
平成２５年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２５年１０月１１日（金） 厚生労働省専用第２３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４月１日～平成２５年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ： 平成25年度労働保険料等に係る申告書等の印書等業務委託一式 

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、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 労働基準局労災補償部労働保険徴収課 

契約相手方 ： 株式会社日比谷コンピュータシステム 

予定価格  ： 121,262,971円 

契約金額  ： 54,852,131円 

落札率   ： 45.23％ 

契約締結日 ： 平成25年4月1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、2者応札があり、最も低い入札金額を掲示した、（株）日比谷コ

ンピュータシステムが契約の相手方となった。落札率は 45.23％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で、45.2％だった

のですが、予定価格が１億 2,100 万円で、開札調書が 151

ページにありますが、日比谷コンピュータシステムが5,200

万、凸版印刷さんが 5,800 万であり、予定価格とかなりの

開きが出ていますが、この辺の分析と今後の予定価格の設

定方法につきまして説明をお願いします。 

今ほど言いました落札率45％で低入札ということで、まず

初めに低入札調査をやりまして、本当にこの業務を受けるか

どうかを調査しました。 

 それから、落札金額ですが、この案件については毎年発注

していまして、平成22年度調達までは１者で落札額が１億

685万で、予定金額に近い落札率86.2％でした。それが23年

度の調達のときにもう一者、２者応札になりまして、そこで

競争性が働きまして落札金額が落ちて、今回25年度について

はその翌年ということで、また今まで行っていた業者さんと

前年落とした業者さんが張り合って落ちたと分析をしてい

ます。 

次期の予定価格につきましては、そういうものもありまし

て、もう一度見直して一応もう少し少ない金額で設定させて

いただこうと思っております。 

そうしますと、今後につきましては予定価格の中にこう

いった競争性を考慮して分析結果を反映させていくという

ことですね。 

はい。 

24 年度はどうだったのでしょう、24 年度も同じ業務があ

ったのですね。 

はい。 

そこの落札者はどこで、金額は幾らだったのですか。 落札者は凸版印刷で、金額については税抜きで、7,788万



です。 

数量等は23、24、25と一緒なのですか。 実績に基づいて若干の数量の見直し等は行っております

が、おおむね同じ程度の数量、桁が変わるような数量ではあ

りませんでした。 
そうすると、23、24と金額がかなり落ちているのに、22

年度と同じくらいの予定価格というのはどうしてなのでし

ょうか。 

それは23年度に調達した際と24年度に調達した際の予定

価格が余り見直されていないという御意見ですか。 

今回の予定価格が余り見直されていない。既に２年の実

績があるにもかかわらずです。 
前回から約3,000万ほどは予定価格を見直しましたが、も

う少し見直すべきだったということを先ほど説明しました。 

今回のものは25年度労働保険料の調達になっていますが、

これは24年度の調達です。23年度に24年度労働保険料の調達

を行い２者となっています。25年度の調達ははこれからで

す。 

23年度受注時においてというのはどういう意味ですか。

例えばこれだと23年１月17日ごろに発注したという意味で

すか。今、私は聞き違えたかもしれません。23年が日比谷

で、24年が凸版で、25年がまた日比谷と来たのではないの

ですか。 

そうです。 

ということは、だから今回の前にはもう既に２回を経験

していると思います。 

そういう意味では23年度労働保険料の22年度調達までが

１者です。24 年度労働保険料の 23 年度調達が２者、今回の

25 年度労働保険料の 24 年度調達も２者ということで、複数

応札があったのは今回で２回目です。 

実績が２回あるという意味ではなくて、日比谷コンピュ

ータシステムの 23 年度受注というのは幾らだったのです

か。 

23年度調達については凸版印刷で、金額は7,780万です。 

23 年度が凸版なのですか。 はい。 

そうすると、22年度はどこですか。 日比谷で１者応札ということです。 

わかりました。そうすると、22年度は１億幾らで、23年

