
平成２５年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２５年６月２６日（水） 厚生労働省共用第７会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部教授 

審議対象期間 原則として平成２５年１月１日～平成２５年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ： 国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステム等セキュリティ脆弱性対応業務一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約の案件中、緊急随意契約の妥当性を確認するため。 

発注部局名 ： 国立社会保障・人口問題研究所 

契約相手方 ： NECネクサソリューションズ株式会社 

予定価格  ： 3,250,800円 

契約金額  ： 3,071,250円 

落札率   ： 94.48％ 

契約締結日 ： 平成25年1月7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 

このネットワークシステムが平成 24 年、昨年の秋口に開

発されまして、すぐさまセキュリティーに問題が生じたと

いうことなのですが、それは予想していなかったことなの

でしょうか。 

ネットワークシステムといいますか、ホームページ上のセ

キュリティーの話になっておりまして、確かに最近ホームペ

ージ上にいろいろ攻撃を受けたりする部分があったりする

と思うのですけれども、開発の時点では、予想をしていなか

った部分があったのかもしれません。 

それは新たに追加で300万のシステム開発経費を業者さ

んに払う必要があったものなのですか。 

先ほど御説明したところにもあるのですけれども、ホーム

ページ上のサイバー攻撃を受けてしまった場合に、それがう

ちの研究所だけでとどまるものとは限らないと我々は聞い

ておりまして、ほかの省庁にもそういった事例が散見されて

いる時期でもあったので、金額的には確かに二百数十万かか

っているのですけれども、そこはやはりそれだけのかけるべ

き、対応すべき内容だと判断した上での行動になっておりま

す。 

ということは、一定レベルにつきまして、去年の秋のシ

ステム開発のときにもちろんセキュリティーについては考

慮したシステム設計をされていると思うのですが、環境の

変化によって追加的により強力なセキュリティーシステム

の導入が必要になったのでという意味でしょうか。 

システム自体の外界からの脅威に対しての防御策は当然

システムを入れかえていくときにどんどん高めてはいくの

ですけれども、その中でホームページとして、我々の資産と

して持っているところは我々のほうで都度確認して直して

いかざるを得ない、システムの導入とはまた別の分野だった

ものですから、それで新しく機械を入れかえたときに改めて

我々が持っているものが、せっかくほかのセキュリティーを

図ったところでもそこに穴があっては意味がないので、そこ



をきちんともう一度確認してほしいということで見てもら

ったら、幾つか脆弱ポイントが見つかったということです。 

まず最初に確認なのですけれども、最初のウエブサーバ

ーシステムを入れた業者と今回チェックをしてもらった業

者は同じ業者なのでしょうか。 

はい。 

さらにチェックした業者と今回納品してきた、今回の応

札者というか、契約者は同じ業者、そうですか、わかりま

した。 

 コンテンツの問題で危険にさらされる可能性があるとい

うお話だったのですけれども、そのコンテンツは誰がつく

るのでしょうか。 

 

