札金額を提示したク

ボタシステム開発（株）が契約の相手方となった。落札率は 27.00％である。 

意見・質問 回   答 

まず最初に伺いたいのは、今回は審査機能等改修業務と

いうことで、既存のシステムに変更を加えるというか、改

修するということかと思うのですが、それで間違いないで

しょうか。そうだとすると、837 万円で開発したと通し番

クボタシステム開発株式会社は、厚生労働省の業務は初め

てなのです。それでかなり低価格で抑えて足がかりにしたい

という狙いがあったというところもあると思うのです。ほか

のところを見てみますと、富士通で 1,970 万円、日本システ



号 195 の審査調書にありますけれども、837 万円で開発し

たシステムを 3,000 万円かけて改修するのはすごいことの

ような気がするのですが、それは不自然ではないのでしょ

うか。1,000 万円で建てた住宅に関して１億円かけて改修

するというのは不自然だと思うのですけれども、御説明を

いただきたいと思います。 

ムウェア株式会社で 2,510 万円、株式会社ソフテムでは

3,000 万円という価格をつけておりますので、クボタシステ

ム株式会社が断トツで価格に差があるので、私たちは足がか

りというような見方をしています。 

確かにクボタシステムの意気込みは感じられるのですけ

れども、今、私が伺いましたのはクボタシステム以前のと

ころでして、調達をかけるに当たって八百数十万で前回作

ったシステムを 3,000 万円でそもそも発注するのはどうい

うことなのかという点なのですが、いかがでしょうか。 

御指摘のものは 195 ページに書いてある前回の調達状況

の金額ということですか。前回の調達の内容についてはこち

らのシステム全部をつくったときではなくて、このシステム

の一部機能を追加するときにかかった金額になりますので、

これが全システムの金額とは違います。 

最初に調達した大もとのシステムはどのくらいの規模の

ものなのですか。今すぐわからないかもしれませんね。わ

かりますか。 

申しわけございません。ただいま手元に資料がございませ

んので、確認して後ほど御報告させていただきます。 

わかりました。先ほども申しましたけれども、桁数を変

えて８万円くらいで買った中古車について 30 万円かけて

チューンアップするような仕様に見えるわけです。明らか

に不自然な調達に見えるのです。これをぱっと見たときに

私が思ったのは、前回の調達がそもそも大失敗だったとい

うことなのではないかと感じてしまうわけです。前回とん

でもないシステムをつくってしまったので、今回その４倍

かけて改修しようとしていると見えるし、そうしか見えな

いです。これは明らかに公共調達の無駄としてたたかれる

ものの筆頭のパターンですから、概要書なり、あるいは調

達公告のところでもともとどのくらいの規模感のあるシス

テムなのかということをはっきりされる必要があると思い

ます。これは調達の成功失敗というよりは、説明責任とし

てそうだと思います。そういうこともあるのでクボタさん

としてはこのくらいの規模のシステムなのかなということ

で応札したという可能性も否定できなくなってきます。大

して大きいものではなさそうだなということです。なので

そういったところの説明を仕様でもう少ししていただきた

いなと思いました。 

もともと基本となっているシステムをどこがつくった

か、幾らでそれを発注して調達したかということですね。

それを説明していただきたいということでいいですかね。 

７ページのところに毎月勤労統計調査オンラインシステ

ムの説明がありますけれども、平成 21 年 10 月が最初に調

達したものなのでしょうか。いずれにしても先ほど指摘の

あったものについて調べていただけますか。 

115 ページの「低入札価格調査の結果」の真ん中くらい

の５の（１）の積算の妥当性のところで、下から４行目あ

たりから書いてある「自社保有の人材及び機材を使用する

ことにより開発作業にかかる作業経費を軽減することがで

きるものと見込まれたこと等によるものである」と積算の

妥当性の理由を書いてあるのですけれども、今までの話を

総合しますと、この文言については余り意味をなすような

文言ではないように思うのですが、いかがでしょうか。 

自社保有の人材を使うのは、逆に言うと、ソフト開発会

社ですので、外注を出さない限りは当たり前の話で、これ

は基本的にそれほどの理由にはなっていないのかなという

感じもいたしますが、厚生労働省さんの調達に入り込みた

いということで価格を下げてきたのだというのが一番の理

由かと思いますが、それをこういった形で少し詭弁ぽい表

御指摘の点につきましては受けとめまして、一応審査側と

いたしましても 135 ページにもございますとおり、業者側か

ら今回の算入の意図の積算の明細はいただいておりまして、

そういった御指摘の部分も含めて「等」という形で一応表現

はさせていただきましたが、誤解が生じるような言い回しに

なっている部分につきましては今後修正させていただけれ

ばと思います。 



現で書くのはいかがかなと感じているのですが、いかがで

しょうか。 
あと予定価格の内訳ですとプロジェクトマネジャーが入

っていますけれども、クボタさんが出してきた内訳ですと

プロジェクトマネジャークラスは入っていないのです。プ

ログラマーですとかシステムエンジニアはあるのですけれ

ども、そうだとすると一生懸命やりますと言われてもシス

テムが一致していない、履行システムがそれを裏づけてい

ないという点が不安になるのですけれども、それについて

は取材の結果、何か言っていましたでしょうか。 

その点につきましては資料に基づきましてヒアリングを

行っておりまして、135 ページにございますとおり、契約履

行体制等につきまして書面で御報告をいただきました上で

十分な体制をとれるということで確認がとれましたので、そ

の点につきましては問題ないものと認識をいたしまして契

約を結んでおります。 

「低入札価格調査の結果」という書類が 115 ページから

始まっているわけなのですけれども、こちらの５番の(３)

のところを見ますと、当該契約期間における他の請負状況

とかいろいろと説明があるわけなのですが、今回の厚生労

働省の案件に関して優先的に人員の配置を行うと言ってい

るから大丈夫というのは、特別お値引きですから安いので

すというのと同じで説明になっていないと思うのです。こ

こは低入調査のときにもう少々どういうことなのかという

ことを説明を聞いてくるべきではなかったでしょうか。 

御指摘の点につきましては、ヒアリングで契約体制の部

分、一応全てちゃんとヒアリングをしたつもりではあったの

ですけれども、足りなかった部分があるのかなと思いますの

で、再度点検の上、業者のほうには補足で調査をさせていた

だければと思います。 

お願いいたします。頑張りますとか人はいっぱいいます

と言われただけで、さすがにこれを読んだ人はそうですか

と納得はできないと思いますので、ぜひ文言で説明をきち

んと残すというようなところをお願いしたいと思います。 

それから、これはコメントですが、ほかの会社がつくっ

たものを改修するというのは、一般的に自分でゼロからつ

くるよりずっと難しい作業になります。これはプログラム

だけではないと思うのです。ですので、このような入札率

で終わるようなものは幾ら仕事を厚労省から取るとっかか

りにしたいという熱意があったとしても、企業側のほうが

ややリスクをかぶり過ぎていると思いますし、最終的には

使われる利用者である厚労省の皆様が使いづらいシステム

だなということになるわけですから、単に無駄遣いという

以上に、利用効率を下げるという見えないコストにつなが

りますので、今後低入調査についてはもうちょっとしつこ

くどうしてこうなったのかというところは調査して、問題

があるところでしたらそこには頼まないかもしれないとい

う態度をきっちり示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５】 

審議案件名：技能者育成資金債権回収システムの運用支援業務 

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、１者応札であり、予定価格の妥当性。 

発注部局名：職業安定局雇用保険課 

契約相手方：みずほ情報総研株式会社 

予定価格 ：5,426,128円 

契約金額 ：5,426,128円 

契約率  ：100.00％ 

契約締結日：平成24年7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、１者応札となり、みずほ情報総研（株）が契約の