度が約7,000万ということで、ですからまだ１年だったから

そんなに落としていないということですか。 

はい、3,000万くらいしか落としていないということです。 

今回の予定価格の積算内訳を見ると、人件費が大体プロ

グラマーのような方々を前提として『積算資料』の去年８

月号を使われたということなのですけれども、今回のもの

は宛名を印刷して封緘するというのがメーンのお仕事です

のでプログラミングというイメージではないのですけれど

も、どうしてこういった単価を使われたのでしょうか。 

印書するときに本来のデータについてそれをCSV方式、様

式が決まっていてどこに印刷するかというプログラムを組

む作業がありまして、その意味でSEの単価を使っておりま

す。 

よくある作業なので、こういうものに入札してくる業者

さんですと、既にプログラムをつくる部分は終わってしま

っているのかもしれないですね。 

そういう意味では今、先生が言われましたように、今まで

日比谷さんが作っていましたので、もともと労働保険料の印

書するプログラムは持っておりましたので来ていたのです

が、23 年度調達のとき凸版さんが入ってもっと価格を抑え

たので、お互いプログラムを組むのは２者が組んでいますの

で、一般的なプログラムというよりもどちらかというと労働

保険料の申告書とかほかのものを打つために独自に専用で

作っているものです。 

印刷すべきところに合わせて印刷するプログラムは、も

ちろんこのお仕事についてはこれだけなのだと思うのです

けれども、世の中で結構一般的にあるものだと思います。 

労働保険料は 170 万件ありまして、それを管轄とか、廃止

されたものを抜くとか、条件が何種類か、今、細かくて言え

ないですけれども、ただ印刷するだけではなくて、条件を絞

り込んで印刷となりますので、専用のプログラムが必要で

す。 

私の申し上げたいのは、開発を毎回する前提で積算され

てしまうと、既にそういうものがあるところが入札してく

る、もしくはうちの持っているプログラムでも対応できる

そういう意味では今回２回経験したので、今年度の調達に

ついては見直しをさせていただきます。 



と思ったから入札してくるはずなのに、予定価格を作る側

のほうは一からプログラムを作るという前提になっていま

す。 

開発ではなくて、むしろオペレーションを請負で発注を

かけるというような形で積算されるほうが次はよろしいか

なと思いました。 

あと細かい話なのですが、189 ページに契約書がついて

いました。こちらを見てみますと、瑕疵担保のところなの

で第 16 条の行なのですけれども、「作業の完了後１年以内

に」と書かれていまして、何となくのニュアンスはわかる

のですけれども、作業の完了とは何をもって完了なのかと

いうのが仕様書で見つけられなかったものですから、これ

はやや曖昧ではないか。こういうことでトラブルが起きた

ことがないからということかもしれないのですけれども、

何をもって完了というのはどこかに書かれているか教えて

いただけますか。 

基本的に８ページ、媒体の発送期限日までに発送作業まで

を完了するというものについて作業の完了という認識です。 

１行目の発送期限日というところですね。 はい。 

例えばなのですけれども、ほかの調達案件ですと、入札

仕様の続きで今回の案件でいうところの12ページに「13 納

入成果物」納入場所というのがあるのです。納入が完了し

た時点を起算日としてとかいうふうに、誤解が起きないよ

うにしてあるのです。ですので、今後はそういうふうにど

の日から起算されるのかを受注者の側が勘違いしないよう

にしておかれてはいかがかなと思いますので、御検討をお

願いします。 

はい。 

（分科会長の意見） 

要するに発送した段階が作業完了という理解なのです

ね。わかりました。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 ： メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」事業 

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、1者応札であるため。 

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 ： 社団法人日本産業カウンセラー協会 

予定価格  ： 48,982,500円 

契約金額  ： 22,837,500円 

落札率   ： 46.62％ 

契約締結日 ：平成25年4月1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、（社）日本産業カウンセラー協会が契約の相

手方となった。落札率は 46.62％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回大々的な改修はないということは予見されたのでは

