
平成２４年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２５年３月２７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１０月１日～平成２４年１２月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名：モノクロ複合機及びカラー複合機一式の保守 

資格種別 ：－ 

選定理由 ：随意契約の案件中、唯一公募により随意契約をしている案件。  

発注部局名：国立社会保障・人口問題研究所 

契約相手方：富士ゼロックス株式会社 

予定価格 ：1,281,940円 

契約金額 ：1,054,612円 

落札率  ：82.27％ 

契約締結日：平成24年11月30日 

（調達の概要）公募を行ったところ、富士ゼロックス（株）のみ意思表示があり、特殊な技術及び設備等の条件を満た

すことが認められたため、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 

まず複合機の本体のほうにつきましては総合評価落札方

式に基づきまして過去に調達を行った。その後の保守運用

業務につきましては恐らく同じ会社さんがおやりになるの

が最も効率的かもしれないということで随意契約を締結さ

れようとなさったのですが、ただそうとも言えない状況が

あるということで公募されたと思いますけれども、仮に一

般競争入札をなさった場合について、何か不都合点はござ

いますでしょうか。 

 

例えばほかのメーカーの会社が参入してきた際に、普通は

メーカー保証的なものがあるわけでございますけれども、そ

この責任体制をきちんと担保がとれるのかどうかという部

分がありまして、業界の方を何者かヒアリングしましたけれ

ども、やはりそういったメーカーの保証の部分がありますの

で、ゼロックスの機械に関して例えばリコーさんが入ってく

るというようなことは、まずメーカーとしても恐らくそうい

う判断はしないだろうと聞いておりましたので、こちらとし

てはどこの会社でも競争が成り立てば入札は当然やるので

すけれども、きちんと安全な運行を担保できる形で保守契約

を遂行してくれるかどうか、そこが本当に担保できるのだろ

うかという、そこが非常に心配でございます。 

仮にその判断が正しいことになりますと、それではコス

ト関係について競争性が出てくるのかという観点から質問

なのですが、見積書を富士ゼロックスさんからとられてお

りまして、研究所様のほうで予定価格を設定されていらっ

しゃるのですが、この辺の予定価格の根拠はどういうとこ

ろにあったのか教えていただいてよろしいでしょうか。 

予定価格の根拠でありますが、これまでシステムを入れか

える前の複合機がございまして、こちらを調達した際の実際

の契約価格をもとに予定価格を積算しております。 

 

これは以前にそちら様のほうで契約された実績ベースで

やられているということですね。もう少しほかの、例えば

民間さんの契約金額は安いのではないだろうかというよう

業者のほうから定価がどれくらいかという見積もりをと

ってはいるのですけれども、その際この予定価格よりも高い

価格が定価として示されていましたので、必ずしも今回の見



な疑問は持たれなかったでしょうか。 積価格が高いとは考えておりません。 

これはあくまでも私見なのですけれども、フルカラーモ

ードのお見積もりで、１枚～1,000枚までで単価30円という

ような価格で契約をなさっておりますけれども、この価格

は少し高いのかなと私は思うのですが、いかがですか。 

 

ただ、これまでの実績としてこの価格でずっと一貫してや

ってきたところもあり、そこまで認識がなかったというのが

正直なところになってしまうかと思うのですけれども、今ま

での実績としては少なくともこの金額でやってきたという

経緯はございます。 

もう少し価格の調査を何らかの方法でされて、随意契約

をなさるのであればこの辺の価格を適正な価格になさった

ほうがいいのかなと実は思っております。カラーだけでは

なくて白黒につきましても今の市場価格からすると少し高

目なのかなと私は考えておりますので、今後につきまして

は複合機のメーカーと保守業務を一緒の業者さんがされる

ということであるならば、その辺の価格調査をもう少しな

さって価格の設定をされたほうがよろしいのではないかと

思います。 

はい。 

まずこの複合機についてなのですけれども、特別な仕様

のものではないと考えてよろしいですね。 

ごく一般的な機械になります。 

ゼロックスはやはりプリンター界のブランド品というこ

とでそれなりに保守が高いこともあるわけですが、このマ

シン自体の導入は一般競争でなされたと考えていいのでし

ょうか。 

 

マシン自体の導入につきましては総合評価ということで、

一定の性能表示を仕様書のほうに書きまして、たまたま札を

入れてきたところがゼロックスの製品で入れてきたという

ことで、我々がゼロックスを指定したということではないの

ですけれども、結果的にゼロックスになったということで

す。 

私もやはり引っかかったのは、なぜ公募随契で一般競争

ではないのかというところでして、結果として１者しか来

ないというのはある意味結果論で、透明性を求めている側

としては、結果が見えているからというのは随契の理由に

はならないのではないかと思うのです。今回随契理由書を

見ますと会計法の29条の３第４項が根拠だということです

けれども、ここでは予決令102条で契約の目的が競争を許さ

ない場合とか緊急の場合ですとか政府の側が不利になる場

合、そういうことで例がいろいろ出ております。ガスです

とか会場借り上げですとか、どれにも該当しないというこ

とでいえば、今回随意契約にされたのはいささか問題があ

るのではないかと思った次第なのですが、これについて教

えていただけますか。 

特に一般競争を避けて手続をしたということでは全くあ

りませんで、手続的にはきちんと公募をして一定の予定価格

をつくって契約するということで、今回公募としても一般競

争とそれほど違いはないのかなと思っていまして、端的に言

いますと、最初から本来ゼロックスの製品ですからゼロック

ス株式会社しかもう保守はできないのではないだろうかと

考えていましたけれども、やはりそこは複数者いないことを

公募という形で確認したということでございまして、あえて

入札を避けたということではないです。 

 

やはり外部から見ると随意契約というほうが特殊で、一

般競争がまさに一般であると思われますので、内部ではそ

のように理由がつくと思うのですけれども、外から見たと

きの説明としてはいま一つ力不足かなと思われます。 

随意契約理由書がつけられているわけなのですけれど

も、これは１者しか応募がなかったのでこことしたという

理由書になっていまして、どうして随意契約をしたのかの

理由になっていないと思うのです。ここしか手を挙げてこ

なかったからだというのは事実かもしれないのですけれど

も、それ以前のところの理由が本来随意契約理由書に書か

れるべきものだと思うので、これはちょっと理由書として

不足だと思います。これについてはいかがでしょう。 

御指摘の点を踏まえまして今後改善を図りたいと思いま

す。 

 

（分科会長の意見） 

どちらでもやれるのだったらやはり一般競争入札のほう

でやるのが原則だと私も思うのです。今後はそういうこと

でよろしいですか。 

 はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：平成２４年度医療施設経営安定化推進事業（医療機関の経営支援に関する調査研究）  



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、最も落札率が低い。  

発注部局名 ：医政局 

契約相手方 ：株式会社川原経営総合センター 

予定価格  ：8,486,163円 

契約金額  ：1,575,000円 

落札率   ：18.56％ 

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、７者応札があり、総合評価点の最も高い（株）川

原経営総合センターが契約の相手方となった。落札率は 18.56％である。 

意見・質問 回   答 

まずこの事業をおやりになるときにいろいろ調査をされ

るとなっておりますけれども、調査対象とする病院等は最

初の仕様書等からしますと、仕様書のほうはこの中に入っ

ていなかったのですけれども、どういった病院を調査する

予定をされているのでしょうか。 

 

お答えさせていただきます。 

 調査対象といいますと、例えば赤字の病院から黒字の病院

に変わる、一般的にＶ字回復といいますか、そういった形で

変わられたところにいわゆるどういった要因があるのかを

分析研究することによって、ほかの一般の病院の方々、経営

が厳しいと言われている中小病院の参考になるようなとこ

ろをリストアップして調査していただくという方針でござ

います。 

そうすると、仕様書を作成されるときに、どの地域のど

のような病院をどれくらいの件数で調査されるのかという

ことについての確認は余りとれていないのですか。 

 

具体的なところは説明会なのでこちらのイメージを伝え

させていただくところなのですけれども、総合評価落札方式

は企画を出していただくということでありますので、できる

限り応札される事業者の方々が自由な発想で、こちらは固定

観念だけではない発想をあわせていただきたくてこういっ

た形にしております。 
35ページにございます予定価格の内訳のところで旅費に

ついての項目がございますけれども、実態調査旅費で「県

内」「県外」という表現があるのですが、これはどういう

意味でお使いになっていらっしゃるのですか。 

こちらにつきましては以前に行った事業の中で、類似の事

業も含めまして事案とすれば10事例ほどをまとめられてい

るケースが多かったもので、大体この程度を見込んで積算し

ております。 

県内というのはどこの県のことを指しているのですか。 

 

基本的には事業者が所在するところですので、主に東京に

なるかと思います。 

県内というのは東京都内ということですか。 そうです、都内近郊という。 

そうすると、東京都から外れたところにつきましては、

例えばどういうところを予定されて予定価格をつくられた

のですか。 

東京都以外のところということですか。 

 

はい。 県外でもヒアリングをして日帰りで帰れる範囲の遠方を

想定しております。 

どの地域のどういう病院について調査をするというイメ

ージはおありだったのでしょうか、そうでもなかったので

しょうか。 

 

最初から指定したものではございません。なかなか経営状

況は外から見えるものではございませんので、最初からはっ

きりした地域と施設が特定できればよかったのですけれど

も、そこまではこちらで縛るつもりはございませんでした。

その辺の裁量につきましては事業者のほうでこの予算の範

囲でやっていただければなということでやっております。 

 

落札された業者さんが自由にその辺は選定をして、地域

等も決められるということでしょうか。 

 

そうなります。何分今回10カ所ということでやっておりま

すが、実際ヒアリングなどをやったのは10カ所以上でござい

まして、その中でも検討委員会で採用されたものもあれば採

用されなかったものも当然ございますので、そういったとこ

ろで最初から決めたものではないです。 

仕様書の中にはそういったどこの地域のどこの病院とい

う限定は特になかったということですか。 

はい。 

そうしますと、落札される業者さんのほうもどれくらい

経費がかかるのかなかなか見積もれないと思いますが、い

その点はおっしゃるとおりだと思うのですけれども、類似

のこのような事例を集める事業は今まで全く初めてという



かがですか。 

 