相手方となった。 

意見・質問 回   答 

まずもって入札率が 100％であったのですが、これは

どのように分析されていらっしゃるのでしょうか。 

入札率につきまして、まず予定価格の積算に当たりまして

過去のシステムの調達の状況を参考にしながら工数を積算



いたしました。その工数と書類、『積算資料』をもとに単価

を見ましたところ、東京における単価としては 60 万 8,001

円という単価がございました。これとあと参考として一般的

なシステムの業者の状況を見たところ、そちらが 60 万とい

うことで、ほぼ似通った単価となっておりましたので、総合

いたしまして 60 万という単価を設定したところ、同額の落

札となったということになっております。 

この計算方法については、みずほ総研は御存じなのでし

ょうか。 

予定価格の積算につきましては、みずほ情報総研のほうは

関与しておりません。 

１円たがわず100％ということになっているので、向こう

が推測してたまたま当たったのかどうかはわかりませんけ

れども、非常に疑義が出てきてしまうのです。全く向こう

が知らないでこのような落札率100％というのは非常にあ

り得ない話のように思うのですが、いかがですか。 

繰り返しとなりますが、予定価格の積算につきましては会

計法令の規定もございますので、みずほ情報総研等業者のほ

うので関与しているという事実はございませんが、ただ結果

といたしまして落札率が100％になっているという部分につ

きましては、御指摘のとおり誤解を与える状況もございます

ので、今後はもう少し工夫をして、積算のやり方をもう少し

変えていければと考えております。 
みずほ情報総研さんは今回がこの案件は初めての業者さ

んでいらっしゃるのですか。 

今回保守と改修業務という形で入札をかけまして落札を

しているのですけれども、本来こちらは旧独立行政法人の能

力開発機構から国のほうへ移管する際に、23 年度にシステ

ム開発を行っているのですけれども、そのシステム開発を行

ったのがこちらのみずほ総研株式会社となっております。 

そうすると、どちらかというと必然的にみずほ総研がこ

の案件を取ってしまったという感じなのですか。 

結果的にはみずほ総研にはなってしまいまして、当然開発

した業者になりますので、システムを熟知しているのはみず

ほ総研ということにはなりますけれども、今回の入札案件に

つきましてはみずほ総研を特定するものではなくて、一般の

通常の業者様も入札できるように間口を広げて入札をかけ

ておりますので、みずほ総研を狙った入札公告を打っている

ということではございません。 

60 万円という単価の設定につきましては、これは妥当な

金額なのでしょうか。月額経費 60 万という予定価格になっ

ておりますけれども、これの根拠を教えてください。 

先ほど積算方法につきまして御説明はさせていただきま

したが、過去にこちらのこういう官庁のほうで調達をしてお

りますシステムの保守関係であるとか類似する業務の積算

を基にいたしまして月額工数を積算した上で、比較対象とい

たしまして『月刊積算資料』の平成 24 年５月版でシステム

運用業務に係ります月額の平均というか、市場価格の表記が

ございまして、そちらのほうがシステム運用技術者という形

で月 160 時間で積算した場合になるのですけれども、それに

つきまして 60 万 8,000 円となっておりまして、こちらを基

にしております。 

それから、入札公告日と開札日なのですが、２週間の期

間は取っていますけれども、もう少し長くはできなかった

のでしょうか。 

状況といたしまして、入札公告が平成 24 年６月 27 日に公

示をかけまして、開札日までに説明書をとりにきた業者様が

19 者いました。取引がある業者様がいましたので少しお話

をお伺いしますと、やはり準備期間がかなり短いので札が入

れられなかったという状況も確かにございましたので、今後

の調達につきましてはこの点については課題になっている

と考えております。 

また、今回期間が短く調達をせざるを得なかった部分につ

きましては、言いわけにはなってしまいますが、システムの

ほうが既に稼働状態に入っておりまして、早急な調達が必要

だったという部分が第一の理由となります。 

審査調書がなかったので、どこが先に作ったものかわか

らなかったのですが、今のお話を伺うと、要するに作った

ところが保守まで請け負うと結果としてなったということ

で間違いないですね。だとすると、積算のとき、29 ページ

のところに開発業者による運用経費の見積もりを参考にし

このとおり間違いです、失礼いたしました。 



ているわけですから、それをそのまま日割り計算すればぴ

ったり 100％になって当たり前ということですね。算数的

には全く疑問もない。それを人が好むかどうかは別として、

割り算としてぴっちり合うということですね。これ自体は

保守ですので、工数がきっちり合っていれば金額的にはあ

り得ることなのではないかなとは思うのですけれども、た

だ先ほど枝松先生から御指摘があったように、ADAMS につ

いてもう少し説明をした上で、自分たちでも請け負えるか

なと 19 者のうちのみずほではないところが検討できる時

間をとっていただくのは必要だったと思います。ADAMS 自

体は皆様は詳しいかもしれないですけれども、落札したこ

とのない業者にとっては新しいものですので、ぜひ保守の

ときには何を保守するのかをよりわかりやすく説明するよ

うな、書類が難しければイベントでもいいと思うのです。

こういうものですということを見せるようなことを御検討

いただきたいなと思います。これはお願いというか、コメ

ントです。 

それから、29 ページの積算内訳なのですけれども、これ

は間違いだと思うのですが、合計の欄が「７月分経費①」

の後に「７～３月分経費②」となっているのですけれども、

これは恐らく「８～３月分経費②」ですね。29 ページの下

から３行目くらいのところです。 

記録としてあれだと思いますので、後で直すか何かした

ほうがいいと思います。 

念のためですけれども、この管理運用支援業務は 24 年７

月 12 日以前はどういうふうになっていますか。これは７月

13 日から来年の３月 31 日までですね。７月 12 日以前はど

うされていたのですか。 

こちらの改修は昨年10月から厚生労働省のほうに承継い

たしまして、23年度中はシステム開発を行わなければいけな

いということでこちらのシステムは稼働しておらず、またあ

わせて７月までもこちらのシステム自体稼働していなかっ

たのですけれども、その間につきましてはADAMSとエクセル

で管理している形で債権回収を行っておりました。 

支援業務は必要なかったのですか。 債務者様への対応ということで電話等の問い合わせだっ

たり、回収の１件にかける時間がかなりかかっていたのと、

債務者への即答ができなかったということで、どうしてもこ

ちらのシステム自体を早急に稼働する必要があったのです

けれども、データ等の不具合もありましたので、７月まで稼

働できなかったということになります。 

わかりました。 

29 ページの７月分経費は 31 分の 18 か何かを 60 万に掛

けた、乗じた金額ですか。 

積算といたしましては御指摘のとおりでございます。 

（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６】 

審議案件名 ：平成２４年度ヒト幹細胞情報化推進事業委託業務 １式 

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 ：学校法人慶應義塾 

予定価格  ：260,648,000円 

契約金額  ：260,648,000円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成24年5月30日 

（調達の概要）企画競争を行ったところ、４者応札があり、最も評価が高い学校法人慶應義塾と会計法第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 