ないかなという気がするのです。そういう意味では最初か

らかなり過大な見積もりを予定価格でしてしまっているよ

うにも感じられるのですが、何かそれについては情報はあ

りますか。 

同じ業者が入ってくればそんなに改修はないと思います

が、違う業者が入ってきたときに自分たちの使い勝手が良い

ようにサイトのプログラムを変える可能性もありましたの

で、そこは予定価格として積算しています。昨年からシステ

ム改修費は予定価格を多少落としていまして、全体としては

メール相談事業が去年に比べて事業をやめましたので、それ

が去年の実績だと400万ほどかかっていましたので400万ほ

ど落としてもいいかなと思ったのですけれども、思い切って

1,000万予定価格を落としていまして、去年の落札率が83％

くらいでしたので、そのくらい落として妥当なところかなと

思いまして、それで調達をかけました。 



だんだんと市場価格に近づけているのはわかりました。

良いと思いますが、ただ一方でこういったポータル的なも

のの開発ですとか保守でしたら余り大幅な改修は、他の業

者が行ったとしてもないと考えたほうがいいのではないか

と思います。その理由はそんなに固有の技術が企業ごとに

あるわけではないのが一つと、何といっても安く上げなけ

ればもうけが上がらないとなったら、今、あるものを使わ

ないで、それでも我が社が自作のものを作りますというよ

うなことはちょっと考えられないと思うのです。それに例

えばの話ですが、タクシーの運転手さんが別のタクシー会

社に移ったときに、どうしても私の車でなければ運転しな

いのだと言うことは考えられません。やはりソフトウエア

ですとかコンピュータシステムの保守を考えると、今まで

の業者と違うところが落札したときに全部作りかえるだろ

うからといって積算しておくのは過大積算につながると思

うのです。今後はシビアに御検討をお願いします。 

 契約書のほうなのですが、これは瑕疵担保責任について

書いていないような気がするのですが、どこかに書いてあ

るのでしょうか。 

先ほどもう一個前の調達でもあったのですけれども、通常

請負契約のときは瑕疵担保を同じく入れているのですけれ

ども、委託契約の場合は入れていません。 

これは準委任ですか、請負ではなくて準委任で調達して

いるのですか。 

そうです。それで精算しています。 

それは納得いたしました。ただ、今回システムなので、

本当に何か一部作りかえが起きたときにはまさに隠れたる

瑕疵が生まれるわけです。そのようなことから、準委任で

も別に瑕疵担保責任に関することは契約書に書いていいの

ですね。今後、そうやって少し自衛しておいたほうがよろ

しいのではないかと思いますので、こちらも御検討をお願

いします。 

はい。 

今回社団法人の日本産業カウンセラーさんが落札をして

いるわけですけれども、この社団法人さんにつきましては

このサイトを運営する業者さんとして今まで何期くらい続

けているのですか。前回24年だけですか。 

23年度以降、請け負っています。 

このポータルサイトを一番最初に構築されたのは何つで

すか。 

それは 21 年度です。 

別の業者さんだったのですか。 別の産業医学振興財団というところが 21 年度、22 年度落

札しています。 

その後同じように総合評価落札方式をされて、23 年度か

らですか、日本産業カウンセラーさんが業務に当たってい

るということなのですね。 

そうです。 

先ほどの低入札価格の御説明の中で改修費用がかかるか

かからないかということについて決定されていないままで

予定価格を算定されたということだったのですが、先ほど

の説明と関連することではありますが、それはちょっとい

かがなものかと思っているのですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

改修をこうしなさいというのは決まっていないのではな

くて、業者が契約後に自分たちでサイトを見たり、利用者か

らの意見を聞いて必要と判断したならば改修を行ってくだ

さいという仕様書になっていまして、ここは改修しなさいと

いうのをこちらから提示しているものではないです。 

その辺は予定価格の中でどのように表現されています

か。 