ホームページになりますので、基本的には最終的には所員

の人間が作成してそれをアップしているという形になって

います。 

コンテンツの内容はもちろん、文章的な意味での内容は

そうかなと思うのですけれども、それが原因でセキュリテ

ィーの問題が起きるというのがどうも納得がいかなくて、

文章を表示するためのシステムであれば、それはウエブサ

ーバーのほうのシステムあるいはコンテンツマネジメント

のシステム上の問題で、職員の方々が書かれた文章自体が

原因となってセキュリティー上の問題が起きるというのは

ちょっと考えられないです。つまり職員の方がプログラム

開発をして、それをネットに公開しているということでは

ないのですね。 

そうです。 

そういうことではないのですね。それでは、やはり最初

の導入業者に問題があるのではないでしょうか。最初の導

入の段階で瑕疵担保責任とかそういったものを問うべき

で、こういう追加でわざわざお金を払ってやってもらうこ

とではないのではないかと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

導入時に全てを改善してしまえばよかったということで

すか。 

導入時に改善というと、導入していない段階で改善とい

うのも難しいとは思うのですけれども、ただウエブはきの

うおととい生まれたシステムではないので、それなりにセ

キュリティーを高める方式は業者間あるいは業者でなくて

も世界中で共有されていると思うのですが、そういうこと

をしないでおいて、調査してみたらよくないところがあり

ました、ではお金をいただいて直してみましょうかという

のは虫のいい話のように聞こえるのです。最初に入れた業

者の設計がよくなかったのであれば、その業者が責任を持

って直すべきなのではないかというのが私の感じたところ

なのですが、いかがでしょうか。 

確かに我々の持っているものがほかの省庁とかにもいろ

いろ話も出ていたりした時期だったので、より緊張感をそこ

の段階で持ったというのがあったのかもしれないです。そこ

でやはり我々のホームページのシステムにもし万が一穴が

あいているようなところがあれば早急に対応しなければい

けないという部分はあったと思います。 

今回の国立社会保障・人口問題研究所のほうでウエブサ

ーバーの前のシステムの導入業者がつくったのとは全く違

うシステムを開発されて、それがセキュリティーホールに

なっているということであれば今回のような調達が別に起

こることはわかるのですが、単に研究所のほうで用意した

コンテンツを想定されたとおりに流し込んで使っている場

合のトラブルは、やはりもともとのウエブシステムの設計

に問題があると思うのです。前のシステムの契約のときに

は損害賠償契約なり瑕疵担保責任の契約なりは契約書に入

っていないのでしょうか。 

済みません、今、すぐには回答できません。 

今回一番引っかかりますのは随意契約の理由でありまし

て、緊急随契になっていると思うのですけれども、先ほど

急いで対応しなければ本省などその他にも影響があるかも

しれないからという、これはごもっともだと思うのですが、

それほど危険なシステムであるなら改修も何もなくまずス

確かにこの辺の判断は我々の中でも議論になった部分は

あったのですけれども、おっしゃることは非常にわかります

し、あと一般競争入札というお話も実はあったのですけれど

も、例えば入札で公告した場合に、脆弱性対応ということで

脆弱性があるよということを外向きにアピールしてしまう



イッチを切るところが重要だと思うのです。まずネットワ

ークから切り離してゆっくりきちんと対応する、ちゃんと

直してから公開し直すほうがいいと思うのです。そんな大

急ぎで改修工事、工事ではないですけれどもするというの

は不適切だと思います。ネットワークのこういうトラブル

は、まずは切断するというのがイロハのイだと思うので、

緊急性が認められないと思います。これについてはいかが

でしょうか。 

のもどうかなという部分もあったりして、それで随契という

形になったところもあるやに聞いております。その辺につき

ましても今回の随意契約がどうだったのかということにつ

いては所内でいま一度考えて、また次回以降につなげていき

たいとは考えております。 

しばしば脆弱性への対応を公開するのを嫌がるというの

は官庁のみならず企業でもあると思うのですけれども、そ

れはつながっているから脆弱であるというのを公開するこ

とが弱点につながるのであって、切断してしまえば別に脆

弱性がありましたと言っても、でも今はつながりようがな

いのですから関係ありませんということになるので、やは

り脆弱性があることを大っぴらに言うわけにはいかないの

ではないかというのも理由にならないと思うのです。 

実は切断という発想が余りなかったものですから、今のお

話を聞いて確かにおっしゃるとおりだなとは思っていると

ころです。 

（分科会長の意見） 

髙橋委員の御指摘のとおりだと思うのです。もともとの

システム設計の仕様をどういうふうにこちらのほうが考え

て、でき上がったものが仕様に適合しているかどうかをま

ず判断して、場合によっては業者のほうの債務不履行なり

瑕疵担保責任を追及するほうが本来だったと思うのです。 

 もう一つは、調査検討を行わせた業者がもともとの設計

業者だったというのは、調査検討で自分のミスをカムフラ

ージュする、あるいは隠蔽することも簡単にできてしまう

と思うし、仕事をつくり出すこともできるので、好ましい

ことではないのではないかなと感じるのです。もともとの

システム業者にやらせたら余り中立公正な検討がなされる

とは思えないです。そういうことでこれは問題ではないか

なと感じます。 

 ほかにいいですか。 

 では、今後の教訓ではなくて、今後の教訓にするために

もう少しこの契約関係、履行状況等を調査していただきた

いと思います。 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 生物学的製剤に起因する感染症に関する安全性関連情報システム高可用性バックアップ業務請負契約 

資格種別  ： 役務の提供（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、落札率が１００％であるため。 

発注部局名 ： 国立感染症研究所 

契約相手方 ： 日本SGI株式会社 

予定価格  ： 9,922,500円 

契約金額  ： 9,922,500円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成25年2月25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、日本 SGI（株）が契約の相手方となった。落

札率は 100.00％である。 

意見・質問 回   答 

今回は一般競争入札で SGI さんのほうが落札をされてい

るわけですが、この資料を拝見いたしますと、最初の予定

価格を算定するときに SGI さんが見積書を出されて、その

金額で SGI さんはそのまま入札されてこれを落札している

という形になっておりまして、特に今回の事実関係からす

ると、公正性につきましては結果としてそれほど害されて

特に理由はなかったと聞いております。３者から参考見積

もりをとって、一番低い価格を予定価格として、結果的に一

番低いところが落としたと聞いています。 



いなかったということなのですが、ただこういういい業者

さんばかりではなくて、見積書と入札金額をもしかしたら

変えてくるような業者さんもかなりいらっしゃる可能性も

あるので、そういうことにお気づきであったにもかかわら

ず、見積者と入札者が全く同じ業者さんだったという理由

が何かあったのでしょうか。 

その辺の手続的に見積業者さんに入札させてしまうこと

については余り問題にならなかったのですか。 
問題になったとは聞いていないです。 

でも、余りよくないですね。ある意味では見積業者さん

が価格を一定レベルコントロールできてしまう。例えば少

し多目の見積金額を出して、その後10％、20％くらいの値

引きをしたものを入札価格にしてしまうと、落札する率が

非常に高くなるということが考えられるので、同じ業者さ

んにやらせてしまうというのは非常に問題があるかなと思

っているのですが、いかがでしょうか。 

済みません、ちょっと意味がわからなかったのですけれど

も、そうしますと参考見積もりをとったところは排除したほ

うがいいということですか。 

そうなります。 余りそういうふうにしていないみたいなので、今後は気を

つけるようにしたいと思います。 

今回３者から見積もりが出ていたわけなのですけれど

も、これは応札というか、札を入れた金額としてではなく

て、予定価格の設定のための見積もりですね。 

そうです。 

ということは、彼らにはどういう見積もりをしたかとい

うことを黙っておく義務はあるのでしょうか。入札であれ

ば、自分の入れた金額を言いふらして歩くのは普通いけな

いですね。最終的に白黒がついた後ならはっきりすること

ですけれども。今回の見積書を出すという段階であらかた

の金額でも結構なのですが、こんな案件があったけれども

どのくらいだろうね、これというふうに業者間で、例えば

営業の担当者間で会ったときに話題になった、990万くらい

じゃないと言ったところがあって、いや1,000万だと思って

いたなというところがあったら、ではうちはおりたほうが

いいな、やるだけ無駄だというふうに情報提供することに

つながると思うのですけれども、彼らがこの見積書を出し

た後の金額を黙っておく義務はあるのでしょうか。 

特に取り決めはしていないと思いますので、こちらから何

か義務をかけているということはないと思います。 

見積書をとるのにはお代を払っているのでしょうか、対

価を払っているのでしょうか。 

対価は払っていないです。 

それでは、見積書をとった業者を排除するということに

すると入札の排除ということになって、今度は逆にこちら

側のほうの問題になるわけですね。見積書をとるのに見積

代金というか、見積手数料をとって、その上でただしこれ

を請け負ってもらうと入札はできませんというような形に

することは可能なのでしょうか。 

これまではやってきていないですが、可能だと思います。 

今、申しましたのはまだ十分検討が要るとは思うのです

けれども、何らかの方法で１者だけが出してくるというの

をまず避けたいというのもありますし、より競争的にする

というのも工夫していただければと思います。 

１者だけという件に関して、入札公告日から入札日まで

がほかのシステム案件と比べますと随分短く見えます。15

日しかないのですが、ほかのところは大体 40 日～50 日く

らいとっているのですけれども、これは何か理由があるの

でしょうか。 

理由はないというわけではないと思うのですけれども、年

度末で多分決まるのが遅かったのだと思うのです。間に合わ

せなければいけないというので、多分最短になったのだと思

います。 

この見積もりをとるのに仕様書は開示するのですか。開

示した上で見積もりをとっているのですか。 

仕様書につきましては開示していると思っております。 

開示しないとわからないですものね。 

 もともとのシステムは平成20年度に調達をしていますね。

今まではしていたのですが、今回は研究所の中のサーバー

で対応できるように変更して、そのための作業です。ですか



その調達をしたシステムについての運用保守業務はまた

別途されているのですか。 

ら、今後は保守はしないです。 

運用保守をされていた業者さんというのはどういうとこ

ろなのですか。 

ここのSGIというところです。 

（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 ： 平成２４年度薬剤使用状況等に関する調査研究業務 

資格種別  ： 役務の提供など（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者応札の中で、最も落札率が大きいため。 

発注部局名 ： 保険局 

契約相手方 ： 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 

予定価格  ： 8,868,783円 

契約金額  ： 8,862,000円 

落札率   ： 99.92％ 

契約締結日 ： 平成 24年 12月 19日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者となり、一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会が

契約の相手方となった。落札率は99.92％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が非常に高くて１者応札ということなのですけれ