３ページ以降に業務仕様書がございますけれども、この

案件の実施期間は平成 24年６月１日～25 年３月 31日まで

今年度は１年間の予定でこの事業を計画しておりました。

ただ、この事業の重要性からしますと、こういった情報化推



ということでよろしいのですか。 進は今後持続していくことが重要と考えております。 

３ページの業務目的に、今、いろいろ御説明いただいた

内容と実施期間が１年未満だというところで少し矛盾点が

あるのかなと思いますが、いかがですか。 

御指摘いただきましたとおり、１年ですと本事業の目的の

達成は難しいと現在は考えておりまして、来年度もこの事業

は継続してさらに充実させていければと考えているところで

ございます。 
そうすると、新たに予算を設定するということになるの

でしょうか。 

25 年度に対しましても予算措置は検討しておりまして、概

算要求で要求はしております。今のところでは、これは単年

度ということで、システムの整備とか初年度の運営の体制整

備という形で１年で切らせていただいているのですけれど

も、来年度以降はもともと国がずっとこういう事業をやるの

ではなくて、任せてしまおうという趣旨のもと動いています

ので、４年の国庫債務負担行為ということで４年間継続で収

支バランスをとれるような仕組みにしていこうと思っていま

す。 
今、私が申し上げたように、仕様書の事業内容と実施期

間が非常に矛盾点がありまして、４者から企画書が出され

ていると思うのですけれども、彼らが出してきている見積

書の中で、例えば99ページに医薬基盤研究所さんがござい

ますけれども、この４者の内容を見ますと、医薬基盤研究

所につきましては例えばハードウエアのリース料を10カ月

というふうにして見積もりを出してきているのです。一方、

101ページにございます慶應義塾大学につきましてはサー

バーリース料が60カ月、それから、103ページのところの国

立成育医療研究センターにつきましてはリース期間が不

明、105ページの先端医療振興財団はハードウエアの調達コ

ストは全く見ていないというふうに非常に仕様書が不明瞭

で、業者さんたちも見積もりを出すのに四苦八苦している

ような状況なのですが、それで競争をしてほしいというの

もおかしいような気がするのですが、いかがでしょうか。 

これはリースなので、リースの期間までにどれだけかかる

のかという部分があると思うのですけれども、業者のほうで

リースするまでにどれくらい時間を要するか、その関係でば

らばらになってしまったのかと思います。 

これはシステムを開発するのですね。機器を使って、ソ

フトウエア及びハードウエアを使ってシステムを開発し

て、開発したものを納品するということになるのですか。 

システムを使ってヒト幹細胞情報をインターネット上にど

んと乗せまして、それをもとに情報提供していくという形に

なりますので、その機器をリース契約して、来年度違う業者

さんになる可能性がありますので、リース契約という形にし

ているものなのです。 

慶應義塾大学はどこまでの業務をこの契約の中でおやり

になるのですか。 

どこまでの業務というのは。 

要するにソフトウエアの中に情報をきちんと入れて運用

するところまで開発をするのですか。 

そうです。 

そうすると、ハードウエアはリースにしろ購入にしろ必

ず必要だということになるのですね。 

そうです。 

先端医療振興財団はハードウエアの見積もりをしていな

いと見えるのですが、私の誤解でしょうか。105 ページに

ございますけれども、これを見ますとハードウエアに関す

る予算は一切とっていないような状況なのです。 

多分備考欄のシステム構築調査費、４番のデータベースの

設計・構築委託費がその点に当たるのではないかと考えてい

ます。 

これはソフトウエアの開発ではないのですか。 

 
そうです。 

 
ハードウエアの購入及びリース費用ではないですね。 

 

恐らく先端医療振興財団に関してはものをいつつくり上げ

るかという点があると思うのですけれども、今年度いっぱい

をめどにつくり上げるイメージだったのではないかと考えら

れます。 

ということは、やはり業務委託仕様書が非常に不明瞭な

のではないかという印象を持っているのです。例えば予算

金額が随契でございますので決まっているわけです。２億

6,000 万。これが４業者さんとも MAX で全部見積もってき

その点は 24 年度にやったときは企画面を重視したという

点で企画競争という形にしていると思うのですけれども、国

の財政事情等を鑑みて、予算がとれればの話ですけれども、

25 年度に関しては総合評価落札方式でやろうとは考えてお



ているわけです。内容を見ると非常にばらばらな状況だと

いうことで、慶應さんが落札はされていますけれども、統

一性のある見積書にはなっていないということは、業務委

託仕様書をもう少しきちんと表現あるいは内容を充実させ

るべきなのではないかなと思っております。全て業者がMAX

で計上しているということは、むしろ総合評価落札ででき

ないのでしょうか。 

ります。 

２５年度は、今回のシステム構築を当然引き継ぐという

ことになるのですか。 

当然です。 

 

そうすると、２億 6,000 万 MAX で予算が使われていくわ

けですけれども、これを総合評価落札方式にすれば、同じ

ような質を保ちつつ、もう少し予算を減らすことが可能で

あったのかなと思いますが、あえて企画競争を選んだこと

の明確な理由は何かあるのでしょうか。 

21ページに「随意契約理由書」がありまして、「３．企画

競争方式を採用する理由」ということで、データベースを作

りますので、それの運営・管理が適切にできるかどうかを見

たかったという点と、ヒト幹細胞という臨床研究なのですけ

れども、iPS細胞とか難しい細胞の研究が対象になりまして、

その情報をいかにどう集めるかというのはやはり企画面を重

視していかないといけなかったという点が大きな点であると

考えております。 

最後にですけれども、研究終了後に実際にどういう経費

が支出されたかという最終チェックはされるのですか。 

納品のチェックということですか。 

納品はもちろん納品されるのでしょうけれども、商品の

コストを実際に何がどれだけかかったかということを見積

書どおり、あるいは少し違うかもしれませんが、そういう

明細は最後納品後に提出されるのですか。 

委託契約になりますので事業実施計画を最初に出してもら

って、それに基づいてきちんとできているのかという点は実

施実績報告書を出してもらって確認はするつもりです。 

細かいことなのですけれども、今回はどうして企画競争

にされたのかというのがいま一つ御説明及び頂戴した資料

からはよくわからないので、総合評価などのより競争性の

高いものにしなかった理由をもう一度教えていただけます

か。 

価格を見て、価格が安くなればその分質も悪くなるという

のはあると思うのですけれども、それを総合評価ではある程

度カバーできると思うのです。けれども、やはり価格での競

争というのもあるし、企画はうちはこれだけできるのだとい

うのもあるのだけれども、やはり価格で採点もあるからちょ

っと企画を抑えないといけないという部分もあると思うの

で、そういう面においては総合評価を取らずにあえて企画競

争にすることによって、国の事業として最大の効果を得るた

めの企画競争にしたというものだと思うのです。 

今、おっしゃったのは、放っておくと応札者のほうは機

能てんこ盛りのものを持ってきてしまって、全然予定価格

内におさまるとは考えがたい。したがって、この金額くら

いでやれということを提示しなければ、きっとプランを得

られないだろうという意味でしょうか。 

反対もあると思うのです。目安といいますか、どれだけの

ものを求めているのかというのがわからないと、総合評価で

よくあるケースで、価格はすごく安いのだけれども全然もの

がなっていないというケースもあるので、そういうものを阻

止したかったと考えています。最初の年度でデータベースを

作って幹細胞を集めたいという初期設定のための事業だった

ので、この点であえて総合評価落札方式にせずに企画競争に

することによって企画面を最大に重視したのだなと考えてい

ます。 

企画面を重視するという姿勢は納得がいくのですけれど

も、そうだとすると同じ土俵に乗せて評価しないことには

比較にならないと思うのです。先ほど既に指摘がありまし

たが、仕様書が比較的ラフで、結果として出てきた応札者

の内訳書も随分中身に違いがありますね。 

なので、その点においても実際見積書は企画点の中に入っ

てこないので、企画書だけが入ってくるので、何をしてくれ

るのかという面をやはり重視した結果、総合評価落札方式に

できなかった理由なのかもしれないです。 

別に言葉尻をつかまえて悪く言うつもりはないのですけ

れども、きょうの御説明に関しては「だと思う」という表

現が比較的多いのですけれども、もしかしてこれを調達さ

れた方ではない方がきょうは御説明にいらしているのです

か。 

前任になります。なので、初年度はそういう部分があった

と思いますけれども、次年度以降はそういう部分はないと思

いますので、総合評価落札方式でやっていこうと思っており

ます。 

正直なところ、随契にする理由としては余り強くない、

はっきりと納得できないですし、変な話、総合評価だとし

たら機能を絞って安くというのもあっていいはずですし、

読みますと、臨床研究の倫理面の問題が未解決となってい

ますので、聞いてはいないのですけれども、恐らく評価する

際に書いてあることで、ヒト幹細胞を使いますので倫理面の



そうでないとしたらもう少し、機能がとても多いのだけれ

ども非常によいというような技術点で勝ってくるはずです

から、それでいいはずですので、ぜひ次はより競争性を高

めていただきたいなと思います。 

あと 50 ページあたりから岡田委員の評価が出てくるの

ですけれども、残念ながら文字が判読不能な部分がありま

して、何と書いてあるのかなという感じなのですが、もち

ろん部内の皆様は読めたのでしょうが、例えば 50 ページの

右下に備考が書いてあるのですが、何と書いてあるのかよ

くわからなくて、前任の方が読み取れたのかもしれないの

ですけれども、記録として残すという意味からすると、評

価の際はもうちょっと字は丁寧にというふうにぜひお願い

いたします。これでは私どもがチェックしろと言われても

読めないので、ちょっと困るなという感じです。 

さらにこの委員に関していえば、この方だけ評価がほか

の方と違うのです。この方だけ落札者への評価が著しく低

くなっています。ですので、もしかしたらここに何か思い

を込めて記録されたのかなと思って、それで引っかかった

わけなのです。何かこの評価者の方が落札者に関して問題

ありとされたことについて御存じのことはありますか。 

ところについて特記事項がなかったのかと思われます。 

そういうことですか。ぜひ記録はきちんと残るようにし

ていただいたらいいかなと思います。 

あとページ数で申しますと通し番号の 81 ページなので

すけれども、真ん中あたりです、「【業務内容】慶應義塾

大学」と始まるところです。「を新たに設立し」というよ

うなところがあるのですが、これは内訳書の金額と照らし

合わせると、要するに５億円かけてこのビルを建てるとい

うような内容なのでしょうか。 

建物整備ではなくて、そういう部署を設立するという位置

づけかと思います。 

 