ことでもないものですので、実績があるところであったり、

説明会においてはおおよそこれくらいの事業例を考えてい

るというのは、10例程度というのもお話はさせていただいて

おりますので、１事例でもいいのか２事例でもいいのかとい

うような極端なお話には特にならないと思います。 

この業務につきましてはいろいろな病院の調査をされる

ことが前提でいらっしゃるようなので、例えば沖縄であっ

たり、北海道の病院であったり、そういったところは最初

から全く対象にはされていないということですか。 

 

沖縄などの地域性というよりは、約8,000ほどの病院がご

ざいますが、そこでの経営のＶ字回復だったり、経営コンサ

ルを入れた場合の効果を検証するわけですから、特段地域を

限定しなければいけないものではございませんでした。その

点については経営コンサルなり業者さんのほうが知見があ

ると思いました。 

落札率が非常に低いという結果でいらっしゃるのですけ

れども、51 ページの「低入札価格調査の結果について」で

少し気になる文言があるのです。下から 10 行目くらいのと

ころで「本件事業内容は、弊社が 40 年携わってきた医療コ

ンサルティングの経験、知識を活用できる内容であり、そ

の好機と考えている」というような表現があるのですが、

これは裏を返せば、かなり落札金額を低くして、悪い言葉

で言えば一旦入り込もうと。そういった実績をつくって、

その後いろいろ自分のビジネスに役立てようというような

ことが「好機」という言葉から見えてとれるのですが、そ

の辺は適正価格ということからすると理由とすることはお

かしいのではないかと思うのですが、いかがですか。 

そういうふうな視点では全然物事を考えておりませんで、

もう単純に自分の給与で賄うから人件費は要らないという

お話でしたので、その言葉を信用して採択したところであり

ます。確かにこの概要では「好機」と書かせてはいただいて

いますけれども、済みません、そういう判断はその時点では

できませんでした。 

 

安ければ安いほどいいというようなことでもないと思い

ます。やはりきちんとしたレポーティングをしてもらうた

めには一定の金額をお支払いするのがよろしいと思いま

す。私もその辺をどう考えるのかわからないところがある

のですが、少しその辺の視点もお考えになって今後調達を

されたほうがいいのかなと思います。 

はい。 

今回の評価基準の表が12ページにあるのですけれども、

こちらを拝見しますと、配点の欄で基礎点があって、その

横に加点、最後に採点欄とあります。基礎点のところの項

目で点数が与えられないと、この場合は落札できないと考

えていいのでしょうか。 

おっしゃるとおりです。基礎点が満たないと落札ができま

せん。 

わかりました。つまり必須項目ということですね。 そのとおりです。 

余り必須項目と分けないで出てくる表が今まで多くなか

ったので、念のため確認した次第です。 

 そうだとしまして、必須項目でこの場合５点・５点・５

点・５点・５点と100点満点の中で25点とっています。この

段階である意味業者の評価は75点幅にしかならないことに

なってしまうのですね。必須項目であれば必須項目で別に

立てておいて、いろいろと業者によってばらつきが出そう

な件に関して点数を100点満点で、要するに分散を大きくす

る、差がはっきりわかるようにするほうが採点方式として

は好ましいと思うのですが、いかがでしょうか。 

こういった形にした経緯としましては、できるだけ委員の

方々に総合的かつ裁量の大きい形でごらんいただきたいと

いう意図がございました。ただ、もう少し基礎点は基礎点で

固めて、加点については別項目立てをすると評価としては明

確にできるというお話を今、いただきましたので、その点は

またこちらのほうでも検討させていただきたいと思います。 

 

指標として点数を使いますので、きょう暑いなといって

25度で、きょうは寒いなといってやはり25度というのだと

温度という指標は全く意味がないわけですね。数がばらつ

いてこそ指標になりますので、今回もあえて能力に優劣が

どの程度あるのかを見るべき部分はきちんとばらつかせる

ように採点を工夫されるとよろしいかと思います。 

 同じページなのですけれども、過去に類似の案件をやっ

たことがあるかというのが２の（１）にあるのですけれど

こちらを作成するに当たってほかの総合評価落札方式の

評価項目を参考にさせていただいたところなのですけれど

も、それに当たって類似調査業務については必ず参考にして

いたものが入っておりまして、それが基礎点に入っている例

がこちらで調べた際には多かったもので、ただ基礎点にして

しまうと業務経験のあるところしか落札ができないという

弊害が生まれますので、それは避けたい。ただ、御指摘のと

おり、類似調査の業務の経験についてはほかの総合評価落札



も、これは事実上履行体制がしっかりしているかというの

と同じことを聞くことにならないでしょうか。つまりそれ

をダブルカウントして評価することにならないでしょう

か。ちょっとお考えをお教え下さい。 

 

方式でもある程度一定の別項目立てで評価されているとい

うことがございましたので、今回はこのような形で整理した

次第です。調査業務に当たっての管理体制について同じこと

を聞いていないかという今のお話につきましては確かに御

指摘の部分もあるかと思いますので、こちらについては次年

度もう一度改めて検討したいと思います。 

確かにほかの案件でもあろうかと思いますので、今後い

ろいろほかの部局の例とかも見てお願いいたします。 

 私が引っかかりますのは、落札者が給与、人件費につい

てはとりあえず考慮しないで落としましたということなの

ですけれども、これは要するに謎の基金をここの会社が持

っていて、ふだん何の仕事をしていなくても給与はどんど

ん払われていて、別にこの仕事はしなくても社員は養って

いけるという特殊な会社だと言っているようなものです

ね。これについては現場で聞き取り調査をされたときに何

かおもしろい情報はありましたでしょうか。 

特段おもしろい情報はございませんでしたが、実際に担当

された方が入院されまして、やはり過労かな、負担があった

のではないかなと。１月くらい入院されたのでどうなるかな

と不安がありましたが、きっちりものはできる予定ですので

そこは安心しております。 

 

やはり厚労省が貧困ビジネスの片棒を担ぐようなことに

なってはいけませんので、このあたりはきっちりと点検を

お願いしたいと思います。早くよくなられるといいですね。 

 同じことなのですけれども、社員の給与がカウントされ

ていないというのは事実上ボランティアでやっていますと

いうようなものですね。先ほどの質問とかなりかぶること

なのですけれども、これはきつい言い方をすればゼロ円入

札と変わらないと指摘されてしまう可能性がありますの

で、これもあわせて今後こういう調査をされるときは意識

していただければと思います。 

 私から最後なのですけれども、58ページなのですが、下

のほうに「③研究員（調査研究経験者：３名）は常時」と

いうところなのですけれども、「選任担当」と書かれてい

るのですが、これはどういう意味なのでしょうか。それは

ちゃんと選んでやってもらいたいのは事実なのですけれど

も、外部の人を選んで頼むということではないのでしょう

か。 

選任とはヒアリング対象とする病院を選ぶ際の調査をす

る担当者という趣旨になります。 

 

お仕事としてはそうかなと思うのですけれども、要する

にほかの仕事はさせないので厚労省の仕事をないがしろに

するようなことはありませんという意味の「専任」ならよ

く見るのですけれども、こういう仕事で「選任」とはどう

いう意味かと思って、外部の人に頼むのかなと思ったら外

部には頼みませんと言っていますので、このあたりはどち

らなのだろう、単なるタイプミスなのか、それとも実は外

部に頼っていたのかということで、情報があればと思い伺

う次第です。 

 

特に外部に頼ったということはなくて、基本的にはこちら

の事業者のほうでやっております。 

では、もしかしたら「専任」のミスタイプですね。 そうです。 

わかりました。それでしたら筋が通るかと思います。 

 以上です。 

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３－１】 

審議案件名 ：原爆放射線による健康影響に関する国際交流調査研究業務 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、公募を実施している中で、１者応募であり、契約率が１００％。また、契約した日が

同一。（関連３－２） 



発注部局名 ：健康局  

契約相手方 ：公益財団法人放射線影響研究所 

予定価格  ：3,730,000円 

契約金額  ：3,730,000円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成 24年 11月 1日 

（調達の概要）公募を行ったところ、（公財）放射線影響研究所のみ意思表示があり、特殊な技術及び設備等の条件を

満たすことが認められたため、会計法第２９条の３第４項目に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

この放射線影響研究所が受注されるのは今回で何期目く

らいでしょうか。 

もう何十年も前からです。 

30～40 年くらいということですか。 そこまではいかないにしても、原爆が投下されてすぐアメ

リカの機関であるABCCというところがいろいろ調査をして、

それが放影研になっていますので、やはり原爆となると一番

専門的な機関が放影研になりますので、調査研究ものという

とどうしても放影研が強いのかなと思います。こちらの事業

自体ができたのが、今、手元に資料がないので正確にはお答

えできないのですが、私の知っている限りでもやはり10年20

年はこちらにお願いをしているかと思います。 
同様の事業を行う主体はほかには日本にないのでしょう

か。 

 

正直申し上げまして、こちらの事業につきましては放射線

関係で日本の専門家を派遣するとか、外国からの研修生を受

け入れるとか、国際シンポジウムを開催するということです

ので、私が言っていいのかわかりませんが、そんなに難しく

はないと思います。ほかにも例えば放医研であったり、広島

大学であったり、長崎大学であったり、放射線とかを研究し

ているところはあると思いますので、一応公募をかけている

のです。しかしながら、予算も少ないということもあるのか

わからないのですけれども、手を挙げていただけるのが、今、

放影研だけです。放影研しかできないかというと、個人的に

はそうではないと思ってはいます。 

仮にもう少し競争性のある入札方法に変えることは可能

ですか。 

今、公募をして広く募集をかけているのですけれども、複

数出てくれば競争は可能かとは思っております。 

毎年同じくらいの金額でこれは受注されているというこ

とですか。 

当初よりも大分金額は減ってきてはいますが、ここ数年は

同じ金額の規模で推移しております。 

コストパフォーマンスとしてはいかがなのでしょうか。 

 

正直な話、こちらももう一個出てくる事業も放影研側から

はできればやめたいような話は上がってはきております。や

ればやるほど足が出るというような状況なので、内容は同じ

なのですけれども、やはり規模に応じた形で専門家の人数を

当初よりは少なくしたりという形で一応工夫してやっていた

だいている状況でございます。 

これを続けなければいけない重要なポイントはどういう

ところにあるのですか。 

 