ども、この一般財団法人さんのほうは毎年この事業を行っ

ているのでしょうか。 

毎年行っております。 

この資料を見させていただきますと、67 ページのところ

に企画提案書がございますけれども、その中に医療経済研

究機構という組織がございますが、この一般財団法人と医

療経済研究機構さんはどういう関係なのでしょうか。 

済みません、団体の細かい詳細までは把握しておらないの

ですが、何年か前に医薬品等の医療経済に関する研究を行う

この機構と別の団体が統合しまして現在の医療経済研究・社

会保険福祉協会が設立されておりまして、この委託事業を行

っているのは福祉協会の中でももともと医療経済の研究を行

ってきた団体の部門が主体になってやっているというもので

ございます。 
ということは、組織は同じだということですか。 組織は一緒です 

そうすると、この研究機構という組織はないという意味

ですね。 

この一般財団法人の中に１つの部門としてあります。 

この中に１つの事業部としてあるということですか。 そうです。 

もとは別組織だったものが統合したということですか。 そうです。 

そうすると、表現が少しおかしいことになりませんか。

67ページの医療経済研究機構ではなくて一般財団法人のお

名前でやらなければいけないということですね。 

そうでございます。 

この担当者の方は間違いなく一般財団法人の研究員のメ

ンバーがおやりになっているのであって、別組織である経

済研究機構ではないということですね。 

はい。 

先ほど申し上げた落札率が非常に高いのですけれども、

ほぼ 100％に近いものなのですが、その辺の理由はどうい

うところにありますでしょうか。 

予算額が基本的にそんなに毎年変わらないという現状があ

りまして、予定価格を立てる上でもそれほど変動は見込めな

いということです。 

毎年これくらいの金額でおやりになっているということ

ですか。 

はい。 

そうすると、予定価格の積算内訳の中で、71 ページにご

ざいますけれども、ざっと拝見させていただきますと、航

空運賃のところが民間の海外出張の航空券代と比較します

と少し高目なのかなと思いますが、これはこの金額でいい

ますとビジネスクラスというわけではないですね。 

通常のクラスですが、予算上の金額を使っておりまして、

ほかの宿泊費等ですとかそのあたりもそうなのですけれど

も、基本的には予算上の金額を使っております。 



今のイギリスであったりフランスであったりの往復運賃

の時価からしますと、42 万 6,000 円なのでかなり高額に予

算設定されていると思うのですが、いかがですか。 

確かに通常一般の方が旅行する際にこの金額で旅行するか

と言われるとそうではないのだと思いますが、実際の費用と

しましてもある程度かかっていることを私も把握しておりま

して、それを先方に確認したことがあるのです。チームを組

んで諸外国のいろいろな機関のほうにアポイントをとって訪

問するのですが、急な変更があったとか、そういうことでも

し行けなくなってしまったときに、格安の航空券の場合には

キャンセル料を支払わなければいけないだとかいろいろな危

険が生じるということがありまして、少々高いのだけれども

そういうことがしっかり守られている運賃で行っていますと

いう話を受けております。 
この辺はもう少し調査をされたほうがいいのかなとは思

います。 

 それから、今の予定価格の積算内訳の中で、例えばイギ

リスの調査のところで人件費という項目がございまして、

その下のところに物件費があって航空運賃、その下に宿泊

費及び日当とあるのですけれども、人件費と日当の整合性

というか、これはどういうふうになっているのですか。 

一応この予定価格を立てる際の考え方としまして、人件費

については厚生科学研究のときに積算する研究者の単価を使

っておるのですが、片や物件費のほうも基本的には予算上の

金額を積んでおりまして、実際には現地に行ったときに訪問

先までの交通機関の費用を払うだとか、そういうことも発生

するということで、日当の中にその辺も含んでいると考えて、

これくらいの計上は必要かなと思っているところです。 

日当の中に交通費も入っているということなのですか。 はい。 

一般的な概念としての日当とは少し違う経費が含まれて

しまっているということですね。 

済みません、逆に交通費という経費をきちんと積みにくい

というのがありまして、これはこの中で見てもらうしかない

かなと考えてはいるところです。 

宿泊費と移動費についてはこの項目の中で処理している

ということですね。 

はい。 

今回は企画書提案を委員会でされているということなの

ですけれども、全て本省の保険局と医政局の方のみで審査

されたと考えてよろしいのでしょうか。 

そういうことです。 

特に外部委員を置こうということはないのですね。 はい。ただ、今回設置要領のほうに記載していたかと思う

のですが、20ページなのですが、会計課の監査指導室さんの

ほうにも事前に協議をして最終的にこれで認めていただいた

のですが、公共調達委員会にかかる案件ではないものの、基

本的には外部委員は入れるのが望ましいということで、次回

以降は外部委員を含めることについて検討するようにという

ことで、最後にその一文を入れさせていただいております。 

この「その他」がそうなのですね。そういう方向のほうが

説明力が増すかなと確かに思います。 

 あと予定価格の内訳と入札者から来ている最終的な経費

明細書がかなりきれいに一致しているのですけれども、こ

れは特にこの団体に厚労省からの関係者がいわゆる天下っ

ているとかいうことではないのでしょうか。 

出向者がいるという話は聞いておるのですけれども、予定

価格をつくる上で全くそういったことは考えておりません。 

影響のある方ではないということですね. はい。 

これは企画書も当然１者だけで、余り審査しても仕方が

ないような感じになってしまいましたね。 

入札説明書を受け取りに来ていただいた業者はある程度の

数あったのですけれども、結局企画書を提出するまでには至

っておりませんで、最終的にはこの１者のみの審査だったの

ですが、少なくとも前年度を下回っていないレベルのものだ

というのは当然担保される必要があると思いまして、その観

点では必ず確認をしておりました。 

これは例年やっている調査だと思うのですけれども、例

年も総合評価落札方式ですか。 

済みません、今、正確に出ないのですが、数年前から企画

競争から総合評価に変えたということです。 

過去も１者応札ですか。 少し前にさかのぼりますと三菱UFJさんが応札されていた

と聞いております。毎年１者応札ということはありません。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 



【審議案件４】 

審議案件名 ： 医療機関等の設備投資に関する調査及び報告等業務 

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、最も落札率が低く、また、低入札価格調査を実施しているた

め。 

発注部局名 ： 保険局 

契約相手方 ： 有限責任監査法人トーマツ 

予定価格  ： 30,205,998円 

契約金額  ： 6,615,000円 

落札率   ： 21.90％ 

契約締結日 ： 平成25年2月8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、総合的な評価が最も高い有限責任監査法人トー