それは予算としてはどのあたりに入ってくるのでしょう

か。 

一応そういう人の体制になりますので、特にというのはな

いと思いますが、強いて言うならば人件費です。 

これは慶應のものですね。 

先ほど私が申しました金額は変でしたね。人件費にほぼ

5,000 万円、施設改装費に 1,000 万円ですね。単位を間違

えました。 

それから、慶應が落札したに当たって、リース費が先ほ

ど話題になりましたが、60 カ月分を負担するというのは何

か理由があるのでしょうか。 

慶應は最初にこの事業を落とす前に、事前に考えていた部

分があったみたいなので、それでうちからお金が出るか出な

いかにかかわらずそういう交渉はしていたということで、先

倒しで12カ月分でどれくらいなのかというのを見込んでいた

と聞いています。 

今、12 カ月とおっしゃいましたけれども、この書面では

リース費 60 カ月分と書かれていますね。 

60 というのは多分間違いです。 

 

あっさりと。ただ、やはり履行期間が10カ月の案件に対

してリース費60カ月分で出てきて、これでよしとされたと

なると、内部の審査者の方々は不注意過ぎるのではないか

という非難は当然受けますね。つまりこれは10カ月分だけ

借りておいて、その後の50カ月は慶應大学が独自に続けた

いなら自分のお金でやるべき話であって、50カ月分もやる

必要はないわけです。 

これが間違っているのです。 

書類が間違っている。これは厚労省のほうでつくったの

ですか。 

もらったものが古いものかもしれないです。 

 

では、それは御確認いただいたほうがいいですね。やは

りこれが公的な記録になって残ったとき、10 カ月のプロジ

ェクトなのに 60 カ月分負担してあげましたということに

なると不自然ですね。ぜひこれは御確認の上、必要であれ

ば修正をお願いします。 

あとは予定価格についてなのですけれども、システムの

そうですね。 



購入があります。これは仕様書のほうではシステムはなる

べくリースにしなさいと書いてありますから、リースにし

ろと言っておいて予定価格は購入で出すというのは不一致

なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。私が見

ているのは 98 ページにある予定価格内訳というものです。

購入になっていますね。 

購入とリースだと多分値段が変わってくると思いますの

で、そうすると予定価格に誤りありという話になってしま

いますから微妙な問題が発生しますね。 

購入と書いていますが、リースも含めて考えて機器代とい

うことで積算しているものだと考えられます。 

考えられもするのですが、考えられないこともあるとい

うことで、御確認いただいたほうがいいのではないかと思

います。 

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７】 

審議案件名 ：平成２４年度「新事業展開地域人材育成支援事業」  

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、契約内容の妥当性。 

発注部局名 ：職業能力開発局 

契約相手方 ：奈良県中小企業団体中央会 

予定価格  ：10,000,000円 

契約金額  ： 5,013,394円 

落札率   ：50.13％ 

契約締結日 ：平成24年5月14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、奈良県中

小企業団体中央会と会計法第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 

企画書を出されたのは奈良県の中小企業団体中央会さん

だけなのですか。 

最終的にはほかに７つの団体がございました。1,000万で予

算が１億ございまして、10団体の募集だったということです。

１億円分の予算のほかはもう落札は終わっているのです

か。 

実際は審査の過程でトータルで 13 団体から応募があった

のですが、最終的に採択されたのが８団体でございました。 

そうすると、2,000 万円は予算は未使用になったという

ことですか。 

はい、今の時期ではとても使用できないと思っています。 

 