予定価格の中では昨年の実績報告が、24年度のものが上が

っていますので、それの改修費用が大体幾らくらいかかって

いるかを見まして、改修費用としてそれに近い形で積算をし

ています。 

今回は低入札になった理由といたしましては、それほど

改修費用がかからないと見積もったという理解なのです

か。 

そうです。 

その辺は最初にはわからないものなのですか。 昨年は日本カウンセラー協会が落としていますが、改修を

大分金額をかけてやっていますので、今年も入ったとしても



費用はそれなりにかかるのではないかと思ったのですが、思

ったほどはかけない予定で入札をしてきています。 

では、その辺も今後につきましては公示の予定をする中

で少し精度の高い公示内容の予想をしていただいて、予定

価格を積算した方が良いと思います。 

実績等を踏まえてまた検討したいと思います。 

仕様書の４ページで、平成 24 年度のサイトを基本として

追加修正をするということに当初からなっていますね。そ

うすると、もしこういうようなやり方をすると、これは競

争入札とすることがふさわしいのでしょうか。もともとこ

ういうことをやったら１者しか応札しないのではないかと

思うのです。 

サイトのコンテンツには「24年度のサイトを基本としつ

つ」とありますが、この下にもありますように事例収集とい

いますか、心の健康づくりの企業へ取材しまして事例を収集

した結果を載せたり、あるいはｅラーニングのような少し進

んだシステムをサイトに載せたり、あるいはQ&Aというよう

なものを載せたりというようなことを想定しておりまして、

そうしますと今までのやり方をもっとニーズに応じて改修

していく余地が、御指摘のように24年度のコンテンツという

もう既にあるものをお渡しした上でこれをリバイスしてく

ださいという形にはなるのですが、とはいいましても、新た

なコンテンツを常に追加していかないと利用者は離れてい

きますので、そういったところも念頭に置いて改修の見積も

りをしてくださいとお願いしております。 

先ほど言った追加のところは 28 ページの２以下に出て

くるのですね。④のところが仕様書以外のコンテンツです

か。 

④はそうです。 

先ほど人件費については去年までのものを見ながら積算

したという説明でしたが、予定価格の内訳書を見ますと、

１人月が 115 万円になっていてかなり高いような気がしま

す。例えばこの時期の『積算資料』を見てみますと、シス

テム管理者であれば東京だと 80 万円前後、プログラマーで

あったりシステムエンジニアであってもやはり 80 万円前

後なのです。115 万円というのはどこから出てきたのでし

ょうか。 

予算要求する時に市場価格等を勘案した統一的な単価を

決めています。その時に使ったシステムエンジニアの単価を

もって予定価格にも使って積算しています。 

きょう審査案件の 10 件あるうちのほとんどが『積算資

料』を使っているのですが、そういう意味では統一的に使

われているのはそちらの単価ではないかと思うのです。内

訳書を見ますと「業者の見積額を基に算出」と手書きで書

かれているのですが、これはどちら様なのでしょうか。 

もともとの単価は最初21年度の時にある程度業者から見

積を取っていまして、それと予算の要求単価とを勘案して積

算に使っております。 

見積もりをとった会社からどこどこ社幾ら、どこどこ社

幾らで、平均をとると幾らだったからというような感じで

説明責任を果たせるように記録を残されるといいのではな

いかと思います。確かに予決令の 99 条の６か何かで２者以

上から取るようにと言われていますね。経済状況も変わる

と思いますので、多分これは数年前に複数者から見積もり

を取っていたからそれでいいかではない気がするのです。

次回以降はそういうふうにアップデートをお願いします。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ： ポジティブ・アクション「見える化」事業 

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者応札の中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 職業安定雇用保険課 