マツが契約の相手方となった。落札率は21.90％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

非常に落札率が低かったのですけれども、55ページに「低

入札価格調査の結果について」というところがございます

が、その中で入札価格につきましては非常に安かったけれ

ども、パフォーマンス自体については特に問題ないという

ことでオーケーだとなっております。これは私も結論を出

すのが難しいのですが、入札の公正性という視点からしま

すと、果たしてこれほどの入札率が低い案件を通してしま

ってもいいのかなと思うところがございます。というのは、

理由のところに「今回の業務はトーマツにとって戦略的案

件との位置づけであり、採算を度外視し」という指摘があ

って、「委託元からの指摘事項、要請については柔軟に対

応する」というふうにパフォーマンスについては問題ない

とコメントされておりますが、こういう組織として十分収

益力があり、しかも大きな業者さんにつきましては価格を

度外視して入札することも可能だとは思うのですが、そう

いった業者さんだけではないことからすると、実質的に中

小のコンサル会社を排除しているのかなという考え方もあ

るのかなと思っておりまして、余りにも低い落札価格は厚

生労働省さんにとっては、長期的にはわからないですが、

短期的には予算が非常に節約されるのでよろしいとは思う

のですが、入札の公正性という視点からして果たして認め

られるのかなという疑問が少しあるのですが、その辺につ

いてはいかがお考えでしょうか。 

確かに独占禁止法ですとかいわゆる不当廉売という視点

が該当するのかと思います。この説明に丁寧に書いていなく

て大変恐縮なのですけれども、法的に考えますと、不当廉売

という形に該当する要件としまして、当然採算度外視という

ことも一つの要件ですが、もう一つ継続性という要件がござ

いました。ヒアリングの結果、医療系の調査業務に対する今

までの実績がさほど多くない中で一つの足がかりとしてこ

うした大きな事業に参入したい、そのために今回はこういう

形でやらせていただきたいという状況でございました。過去

にそういうことをした形跡も確認はできませんでしたので、

継続性という意味ではなくて今回限りこういう形をとって

いると我々としては判断しまして、今回はそこではじくよう

なことはせずに、ここに落札決定したという経緯がございま

した。 

入札公告のところを見ますと、通し番号で７ページです、

「２ 競争参加資格」を見ますと、「（４）医療分野の調査

の実績のあるシンクタンクであること」とあるのですけれ

ども、今回の調達の概要を見ますとそんなに医療機関に関

するスペシャリストでなければわからないような話ではな

いと思うので、つまり一般的な企業のリサーチをやったこ

とのあるような調査会社であれば調査が可能であるように

思われるので、わざわざこのような医療分野の調査実績を

つける必要があるのかというのがまず最初に引っかかった

のですが、これはいかがでしょうか。 

実際調査の対象は医療機関等でございます。医療機関です

ので、今回調査対象は医療機関が持っている固定資産と、も

う少し詳細に言えば、収入の状況ですとか周辺情報も把握す

ることになってございます。そういう意味で医療機関側から

も問い合わせが非常に多く発生することが想定されますの

で、ある程度医療の業界に詳しい方、実績のある方でないと

そういった問い合わせにも対応できないと考えましたので、

こういった形で少し条件をつけさせていただいているところ

です。 

そういう部分もないわけではないと思うのですけれど

も、しかし医療分野だけが異様に不動産関連ですとか資産

関連について特殊なものを持っているのかと言われたら、

基本的に経営状態の把握という点に関していえば変わらな

いはずだと思うのです。ですので、医療機関に関する実績

がないといけない、医療分野の調査の実績がなければいけ

今までこういう形でずっとやってきておりましたので、仮

にそういった実績がない方たちが参入したときにどういうこ

とが起きるかと考えると、先ほど申し上げた繰り返しになり

ますけれども、少なくとも医療機関側からの問い合わせは非

常に多い、その中身としては例えばこの収入は保険診療の収

入の範囲でしょうかとか、それ以外の範囲でしょうかとかい



ないというのは入札者を減らしてしまう条件になってしま

うのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

った専門的な照会があるのは事実でございますので、そうい

ったところにどう対応するのかなという懸念は少しありま

す。 

その御対応は本省の方がなさるのですか、それともこの

請負業者がするのですか。 

当然受託業者がやるものです。ですので、その点がクリア

されれば御指摘のとおりだとは思うのですけれども、今、直

ちに御指摘いただいてその点がクリアできる方策が余り思い

つかないので、参考にはさせていただきたいと思いますけれ

ども、この場で明確にいいという結論にはなりがたい気がし

ます。 

御説明いただいた後で言うのは少し意地悪な言い方なの

ですが、それでも今回応札したのはトーマツで、今まで実

績がない会社ですね。今、おっしゃったのが理由であれば、

今回は競争参加資格に合わないといって落としてしまうべ

きということになりますね。そういうふうな経験がないの

だから問い合わせに答えられないだろう、こういうふうに

参加資格を設定したではないか、したがってあなたのとこ

ろは参加資格はないと言うべきだったのではないかという

ことになると思うのですけれども、いかがですか。 

調査実績がないと私は最初に申し上げましたけれども、い

わゆる大規模な調査実績がないというのがトーマツにとって

正確な言い方でございます。実際シンクタンクですので、ト

ーマツの今回参加したチームはまさに個別の医療機関の監査

ですとか監査役というか、そういうものを務めているところ

でございますので、個々に病院がどういう資産を持っている

とか、どういう財務諸表をつくっているのかとか、そういっ

たところには十分知識があった状態でございました。 

わかりました。こういうものは透明性が重要だと思うの

です。おまけに今回は低入調査が入るくらいのことになっ

ているわけですから、今、応答があったような疑問は恐ら

く広く国民も疑問に思うところだと思うのです。そこでや

はり今まではこうだったしということだったり、やはりで

も専門性がという話に持っていかれてしまうと、不十分な

説明だと思われても仕方がないと思います。やはりこうい

う分野の調査の実績があるというのを要求するのであれ

ば、実績において何が必要なのか、何でそんな実績が要る

のかというところをはっきりさせないと、実績のあるなし

はかなり主観的な評価になりますから問題が大きいと思い

ます。もし今後もこの縛りをつけるのであれば、どのよう

な業務をしている企業を求めているのか、ぜひそれをはっ

きりさせていただきたいと思います。 

 それから、今回私が一番引っかかったのは契約書です。

契約書の通し番号57ページ、損害賠償ですが、第９条「乙

は、自己の責に帰すべき」から始まるところですけれども、

同じ行の終わりに「甲が実際に被った損害に限り」、ここ

は当たり前ですけれども、「契約金額を上限として、その

損害を賠償する」のです。つまり今回のような低入札調査

にかかるくらい低い金額で入れた場合は、当然損害賠償を

する金額も下がるという契約です。これは困りますね。公

金を使って調査をしましょうといって本省がこうやって契

約をするわけですから、やってみたらうまくいきませんで

したといって、でもその損害賠償はといったときに、これ

は安く入れたのだからその分しか払いませんよ、おたくの

ほうだってそのつもりだったでしょうと言われたら、これ

は納得いきません。この点はどうしてこんな契約書にした

のですか。 

これは省内の統一フォーマットという形でいただいたもの

でしたので、済みません、そこまで厳密に考えていませんで

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５】 

審議案件名 ：「安全衛生関係通達集第７３集」９６０部のほか１件の印刷 

資格種別  ： 物品の製造－その他印刷類（B,C又はD等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、著しく落札率が低いものについて、適正な履行確保の確認をする