ほかにはどういう団体さんが入札されたのですか。 例えば環境型塗料を使っている事業協同組合がありまし

て、こちらが環境型対応塗料のいわゆる新たな分野を開拓し

たいというような内容とか、今の靴下は奈良の地場産業その

ものなのですが、あとは部品加工、具体的に言うと空調とか

冷熱システムの機械を下請で支えている部品加工をしている

組合があるのですが、ここも協同組合なのですが、ここが新

たな劣悪環境下で製品が耐えられるような部品加工を開発し

たいというようなことで部品供給者としての新事業展開と

か、レーザー溶接技術があるのですが、機械工業会という組

織の中に広めたいということでやるとか、そういうものが入

っております。 
協同組合さんはそういう教育カリキュラムは今までは全

くなかったところに新しく導入するという事業なのでしょ

うか。 

今回は新たな事業展開ということで、１つの例がちょうど

予算要求のときに広島の熊野の化粧筆という話がありまし

た。従来から地場では筆の産業があった。それが衰退するの

で、化粧とか、あとは洋画材というような新たな技能を教え

ることによってその地域が生き残っていくというものがあり

まして、同じように今までやっていたものではなくて新たな

展開というものが一番のポイントでして、そういう意味でい

くと全てのところがカリキュラムがないというのが前提で

す。 



今回来年の３月までこの事業を行って、その後はそうい

う組合の団体さんはこのカリキュラムについては継続して

いくものなのですか、それともやめてしまうものなのです

か。 

先ほど５ページの⑧で説明したのですが、国の委託費です

ので国に著作権があるのですが、引き続き開発された教育訓

練プログラムは受託者が使うとなっておりまして、引き続き

やっていくという話になっております。これをやることによ

ってつぶれてしまわないとか、雇用の維持確保を目的にして

いるということでして、委託事業は終わりますが、引き続き

著作権を開放して使っていくという内容です。 

39 ページに審査員のコメントが載っておりまして、今回

のケースについては奈良県の靴下工業協同組合が入札に参

加すべきだというような意見があるのですが、この辺は上

部団体さんが今回入札をされたようなのですが、どのレベ

ルの組織が入札に参加すべきかどうかという点については

いかがでしょうか。 

そもそも予算要求の段階でのものは事業協同組合が多分一

番のターゲットになるだろうなと思っているのですが、事業

協同組合は数万ありまして、いろいろな事務処理の規模があ

って、靴下工業会さんのほうは事務処理としてひとり立ちが

なかなか厳しいという話があって、そこで中小企業中央会に

もお声をかけておりまして、まさに中小企業の地場産業をや

るということで、ここが自分たちが中心になるという話でご

ざいましたので、当然そこも大丈夫だと思っております。 

それから、公示がございまして、説明会が３月14日、企

画書の提出期限が３月23日で、10日間準備されているので

すが、少し短過ぎると思いますが、どうでしょうか。 

通常の企画競争は２週間という理解なのですけれども、こ

の事業は３週間で、説明日がこの日になったのですが、公示

の期間は通常の委託費よりは長目にとったつもりです。ただ

ことし初めての事業なのでわかりません。 

教えていただきたいのですけれども、今回の企画を応札

するに当たっては、企業ですとか、あるいは企業グループ

ではなくて組合業界団体というところが応札するという仕

様になっているわけなのですけれども、それはどうしてな

のでしょうか。 

今後の広がりを考えたのですけれども、いわゆる円高とか

で地域の企業が逃げてしまうとか倒産してしまうという話が

あるものですから、そこを何とかしたいということで、特定

の企業１社ではなくて、今後そのカリキュラムを使って核に

なる組合が会員の維持拡大または広げていくということで、

事業協同組合とか業界団体を契約先にした、あと個別企業の

助成金ではないものですから、そういう意味で業界団体等に

しております。 

ただ、一方で事業プランがあるのだけれども教育資金が

足りなくて困っているのは業界というよりは個々の企業の

ミクロな困った点だと思うのです。そうだとすると、業界

団体ごとにお金を出す、業界団体でまとめてどんと 1,000

万円用意しましたというのはやや大ざっぱなのではないか

という気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

助成金というふうには考えていなくて、あくまで地場産業

の雇用維持、雇用確保を目的にしておりますので、特定の企

業に対する助成金というわけではなくて、今後も使えるカリ

キュラムを作っていって、当然国にも納品してもらうのです

が、国が活用することはないですけれども、地域で今後も使

ってほしいという意味でいけば特定の企業が確保して持って

いるよりも、地域での公共で使うような団体が持っているほ

うがいいと考えております。 

経済学議論をするつもりはないのですけれども、誰かの

持ち物となっている者が一番活用されるというのも一方で

あるはずです。 

そういう意味ではこれは国のものです。国の委託事業は全

て国が著作権を所有するわけで、通常はそれは使わないので

すけれども、この事業ではあえてそれを引き続きその団体が

使って地域の雇用を確保するとか、そういう意味でいくと企

画書の中にも今後の発展ということを書いてありますので、

その中に今後その地域でそれを使って発展させていきたいと

記載しています。新たな展開ですので可能性を秘めているわ

けです。そういうところで特定の企業となってしまうと、そ

こだけが持っている。そうではなくて、地域全体でのとなれ

ば当然そういう団体が望ましいのではないかと思っていま

す。もちろん会員を抱えている団体です。 

結果としてということにはなろうかと思うのですけれど

も、しかし靴下のところが余りたくさん入ってきてくれて

いないという指摘が既にありましたね。14者しか会員が入

っていないではないかということがです。 

それは今後の広がりを期待しております。これは県とか労

働局とかこういうところも、行政機関も連携会議ということ

でバックアップしていると聞いておりますので、当然この話

が広がればその地域の核になっていくだろうと思っておりま

す。 
少々意地悪を言いますと、確かに個々の企業への助成金

ではない、１つの企業を利するとか、あるいは活気づける

ものではないのだというところは納得のいきそうなところ

助成金だったらそうなるのでしょうけれども、これはあく

まで国が本来やる事業で、地域の雇用維持確保をやる事業を

団体が活用したほうが効率的だということでやっているの



なのですが、一方で簡単に言ってしまうと、幾つか全国に

ある組合にどかんと 1,000 万のお小遣いをあげている、企

業が相手ではなくて組合という団体相手に助成をしている

というふうに見えなくはないですね。 

で、本来これは助成とかではないと思っています。 

どうしてこの組合が応募するのだというところはもうち

ょっと説明をしていただいたほうがいいのではないかと思

います。どうしてこの組合、業界団体単位でなければ応募

できないのだというところがいま一つすっきりしないので

す。今すぐ私を納得させてくれという意味では決してない

のですけれども、調達仕様を見る限り、事業プランはある、

しかし教育をするお金がない、そういうところをお助けし

ましょうというふうに見えるのです。 

それはあくまで地場産業とか地域の活性化のために、倒産

しないためにということです。 

そうだとすると、事業プランは業界組合が持っているも

のではないですから、個々の企業が本来事業プランを持っ

ているものですし、教育のお金がなくて困ったなと言って

いるのも個々の企業の問題であって、組合の問題かと言わ

れると、はっきりつながっているとは言い切れないと思う

のです。 

そういう意味でいくと事業協同組合は割と小規模が多いの

ですが、条件に書いてあるのですが、そういう会員の悩みを

わかっている、課題を把握しているところというような条件

になっていまして、団体が把握していなければ当然対象には

ならないと考えております。 

まさにそこが問題になるかと思うのです。団体に酌み上

げてもらっていない困った点というのは、本当は一番困っ

ている点だと思うのです。 

中小企業を念頭にこの事業を組んでいまして、今のお話で

したら個別の中小企業個々に助成なりするという話にもなる

かと思うのですが、そうではなくてそれを束ねている団体に

やれば会員の企業をたくさん網羅できるし、かつそこが発展

していくということを考えているので、大企業でしたら効果

があるのでしょうが、大企業の助成というふうには考えてお

りませんので、あくまで中小企業を構成員としている団体と

いう意味があるのではないかと思っております。 

うまくいくといいですね。 

 

ことし初年度でして、今、途中経過になります。 

あと先ほど既に指摘もありましたが、企画競争でなくて

総合評価とか、そういったより競争性のあるものでもいい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

靴下の関係なのですが、奈良は大体３つの市町村、大和高

田とか、そういう３地域でソックスの国内シェアの50％くら

い抱えているところなのですが、やはりソックスのやり方を

聞いてみますと、デザインとかを外注しているのです。それ

から、機械の編織機をやるのも昔のものでやっているとかで、

今回の新事業展開はデザインを職人でやっていこうとか、そ

ういう編み機みたいなものを一体的に操作できる人材を育成

しようとか、こういうような新展開を図っていって、そうい

う意味でいくと、もしかしたらそんなに費用がかからない分

野なのです。先ほども言いましたが、練習する機材もそんな

にかからないのです。先ほど言ったほかの団体でいくと、特

に製造業系が使う材料とかになってくるといろいろあるもの

ですから、もし価格的な要素が入りますと、簡単に言うと安

いところとか、ここの団体はまさに中小企業中央会というこ

とで中小企業のお世話をする団体そのものなものですから、

みずからの活動自身がこの事業にマッチするので特にあえて

別にもらいませんよという話になるわけですが、そういうと

ころだけが偏ってしまうだろうと思っていますので、まだそ

こにはいけないだろうなと思っております。 

たしか前回の監視委員会でも話題になりましたけれど

も、確かに分野によってかかるコストが変わる、使う機械

の値段が全然違うですとか、材料費が違うということがあ

ったと思うので、今回もまさにそれと同じように、地域業

界団体ということですといろいろある中で平準化された、

はっきり言ってしまえば目立つところがサポートされるこ

とになると思うのですけれども、地域ではなくて、業種で

ただ、これは今回新規だったのですが、最終的には1,000

万で10団体で予算が認められたということで、１県１つもな

いということもございまして、数が少ないということですの

で、ことしは何分野というのはなかなか厳しいだろうなと考

えています。もっとたくさん１県２つも３つもあればもう少

しそういうものもできるかもわかりませんが、例えば50団体

とかあれば、10分野はこの分野とかそういうものができるで



すとか製造物の分野ですとか、そちらで分ければ別に競争

性は失われないと思うのです。 

しょうが、まだ10分野しか認められていないこともございま

して、なかなかそこまではいかないだろうなと思っています。

少し意地悪な指摘なのですけれども、それだけ応札が少

ないということは実はそういうものは必要とされていない

という可能性はないのでしょうか。 

先ほど言いました13応募があったのですが、そこが審査の

過程でなかなか事業効果が期待できないという判断もござい

ました。あと実は問い合わせは多かったのです。ただ、やは

りことしが初年度だったというのもあって、これが来年以降

になれば出てくるだろうと思います。予算は決まっていない

中でもう既に問い合わせも実はありまして、今後広がってい

くだろうということと、周知の仕方をもっとやっていかなけ

ればいけないだろうなと思っています。 

最後にさせていただきますが、今回応札してきた奈良県

の中小企業団体中央会ですけれども、この企画でちゃんと

最後まで実施できるのかなというような少し粗い企画だと

思うのです。実際２人の委員の方がコメントでわざわざ書

かれていますし、本間委員だけ高得点なのですが、ほかの

人たちは 25 点前後、要するに 100 点満点でいえば 50 点前

後ということで、普通の大学だったら赤点、落第というよ

うなレベルですね。そういう意味では１者しか応札しなか

ったから仕方がないと言われれば仕方がないのかもしれま

せんけれども、本当にちゃんとできたかというのはぜひ今

後チェックをしていっていただきたいなと思います。今、

申しましたが、ある方だけ異様に高得点で、この方さえい

なければものすごく点数が下がりますね。何かこの方から

特別なコメントがあったようでしたら教えていただけれ

ば。 

今回そもそもこの事業の趣旨にまさにマッチした地場産業

だというのがあったとは聞いております。 

そこでその委員の方は高得点をつけているのですか。一

方でほかの委員の方はみんなそうではないと考えている。 

そういう意味でいくとおっしゃるように書いてあるとおり

ですが、企画書がこなれてなかったのかもわかりません。 

今回の審査委員の方々は厚労省の方も含まれています

ね。 

ただ、外部の方を３人にしております。 

 

もちろんです。そうなっているわけなのですけれども、

ことごとくお一方以外は低得点というのはかなり不安にな

る採点結果ですので、今後このチームに関してはきちんと

やってくれたかどうかを確認していただきたいのと、応札

者によりレベルの高いところというと失礼かもしれません

が、よりきっちりした企画を出せるところがいっぱい集ま

るように調達概要書ですとか仕様とかを詰めるようにお願

いします。 

わかりました。 

（分科会長の意見） 

感想ですけれども、この支援の規模と考えていることと

うまくマッチしていないのではないかなと、何となく効果

のほどはどうなのだろうというのが懸念されるような事業

ですね。そういう印象を持つのですけれども、結果はまた

報告書みたいな形で来るのですか。 

それを見てからということでしょうね。 

はい。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：平成２４年度生活保護等レセプト管理システム機能改修一式  

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 ：富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

予定価格  ：89,855,640円 

契約金額  ：88,900,350円 

落札率   ：98.94％ 

契約締結日 ：平成24年6月6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、富士通エフ・アイ・ピー（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回拝見しました審査調書ですと、最初のシステムが870