日本にお住いの被爆者であればいろいろ援護施策が充実し

ているのですが、やはり広島・長崎で原爆の被害に遭われて、

日本だけでなく、今、韓国ですとかアメリカ、ブラジル、世

界各国に渡っている被爆者の方がいらっしゃいますので、現

地の専門家の方を日本に少なくとも毎年毎年１人でも２人で

も来ていただいて、そういった被爆の医療とかといった研修

を受けていただいて現地で還元していただくという必要性は

あるのかなと思います。 

気になったのは、資料３－１の事業について国際シンポ

ジウムを開催することになってはいるのですが、それが予

定価格調書のほうにはどこに入っているのかわからないの

ですが、いかがですか。 

済みません、会議費として役務の中に入っていますが、内

訳は示していないのでわかりづらくはなっております。 

 



雑役務費の中に入っているのですか。 

 

実際シンポジウムに参加していただく方の謝金ですとか旅

費はそれぞれ謝金、旅費とありまして、あと実際会議の開催

費用とかは雑役の中に一応計上はしています。 

国際シンポジウムを開かれるにしては予算金額がこれで

はなかなか難しいのかなと思うのですが、その辺はいかが

でしょうか。 

引き続き十分な額は確保していきたいとは考えておりま

す。 

 
そうすると、放射線影響研究所さんが赤字で開催されて

いるということですか。 

 

できればそうならないように契約金額の範囲内で工夫をし

ていただいている、無理に赤字になってまでやってほしいと

はこちらも申し上げていませんので、そこはやりくりはして

いただいているところです。 
この予算ではこの事業を適正に遂行するにはなかなか難

しい金額だということですね。 

 

規模をもう少し大々的にやろうとすればやはり大きな予算

が必要だと思いますけれども、１年に１人２人の専門家を研

修で受け入れるとか、派遣する方も絞るということで、当初

始まったときよりは予算額が落ちていますので事業規模は確

かに落ちてはいますが、今、行っているもので予算額を大幅

に超えてまでやっているわけではありませんので、与えられ

た予算の規模に応じて適正に執行はしているという状況でご

ざいます。 
では、むしろこの金額につきましてはかなり低い金額で

しか予算はとれていないということなのですね。毎年ずっ

と同じような契約をされていると、どうしても金額につき

まして適正な金額から高目のところでずっと推移するとい

う傾向が見られるのですが、逆にこのケースについては低

いところでずっと推移しているという理解でよろしいです

か。 

事業を行う側からしますと、なかなか足りていないとか低

いという、確実に余ってはいないです。ただ、これで全然足

りないかというと、予算規模に合わせて事業を行っています

のでそれはないと思います。 

 

わかりました。 

 これは最終的にこういうことをやりましたというレポー

トとかはあるのですか。 

実績報告書は毎年毎年いただいています。 

了解しました。  

今回国際シンポジウムを開くことも含めて非常に大きな

プロジェクトであるにもかかわらず金額が低いということ

なのですけれども、それは逆を言えば、その予算でできる

ことをやるという観点からすれば、例えば国際シンポジウ

ムはやめにするであるとか、あるいは外国からの受け入れ

は少し絞るとか、各年にするであるとかいうような内容の

変更はあっていいと思うのですけれども、それは特にない

のでしょうか。 

なので、今の予算規模に合わせて、当初もっと予算があっ

たときと比べればやはり派遣する人数を減らしたりとか、呼

ぶ人を減らしたり、シンポジウムの開催日数を減らしたりは

しておりますけれども、できれば海外から来られない先生方

のためにも日本から専門家を派遣するのは必要だと思います

し、海外の先生を呼ぶのも必要だと思いますし、そういった

方を集めて一般の方も含めて、被爆者の方も含めてそういう

場を提供するのも今の段階ではそれぞれ必要だと思っており

ますので、できる範囲に縮小して経理上は何とか切り詰めた

形で事業は行わせていただいているという状況でございま

す。 

必要性自体は私も全然否定するところではないのですけ

れども、こんなにたくさんのことをやらなければいけない

のにこのくらいの金額規模かということになるので手が挙

がらない部分もあるのではないかと思うのです。結果とし

てここがずっとやり続けている。ある意味低い金額のプロ

ジェクトとして毎年固定しているからこそ参入がないので

はないかという気もするのですが、それはいかがでしょう

か。 

可能性としては否定はできないのかなという気はします。

ただ、放影研で今、赤字を出してやっているわけではないの

で、決してできないことはないのかなとは思います。ただ、

その分公益財団というのもあると思いますけれども、別に収

益を上げるためにこの事業をやっているわけではないので、

例えば民営というか、ほかの企業がこの事業を受注すること

によって収益を上げようということだと、多分そのメリット

はないと思います。 

シンポジウムにこだわるわけではないのですけれども、

こういう行事に関しては例えば医学関連の学会に頼んでし

まうことも可能なのではないかと思うのですが、わざわざ

省でやる必要があるのでしょうか。厚生労働省のプロジェ

予定価格上は17万円ですが、全体でお渡ししていますので、

国際シンポジウムでいいますと予定価格上の17万はあくまで

会議費だけでして、シンポジウムに出席される方の謝金、旅

費は上の謝金、旅費のところに積んでいますので、シンポジ



クトというか、お願いでやることは必要あるのでしょうか。

つまり何かの学会の世界大会とか全国大会を後援する形と

いう手もあるのではないかと思うのです。17万円しか予算

がつかないのであれば、むしろそのくらいのほうが身の丈

に合ったというときつい言い方になってしまいますけれど

も、いいのではないのかなと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

ウム全体で見ますと実際のところ旅費等を含めますと200万

程度かかっているという状況でございます。 

 

わかりました。 

 あと先ほど予定価格の明細についてのコメントがありま

したが、ややざっくりと大枠だけが出ていて積算根拠が見

えないのですけれども、もうちょっと説明していただけま

すか。 

バックデータはあるのですけれども、済みません、今、手

元にないのです。 

では、やはり内訳書は内訳が載っていてこそだと思いま

すので、かなり細かい数ですね。例えば謝金が22万8,200

円とか。これはどうしてこの金額なのだろうというのはや

はり説明責任として置いておいたほうがいいと思います。 

基本的には厚生労働省の予算要求の際の統一単価を用いて

要求していますので、その統一単価掛ける人数、旅費につい

ても統一単価を用いて積算をしています。淡々とそれに基づ

いて積算はしているのです。 

もちろんそうなのだろうと思います。適当なことをやっ

ているとは全然思っていないのですが、そうではなくてこ

ういうふうな透明感のある仕事をしているのですというこ

とが、この委員会の中ですらもこれではよくわかりません

と言われるのでは、１億2,000万の国民に対してもやはり説

得ができないのではないですかということで、別に根拠が

ない数ではないかということを言っているのではないので

す。ぜひこういうふうな資料を出されるときには内訳を出

してほしいということです。 

わかりました。 

 

私から次が最後ですが、随意契約の理由書が７ページに

あるのですけれども、これは公募をしてここの会社しか手

が挙がらなかったからここと契約したという説明なのです

けれども、随意契約理由書ですのでなぜ一般競争ではなく

て随意契約をしているのかを言っていただかないと理由書

にならないと思うのです。この点について御説明いただけ

ますでしょうか。 

 

そもそも事業内容自体が原爆という特殊な業務ということ

もありまして、放射線ですとか原爆被爆者とかに、特に放射

線医療に関する知識ですとか、今回業務が日本の専門家の派

遣ですとか外国からの研修生受け入れというものもあります

ので、それだけの知識を持っている方を専門家として派遣し

ていただかなくてはいけない。受け入れる側についても指導

できる立場、組織が必要だというのもありますので、一般競

争ではなく、本来は複数あれば内容を見た上で企画競争とか

のほうが望ましいと考えてはいるのですが、まずそういった

体制がとれるところがあるかどうかを確認するために公募を

しているというのが今の実態でございます。 

ただ、本来的にはそういう状況にあるかどうかを調べる

のであれば、むしろ公募より一般競争をかけるべきなので

はないのかとも思うのですけれども、違うのでしょうか。 

 

この条件を付した上で一般競争をかけるべきではないかと

いうことですか。 

 

そのほうが自然ではないでしょうか。一般競争が一般で

あって、随意契約は一般的ではないということです。です

から、公募を随契、これは随契ですから、随契にあえてす

るというにはそういう理由が必要で、それが理由書として

出てくるべきだと思うのです。１者しかいなかったから随

契ですというのは理由と目的とひっくり返ってしまってい

るように感じられます。特に理由書の最後の２行目のとこ

ろに会計法の29条の３第４項と根拠を明らかにしています

けれども、競争を許さないとか不利になるとか緊急である

というのが予決令で書かれている条件ですね。どれにも該

当していなくて、毎年やっていることですから緊急とも言

い切れませんし、どんなことになるかも予想がついている

わけなので、随意契約にするというのであればやはり理由

書になぜ随契なのかをきちんと書いていただきたいと思い

はい。 



ます。これは指摘事項ということです。 

 

事業計画書は24年11月１日に受理したものですか。今の

話は30ページです。 

11月１日付でいただいたものです。 

 

そうすると、これは一応契約書の日付と同じ日付で事業

計画をもらうということなので、随契でこことやることを

決めた後で事業計画を出させるということになるのです

か。そういうことでしょうね。そうすると順序として違和

感があるのですけれども、373万の予算をつけたから事業契

約を出しなさいというのと余り変わらないように思うのだ

けれども、そういうプロセスですか。先ほどの予定価格の

決め方と関連するのですけれども、予定価格の積算根拠と

して、通常であれば省なら省が決めたこんなことをやって

ほしいという事業計画みたいな、そのモデルみたいなもの

があって、それを根拠にきっと予定価格を積算するのだと

思うのです。まずそうなのかどうかはどうなのでしょう。

あるいは前年のものを前提としてこんなものをやるのだろ

うから１人派遣して１人呼んでシンポジウムをやるから大

体この程度だなというふうに、それで予定価格を決めるの

でしょうか。 

基本的にはこの事業を行うに当たって予算要求をしており

ますので、基本はそれがベースになっております。 

 