必要があるため。 



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 ： 株式会社太平印刷社 

予定価格  ： 4,465,484円 

契約金額  ： 1,026,375円 

落札率   ： 22.98％ 

契約締結日 ： 平成25年2月15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、８者が応札し、最も低い入札金額を提示した（株）太平印刷社

が契約の相手方となった。落札率は 22.98％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が23％ということで非常に低い価格で落札されて

おりますけれども、太平印刷社という業者さんはこれまで

もずっと継続的にこの業務をなさってきた業者さんなので

しょうか。 

前回の調達は別の業者さんでして、この業者がずっと入っ

ているというわけではございません。 

そうすると、今、御説明いただいたように400万を超えた

金額で予定価格を設定されて、４分の１の価格で落札され

て、それで採算をとって太平印刷社さんは業務を行うはず

なのですが、この予定価格の積算のときに少し何かおかし

いのかなというようなことはないのでしょうか。余りにも

開きがあると思うのです。 

落札しました印刷会社にも聞き取りとかをしたのですけ

れども、積算とかも出していただいたのですが、基本的には

印刷、製本とか用紙とかはこの積算とほぼ同額できているの

ですけれども、契約をとりにきたということもありましてデ

ィスカウントをかなり大幅にしているということもありま

す。ですので、予定価格に関しては標準的な価格で算出して

いるという認識はございます。 

でも、入札された業者さんはかなりいらっしゃいました

けれども、それは本当に 100 万円前後の価格で入札されて

いる業者さんがほとんどだったことから考えますと、この

予定価格の 400 万という金額については市場価格からかな

りかけ離れたものだなという認識にならざるを得ないとこ

ろがあるのですが、いかがですか。 

私どもの調達で印刷は競争が最も激しくて、大体印刷は落

札率がちょっと低い傾向にありまして、私どももそこは考え

ないといけないといつも工夫しておりまして、通常は標準的

な価格で算出したものに例えば0.8掛けしたり、こちらでも

削減率をまた掛けてもっと予定価格を抑えるとか、過去の落

札率も参考にしてもっと抑えるとか、いろいろ工夫はしてお

るところなのですけれども、今回の印刷が第４四半期の年度

の終わりのほうということもありまして、今回の調達に関し

ましてはそういう削減率を掛けたりする工夫をせずに、もし

不落になった場合、期間的に後が詰まっておりましたので、

その辺は削減はしなく調達しております。 

確認なのですけれども、先ほど印刷、製本のあたりは予

定価格と業者への聞き取りとでほぼ変わりがなかったとお

っしゃっていたと思いますが、それは間違いないですか。 

各工程ごとに見るとぴったりほぼ合っていたところもあ

るし、そこから値引きして大幅に削減しているところもあっ

たということです。 

低入対象ではないけれども、自主的に調査はされたとい

うことですね。 

そうです。 

その結果からすると、粗くいえば予定経費積算表の一番

上のDTP制作のところで恐らくは大きなディスカウントを

した、要するに作業者もしくは会社のほうで頑張って経費

節減をしたということなのですね。わかりました。 

あと来年以降もきっとこの通達集は出すのですね。 

出します。 

その場合は今回の値引き率を参考にするのでしょうか。

これは純粋に質問です。 

今回の結果を参考にして工夫したいなと考えております。 

つまりもう少しディスカウントされるだろうという前提

ですか。 

ディスカウントしても多分この８者のうち何者も入って

こられるような価格で設定すれば大丈夫かなという気がし

ております。 

８ページの「６ その他」の「（３）入札者に要求される

事項」で本公告に示した義務が履行できることを証明する

書類をいついつまでに提出と書かれてあるのですが、これ

は具体的にはどんな書類をとるのですか。 

ちょっとすぐには出ません。 

これは定型的文言でただそのまま書いてあって、実際には

何も要求されていないのでしょうか。 

７ページの（４）の労働保険の納入の写しとか（３）番の

競争参加資格の写しとかを出してもらうのですけれども、あ



と多分これは定型的な文言が残ってしまっていたのかもし

れません。例えば本とかを購入する場合は出荷証明書を出し

てくれとか、販売元から本を出荷してもらってちゃんと販売

できますよという証明書を出してくれとかいうことはあり

ますけれども、ここで指しているのが何かは確認しないとす

ぐお答えできないです。済みません。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： ハローワークシステム 拠点設備更改等一式 

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、契約金額が大きく、また、1者応札であるため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 富士通(株) 

予定価格  ： 53,766,131,561円 

契約金額  ： 48,118,350,000円 

落札率   ： 89.50％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 28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 89.50％である。 