万円で、その次が792万円のシステム追加ですね。かなり大

き目、大き目に見積もったとしても1,800万円のソフト。そ

れを今回の機能改修でもってほぼ9,000万円かけてやると

いうのは、買った最初のソフトウエアの金額からすると随

分と大きな改修になったように感じられるのですが、これ

はどうしてなのでしょうか。 

当初の開発よりも高額になった理由といたしましては、当

初の開発の際はパッケージソフトの部分的な改修のみで済

んだので 800 万円で済みました。ただし今回の改修につきま

しては、パッケージを部分的に改修するというよりも、全く

新規の機能を追加したところが大きいので、それで高額にな

ったと考えております。 

既に稼働しているシステムは、これをぱっと見た感じで

すと CSV とかエクセルの形式になって保存されるわけです

ね。そうだとすると秘密の様式になっているわけではあり

ませんから、改修ではなくてフルスクラッチで最初から作

り直してしまったほうがよほど安くできたのではないかと

いう気もするのですけれども、いかがですか。 

そのことは確かにおっしゃるとおり、そういった要因もあ

るかと思うのですけれども、今回見積もりをとった段階で金

額がかなり高額ということで、正直申し上げまして最初から

つくり直しても余り変わりないのではないかと考えて、つく

り直すことも考えたのですけれども、いかんせんこのシステ

ムが本格稼働したのが平成 23 年で、まだ１年くらいという

ことで、自治体の方も画面になれたばかりだというところ

で、また新しくシステムを変えるということはいかがかなと

いうような懸念もございまして、今回新たに作り直すことは

見合わせて、既存のシステムに機能追加をするといった形を

とったところでございます。 

ただ、そうすることによって、今、動いているシステム

を作った業者には大きなアドバンテージになりますね。先

ほどおっしゃったようなたくさんの応札があるようにとい

うさまざまな御配慮が、フルスクラッチではなくて改修に

したという選択によって全て台なしになってしまうような

気もするのですが、いかがでしょうか。 

確かに費用対効果の面から考えるとおっしゃるとおりか

と思います。実はパッケージの部分のライセンスをパッケー

ジ元が持っているという形で当省のほうにない状態になっ

ていますので、ライセンスを購入するというようなことも改

修前に考えておりまして、そこら辺が交渉もずっと積み重ね

てきたところではあるのですけれども、２点ほど懸案事項が

ございまして、１点目は２年に１度診療報酬の改定がありま

す。そうすると結局ライセンスを買っても、その当時のバー

ジョンのライセンスしか持っていないことになりますので、

診療報酬の改定があればまた新しいバージョンになるので、

ライセンスを買い直す形になってしまうというのが１点。も

う一点が、先ほども申しましたように、パッケージのライセ

ンスを買ったとしても、ソースコードを全て公開することに

はしてもらえないようになっていまして、部分的、改修に関

係がある部分の開示になるというのが１つと、結局最終的な

プログラムの取り込みはパッケージ元しかできないような

ところがあって、幾つかの事業者の方に事前にうちでライセ

ンスをとった場合、入札に参加される意向はありますかとい

う打診もしてみたのですけれども、そこのところは自分たち

だけでできない、どうしてもパッケージ元に作業依頼をする

部分が残ってしまうのでちょっとというふうに難色を示さ

れてしまいまして、ライセンスを買うのも断念したというよ

うな経緯がございます。 

だから理由としては今の理由と、先ほど申し上げしたよう

に、ここでまたつくり変えるとまだ１年そこそこしかたって

いないのに、画面が変わると操作のやり方が変わるというイ

メージになってしまいますので、自治体の方がせっかく操作

になれたばかりなのにまた変えるのはどうかというこの２

点が懸念されまして、今回は機能追加という形でやらせてい

ただいたという経緯がございます。 

念のため確認なのですけれども、ライセンスとおっしゃ

るのは診療報酬の改定テーブルみたいなデータのライセン

スなのですか。 

パッケージソフトウエアのライセンス、その使用権と開発

ライセンスになります。 



でも、データが人質にとられていないのであれば、別に

つくっても構わないわけですね。 
新規につくることは可能だと思います。新規にソフトウエ

アをつくることは可能ではあるのですけれども、一番最初に

開発したときに新規につくらないでパッケージソフトウエ

アを使ってしまったということが、結局改修時のネックにな

っているということです。 

でも、別にパッケージを使っていようとデータが特殊な

形式でなければほかのソフトに乗りかえても構わないので

はないですか。一太郎を使ってワープロファイルをつくっ

たけれども、ワードで読み込めましたといったら、別にず

っと最初のソフトを使う必要はないわけです。理由として

はやや説明力を欠くと思うのです。 

機能追加をする部分だけを別のツールにしたらよかった

のではないかというお話ですか。 

この仕様を見る限り、データは全部エクセルや CSV にな

るようですので、そうだとすれば別に画面はこういうふう

に設計することとして、現場の方が混乱されないような仕

様さえ出せば、元をつくった富士通さんのところに頼み込

まなくてもいいのではないですか。 

データ自体データベースになっていますので、データベー

スのテーブル構造がありますので、そのテーブル構造を公開

してもらわないと結局できない。 

それは公開してくれないのですか。 はい。 

では、そこにライセンスがあるということですか。 ソフトウエアのパッケージに係る部分ですので、データベ

ースのテーブル構造は結局データの読み込みにかかわる部

分になりますので、パッケージの一部になるので、そこの部

分も含めて著作権がうちのほうにないということです。 

そうなのですか。では、ずっと今後は富士通さんという

可能性がありますね。 
このまま機能追加という形をとれば、その可能性になりま

す。ですから、今のところ次回の機能改修の予定はないので

すけれども、次回機能改修をする規模によっては一からつく

り直しということも視野に入れて考えたほうがよいのでは

ないかとは考えております。 

別の部局のところで別の監視委員会のときにやはりそう

いうふうに著作権を握られているものがあったのですけれ

ども、そこも昨今の流れからそういうふうなひもづけにな

ってしまっているようなことがないように、もう縁を切れ

る方向で改修するということを聞いています。こちらの部

局だけできないということはないと思うので、ぜひともそ

こは前に向けて前進していただきたいところだなと思いま

す。 

あと幾つか気になるのですけれども、今回前の開発業者

と同じところしか入ってこられなかったのに当たって、使

ってまだ１年というのが出てきたのですが、もしそれが本

当に理由であるならば、それは私が言うよりは会計の専門

の先生に言っていただいたほうがいいと思うのですけれど

も、サンクコストですから、今までこんなにかけたのだか

らという理由で今後もこれというふうにはならないと思い

ます。それは確実に損をする投資の仕方です。ですから、

調達委員会にかかっているものだとは思うのですけれど

も、今日伺ったお話では、どうしてこういう調達仕様にし

てしまったのかなというそこの段階から疑問を感じざるを

得ない部分があります。先ほどまでのコメントにそれは入

っておりますので、今後の調達では御検討をお願いしたい

と思います。長くなって済みません。 

説明会は開催されたのですね。 

はい。 

このケースでいきますと、機能改修一式という表題にな

っていますが、何者くらい説明会には来られていますか。 

７者です。 

 

それでも７者いらっしゃったのですか。下りられた理由

は大体今までお話になったような理由ですか。 

やはりパッケージの問題だと思います。 

 



（分科会長の意見） 

指摘されたところが改正されないと、必然的にこれは不

落随契になって、一番高額なところになってしまいます。

そういうことに留意されて、今後の開発の調達を考えてい

ただきたいと思います。 

 はい。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：平成２４年度がん検診受診率向上企業連携推進業務 

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、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 ：アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社 

予定価格  ：101,071,041円 

契約金額  ： 82,635,000円 

落札率   ：81.76％ 

契約締結日 ：平成24年5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、２者応札し、最も低い金額を提示したアーンスト・

アンド・ヤング・アドバイザリー（株）が契約の相手方となった。落札率は 81.76％である。 

意見・質問 回   答 

私から簡単な確認なのですけれども、７ページなのです

が、「啓発ツール等の提供について」の項目の①番で２行

目に「A4 程度とし、PDF、EPF、AI 等の」と書いてあるの

ですけれども、特に EPF というのは何を指しているのでし

ょうか。 

いわゆる AI、EPF ということで、アドビといったフォト

ソフトといいますか、そういったものでいうところの規格

になります。 

 