契約相手方 ： 株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ： 38,527,554円 

契約金額  ： 36,991,500円 

落札率   ： 96.01％ 

契約締結日 ：平成 25年 5月 16日 



（調達の概要） 

総合評価落札方式を行ったところ、1者応札となり、（株）三菱総合研究所が契約の相手方となった。落札率は96.01％

である。 

意見・質問 回   答 

この事業は今回落札をした三菱総合研究所さんが、今回

でどれくらい実施しているのですか。 

三菱総合研究所さんが受託されたのが 24 年度からです。

今回で２年度目になります。 

今回三菱総合研究所さんの１者応札ですが、調達概要書

を見ると、入札公告日が２月 18 日で、入札日が３月 12 日

ということで、その間に企画書を作成しなければいけない。

企画書の中身を見ますと、学識経験者等の選定作業であっ

たり、かなりいろいろな手配が必要な内容にはなっていま

すが、この短い期間の中でそこまで行える業者さんは少な

いと思います。全体の流れを見ると三菱総研さんありきの

ような印象をどうしても受けてしまいますが、その辺はい

かがですか。 

当然のことながら三菱総研ありきというような考え方は一

切持っていません。この事業は23年度から始まっていまして、

23年度は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング様が受注して

います。そういったノウハウがあるところなど、以前から興

味を示しているようなところにはしっかりと声がけをさせて

いただきました。提案書の作成に問題があるというよりも業

種選定、これは業界団体３団体とタイアップするということ

がありまして、このあたりの難しさでなかなか受けてくれる

ところが少なくて事業の遂行がかなりシビアになってくると

いうようなことで最終的に手を挙げなかったのだということ

でしたので、そのあたりは今後どうするべきかと考えていま

す。 
企画書の中で 23 ページのあたりに今、言われた業種選定

のところがありますが、24 年度につきましては製造業につ

いては「電気・電子・通信」云々と書いてありまして、25

年につきましてはそれ以外というような対象業種の記述が

ありますけれども、この辺は 24 年に受注した業者さんしか

わからないと思いますが、最初の入札公告の仕様書に反映

をされているのでしょうか。 

業種に関しましては仕様書の、ページでいいますと４ペー

ジの一番上のあたりに既に取り組んでいるところ以外の業種

から選定することと記載しています。 

そういうふうに仕様書に書いてあるということですね。

わかりました。 

 それから、最後のあたりに管理費と事業費の区分がされ

ている項目があるのですけれども、75ページです、委託費

交付内訳とございますけれども、管理費が2,600万、事業費

が900万ということで、管理費の割合が非常に高いのですけ

れども、これはどんな分類をされているのですか。 

こちらは例えば出張とかをしていろいろな企業にアンケー

ト、ヒアリングを行ったり、会議をしたりというようなどう

しても人で動く事業がありまして、提案書と同時に入札の札

を入れられた内訳を受託者のほうから提出してもらいまし

て、その中から人件費と事業費とに分けて交付させてもらっ

ています。 

ちょっと違和感があるのは、事業費の中に人件費が全く

ないという考え方は非常におかしくて、事業のために使っ

た人件費については事業費の中に入れるべきなのかなと直

感的には思うのですが、その辺はいかがですか。 

そのあたりの区分けにつきましては勘定元、会計担当者と

今後どうすべきかを御相談させていただきます。 

事業を行っている割には余り事業費にお金をかけていな

いみたいな印象を与えてしまうので、その辺の事業にかか

ったものについては全て人件費であっても事業費の中に入

れておくのがいいのかなとは思いますので、御検討くださ

い。 

はい。 

私からはコメント的な感じなのですけれども、事実上提

案書の提出までウイークデーで 10 日しかないというのが

１者応札につながってしまったのではないのかなと想像し

ているのです。いかにもこの時期が年度末ということもあ

りまして、第２回の委員会に上がってくるのはそういう案

件が多いのかもしれませんが、それにしても泥縄的なこと

をやっているのではないかと疑われてしまうのではないか

という懸念を持っております。ある程度予算は決まってい

るのだと思いますし、今回かなり複雑なお仕事のようです

ので、もう少し早目に公告を出したほうがよいのではない

かと思いました。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 



【審議案件４】 

審議案件名 ： 平成25年度ジョブ・カード制度（職業能力形成プログラム）推進事業 

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 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 日本商工会議所 

予定価格  ： 1,692,654,596円 

契約金額  ： 1,692,654,596円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成25年4月1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、日本商工会議所と会計