前年、前々年の過去の実績を踏まえて１人派遣して１人

呼んで何人かに謝金を払った、大体その程度のものを想定

しながら予算要求をするのですか。 

基本はそうです。 

予定価格もそういったようなもので立てるということで

すか。そうすると、事業者のほうはここで１者しかいない

から随契でやるのだけれども、随契をやった後事業計画を

つくってくるのも前年に準じたものをこうやって出してく

ることになるのですか。それとも373万の予定価格を決めた

から、あとは裁量で例えば２人派遣してもいいし何をして

もいいということになるのですか。 

 

実際いただく計画書につきましては、先方がその年度に行

う事業に沿った形で組み直してきますので、恐らくこちらの

予定価格とはリンクはしていないかと思います。例えば今年

度は専門家派遣を多くするとか、そこはいろいろ向こうで調

整をして、ただ毎年同じところというのもあるかもしれない

のですが、基本的には向こうが同じくらいの予算額の範囲内

でおさめるような形で今年度行うことを計画をして計画書を

出してきているという状況でございます。 

そうすると、こちらのほうが見込んだものと違うような

事業計画を出してくる可能性もないわけではないのです

か。 

ないわけではないと思います。 

このプロジェクトの目的とやってきたものとそごする場

合にはこの事業そのものの価値とか必要性とかかわってき

はしないのですか。ちょっと抽象的ですけれども、この事

業をやることによって得ようとした目的と事業者の側が実

施計画を立ててきた内容とがそごすると、目的とできたも

のとが違ってくる可能性があるように思うのです。 

 

例えばなのですけれども、こちらとしてはこの３つの事業

をお願いするに当たって予算の関係で２つしかやらないとか

いった話になれば別だと思いますけれども、３つの事業をや

るところはクリアした上で、例えば今年度については外国か

らの受け入れの人数を増やすとか、日本の派遣を増やすとい

うところについては、一応そこは向こうの受け入れ側との調

整の話もあると思いますので、そのくらいであればこちらの

意図と反しているとは全然言えないのかなとは考えておりま

す。 

その心配は余りないのではないかということになります

か。 

３つの事業をやっていただけるという大前提がクリアでき

ていれば、人数とかその辺は大幅に違うのであれば問題です

が。 

資料３－１と３－２と合わせたような形で企画競争みた

いなことをしてもらう考えはないのですか。 

 

競争する相手、公募させていただいて、複数者、２者出た

とか３者出たということであれば当然企画競争を行うことを

考えております。 

だけれども、それは公募が前提にありという感じになっ

てしまうので、それはまた順序が違うのかなとも思うので

す。何となく事業計画書が後に出されるというのは釈然と

しないのですけれども、それはそれで疑問程度にとどめて

 



おきたいと思います。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 御苦労様でした。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件３－２】 

審議案件名 ：原爆被爆者の免疫機能及び分子生物学等に関する研究事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、公募を実施している中で、１者応募であり、契約率が１００％。また、契約した日が

同一。（関連３－１） 

発注部局名 ：健康局  

契約相手方 ：公益財団法人放射線影響研究所 

予定価格  ：3,174,000円 

契約金額  ：3,174,000円 

落札率   ：100.00％ 

契約締結日 ：平成24年11月1日 

（調達の概要）公募を行ったところ、（公財）放射線影響研究所のみ意思表示があり、特殊な技術及び設備等の条件を

満たすことが認められたため、会計法第２９条の３第４項目に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

では、私からは先ほどと同じことですのでまとめて申し

ますが、随意契約理由書はなぜ随契なのかを今後は書くよ

うにお願いします。 

 それから、予定価格調書の内訳ですが、こちらもちょっ

と粗過ぎますので詳細化をお願いします。 

 私からは以上です。 

はい。 

私のほうも先ほどとそれほど異なった質問はございませ

んが、この事業につきましても先ほどの案件と同じように

10年20年行われている事業なのですね。これが本当に必要

だというポイントはどういうところにあるのかだけ最後に

質問させていただいてよろしいでしょうか。 

 

先ほどと違いまして事業の内容が研究がメーンでございま

して、原爆被爆者は今、まだ21万人全国でいらっしゃる中で、

皆さんお年を召してきている、もう平均年齢が78歳くらいに

なっている。その中でやはりがんですとかに苦しんでいる方

もいらっしゃいますので、原爆放射線はなかなか解明されて

いない部分が多い状況にありますので、被爆者の方の組織細

胞を使いながら解明に向けて研究を進めていただくために必

要だと考えております。 
そのレポートが出てくるのですか。 はい。 

最終的にそのレポートでいろいろな政策決定をされると

いうことになるでしょうか。 

 

参考にはさせていただきます。 

了解しました。 

 

 

これは例年されているとして、去年のものとおととしの

ものとどういうふうに違ってくるのでしょうか。 

 

 こちらにつきましてはがんであっても例えばことしは乳が

んであったり、前の年が胃がんであったり、部位を違った形

で研究するとか、そういった形で毎年毎年違うポイントで研

究のほうは進めていただいております。今、レポートを持っ

てきていないのでお見せすることはできないのです。 

それは事業計画の段階で去年これをやったからことしは

こうというようなことで、向こうのほうから上がってくる

ということですか。 

はい。 

こちらのほうもサジェスチョンするのですか。 

 

計画が上がってきた段階でこちらの技官とも話をした上で

修正があれば修正をしていただくような調整はしておりま

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４】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係るシステム運用業務一式  

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働保険徴収課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：366,336,752円 

契約金額  ：215,040,000円 

契約率   ：58.70％ 

契約締結日 ：平成24年11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、３者応札があり、総合評価点の最も高い富士通（株）

が契約の相手方となった。落札率は 58.70％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

確認なのですけれども、予定価格の計算ですが、106ペー

ジのあたり、それより前も続いていますけれども、人月計

算をされています。こちらの人月数はどういう根拠で出さ

れたか教えていただけますか。 

 

まず前提となります全体の契約期間につきまして、現在の

システムのハードウエアの賃貸借期間である39カ月という

ところがベースになります。その中で必要な作業に該当する

人月がどれくらいに相当するかを工程管理業者及びコンサ

ルティング業者と一個一個確認していって詰めたものでご

ざいます。 

長さという意味での月数はそういうことだと思うのです

けれども、人月については最後におっしゃったところの確

認でということですね。 

従来のシステムの実績も踏まえて関連業者と相談したも

のです。 

 

わかりました。 

 結局落とした富士通は低入調査に引っかかると言うとい

けないのかもしれませんが、対象になったわけですけれど

も、今回現場感で予定価格のほうが高かったかなという感

じでしょうか、それとも富士通が特別安くしてきたと御判

断されていますでしょうか。 

 

107ページの資料をごらんいただきたいのですが、今回入

札した３者の入札金額を掲示してございますが、次点でござ

います日本ビジネスデータープロセシングセンターにつき

ましては２億9,000万、最下位でありますSCSKにつきまして

は３億5,000万、これは予定価格、税抜き価格が３億4,800

万ですので、これから見ると予定価格が高過ぎたということ

はないと考えております。 

私も特別尋常ではなく高いとは思わないのですけれど

も、ただ 106 ページの一番下を見ますと、人月単価に関し

ては『月刊積算資料』を使われたということになっていま

すね。『月刊積算資料』のシステム運用技術者は１、２両

方とも間接費を全部込みにしてありますので、非常に高く

出てくる金額だと思うのです。104 ページ以降続く人月を

見ますと、確かに一つ一つはこのくらいの人月はかかるか

もしれないと思いながらも、同時並行的に同じ人がやれる

ようなことも結構ありまして、そういう意味で太ってしま

っている、余計に人月をカウントしてしまったかなという

気はしています。 

先ほど関連業者と相談して人月を定めていったという説

明をさせていただいたのですが、その前提といたしまして国

内のIT関連業者６者から事前に見積書を徴取しておりまし

て、これも検討のベースに加えてあります。６者の平均をと

りますと５億をはるかに超える金額になっておりまして、こ

こで我々が算出しました３億5,000万弱よりもさらに高額な

金額になっているという事情もありまして、御指摘の部分は

確かにそうなのかなと思い当たる節がないわけではないの

ですが、見積書から見た現状からも決して予定価格を高く見

積もったとは考えておりません。 

 

私も特別法外に高くなっているとは思いませんし、富士

通の側の内訳書を見ても実際に払うのは１人当たり20万円

くらいということで、これもまた世間相場だと思うのです。

残りは一体何の乖離かとなると、やはり結局間接費の部分

がどのくらい大きいのか、どう見積もるかというところに

来るかと思うので、今回はこういう審議対象にはなってい

ますけれども、私の所感としては特別不自然さはないかと

思いましたが、念のため先ほどの点を確認した次第です。 

 以上です。 

はい。 

それでは、私のほうから１点だけ。 

低入札価格調査の中で富士通さんのほうが127ページで

理由書を書いておられます。その中で言葉尻だけの問題か

我々行政の評価といたしましては123ページに調査結果を

取りまとめておりまして、戦略的価格という点については

我々は実は評価はしておりません。富士通社が提出しました



もわかりませんが、上から４～５行目のところで「戦略的

価格にて応札しております」という言葉があるのです。こ

の言葉を少し裏返せば、言葉は悪いですが適正利潤につい

てはどうでもいい、今回は赤字でも入札をして、後でもう

ければいいというような裏の意味でとれるのです。これで

低入札価格調査の理由とするのは少しいかがかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

 

別紙１の上のところ、オペレーター業務、ヘルプデスク業務

を専門的に請け負っている業者の選定による要員単価の引

き下げと、富士通社はこの調達時点では当時のシステムのア

プリケーション保守業務を担当していたことと、ハードウエ

アの保守業務を担当していたこともあって、システムの業務

運用については一定知識があったところから、全く新規の業

者に比べてシステムに対する習熟度が深いということから、

障害対応等々のリスク対応に係る部分がかなり削減できる

という説明もありましたので、この２点を主に評価いたしま

して低入札価格調査の結果としてまとめております。 

了解しました。  

（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５】 

審議案件名：ハローワークシステム センター設備更改等一式  

資格種別 ：役務の提供等（Ａ等級） 

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

発注部局名：職業安定局雇用保険課 

契約相手方：富士通株式会社 

予定価格 ：43,835,768,377円 

契約金額 ：42,890,190,000円 

契約率  ：97.84％ 

契約締結日：平成 24年 10月 15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、富士通（株）が契約の相手方と