意見・質問 回   答 

毎度ハローワークに関するものに関しては規模が全

国区になってしまっているため、何とか分けられないか

というお話をするのですけれども、今回も全国でどんと

かえるということで、役務の提供等がＡランクでしか出

しようがないという規模になると思うのです。これは分

割するわけにはいかないのでしょうか。 

今回ハローワークの端末でございますが、前回こちらで御

審議いただいたのがセンター設備ということで中心となる

サーバーの調達でございました。その部分とこの部分につい

ても中心部分と拠点部分と分けて調達をさせていただいて

いて、前回もうちのほうのコンサル業者、三菱総合研究所の

支援を受けて、また、CIO 補佐官と相談をしながらの調達を

実施した。今回も両者に相談等を行い、こういう形で実施さ

せていただいております。髙橋委員からの御指摘も当然私の

ほうで職場に持ち帰って改善を今後努力していくというこ

とで進めておりますので、この部分についてはまた先になる

のですけれども、どういうふうに分けていくかはまた検討の

必要があるのですけれども、そういう努力は図っていきたい

と考えております。 

特に今回は拠点設備で端末機器とかの導入が多いですの

で、それほど全国同じ業者でなければいけない理由もあり

ませんし、あるいは工程で分けて、調達導入と保守とに分

けるという手もあろうかと思いますので、メリット・デメ

リットを勘案してまた最適なものにしていただければと思

います。 

あと 489 ページなのですけれども、今回参加適合証明及

び必須項目審査というものがあるのですが、これにＥ社と

あるのですけれども、Ａ～Ｄ社という４者はどこか入札が

あったのでしょうか。 

ないです。１者だけしか提案自体も出てきておりませんで

した。 

何となくＥという字だったというだけですか。特に理由

はないということですか。 

はい。 

この予算のとり方のタイミングなのですが、これは 24 年

度で予算どりをされていますけれども、これは 25 年度では

無理なのですか。実際に賃貸借契約の履行が始まるのは 26

年からですね。 

そうです。予算でございますが、いわゆるリース部分、賃

貸借部分は24年度の予算で、24年から25、26、27、28の５年

間の予算をまず確保しておりまして、その後に導入役務、賃

貸借前の拠点のほうに入れる作業分の予算を平成25年～27

年度までの３年間の予算というとり方をしております。 

実際に賃貸借契約の履行が始まるのは 26 年ですね。 賃貸借の部分については、経費が発生するのは26年度から

となっております。 



それを 24 年度の予算でとらなければいけないものなの

ですか。 

当然23年度の夏の時点で24年度の要求をしているのです

けれども、その時点で25年度にも保守環境とかそういったと

ころの賃貸借が発生するだろうという想定で予算のほうを

要求はして、その予算をセットしました。ただ、一方で実際

入札段階、実行段階でスケジュールがもうちょっと後ろから

賃貸借が発生するような仕様書になってしまいましたので、

こういう形の経費の支出状況になってしまったところでご

ざいます。 

あと予定価格調書で542ページ以降に積算根拠がござい

ますけれども、その中で金利の計算方法のところなのです

が、542ページの例で申し上げますと、元金が８億5,800万、

それに賦課率ということで長期プライムレートプラスアル

ファで金利設定されていますけれども、これは元金が全く

減っていかないという前提のもとに金利計算をされている

のです。それは一般的な金利の計算方法からすると少しお

かしいのではないかなと思うのですが、いかがですか。 

私も金利の部分とかは詳しくはないのですが、こちらにつ

いては予定価格調書にありますとおり『物価資料』というい

わゆる積算資料とか、そこにリースの場合の計算方式が明確

に書いてありまして、それを採用してやっておりますもので

こういう形をとらせていただいております。 

この契約書は末尾の 557 だけですか。本調達に関係する

契約書はこれだけですか。 

557からそれ以降です。 

別記を除くと566、これだけですか。 この契約書に全体につけている仕様書をつけた形で契約

書の製本を、つくっております。 

導入作業とか移行支援作業とか、そういうことについ

ての条項はこの契約書の中にはなさそうに思うのです。 

契約書のほうの第２条で別添として仕様書を添付してお

りますので、これに基づき履行してもらうという契約書の形

をとっているところです。 

そうですか。何となくこの契約書を見るとリースの関係

の付随契約書みたいに感じてしまうものなので、もともと

何を頼んで何をやるかというのがこの契約書から余り出て

こないなと思ったものでお聞きしたのですけれども、これ

しかないのですね。 

はい。 

それとこの契約で31条の著作権のところで冒頭の「本契

約において本省特有に」、これはミスプリか何かですか。

562ページの31条を見ていただきたいのですけれども、「本

契約において本省特有に」はどういう意味ですか。 

済みません、もしかするとこの「本省」という部分は文言

としては必要がなかったものかもしれません。 

ミスタイプか、もしかすると消し忘れか何か。 そうですね、意味としてはこの契約で新たなものができれ

ばということです。 

もう一つですけれども、こういう巨額に達する契約はす

ごく魅力的なように金額だけで思ってしまうのですけれど

も、何で１者なのかは何か調査されましたか。 

入札説明会に参加したのだけれども応札しなかった業者

にアンケートをとったのですけれども、案件規模が大きいと

か、必要な要員を確保できないとか、品質や納期がリスクが

あって守れないのではないか、関連する業者が多いとかとい

う意見はいただきました。 

（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年度国民年金財政検証システム改修作業一式 

資格種別  ： 役務の提供等（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施している中で、著しく落札率が低いものに

ついて、適正な履行確保の確認をする必要があるため。 

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  ： 12,466,000円 

契約金額  ： 949,412円 

落札率   ： 7.62％ 

契約締結日 ： 平成 25年 2月 4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。落札率は 7.62％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が低い案件が最近非常に多いのですけれども、今

回につきましては 7.6％ということで極度に低い落札率で

あったわけです。まず、１者しか応札されなかった理由は

どういうところにあると判断されていますか。 

システムの改修自体はよりシンプルなものでございます

が、その前提となります年金の知識が相当複雑でして、それ

を理解した上でないと改修のほうができないということが

一番大きな要因だと思われます。 

みずほ情報総研さんのほうが入札されて、落札率7.6％で

応札されたわけですけれども、低入調査書が51ページない

し52ページにございます。安く入札できればそれでいいか、

そこに入札の公正性が果たして担保されているのかという

視点からすると、低入札調査の内容を見させていただきま

しても、出精値引きというような表現、1,000万円の出精値

引きをしている、事業戦略上最重要分野であるという表現

もございますし、たまたま１者応札だったのですが、実質

的にほかの業者さんを排除しているような状況になってい

るとも言えると思うのですが、パフォーマンスさえ確認さ

れていれば幾ら安くても問題ないということでよろしいの

か、よろしくないのか、その辺はどういうふうにお考えな

のでしょうか。 

今回ですが、落札率が 7.6％ということで、低入調査をや

る段階でかなり積算とか価格の妥当性についてはより厳しく

低入調査をやったつもりです。その際、低入調査で妥当だと

考えた理由でございますが、今回国年の検証システムでござ

いますが、厚生年金や公的年金制度改革検証システム、同様

のシステムの改修をみずほ総研がやっておりまして、ノウハ

ウをつかんでいるということが一番大きな原因でございま

す。出精値引きの 1,000 万については低入調査のときもかな

り議論になりまして、実は先方も戦略的な価格としたという

ことでございますが、実情を申し上げますと、入札説明会に

４者来ておりまして、相当先方が危機感を持ったのかなとい

うのが正直な思いです。価格については妥当だったのかなと

正直思います。 
今回の調達では結構人月の見積もりに違いがあるように

思われます。ページ数でいうと57ページのところに予定価

格と入札価格の差を表示してくださっているのですけれど

も、確かにみずほ情報総研の方々は生産性が高いのだとい

うことのようで、人件費の単価も高いのだけれども人時は

低いのだと説明されていて、それは大体そういうことなの

だろうと納得がいくのですけれども、むしろ予定価格のほ

うで、例えばちょっと荒っぽい言い方ですけれども、人月

単価が大体３分の１近いエンジニアを使うことになってい

るからということを考えても、人時が多過ぎるのかなと思

います。例えば「４．プログラミング」のところですと、

135人時で済んでいるところを1,200人時使ってしまうと見

積もっているあたりがちょっと過大な見積もりになったか

なという感じは受けました。だんだんとプログラム開発な

どはノウハウがたまっていくと思いますので、このあたり

の何人時必要だというのも適宜アップデートしていってい

ただければというのが私からのコメントです。 

 それから、92ページに契約書の終わりのページがありま

すけれども、第32条を見ると、「納入後１年以内に隠れた

瑕疵を発見したときは」という文言になっていますが、こ

ういう大きいシステムを導入すると、すぐには瑕疵などは

見つからないというのが現実で、使い方が悪いのか、間違

って動作しているのかがわからないということもあると思

うのです。そういう意味では「稼働後１年間」などのよう

に、より使い込んでから出てくるトラブルもきちんと追及

というと変ですけれども、責任を負ってもらえるようにし

たほうがいいと思います。これはもう既に民間等でもそう

いうふうな契約書づくりをやっていますので、特段やった

らよくないことということは全然ありませんので、ぜひ検

討してみてください。 

 念のため伺いたいのですけれども、改修するもとのシス

テムはみずほ情報総研がつくった、要するにつくった本人

が改修するということですね。 

そうです。 

こういうものは説明会みたいなものはやらないのです やっております。 



か。 

それは４者が参加していろいろな質問を受けて説明を行

ったのですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 厚生労働省ネットワークシステムの更改に係るクライアントPC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、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 東芝ソリューション株式会社 