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 

これは昨年から始められた事業ですか。 これは平成20年度から始めまして、ことしで６年目になり

ます。 

ずっと日本商工会議所さんが受注しているということで

すね。 

そうです。 

これは日本商工会議所さん以外のところで受注できるよ

うな事業ですか、それとも日本商工会議所しかできないよ

うな事業ですか。 

これは平成20年度から事業を開始しているのですが、その

前に平成19年度のときに内閣府に設置しましたジョブ・カー

ド構想委員会、審議会構成の委員会によってその事業の実施

設計を行っているのですが、その中でこの事業の実施は企業

向けの支援を行う事業の実施ですので、全国規模の事業主団

体が行う実質的な提言を受けております。その提言に基づい

て事業の入札の主体としては全国規模の事業主団体または複

数の事業主団体が共同して全国実施が可能な方というような

要件をかけて調達をしています。 

ということは、日本商工会議所しかないということです

か。 

それ以外も例えば全国規模の経済団体だとか、日本経団連

であるとか、中央会であったり、あとは事業主団体の共同体

での提案も可能という形になっていますので、ほかの地場の

業種団体のような方たちが集まって提案していただくことも

可能にはしています。 

実績はどうだったのですか。24年度の実績についてはど

ういう感じだったのですか。 

応札は日本商工会議所だけです。 

実際の利用者とか、そういうものはどうだったのですか。

訓練を受けられてジョブ・カードを利用された方はどれく

らいいるのですか。 

手元に細かい資料がないのですが、平成20年度から事業を

実施していまして、少しずつ利用者が増加している傾向にあ

ります。事業の訓練を実施する企業に対する支援を行う事業

ですので、訓練を実施する企業のほうが助成金の支給を受け

て事業を実施します。助成金の内容によってある程度利用者

数の増減が出てくるところなのですが、一番多い時期では年

間で１万5,000人くらいの訓練受講者がいました。 

全国でですか。 そうです。 

徐々に増えているのですか。 昨年度は少し減りましたが、今年度は補正予算で手厚い助

成金を要請したところですので、今年度は今のところ昨年度

を上回る実績になっています。 

今回随意契約で契約金額が約17億弱ですけれども、今ま

ではどれくらいだったのですか。 

申しわけございません、すぐに数字が出てこないです。 

随意契約ですので予定価格につきましてかなりシビアに

算定しないといけないという観点から予定価格の中身を見

ましたが、85ページのところに、中央ジョブ・カードセン

ターの管理費がありますが、複写機が年間70万円となって

おりまして、仮に５年間これを計上し続けますと、複写機

契約はリース契約にしていると思うのですけれども、どう

いった複写機を置いているかはこの場では回答が出来ませ

ん。 



の金額が５年間で350万という金額に膨れ上がるのですが、

これはどういう複写機でいらっしゃるのですか。それとも

１年間70万で借りているからということなのですか。 

非常に高いと思います。一方で、地方の同じような複写

機を見ますと年間15万となっているので、かなり格差があ

るので、この辺はどういうふうに予定価格を算定されてい

るのかお聞きしたいと思ったのですが、確認をしてもらっ

てよろしいですか。 

はい。 

私も今、御指摘のあった予定単価内訳のところがやや常

識離れした金額があるのではないかと思いました。複写機

が70万だったり15万だったりするわけですが、どちらにし

ても市価より高いように思いますので、こちらは確認をお

願いしたいと思います。 

 それから、審査調書を見ますと、１者応札を解消すべく

努力するというコメントがついているのですが、こちらに

は何か対応をされたのでしょうか。 

こちらは少しでも多くの方に手を挙げてもらうために入札

期間をできる限り長くとるように見直しをしています。 

これは日本全国を一括で調達しているわけですね。でも、

雇用の状態は結構地域によって違うのではないのかなと想

像しますので、こういうふうに全国一括で発注するという

ことをまず一旦考え直すという方向ではいかがでしょう

か。 

この事業は先ほど言ましたとおり、最初のジョブ・カード

制度全体をどうするべきかという立ち上げの段階で、公労使

の皆様から御意見をいただいて、その提言をもとに形にして

おります。その場でいただいたのが、やはり全国漏れがない

ように全国全てのエリアにおいて斉一的にこの事業を行う必

要がある、そのために実施団体、実施の主体としては全国規

模の事業主団体が適当であるというような御意見をいただい

て運営してきているところですので、そこのところは引き続

きそういった形で実施をしていきたいと思っております。 

やはり最初に提言された方は全国漏れなくすることは重

要だと思われたのだと思うのですが、全国事情が違うのも

もう既に何年も実施をされて理解をしていると思います

し、このままでいくとやはり１者応札が続くのではないか

なと思います。これまでも１者だったわけですね。 

そうです。 

やはり地域性、例えばフリーターの存在も都市部と地方

では随分違うはずですし、若者に占める人数も違うはずで

すし、雇用の中に占める人数も違うはずですし、そういう

ものを一律基準のような形で支援していこうということ自

体に若干無理があるのではないかというのが私の個人的な

意見ではあります。 

当然地域によって雇用情勢が違って産業構造等が違うとい