なった。落札率は 97.84％であった。 

意見・質問 回   答 

それでは、最初に今回システムの更新、更改というこ

となので、更新する前の業者はどこだったのかを教えて

ください。 

今回ハローワークシステムのセンター設備、サーバーで、

このシステムがハローワークでの業務を行うためのシステ

ムでございますので、雇用保険の業務であったり、求職者の

方に仕事を紹介するといった業務でサーバーを調達してい

っているのですけれども、いずれも富士通株式会社のほうと

今、賃貸借契約をしているところでございます。 

今回審査調書が1,625ページのところに、要するに最後に

ついていますけれども、前回調達の状況なしというのはど

うしてでしょうか。 

 

記載ぶりの中で、先ほど申し上げたように、ハローワーク

システムは、もともとレガシーシステムを刷新して最適化計

画の中でハローワークシステムという形で２つ３つのシス

テムを１つにつなげたときに、その際は雇用保険の機能群で

あったり、職業紹介の機能群という部分を当時はそれぞれ分

離で調達をしておりまして、こういった１つで調達した形で

はなかったので、前回の調達状況が全く同じものでないとい

うことで該当なしと記載をさせていただいております。実際

は事前の審査の中では過去こういう調達をしているとか、そ

ういったことはお話をさせていただいてはおります。 

でも、資料としてはこちらに同じ規模ではないのだけれ

どもということで書かれてもいいのではないか。 

今後はそういう形で改善させていただきます。 

それらの調達全てが富士通だったということですか。 

 

もともと新しいシステムになる前の雇用保険のシステム

に関してはユニシス株式会社と契約していて、職業紹介に係

る部分については富士通株式会社が従前からやっていて、１

つになったところで富士通株式会社がいろいろな調達を今

のところ全て落札をしております。 

今回更改ですから、ある意味もう既に動いていて必要な

仕様ははっきりしているわけですね。そういう意味ではも

っと分割して発注すれば、Ａランクに入っていないような

いろいろな企業でも手を挙げられたかなという気がするの

一応調達仕様書を決めるに当たって、CIO補佐官だったり、

工程管理業者だったり、うちの調達委員会にもかけて、一括

で調達したほうが明らかに安いと、調達だけではなくて保守

まで考えてということになると、ばらばらに調達するよりは



ですけれども、これについてはいかがでしょう。 

 

まとめてやったほうが安く上がるし、いろいろな業者が入っ

てしまうと複雑になってしまうのでまとめてという話にな

ったということです。 

複雑になるというのは客観的にそうだなと思うのですけ

れども、一括のほうが安くなるというのはどのあたりが理

由なのでしょう。明らかに安くなると言われても、明らか

だというのは明らかでないという気がするのです。 

 

私共としましては、先ほど申し上げたように過去複数回に

わたって機能群も雇用保険と職業紹介といううちの行政の

基幹となる業務のお話だけさせてもらったのですけれども、

雇用対策業務といっていろいろな障害者の関係とか、そうい

った部分の機器も調達していて、それも当時はおのおの分割

してやっていて、１つのほうが導入作業であったり、スケー

ルメリットというところでCIO補佐官の御助言も若干ありま

したので、うちが専門家として契約している支援業者、三菱

総研になりますけれども、そういったところと連携しながら

そうしたほうがいいのではないかということで、裏づけがあ

るものでは、結果としてしかわからないものではございます

が、そういう調達の方法とさせていただいたところでござい

ます。 

ただ、今回一般競争総合評価ということなのですけれど

も、結果として１者応札になってくると、評価そのものが

余り意味がない儀式になってしまいますね。そういう意味

では透明性ですとか説明のでき方を考えると、やはり分割

してできるところはしたほうがよかったのではないかと思

うのです。特に仕様書を拝見しますと、特別これからつく

り込まなければいけないものがなくて、いわゆる企業向け

の普通の製品ですので、一括でやることは明らかに安くな

ると言われても、本当ですかと言われれば本当かどうかわ

からないところがあると思うのです。やはり説明責任が公、

官の調達の場合は必要だと思いますので、これは今後考え

ていただいたほうがよろしいのではないかと思います。 

わかりました。 

 

大体落札者自身ではない会社にこの部分をやらせますと

いうようなとき、委託申請書を出しますね。今回は、申請

書は出ていないのでしょうか。 

私共に承認申請みたいなものは提出されてはいないので

す。 

400 億のプロジェクトで委託なしというのは正直なと

ころ不自然に思ったものですから、確認をした次第で

す。 

そういうものが提出されていないという部分で終わって

しまっているのですけれども、本来そういったところはもう

一度確認をしないといけないものだと思いますので、確認を

とりたいと思います。 

それをはっきりさせないでやっていれば、厳しい言い方

をすれば、ある意味談合的なことを裏でやってしまうこと

が可能なわけです。大きくどかんと400の仕事をとってき

て、あとは小分けしていろいろなところにばらまくことも

できてしまいますので、やはり説明責任ということでは念

のため委託とかが出ていないのかどうか御確認ください。 

はい。 

 これはもう必然的に富士通さんが落札しているような感

じではあるのですけれども、入札者が１者しか出てきてい

ないことの理由を簡単に説明していただいてよろしいです

か。 

 

前回やったように分離でやるよりもスケールメリットが

働くというこちらの判断のもとまとめてしまったところで、

調達規模が大きくなって結果的には１者応札になってしま

ったというところは正直なところあるのかなと思っており

ます。実際意見招請段階の説明会に各ベンダーが結構な数、

10者15者程度参加があったのですけれども、そういう提案書

の段階で今回もつけさせていただいているのですが、相当な

資料の量になるということで、その時点で１者しか入ってこ

なかった。 

 まとめると、スケールメリットのことを考え過ぎて大きく

なったことが１者応札になった要因だと考えてはおります。 

落札率がかなり100％に近い形の入札金額になっており

ますが、これについてはいかがでしょうか。 

今回こちらの入札については開札は３回施行させていた

だいております。予定価格に関しましては過去に調達してい



る規模がありますので、実際業者がどれくらいの割引で入れ

てきたとかそういったところを過去の実績の平均等をとっ

てつくってはおりまして、結果的に高落札にはなったところ

はございますが、予定価格としては一応根拠はつけて作成さ

せていただいた次第であると考えております。 

落札者が富士通で、実際に今度契約書を見せていただき

ますと株式会社フォースという会社がここで出てきますけ

れども、これは金融会社という理解でよろしいですか。 

 

賃貸借契約に関しては、これはいわゆる第三者賃貸契約と

言われるものでございまして、富士通株式会社とその他今の

サーバー等を契約しているものも全て富士通株式会社が応

札して、第三者賃貸ということで賃貸借業務をやる会社とし

て証明書を提出してきて、フォースというところを富士通が

出してきている。いわゆる賃貸借の金融系の部分をフォース

でやっているという認識でございます。 

サーバーの所有権はフォースにあるのですか。 

 

フォースがリースしている形になるので、済みません、私

の勉強不足なのですけれども、所有権はフォースにあるもの

とは考えております。 

一定レベルフォースという会社がどういう会社でどんな

財務状況かということの調査はされていらっしゃるのでし

ょうか。 

 

こちらに関してはこちらの担当の理解で第三者賃貸のこ

こと一緒にやっていきますという部分の証明書を出させて、

そこの会社概要であったりそういったものを調査する必要

があるといった規定はないものと認識しているので、フォー

スの詳しい概要等については確認等はしておりません。フォ

ースがもし何かあった、倒産したとかいったときには富士通

株式会社に全部責任があるということで、そういう証明書を

出させておりますので、そういう理解で今、事務をやらせて

はいただいております。 

そういう証明書を出させていらっしゃるのですか。 入札の説明書の中に、第三者賃貸としてやる場合は、競争

参加資格の証明書とかそういったものと一緒に提出をして

くださいという条件で実施しております。 

そうすると、フォースに何かあった場合は、今、おっし

ゃったように、富士通はどのような補償をしてくれるので

すか。 

実際なってみないとわからないですけれども、万が一どち

らかがだめになれば、もうその責任は全て富士通株式会社が

負いますということで、そういう宣誓というか、そういうふ

うにさせているので、実際もし何かあれば全て富士通のほう

でやっていただくしかないものと認識しております。 

了解いたしました。  

一番最初の質問に戻るのですけれども、ラストのページ

の中の該当なし、該当ありのところですけれども、該当あ

りとなった場合にはどんな調査なり何なりをするのでしょ

うか。審査調書のことを言っています。審査の内容は具体

的に変わってくるのですか、それとも前の契約書を見たり、

契約条件を見たり、そういうことをされるのかしら。 

事前の調達前の手続の中でということですか。 

はい。 ここの20番の部分については、例えば細かい条件とかを付

した場合には結局余り条件をつけ過ぎて応札者が少なくな

る可能性がある場合が想定されるので、そういう特殊な条件

とかをつけた場合にはここに記載をするといったような調

書になってはおります。 

21番のことを言っているのです。前回の調達状況が該当

ありの場合には何らかの調査を、どんな調査をされるのか

なとお聞きしているのです。 

 

事務局のほうから説明させていただきます。 

審査調書の21番のところは前回の調達を入れていただい

ていて、特に前回が１者応札とか１者応募のときに条件の緩

和ができないか、仕様書のところで縛りがかかっていて応札

していただけないかというところを見るようなところで入

れていただいております。同じような案件など、前回があっ

て類似の案件を出してきたとかで１者応札が引き続くよう

であれば問題があるということで入れていただいている形

をとっております。 



21番が前回調達該当ありとした場合には具体的には何を

調査されるのですか。 

前回の調達の部分でも応札状況によって条件の緩和がで

きるかというところを委員会の場で指摘をしております。 

入札条件とかそういうものの参考にしようということで

すか。 

そうです。 

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６】 

審議案件名 ：厚生労働省上石神井庁舎 電気設備蓄電池交換業務一式 

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、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 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社ジーエス・ユアサフィールデングス 

予定価格  ：24,288,342円 

契約金額  ：5,460,000円 

落札率   ：22.48％ 

契約締結日 ：平成 24年 11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、５者応札があり、最も低い入札金額を提示した（株）

ジーエス・ユアサフィールデングスが契約の相手方となった。落札率は 22.48％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