予定価格  ： 1,170,956,069円 

契約金額   ： 652,050,000円 

落札率   ： 55.69％ 

契約締結日 ： 平成24年12月4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、技術評価の高い東芝ソリューション（株）が契

約の相手方となった。落札率は55.69％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

136ページに予定価格の積算根拠になるであろう内訳が

書いてあるのですけれども、こちらの一番下に役務人月単

価が書かれています。これはぱっと見た感じ随分市場価格

よりも高いように思われるのですけれども、なぜこういう

金額なのでしょうか。 

こちらにつきましては調達支援業者を導入しておりまし

て、調達支援業者のほうでいろいろ各社さんからヒアリング

なりをさせていただいて、基本的には調達支援業者で持って

いるデータベースといいますか、そういうもととなる根拠資

料がありますので、そのほうがこのような金額になっている

ということです。 

要するにプライスウォーターハウスクーパースの資料な

のだということですね。 

はい。 

ただ、いつも厚労省の調達でよく使われている『積算資

料』ですとか、あるいは労働局の資料とか、あるいは JCPP

でしたか、JPCC でしたか、大手の企業の SE 単価表とか、

そういったものから見てもどれから見てもこれはものすご

く高いので、これはプライスウォーターハウスクーパース

から出てきた段階で厚労省側からこの人月はどうやって出

したのですか、どんなレベルの人たちを想定しているので

すかという確認はあっていいのではないかと思うのです。

いかがでしょうか。 

そこに関しましては基本的にPC、プリンターの調達に入っ

てこられそうな業者さんをベースにプライスウォーターハウ

スクーパースのほうで出していると確認はしております。 

 

 

 

はっきり言ってしまえば、今回みたいな大企業が来るの

だという前提だということですね。 
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９】 

審議案件名 ： 有効期限の切れた新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン等の廃棄処分業務 

資格種別  ： 役務の提供等（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、最も契約金額が大きく、また、低入札価格調査を実施しているた

め。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 野村興産株式会社 

予定価格  ： 129,110,695円 

契約金額  ： 65,259,528円 

落札率   ： 50.55％ 

契約締結日 ： 平成 24年 12月 26日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者が応札し、最も低い入札金額を提示した野村興産（株）契



約の相手方となった。落札率は 50.55％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

落札率が非常に低いということで、50％で低入調査が行

われておりますけれども、12ページのところで予定価格調

書がございまして、積算内訳の中にキログラム当たりの単

価がございますが、その説明として右側に、13ページに廃

棄処分に係る価格についてコメントされておりますけれど

も、これについてもう少しコメントをいただきたいのです。

これでも実際入札価格について50％の積算見積で入札金額

が決定されているわけですけれども、474円という金額にし

た根拠は平均値を出したということだと思うのですが、ほ

かに何かもう少し精度の高い単価計算方法が見当たらない

のかなという疑問が少しあるのですが、いかがでしょうか。 

 

本件は前回が平成22年度で、今回２回目の入札になってお

ります。参考になります前回の予定価格につきましては、見

積もりをとりまして一番安い見積もりで立てております。そ

のときの単価が１キロ当たり600円。22年度の開札におきま

して１者が349円と、もう一者が600円の入札の実績となって

います。今回平成24年の調達をかけるに当たりまして、前回

の入札実績349円を基礎として積算をするということは、前

回も低入札価格調査を実施して入札を決定しておりますの

で、当該業者が入ってこない可能性もありますし、何か初回

なので値引き的なものがあってその金額になった可能性も

ありますので、前回入札をした２者の平均値と当該平成22

年～24年の一般的な廃棄物の処理の単価が増減していれば

それも反映させるような形で積算をして、今回の１キロ当た

り474円という金額といたしております。 

予定単価の精度を上げるのは案件からして非常に難しい

ことなのでしょうけれども、ほかに何か方法はないものな

のですか。 

平成22年に見積もりをとったときも一番安いのが600円で、

そのほか700円ですとか、600円以上の高い単価の見積もりで

したので、22年の実績349円も当然安いと認識していたことも

ありまして、実際２者が出してきた入札金額を基礎とするの

が妥当かと考えて積算しました。 

今回のこの調達に関しては、物を買ったり売ったりとい

うものと比べて将来にわたる影響が大きいように思うので

す。つまり廃棄方法が不適切だと何か例えば土壌を汚染す

るとか、作業者の方がよくない健康上の被害を受けるとか

いう可能性があるのかなと調達の内容を見ると思ったので

すが、そういうものなのでしょうか、そういう理解で合っ

ていますでしょうか。 

今回廃棄するワクチンなのですけれども、仕様書上にも記

載しているのですけれども、特別管理廃棄物というもので、

一応定義としては爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康

または生活環境に被害を生ずる恐れがあるというような分類

に入っておりまして、一般的な廃棄物よりも廃棄規制は厳し

くなっているようなものであります。 

なので、そう考えますと、ほかの物品役務の提供などと

比べて例えば瑕疵担保ですとか、そういったものを見通す

年数は長くあるべきなのかなという気もするのです。もち

ろんそうすると落札額が上がってしまう、入札額が上がっ

てしまうというのはあるかもしれないのですけれども、１

年くらいでさまざまな悪影響が出てこなくても、廃棄物な

のでその後時間をかけてじわりじわり出てきて、よく調べ

てみたらあのときずさんなことをやっていたということが

明らかになってからでは遅いと思いますので、ちゃんとや

ってくれという意味で、例えば 58 ページの契約書の第 25

条のところにあるような年数を物品などの調達と比べて少

し長目に設定するということは考えてみたらいいのではな

いかななどと思うのです。そういうことは今のルールのも

とでも可能なのでしょうか。 

基本的に産廃業者については許可制になっていて、許可が

おりていてしっかりやっていただく前提でやっているところ

でございますけれども、今、御指摘のありましたことについ

ては今後検討させていただこうかなと思います。 

このマニフェストなどはどこで保管することになるので

すか。 

結核感染症課のほうでマニフェストは保管しております。 

前にやったときもそうですか。 そうです。 
前回は野村興産さんではなくて別の業者さんですか。 別会社の共英製鋼という会社です。山口県で処理をしてい

ます。 
その処理はきちんとされたことはマニフェスト等で確認

をされているということなのですね。今回も同じようにす

るということですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件１０】 



審議案件名 ： 国立療養所栗生楽泉園内に整備する「重監房資料館」に関する展示実施設計 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（企画競争）の案件中、最も契約金額が大きく、また、１者応募であるため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社丹青社 