PDF は今、オープン規格的になっていましてアドビ社以

外もやっていますから、PDF と言われてほとんどの業界人

の方はわかると思うのですけれども、やはりはっきりとど

この会社の何の規格なのか、何のソフトで読めるのかを明

示するほうがいいのではないかと思うのです。そう申しま

すのは、ちょっと意地悪な聞き方かもしれませんが、EPF

なのか EPS なのかというのが引っかかってきて、画像のフ

ァイルとして EPS はよく使うのです。なのでこれは本当に

これなのかなというのがまずぱっと見た瞬間に引っかか

りました。AI はチラシの原稿だからアドビイラストレー

ターの頭文字かなと善意で解釈できるのですが、AI です

から人工知能を使えというふうにも無理やり解釈するこ

ともできますね。世の中で AI といったらアドビイラスト

レーターではなくて人工知能でしょうから。そういうこと

で、こんなソフトを念頭に置いていますとかいうふうに書

き方を少し具体化されるほうが今後のためにもよろしい

のではないかなと思います。 

同様に言葉遣いというか、言葉尻で恐縮なのですけれど

も、８ページのところでは「Ａ）がん検診企業アクション

ホームページの開設」がありまして、その下に①番で箇条

書きで●２つがぽんぽんとあるわけですけれども、ここで

「登録後、ID／PW」と書いてあるのです。これもある程度

推測力のある人であれば、要するに ID はログオン名みた

いなものですね。それとパスワードだろうと思うのですけ

れども、PW というのは技術用語として決まっているわけ

でもありませんし、こんなことを考える人はいないと思う

のですが、パラオ共和国のドメイン名が PW なのです。い

ろいろと略称を使うときは少し神経質にしておいたほう

が調達仕様としてはいいのではないかと思うので、細かい

話でしたけれども今後もよろしくお願いします。 

それでは、私のほうからですけれども、契約期間がこと

契約後、速やかにこの事業を実施するために事業者のほ

うから事業の実施に当たっての計画表を出していただいて

いまして、それに基づいて平成 25 年３月まで事業を実施、

そういう流れになっています。 



しの６月から来年の３月までということで期間はもう真

ん中くらいになっているのですが、落札された後に事業の

実際のアクションプラン的なものは提出されているので

すか。 

というのは、アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザ

リーは会計事務所系の会社でして、ここまでやるのかと私

は非常に驚いているのですけれども、こういった広告代理

店が得意とするようなところまでおやりになるというこ

となので、その辺のパフォーマンスのあたりはいかがなの

でしょうか。 

入札後について、この会社について私もいろいろ調べさ

せていただきまして、ここの事業者ができるだろうという

ことで契約をしたわけでございますが、委員がおっしゃる

ように、もともとこの会社は元会計事務所の集まりでござ

いました。それ以外に私どもは特にがん検診の普及啓発事

業の事業ができるかということにつきまして事業者とお話

をしたのですが、もともと医療機関のコンサルの部分にも

非常に携わっている、それから、検診事業のコンサルもや

っているということで、そこにつきましては問題ないだろ

うということで事業をお願いしている状況でございます。 

では、問題なく遂行されているということですね。 

 

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 ：社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査業務 

資格種別  ：役務の提供等「調査・研究」（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い。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社インテージリサーチ 

予定価格  ：605,369,000円 

契約金額  ：564,900,000円 

落札率   ：93.31％ 

契約締結日 ：平成24年5月18日 

（調達の概要）一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、３者応札し、総合評価点の最も高い（株）インテ

ージリサーチが契約の相手方となった。落札率は93.31％である。 

意見・質問 回   答 

予算金額も非常に大きな金額で、これを３年間お使いに

なるということなのですけれども、それを落札されたイン

テージリサーチという会社は規模も含めましてどのよう

な会社なのでしょうか。 

インテージリサーチは基本的には調査会社ですので、経

産省とか総務省を初めとして、中央省庁の調査研究につい

ても多くの実績を上げていると聞いております。 

財務内容とかその辺の調査もきちんとされているとい

うことでしょうか。 

基本的には予決令とかそういうものに従った競争参加資

格を取っている業者ですので、その辺は問題ないかと思っ

ております。 

ことしの５月に契約をして、３年間ということですけれ

ども、事業の遂行レベルはどういったものでしょうか。特

に問題あるようなことはございませんでしょうか。 

今年度は 24 年度調査ということでやっておりますけれ

ども、今のところ特に大きな問題等は発生しておりません。 

232ページに予定価格調書がございますけれども、それ

から何ページかにわたって書いてございますが、ざっと見

た感想といたしまして大分ラフな感じがするのですが、こ

の程度の予定価格調書、見積もりしかできないものなので

しょうか。 

予定価格の考え方につきましては 233 ページ以降の資料

にございますとおりでありますが、まず例年ほとんど同じ

ような調査をしているということもございまして、前回の

契約実績をベースにその後の業務量の増減を見込む形で予

定価格を算出するという考え方で基本的にやっておりま

す。具体的に申し上げますと、例えば 233 ページにござい

ますが、上から３つ目の○のところをごらんいただきます

と「ア．調査対象施設・事業所名簿の作成等」とございま

すけれども、この点につきましては人件費の単価は情報処

理技術者の単価、239 ページになりますけれども、マーク

等が入っておりませんので少々見にくいのですが、上から

６行目に情報処理技術者ということで単価が示されており



まして、東京地区における上限と下限の金額の平均値から

算出するという形で日額を算出していまして、それに対し

て昨年、前回の業務量との比較で必要な日数を算出して掛

け合わせたものを金額として置くといったようなやり方で

各項目をはじいたものです。 

この事業は１年ごとに区切られて終了するわけですけ

れども、実際に行われた事業の内容についてのレポートは

あるのでしょうか。要するにこの見積もり、予算がきちん

と使用されているかということの確認という意味です。あ

るいはもっと少なく済んだかもしれないというようなこ

となのですが、いかがですか。 

契約の方式といたしまして、当初契約した金額の範囲内

で必要な仕様を満たした業務をやっていただければその分

をお支払いしますということになっておりますので、各年

度の金額を精算するようなイメージで実際幾ら金額がかか

ったかといった資料の提供を求めることは正直いたしては

いないところであります。 

そうすると、これは例えば五億数千万かかっているので

すが、実際にかかった費用が５億円だったり４億 5,000 万

だったりしたかどうかの検証はどのようにされるわけで

すか。 

実際にかかった費用が幾らかというところはなかなか難

しい部分がございまして、この案件も含めてですが、業者

によっては入札の金額で実際には赤字になることもあるで

しょうし、当初の予定よりも少し利益が出ることもあるか

と思いますので、実際の額が幾らなのですかということを

聞くのはなかなか難しい部分はあるかと思っております。

ただ、御指摘がありましたとおり、今後の調達をしていく

中で、入札段階ではこうだったけれども実際はどうだとい

うことでの何らかのデータどりができれば、そこは有用か

なと思っております。確かに調査業務、入力業務などによ

りますと、実際にかかった作業の工数を調べていただいて

提出を受けたこともありますので、そういったデータがと

れれば御指摘のとおり一番いいのかなと思っております。 

例えば封入発送の枚数という数字についてはいつでも

おとりになれるような気がするのですが、いかがですか。 

市場化テストですので、毎年１回内閣府の入札監理等委

員会のほうに報告しておりますので、その中で実績として

封入といった細かい単位で出したかは、覚えていないので

すけれども、全体の金額についてはこれだけかかったとい

うことは報告いただいております。報告書を出さないとい

けないことになっておりますので、その中でいただいてお

ります。 

そうすると、実績ベースでのコストのレポートがあると

いうことですね。 

金額だけの話ではなくて、メーンは調査をきちんとやっ

たかというところですので、それに付随して金額としても

出していただいているところがございます。 

金額というのはどういう金額なのですか。 人件費や労務費、物件費、通信連絡費といった、ある程

度の項目にして報告いただいているものが７項目ほどにな

っております。細かい金額は報告としていただいておりま

す。 

そうすると、予定価格調書での項目が24年度でいけば

235ページでございますが、これがベースで事業を行われ

るわけですけれども、レポートについては全くこれとは違

う様式になるということでしょうか。 

予定価格を積算していただく会計課の積算とは違いま

す。 

そうすると、このとおりに、ほぼこれと同じような水準

でコストが計算されたということは検証できるのでしょ

うか。 

総額という形で報告はいただいておりますので、その点

での比較は可能です。 

内訳はわからないということですか。 

 