まず落札率が非常に低いということなのですけれども、

開札調書を見てみますと、17ページのところにございます

が、1,000万を超えている業者さんは１者もないということ

です。ところが、予定価格のほうでは2,400万ということで

かなりの開きがありますが、その開きの理由はどういうと

ころにあるのでしょうか。 

 

本件につきましてはで２者から参考見積もりを取得しま

して、それを踏まえ作成させていただきました。その２者で

ございますが、蓄電池を直接製造しているメーカーと、その

販売を主に行う代理店からとったところなのですけれども、

どちらもほぼ同額の見積もりになっておりましたので、こち

らとしては市場価格と乖離がないものだ、妥当な見積もりだ

と判断をさせていただきました。結果的には今回の低入札の

部分になりましたので、調査の結果、参考見積もりがいわゆ

るオープン価格の金額となっていた結果、低入札となってし

まいました。こちらのほうとしては市場の相場観というか、

そういったところがわからなかったところは反省点ではご

ざいます。今後また同様の調達、何年先になるかわかりませ

んが、そういった点はきちんと引き継いで予定価格の積算の

精査に努めてまいりたいと考えております。 

予定価格につきまして、予定価格が市場価格であるのか、

それともないのか、仮に今回落札された業者さんのほうが

市場価格は別にあるのだけれども、今回低落札の原因、理

由のところで「戦略的価格」とか「これを経営上の好機と

して」とか、そういう表現が非常に見られるのですが、そ

の辺はどういうふうにお考えですか。今回の予定価格の１

番目のところで１個６万9,000円、６万1,000円、３番目の

ところ、私は今、14ページを見ておりますけれども、３様

式ございまして、それぞれ単価が、販売価格が載っていま

すが、その価格が市場価格だったかどうかという御判断は

されていらっしゃるのですか。それとも別なところに市場

価格はあったのだ、だけれどもこのメーカーと代理店の２

者は自分のところの調査で回答してしまったというよう

な、その辺はどういうふうに御判断されていらっしゃいま

すか。 

済みません、こちらは答えになっているかわかりませんけ

れども、もともとの見積もりが出てきたもので、こちらとし

てはこれが通常の市場の価格だと考えました。そこに実際で

あれば値引きした後の額であるとかそういった部分を見積も

りをとった段階でも聴取すべきだったのかなと本当に思って

おりまして、正直、正しい部分がきっちり把握できなかった

というのが実態でございます。 

 

では、今後これが本当に市場価格なのかどうかをきちん

と調査をしてください。 

 それから、実際に落札率がかなり低いところで、これは

ある意味赤字受注に近いのではないかと思っているので

低入札調査の結果ということで調書も提出させていただき

ましたけれども、ヒアリングの中では向こうは赤字覚悟です

とかいった発言は当然ございませんで、営業展開上今回はと

りにきましたと言うと語弊があるかもしれませんが、そうい



す。というのは、先ほどの14ページの内訳書でこれが仮に

機器の市場価格だとしますと、１、２、３と３形式ござい

ますが、これを単純に足すと約1,900万くらいになるので

す。仮にこの原価が３分の１だとしますと、650万くらいの

原価、メーカー出し価格になるのですけれども、それより

低い価格でユアサさんのほうが出してきているということ

は、ある意味本当に赤字受注をされているのかなと思って

おりますが、その辺はいかがでしょうか。 

ったことでかなりの値引きで入ってきたというヒアリングの

中身がございました。 

 

パフォーマンスについては特に問題ないだろうというこ

とですか。 

そうです。 

了解しました。  

今回蓄電池を購入されているわけなのですけれども、厚

生労働省関連ですと例えば国立精神・神経センターで今回

と同じ蓄電池を購入した形跡があるのですが、そのときの

調達金額は参考にされたのでしょうか。 

そこの部分も本当に反省点というか、別で調達があったと

かそういう把握は正直できておらずに業者の見積もり部分を

ベースで作成してしまったところでございます。 

ほかの省でもいいのですけれども、厚労省関連でもあり

ましたので、そういったものが何かデータベース化される

とかすると、特にこういう産業用というか、機器の場合は

価格が見えづらいですので、よろしいのではないかと思い

ます。 

 今回耐用年数が来たので取りかえるということなのです

けれども、審査調書によると前回の調達は該当なしになっ

ているのですが、これはどうしてなのでしょうか。 

こちらの対象の納入場所になっている上石神井庁舎電算棟

が平成16年に竣工された建物ですので、今回が第１回目の交

換になります。 

 

そういうことですか。でも、資料になりますので、その

ときのほぼ同規模のものがあれば書いておいたほうがいい

かもしれないですね。これはコメントです。 

 

（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７】 

審議案件名 ：ハローワークシステム共通サーバ・端末設備等一式（平成25年3月・4月開始分） 

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。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：98,354,085円 

契約金額  ：96,600,000円 

落札率   ：98.22％ 

契約締結日 ：平成24年10月31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 98.21％である。 

意見・質問 回   答 

まず確認なのですけれども、161ページのところに導入拠

点一覧があるのですが、この読み方としては３月導入が19

端末で４月導入が20端末だと読めばよろしいのでしょう

か。 

そうでございます。別紙４の細かい拠点の、一番右端

にございます利用開始時期ということで、25年３月と書

いてあるものは３月から賃貸借、４月と書いてあるもの

は４月から賃貸借が始まりますということでございま

す。 

同時に使うものでなければ、要するに導入時期がずれて

いれば別に分けて調達することも可能なのではないかと思

うのです。今回コンピューター等さまざまなものを一括で、

しかも全国で、全国といっても拠点はあれですけれども、

一式で調達をかけられていまして、これまたちょっと大き

いのではないか、拠点ごとにばらばらの調達であればとい

うことも考えられるのですが、それについてはいかがでし

実はこちらにつきましては先ほど申し上げたように自治体

と国とが連携して実施していく事業、これはアクションプラ

ンということで平成22年度に閣議決定されている事業でござ

いまして、平成24年度から毎月基本的に調達を入札でかけさ

せていただいております。自治体がやりたいと申し出があれ

ば、国の出先のある地方労働局でございますが、そこと調整

をしながら申請をここまでに出してくれと、これでいうと大



ょうか。 体７カ月～８カ月前までに出してくれということで毎月分割

というか、スピーディーにできるように、あと調達の事務の

ことを考えて１カ月単位でやらせていただいているものなの

で、これは３月分と４月分と一緒にしなくてもよかったので

すが、４月にもやると申請が通常よりも早く出てきたもので

すから、あわせて調達をさせていただいたところでございま

す。 

やはり金額も大きいですし、台数もそれなりにあります

ので、しかも仕様が非常にはっきりしているという点では

先ほどの案件と似ていますけれども、そうだと業者によっ

てうまくできるできないというのはそれほどないはずです

から、より多くの参入というか、入札があるように工夫し

ていただければなと思います。 

 

わかりました。一応申し上げたように、基本的には毎月契

約という形でやっていまして、正直入札の事務という部分で

いくと、今回だけでも約８カ所くらい、大体毎月５カ所であ

ったり、６カ所であったりということになるので、それを毎

都度毎都度やるとなるとなかなかこちらも難しい。御指摘の

とおり分けることで参入障壁は当然取り除かれるのかなと理

解はしているのですけれども、今のところはそういうスパン

で続けさせていただきたいなと考えているところであるので

す。 

IT機器のように仕様で品質がはっきりするものについて

は参入しやすいようにというのはなるべく貫いていただき

たいなと思います。 

わかりました。改善できる部分は何とかします。 

 

あと予定価格の内訳です。こちらが219ページより後です

ね。 
そうです、219からでございます。 

ここの一番最初220ページの「①パソコン一式取得額」と

いうところがかなり丸ごとな書き方なのですが、こういう

ものはもう少し内訳がないとだめではないですか。 

 

実はこの調書には直接つけていないのですけれども、パソ

コンを調達する段階で現行業者になるのですけれども、大体

標準価格の価格証明みたいなものを出してもらっていて、①

のところに持ってくる前の段階で今回先ほどの拠点のリスト

の中の台数を全てはめてやってはいるのですけれども、確か

にここになければ意味がないものでございますので、そこも

今後調書としてつけるようには改善したいと思います。 

お願いします。 

これは確認なのですけれども、その続きの224ページでSE

やプログラマーの人件費が書かれているのですが、これは

何の根拠ですか。 

 

これは先ほど22年度で閣議決定という形で可決されてやっ

ている事業で、23年度につきましては緊急的にやる案件が非

常に多くて随意契約をしていた経緯がございます。24年度か

らは先ほど委員の方から御指摘があるように、これはもう仕

様も固まっているのでやはり入札すべきだということで24年

度からやっていまして、23年度の随意契約のときに業者のほ

うから当然見積もりが出てきますので、何契約かしている中

で導入部分が見積もりで出ているので、そこを参考に大体SE

はこれくらいの部分作業がかかるだろうとか、プログラマー

がこれくらいだろうとか、そういった形から単価設定をさせ

ていただいております。 

人月の量についてはそれでよろしいのではないかと思う

のですけれども、いわゆる単価、金額のほうはどうですか。 

 

こちらはJECCというあちらの冊子というのですか、ベンダ

ー６社のエンジニアとか上級とか中級とかプログラマーとい

う冊子がございますけれども、そちらのほうの平均単価を使

わせていただいております。 

今回は『積算資料』ではないのですね。 

 

私の今の理解では、どうしても『積算資料』が大分低い金

額になっているのかなと思っていまして、こちらの調達に関

してはこの単価を使ってやらせていただいているところでご

ざいます。 

わかりました。それでも１回では落札にならなかったの

ですね。 

 

今回３回になったというのは、先ほど申し上げたように毎

月毎月やっていて、当然調達結果は厚生労働省のホームペー

ジでも四半期ごとに出ていたりして相手方もある程度はわか

っているのかもしれないのですが、毎回割引率という部分を

調達の、いわゆる10台よりも100台のときのほうが割引はかか

るだろうと設定していて、大体70～60の範囲である程度のル

ールを決めてつくっているのですけれども、今回60という一



番低い設定をしたところ、思ったよりは相手方のほうが高い

金額で１回目、最初入札があったということでございます。 

毎月の調達は大体富士通が落とされているのでしょう

か。 

 