予定価格  ： 21,630,000円 

契約金額  ： 20,580,000円 

落札率   ： 95.15％ 

契約締結日 ： 平成 24年 12月 28日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、１者応募となり、企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、（株）丹青社と会計

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 

丹青社さんと国立療養所さんでどういう取引がこれまで

にあったのですか。 

重監房を再現する際にどういうふうに再現施設をつくって

いくかというのを策定するための基本計画を24年５月に策定

しているのですけれども、そちらを落札したのが丹青社のほ

うになっておりまして、基本計画を作成した業者ということ

です。 

丹青社さんのほうが基本計画、そのときはどういう方法

で取引をおとりになったのですか。同じ業者さんにしてい

ただいたほうが事業の効率がいいということで今回は随意

契約の企画競争で行ったということですか。 

効率がよいということよりも、企画について競争させてい

ただきということです。 

たまたま１者だったということですか。 そうですね。 

これは少し競争性を持たせた方法でおやりになるという

選択肢はなかったのですか。 
やはりハンセン病に対する過去の隔離政策の歴史という特

殊性がありますので、そのようなことを十分に熟知している

ことが必要ですので、その点が必要最低限となります。 

非常に特殊な事業であるので、それほどほかに業者さん

はいらっしゃらないということですか。 
経験を持っているところは余りないというようなことは考

えられます。 
今回応札する企業に関しての条件ということで、５ペー

ジのところでは平成 14 年以降に完了した業務において同

種業務か類似業務をやっているというようなことを課して

いるのですけれども、この条件は必ずしも必要ではないの

ではないかという気がするのですが、いかがでしょうか。 

もともとこの施設をつくることになった経緯としまして、

平成13年に裁判がありまして、国がそこで負けて、こういう

歴史的な建造物は国の責任においてきちんとしたものを作る

ことで統一交渉団との協議を行って確認事項ということにな

っておりまして、そこできちんとしたクオリティーの高さで

制作する必要があるので、そこは過去に同程度の施設を作っ

たことのある業者に参画してもらうということで、きちんと

したクオリティーの、品質の高さを担保したいということで

こちらの条件をつけたということでございます。 
ただ、ハンセン病に関連する歴史ですとか、あるいは医

学的な知見を持った方はそれなりに日本国内に専門家がい

らっしゃると思いますから、そういう人たちのコンサルテ

ィングを受けつつ、こういう経験がないところも参加でき

るというようなことも可能ではないかなと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

 今回私が一番引っかかるのは、どちらかというと企画競

争であることとか随契であるとかではなくて、参加すると

ころが、手を挙げたところが、札を入れたところが１者し

かないというところだと思うのです。やはり今回の趣旨か

らすれば、いろいろ国民に広く関心を持ってもらいたいわ

けですから、それ以前の問題としてそういうことでうちが

やりましょうと言うところがたくさん来るというのがあっ

てしかるべきなのに、１者しか来ないような公告をしてし

まったところは非常に大きな問題だと思うのです。一つの

問題点として、500平米以上のこういった同種の事業をした

ことがあることと言われたら、ディスプレー会社などはそ

そこはもともと重監房建設のワーキンググループを別途つ

くっておりますので、そちらのほうには元患者の方とか療養

所の町の方とか、そのような外部の構成員の方がおります。

実際設計を進めていくに当たってはワーキンググループの構

成員の意見が反映されるように進めるというふうにはしたと

ころでありますので、委員に入っていなくても外部の意見は

反映させることができるようなことにはなっていると思いま

す。 



んなにたくさんあるわけではないわけですから、この丹青

社くらいしかこの規模のことをやったことがあるところは

ないと思うのです。広告の電博みたいなものですよ。この

段階でもう絞っているというふうに私には見えるのです。

変な話、何者かがこの部分、この部分、この部分と分けて

ディスプレーなり建築なりを請け負うことも可能だったの

を、丸ごとどんと企画でまとめて任せますよというように

してしまったら、先ほど言ったようにもう手を挙げるとこ

ろも少ないし、何といっても趣旨として国民に周知すると

いうところからしたら何だかおかしな話だなと思うので

す。その点の説明力が今回の公告では低いのではないかと

思いました。 

 それから、随意契約理由書が14ページについているので

すけれども、こちらに特殊性ということをいろいろと書か

れているのですが、理由書ですのでどう特殊なのかを書い

ていただかないと理由書にならないと思うのです。なので、

理由書の内容も今後は精査するというか、精細にしていた

だきたいと思います。 

 企画に関しての審査委員が隣の15ページにありますけれ

ども、一見したところこれはほとんど厚労省の内部と言っ

ていいようにも思えます。国立感染症研究所の方もいらっ

しゃいますけれども、いわゆる例えば入所者だった方の団

体ですとか、そういった方の声を聞かずして悲惨な歴史を

繰り返さないためにと言われても、何だかこれはお手盛り

でやっているだけではないかとネガティブな評価をされて

しまう可能性もあるし、それはちっとも不当な意見ではな

いと私には思えるのです。これはなぜ外部の方を入れなか

ったのでしょうか。 

つまり実際にこれをつくり出したときにはそういったさ

まざまな当事者の方々がいろいろ意見を出してくるという

ことなのですね。 

それで了解が得られた設計になっているということです。 

私も今の御指摘のとおりだと思うのです。この展示物の

企画設計についても内々に、内々にということで閉じ込め

てしまっているような、同じ発想ではないかと思うのです。 

確かに展示面積 500 平米というのは、今回の展示の施設が

展示部分 500 平米くらいということで同規模のものと考えて

それくらいと入れてしまったのですけれども、私も当時これ

をつくった者ではないのですが、もうちょっと緩和という意

見がこの場であったということは了解したいと思います。 

問題はいかにいい展示をするか、いかに一般の人にそれ

をアピールするかなので、そちらのほうが重要なので、ハ

ンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する深い造詣があ

ってもよくない展示だったらしようがないので、どちらか

というとそちらのほうの技能の問題が検証されるべきでは

ないかなと感じます。 

 もう一つ、これは建物の建築設計も同じように調達をさ

れているのですか。これは展示物の企画設計ですね。 

建物の建築のほうは別途調達しておりまして、そちらは建

物の設計と建築で分けて、ともに総合評価で行っています。 

これは直接関係ないのですけれども、今の企画設計で丹

青社が選定されて、その後でワーキンググループに総括責

任者が参加していろいろと打ち合わせをして具体的な展示

物の企画設計にそれから入るわけですね。そうすると、企

画提案された内容と今のワーキンググループとの折衝の中

で出てくるものは全く原形をとどめないということもあり

得るわけですか。 

可能性としてはあることになります。ただ、もともとある

基本設計を踏まえた上での企画を出してくるので、余りそこ

で基本設計を大きく逸脱したような設計が進められることは

ないと考えております 

企画提案された内容からそれほど逸脱されたものにはな

らないだろうということですか。 

そうです。 



（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 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） 