会計課さんのほうで積算していただいていたほどの細か

い内訳という形ではいただいておりません。先ほど申し上

げたとおり、社員の人件費とか労務費、調査物件費といっ

た、ざっくりとという言葉が適切かどうかわかりませんけ

れども、ある程度まとまった金額という形で内訳として報

告はいただいてはおります。 

そうすると、人件費の内訳はどういうふうになっている

のですか。 

人件費については、社員人件費という形でいただいてお

り、それ以上の細かい内訳はいただいてはおりません。 

社員人件費で総額で何千万ということですか。 そのようなイメージです。 



  

それが正しい数字だということはわかるのですか。 

 

基本的には我々は調査担当部署ですので、きっちり必要

な仕様書どおりの調査をやっていただければお支払いする

ことができると考えておりますので、内訳の細かい検証ま

ではできておりません。 

そうすると、24年度でいけば１億7,000万程度の実施、

レポートの中で使った金額が示されていればそれでオー

ケーだということになるのですね。 

３年単位で実施しておりますので、業者さんの頑張り次

第によっては結構金額が大きくかかってくるのが、例えば

督促業務の電話代とかそういったところがあるのですけれ

ども、そういったところによっては３年間で調整をしなが

らやっておりますので、年単位というよりは３年単位で予

算の範囲内におさまっていればという感じで見ておりま

す。 

蓋然的に大体わかればいいと私は思っているのですけ

れども、例えば24年度でいけば調査票が929万8,000枚出さ

れる予定で見積もられているのですが、少なくともこれが

どれだけ出されたかということくらいの数字、実績レポー

トは来ることになっているのですか。 

調査票の配布数ということでは実績をいただいておりま

す。 

これと余り隔たりがなければ、これくらいの金額でオー

ケーだということが大体わかるということですか。 

 

先ほども言ったとおり、調査票１つの単位というよりは

全体の中での金額として見ております。調査票とはいって

も、調査票が非常に複雑なつくりになっておりますので、

単純に数の数え方でも複雑な数え方がございますので、会

計課の積算の単位という形では金額は見えてはいないとこ

ろです。 

私が言いたいのは、例えば 24年度でいけば調査票が 900

万件送られる予定になっているベースで予算をつくって

いるわけですけれども、これが仮に実際に２割減３割減と

なったときにどうされるかということを聞いているので

す。 

 

確かに調査票の枚数ですとか、まさに業務の分量にかか

わる部分につきましてはこれが大きく変動するということ

があれば、契約金額についても契約を変更しまして増減さ

せることは当然あり得るかと考えております。 

その把握手段をきちんととっているのかということに

ついてはいかがですか。 

そこは今、御説明がありましたとおり、報告を求めてい

るということでありましたので、また事業の実施段階で要

求部局側でもその点はよく確認していただいて、予定して

いた業務の分量が大幅に変わる、極端な話、増になる分は

少し業者さんの努力で頑張ってもらえるという余地もあり

ますが、大幅に減というようなことがあるとすればその分

は契約金額の減につながる可能性もありますので、見てい

かなければいけないと考えています。 

私からは確認だけなのですけれども、今回239ページで

人件費単価が表示されているわけですが、ふだんお使いに

なっている『月刊積算資料』とかあのあたりの表でしょう

か。何か見た目が普段と違うような気がしたものですから

確認です。 

これはいつもシステム開発のときに使っております『積

算資料』のものではございませんで、東京労働局が調べて

おります統計の数字でございます。なかなか１つの資料で

統一的にいろいろな職種の人件費が見られませんので、今

回の業務で拾えるものがこれだったということで、こうい

った調査業務とかになりますとこの表から採用しているケ

ースが多くなっております。 

今回特別低入札になったであるとか不落になったとい

うことはないので問題ないかなとは思うのですけれども、

一方で例の『月刊積算資料』ですとか、あるいはコンピュ

ーターセンターのものなどではかなり金額差があって、今

回のものはちょうどその間くらいだなと思うのです。た

だ、一方で今回がソフトウエア開発や保守ではないので、

調査ですので、そういう意味では人件費としては情報処理

技術者の金額を使ったのは少々高目かなという気がいた

しました。30万円くらいですので、調査業務として雇う人

の金額水準としては少し高目ではないかということで、ど

そのケースが多くなっております。 



こがリソースですかと聞いた次第です。こういう調査業務

のときは東京労働局という感じですか。 

今回は特別大きな誤差はないと思います。 

32 ページに戻るのですが、こちらに４番の表がありま

す。下の表です。これは純粋に質問なのですけれども、下

のほうに「注：平成 21、22 年度の回収率に関して目標と

する水準は 100％」と書いてあるのですけれども、これは

どういう意味なのでしょうか。 

社会福祉施設等調査と介護サービス施設事業所調査は全

数調査で、施策の基礎資料として使っておりますので、あ

くまで目標としては統計調査の精度としては当然100％で

あるに越したことはないので、目標としては100％を掲げて

はいたのですけれども、市場化ということになって民間委

託することになりますと、100％という目標を掲げるのは、

郵送調査ですので郵送調査で100％というのは、調査に詳し

い方だとそんなものは絶対無理だと言われるような非常に

高い回収率ですので、実際には今回の３年間の調達につい

ては90％になっておりますけれども、あくまで気持ちの中

では100％を目指してやっていきたいということで、これは

前回３年間の分になりますけれども、100％目標ということ

を設定しています。 

そういうことですか。今まではこうだったということ

で、そこまでは民間委託ではなかったので、役所のほうで

やっていたので100％いくのは当然だったしということで

すか。 

都道府県経由で行っておりましたので100％というよう

な回収率だったのです。 

気合いを示したというくらいの数ですね。先ほど御自身

でおっしゃったように、100％回収のアンケートはあり得

ないですから、実際国がやってすら90％くらいですもの

ね。民間でやるとなるとお金もかかりますし、ではこの文

言は余り意味がないのですね。正直言って、100％回収し

たいと願うのは誰だってそうだろうにどういう意味なの

だろうと思って引っかかっただけなのです。 

21年～23年については上回らなければならない回収率と

目標とする回収率がありまして、目標はあくまで100％とい

う形でやっておりました。ちなみに24年～27年については

上回らなければならない回収率のみという形にしておりま

す。 

納得いたしました。たくさんあったほうがいいのは事実

なのですけれども、これはまさに費用対効果の話で、たく

さんデータが集まれば精度が高まるのですけれども、途中

で精度の上りぐあいが緩くなるというのは御存じのとお

りだと思います。ですので、それこそテレビの視聴率でも

1,200件が調査対象であって１億2,000万人全員ではあり

ませんので、同じようにこういったものも今後何件調査し

ようかというときに閾値的なものがありますから、リーズ

ナブルなところで抑えて、この範囲におさまるでしょうと

いう計算の仕方をするほうがより先進国的なやり方かな

と思うので、そのあたりは今後御検討ください。 

それでは、最後１点だけですけれども、231ページは各

社の評価書ですね。これで見るとIS9001の認証を取得して

いるとか、もう一つ、19番でしたか、そういう客観的なも

のについては共同印刷が、これは○が必須要素ですね。 

そうです。 

ついていないのが加点要素ですね。例えば今の9001を取

得しているで３、インテージリサーチは取得していないで

ゼロ、こういうような客観的なものについては共同印刷や

サーベイリサーチが得点をしているのですけれども、そう

ではない割と主観的な要素にかかわるところがかなりイ

ンテージリサーチが高得点を上げていて、客観的なものは

ゼロになっているのですけれども、こういう差は実際ある

程度客観的にできるのですかねと何となく疑問に思うの

ですけれども、前にやった調査でインテージリサーチはや

っていたのですか。 

21年～23年はインテージリサーチのほうに委託しており

ます。 

そういう前にやったところというので何となく信頼感

があってというようなことにつながるのでしょうか。 

当然評価する中ではそういう視点は一切排除しておりま

して、創意工夫を求めるということが市場化の大命題です

ので、創意工夫というところを各３者のほうがどれだけ示



しているかということに力点を置いて見ていたという部分

がございます。当然ながら21年～23年はインテージリサー

チさんのほうでやっておりますので、インテージリサーチ

さんは経験もございますし、共同印刷さんやサーベイリサ

ーチさんに比べれば会社の規模としても大きいところもあ

りまして、特に共同印刷さんよりは調査系ということもあ

りますので、そういうところでの加点が業者さんの性質上、

高くなったのではないかなとは思います。 

（分科会長の意見） 

何となく懸念を持ちますが、わかりました。 

 

 

 ３１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） 