実は毎月どうしても１者応札が続いておりまして、先ほど

のセンター説明の件もそうなのですけれども、説明会には何

者か来てはいただくのですが、どうしてもなかなか応札まで

といったところがなく、25年度も調達をしていくのですが、

こちらについては今、サーバーと端末とあわせて調達をして

いたのですが、やはりどうしても参入障壁があるのかなとい

うことで、一応サーバー系と端末系と分割をして１者応札を

改善しようということで今、調達公告はさせていただいてお

ります。 

１者になると余りいいことはないですね。単純にどんと

高く入札して、じりじりと３回目くらいで落とせるように

下げていけばいいわけですね。なので、やはり健全な調達

でなくなってしまいますので、地域で分割ですとかサーバ

ー・クライアントで分割ですとかいうことで工夫していた

だければと思います。 

引き続きその点に関しては改善を図っていきたいと思いま

す。 

 

よろしくお願いします。  

ちょっとうがった見方をさせていただくのですが、調達

仕様書はどこかの業者さんに外注されていらっしゃるので

すか、それとも省内でおつくりになっていらっしゃるので

すか。 

回答させていただきます。こちらの調達仕様書につきまし

ては省内の係員と支援業者三菱総合研究所、委託契約してい

ますコンサルタント会社のほうとであわせてつくっています

ので、外部委託はしておりません。 

了解しました。では、特に富士通さんとは全く関係ない

ところで仕様書は作成されているのですね。 

 

こちらは富士通には確認はしておらず、こちらのほうで過

去にこのシステムを作成したときの仕様書をもとに改良を加

えております。 

了解いたしました。  

（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 ：医療用麻薬オンライン在庫管理システム設計・開発一式  

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、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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：日本ユニシス株式会社 

予定価格  ：25,363,852円 

契約金額  ：4,143,300円 

落札率   ：16.34％ 

契約締結日 ：平成 24年 8月 20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、９者応札があり、最も低い入札金額を提示した日

本ユニシス（株）が契約の相手方となった。落札率は 16.34％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

 かなりの事業者の方が入札に参加されているようですけ

れども、最終的に日本ユニシスが一番低い価格で入札をさ

れて落札をされているということなのですが、開札調書を

見ますと最低価格が390万で最高価格が2,700万になってお

りますが、一方、予定価格といたしましては2,400万くらい

で予定されている。そうすると、非常に高い価格で予定を

されていらっしゃるのですが、これほどの業者さんとの見

積もりの差が出てきた理由はどういうところにあるのか教

えていただけますか。 

 

日本ユニシスに対しまして低入札価格調査を実施してお

りますので、そのときの内容になりますが、まず日本ユニシ

スにつきましてはユニシスとしての通常の見積もりを行っ

た額から291万8,000円、42.5％の出精値引きを行っておりま

す。こうした大幅な値引きもありましたことにつきましてユ

ニシスに事情を聴取しましたところ、ユニシスとしては当社

で開発したものの中に在庫管理を行うシステムがありまし

て、例えば公立病院で使われております医薬品の在庫管理シ

ステムでありますとか、あるいは医薬品以外の在庫管理シス

テムを含めて、そういったシステムで使われておりますロジ

ックですとかノウハウ、データ管理の手法が流用できるとい

うことで、工程が全般的に省力化できるという説明を受けて



おります。 

 また、今回の開発に当たっては新規に開発要員を増員する

ことを行わず、既存の要員の中で行うこととしたということ

もありまして、その分の人件費についてもコストを抑えるこ

とができたという回答を得ております。 

 また、出精値引きの部分につきましては、今回のシステム

はクラウド環境での稼働を前提にしておりますけれども、最

近クラウドの名前は通ってきておりますが、まだまだ官民通

して大規模なクラウドシステムが普及していない。特に開発

会社としては官公庁向けのクラウドシステムで受注がとれ

てそのシステムの開発がうまくいけば、民間も含めて大きな

実績づくりになるということで、会社としては投資的な意味

合いも含めて大幅に価格を抑えて応札する戦略をとったと

いう説明を聞いております。 

 低価格になった理由としてはそういうことと説明を受けて

おりますので、履行自体は問題なく可能であると判断して契

約を締結しております。 

64ページの低入札価格調査のところでも「投資」という

表現をされていらっしゃるのです。投資をするということ

は赤字でもおやりになるという表現の裏返しだと思うので

すが、一般企業ですからずっと赤字でやるわけにはいかず、

いずれはもうけなければいけない時期が来るのですけれど

も、その辺の投資的意味合いとか戦略的価格で行っている

ことは低入札価格調査の理由に余りふさわしくないのかな

とも感じるのですが、その辺はいかがですか。 

 

戦略的な値引きという説明をする業者は多々ございまし

て、その言葉を聞いたときに我々としてはいわゆる不当廉売

に当たるものではないのかという観点から見ていく必要があ

ると思っております。今回のシステムに関しましては、これ

も低入札調査の中でも聴取をしておりますけれども、まず完

全な新規開発のシステムだということで安い価格でまずは受

注をして、その中にユニシスでなければ使えないような技術

を入れることによって、その後継続的にこのシステムを高い

価格で改修とかを請け負うような意図はないかといったとこ

ろについてはそれはないと確認しています。いわゆるベンダ

ーロックがかかるような技術でありますとかそういったもの

は一切使わない、一般的にライセンスの取得が可能である技

術によってつくっていきますということでありましたので、

そういった他者を排除するような不当な競争を狙っているも

のではないとは理解しております。 

そうすると、今回の案件につきましては安い価格で受注

はしているものの、その他特に問題になるような要因は発

見されなかった、なので低入札価格調査の適切性について

は問題ないと判断されているということですね。 

はい。 

 

了解いたしました。  
私のほうも低入調査の結果のところを見て確認させてい

ただきたいのですが、今回大きく予定価格と違います理由

は主に人月のカウントの仕方であろうかと思うのですけれ

ども、結果としてこのデータベースシステムはちゃんと納

品されて動いているのでしょうか。 

開発は問題なく完了して稼働はしております。 

 

では、問題はないわけですね。66ページを見ますと、日

本ユニシスさんは平均的な人件費の倍くらい払っています

ので、それを上回る生産性を達成しているのだということ

もあると思いますし、あと正直なところ、データベースは

それほど新規な、新しいアイデアを必要とするものではな

いので、その分も割り引けるのかなとは仕様を見て感じま

した。ですので、私からは特別異常な感じは受けなかった

ということをコメントいたします。 

 以上です。 

 

（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９】 



審議案件名 ：平成24年度 水道施設耐震化推進調査  

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、１者応札で、最も契約金額が大きい。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社東京設計事務所 

予定価格  ：14,789,810円 

契約金額  ：14,595,000円 

落札率   ：98.68％ 

契約締結日 ：平成 24年 11月 15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、（株）東京設計事務所が契約の

相手方となった。落札率は 98.68％である。 

意見・質問 回   答 

説明会はいつ開かれたのですか。 入札説明会は11月１日でございます。 

入札日が11月８日ですね。 はい。 

これは総合評価落札方式ですので事業計画等を提出しな

いといけないのですが、１週間でつくれというようなこと

だと思いますけれども、これは新しい事業なのですか。 

新規の事業です。 

 

そうすると、かなり短い時間で業者さんはつくらなけれ

ばいけないということで、実際上１者応札になってしまっ

たということなのでしょうけれども、その辺はもう少し長

くなぜとれなかったのでしょうか。 

仕様書自体を提示していますので、それに基づいて期間が

とれていると認識しています。 

 

１週間であれば十分だということですか。 内容的にはそのように考えています。 

１週間だとかなりきついと私は思うのですが、いかがで

しょうか。 

 

結果的に１者応札となっておりますので、確かに水道関係

の業務でありまして専門性が高い部分ではありますので、少

し応札業者が限られてくる部分があるとは思いますが、ただ

御指摘のとおり１週間程度で企画書をつくり上げるというの

はなかなか大変なことではありますので、私どもとしては要

求部局に対してはもう少し長い時間をぜひ次回からはとって

いただきたいと考えております。 
落札率が非常に高い結果になってしまっているのですけ

れども、この辺は100％にかなり近いレベルで入札されてい

るのですが、特に理由はございますか。偶然でしょうか。 

 

１つの要素としましては、今回は水道関係の業務でありま

すので、水道は公共工事の世界でございますので、今回は調

査業務ということで工事ではありませんが、人件費等の単価

につきましては国土交通省が示しております単価を用いまし

て私どもは積算をしております。通常水道業界の業者さんの

場合には、彼らのほうも入札金額を提示するに当たって国土

交通省ベースの単価で積算をしてまいりますので、そうなり

ますと工数において大きなばらつきが私どもとなければ、ど

うしても価格としては接近してくる可能性は高いかなと考え

ております。 
ということは、今回はたまたまこれだけ近いところで落

札されたということですね。 

工数として非常に近いものになりましたので、落札率は高

くなったと考えております。 

了解いたしました。 

 

 

おっしゃるとおりで工数が変わらなければ国土交通省ベ

ースの単価になってしまわざるを得ない分野なのだと思い

ます。だとすると、今回残念ながら１者応札でしたけれど

も、複数者来たときにどこが一番いいのかというところを

選ぶために評価が重要になってくるわけですが、今回拝見

しますと、８ページの評価書を見ますと、200点の技術点の

うち70点が加点部分で、残りは基礎点、要するに必須項目

になってしまっているのです。200分の70しかある意味ばら

ける根拠がないことになっていまして、評価の指標として

この点数を使うことを考えると、より大きく分散するよう

国立保健医療科学院の職員が２名入っておりますので、い

わゆる本省の職員ではない、直接水道課の職員ではないとい

う意味におきましては外部です。ただ、以前から御指摘をい

ただきますように、完全に厚生労働省ではない者を外部委員

として入れるべきだという御意見からすると、確かに御指摘

のとおりです。 

 



に、ばらけるように評価シートをつくるほうがいいと思う

のです。先ほど別の案件でも申したのですけれども、暖か

い日が25度で寒い日が25度だと温度という指標は意味をな

さないですから、ここでもみんなどこがやってもやはり70

点中45点とかいうことになってしまうのだと評価する指標

として役に立ちませんので、今後は技術点の割り振り方で

基礎点の部分を余り大きくすることがいいのか、なるべく

検討を深めていただきたいと思います。これはお願いとい

うか、コメントです。 

 １つ伺いたいのが、審査委員なのですけれども、これは

７ページにありますが、全員内部の方と考えてよろしいの

でしょうか。 

 

何か外部の専門家を呼ぶとか工夫をしていただければと

思います。 

 私からは以上です。 

はい。 

それでは、私からお尋ねしますが、説明会には何者か来

られているのですか。 

２者参りました。 

もう一者というのは前回の日水コンというところです

か。 

そのとおりです。 

今回日水コンが応募しなかったのは何か理由が、聞きま

したか。 

直接は聞いておりません。 

それから、65ページの審査調書で審査結果で条件つきと

書かれたのは、①②③を今後はこういうふうにしようとい

うことですか。なぜ条件付きとなったのでしょうか。 

 

今回御指摘をいただいております３つの条件につきまして

は、仕様書の見直しと評価書の見直し、配点の見直し、これ

は全て委員会の承認を得られる内容に変えた上で承認すると

いうことでありますので、今後ということではなくて調達に

かける以前のお話です。 

これはもう既に３つの条件をクリアした内容で公告もさ

れたし、仕様もつくられたということですか。 

はい。 

 

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１０－１】 

審議案件名 ：第１１回２１世紀成年者縦断調査【平成１４年調査】第８回中高年者縦断調査及び第１回２１世紀成年者

縦断調査【平成２４年調査】調査票受付・審査業務  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の３を適用し随意契約をしている案件。

（関連１０－２） 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社ダブリュファイブ 

予定価格  ：6,555,467円 

契約金額  ：5,420,678円 

落札率   ：82.69％ 

契約締結日 ：平成 24年 10月 16日 

（調達の概要）一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、５者応札があり、最も低い入札金額を提示した業

者が、契約を辞退したことから、予算決算及び会計令第９９条の３に基づき、（株）ダブリュファイブと随意契約を行

った。 

意見・質問 回   答 

城北企画社は辞退されたわけですが、その理由は何だっ

たのでしょうか。 

 

今回の業務につきましては私ども厚生労働省から会社へ

の請負契約ということになりますが、城北企画という会社さ

んは請負業務であるという部分の認識が少しなかったのか、

実際現地に配置する作業員への指示を厚生労働省の職員が

直接やってくれるものだと思っておりました。ただ、それを



行いますと偽装請負という話になってきますので、私どもと

してはそういう形では仕事の発注はできません、あくまで会

社さんとして作業員の管理は行ってくださいと話をしまし

た。そこで、作業を統括する者を会社として置けるかという

ことになりますと、会社の判断としては基本丸１日常駐させ

る必要があるということなのですが、その常駐させる要員が

どうしても確保できないといったことがありまして、業務の

請負は困難だということで契約締結に至らなかったという

理由でございます。 

了解いたしました。 

 そうすると、城北企画さんが最初にお出しになった516

万2,551円の落札価格を下回る金額、すなわちダブリューフ

ァイブさんの見積書が195ページについておりますが、514

万5,125円の見積書を出したので、ここを選択された、落札

したということですね。 

はい。 

 

これは手続のお話ではあるのですが、こういうことにつ

いて予算決算及び会計令でやり方としては認められている

ので、特に手続としては問題はないのですけれども、仮に

こういった辞退に遭った場合にもう一度一般競争入札をす

ることがいいのか悪いのか、その辺はどのようにお考えで

しょうか。 

御指摘のとおり、もう一度再度公告をして通常の一般競争

入札でやることも選択肢としては十分あり得ると考えており

ます。ただ、今回につきましては納期が厳しかったこともあ

りまして見積もり合わせにいたしましたが、見積もり合わせ

をするにいたしましても今回応札した全者に対して、もちろ

ん城北企画以外ですが、声かけをしまして、見積もり合わせ

を実施しますので御参加ください、ただ条件としては城北企

画の金額以下になりますがということで、公平性と、また実

質見積もり合わせということで競争性を発揮させたというこ

とは対応しております。 

最後に先ほどの城北企画のほうが辞退された理由といた

しまして、仕様書の内容をよく御理解されていなかったと

いうことだと思いますけれども、仕様書の内容について特

に誤解を与えるような内容がなかったかどうかについては

いかがでしょうか。 

その点につきましては誤解はなかったと考えております。

先ほども申し上げましたが、あくまで会社として業務を請け

負うという形でありますので、人だけ出しておきながら発注

者側に人の管理を任せるということは違法行為になる疑いが

ありますので、当然仕事を受けている城北企画としてもそれ

はやってはいけないことだという認識のもとで応札されるべ

きだと思っております。 

了解しました。  

開札調書を拝見しますと、２番目に安い入札者はテンプ

スタッフ・メディア株式会社なのですが、こちらは今回出

てこなかったというか、応じなかったのでしょうか。 

これ以上の減額はできないということで、見積書の提出ま

でには至りませんでした。辞退しますということで連絡がご

ざいました。 

でも、減額を要求しているわけではないですよ。第１位

だった城北企画よりも低い、それ以下にはできないという

ことですね。失礼しました。納得しました。 

 

（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１０－２】 

審議案件名 ：保険者機能の評価に関する調査研究  

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約の案件中、会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条の３を適用し随意契約をしている案件。

（関連１０－１） 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ：8,768,005円 

契約金額  ：5,019,000円 

落札率   ：57.24％ 

契約締結日 ：平成24年9月21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者応札があり、最も低い入札金額を提示した業

者が、契約を辞退したことから、予算決算及び会計令第９９条の３に基づき、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 

開札調書の中で、１回目の入札金額が同じ金額であった

のでくじ引きによって受注者を決められたということです

が、くじ引きという手法については何か取り決めというか、

ルールの中にあるのでしょうか。 

入札に付するときに入札説明書がございますが、その中で

同価格になった場合にはくじ引きによって決定するとして

おります。 

 

これは省内で何らかのルールがあるのでしょうか。 

 

済みません、ほかの負担行為担当官の分を見たことがない

のでというのはありますが、通常はくじ引きで決定されてい

るものと理解しております。 

わかりました。 

私のほうからは以上でございます。 

 

アストジェイの辞退理由は何でしょうか。 ９月６日に落札決定をしました後、要求部局であります保

険局と事業の進め方につきまして調整が始まるわけですが、

その中で問題になりましたのが、今回の業務の中にございま

す検討委員会の設置、運営の部分でございます。仕様書、資

料の２ページになりますけれども、「３ 調査研究の概要」

とありまして「（１）検討委員会の設置・運営」とございま

す。「①委員会」とございまして「受託者は保険者代表及び

保険者機能に関する有識者12名程度による委員会を設置し、

本年度中に５回以上開催し、保険者が果たすべき役割（機能）

を整理するとともに、保険者機能を評価する方法等を検討す

る。なお、有識者は受託者が厚生労働省と協議の上、選定す

る」となっております。実はどういう能力、経歴を持った者

をどういったところから有識者として集めてくるかというと

ころが、この仕様の中には特別これ以上の記載はございませ

ん。どうしてもこういう記載でございますので、業者さんと

してはそんなに難しいといいますか、厳しい要件がこの検討

委員会の人選に課されているとは思っていなかったようでご

ざいまして、それが実際落札決定後、保険局と内容の協議を

始めたときに問題になった部分です。保険局のほうとしまし

ても人選の見直し、どういった理由でその者を選んでいるの

かという部分、事業者としては相当の努力をしてくれたとい

うことで評価はしていると聞いておりますが、ただいかんせ

ん国が組織する専門家を集めた委員会とかは非常に要件がい

ろいろと厳しいというか、言い方は悪いですがうるさいとこ

ろがございます。アストジェイという会社自体は国土交通省

系のコンサル業務を中心にやっておりますので、こういった

業務に全くふなれなわけではないのですが、ただ少し分野も

違うこともございまして、保険局が要求する内容にスピード

面も含めて追いついていけなかったという中で、最終的には

このまま行くと業務の履行が困難になる可能性があるので辞

退させていただきたいと聞いております。 

今回は時期的にもう一回公告を出すことはできなかった

ということでしょうか。 

 

非常に日程がタイトになっておりまして、最後保険局側の

提案で人選についてはもともと協議するとなっております

が、保険局が主導で人選もするので、あとは委員会の運営の

ロジ的な業務だけに専念してほしいというくらいの提案もあ

ったのです。それで一旦会社としてはやろうかという流れに

もなったのですけれども、ただそうするとすぐに当日中にで

も各委員に対して日程調整を始めてください、文書を出して

くださいという非常にタイトな流れになりましたので、この

スピード感ではついていけないということで業者がやめたと

いうことです。またそのくらい委員会の運営がスケジュール

的に詰まっておりましたので、もう一回入札にかけることは



無理があるということで、見積もり合わせで先ほどの案件と

同じような形で決着しております。 

今回はそういうことでなるほどというふうに納得なので

すけれども、なるべくこういう事態に陥ったときに再公告

できる程度の時間的余裕を可能な限りとっていただければ

とお願いしたいと思います。 

 以上です。 

はい。 

私からも同様のことですけれども、もともと履行期間が

短過ぎるということではないのですか。 

結果的にこうなりましたので、もう少し余裕を持ったスケ

ジュールを持っておればこういうことにならずに済んだ可能

性はありますので、長くとれるようにとは思います。 

競争参加資格としてＡ、Ｂ、Ｃいずれかに属するという

だけの記載ですので、こんなにタイトな履行期間にしてし

まうと実際上そこでまたふるい落としてしまうみたいな、

競争入札のメリットみたいなものをなくしてしまうような

感じもあるので、そこのあたりを注意して履行期間とか公

告期間を決める必要があるだろうと感じます。 

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。 

 

審査終了後の委員のコメント 

１つどこにお願いしていいかわからないので一応記録としてとっていただいて、可能であれば事務局にお願いできれ

ばと思うのですけれども、本日スケールメリットを勘案して丸ごと一括発注を行ったという案件が何件かありました。

実際のところ本当に１者応札になるであろう可能性を高めてまで一括発注をすることがスケールメリットなるものにつ

ながっているのかどうかを知るために、似たような案件があったり、あるいは前回調達があったときにはどの程度の金

額だったのかですとか、どの程度の時間がかかるのか、そういったところがわかる範囲でこれから蓄積されていくべき

ではないかと思います。その点をコメントさせていただきます。 

 

 ２５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） 