うのはあるのですが、地域によっては地域で捉えれば違うか

もしれないのですが、やはり産業と業種として横断的に、例

えば訓練を実施する内容であれば全国斉一のような部分もあ

ろうかと思います。このようなことから、地域ごとの実情が

違うのは事実なのかもしれないのですが、まず中央でグリッ

プをしながら、全国横の連携をとりながらノウハウを共有し

ていくことが効率的に事業を実施するために重要と思います

ので、その点は全国一体となって実施する方法が効率的、効

果的に実施できると考えております。以上のことから、全国

一体の方向で引き続き事業を実施をしていきたいと考えま

す。 

この委員会は政策の是非を議論する委員会ではないと思

いますが、しかし今、言われたように、中央でがっちりマ

ネジメントをして引っ張っていくというのは、ゴールが明

確なものはそういう中央で引っ張る方式がいいと思うので

すが、御存じのとおり47都道府県細長い国ですので、地域

性というのは気候から風土から、あるいはもともとありま

す産業ですとか、教育の背景とか、全部違うと考えたほう

がいいと思うのです。それぞれ適したものは各場所にある

はずで、それを全国で一つの目標を定めておいて、そこへ

全員が向かうというやり方はテーマに合わないのではない

か。かつての高度経済成長時代のような、ある意味非常に

明確なゴールのあるときの産業政策のような発想で、少々

検討します。 



時代錯誤というと厳し過ぎるかもしれませんが、そんな印

象を拭えないのです。この委員会の議論ではなくなるかも

しれないのでこれでやめておきますが、１者応札に関する

話題に関しては全国一律というのがある限りは恐らく続く

と思うので、考え直していただきたいということでお願い

します。 

募集要項を取りにきた企業は何者くらいあったのです

か。 

３者です。 

説明会に出席されたのは何者ありましたか。 説明会は２者です。 

今の商工会議所は来たのでしょうね。それ以外の企業は

何で応募しなかったとか、理由等は聞いていますか。 

ヒアリングをしましたが、所用見込は予定価格の範囲内で

したが、全国一律のサービスができないであったり、ジョブ・

カード制度といっても事業内容が周知、広報だけと思ってい

たからやめてしまったとか、そういう全体的な事業を実施す

る上でということではなく、部分部分で引っかかるところが

あって応札はしなかったということでした。 

そうすると、切り分けるとまた可能かもしれないという

ことになるのですか。仕事の内容を切り分ける。もっとも

これは一緒にやることがもともとの目的だったのですか。 

事業の中では広報の部分と個別企業に対する支援の部分は

当然あるのですけれども、やはりそれは一体として実施する

のが効果的に実施できると考えております。 

（分科会長の意見） 

地域で分割する、あるいは業務の内容で切り分ける、そ

ういうことだったらもっと参入しやすくなるが、それはも

ともとのこちらの思想から違っているということですか。

でも、一考の余地はありそうではありますね。わかりまし

た。 

 はい。 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 記録管理・基礎年金番号管理システム利用契約（平成25年度国債分）一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約の案件中、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 年金局事業企画課 

契約相手方 ： 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ： 128,494,807,849円 

契約金額  ： 128,494,807,849円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成25年5月17日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項第１号に基づ

く、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

随意契約理由書の内容についてですが、著作権と所有権

をエヌ・ティ・ティ・データが持っているというのは、そ

のシステムについてということでよろしいでしょうか。 

このシステム全てエヌ・ティ・ティ・データさんのもので

す。 

データそのものについては厚生労働省のものなのです

ね。 

そこに入っている記録自体については厚生労働省になり

ますが、記録の仕方であるとか、そういったものはこのシス

テムの思想によるものですので、そこに関するアルゴリズム

なり何なりは著作権法に引っかかっているということにな

ろうかと思います。 

なおかつそれはオープンにはされていないということで

すか。 
そういうことです。 

では、データだけ引き揚げて新しいシステムをどこかに

発注したりとかも難しいということですか。 
現状では困難です。 

仕方がないところなのですね。もう一点全然違う話なの

ですが、29ページの「損害賠償等」のところです。第17条

この損害賠償の規定なのですが、そもそも利用契約になる

前がデータ通信サービス契約といいまして、エヌ・ティ・テ



と書いてあるところなのですが、こちらを見ますと、かな

り簡単に言ってしまえば、とまっていた日の分の使用料は

いただきませんということを書いてあるのであって、全然

賠償になっていないのではないかと思うのです。とまって

いた日のお金は要りませんというだけではなくて、とまっ

ていた間に滞ってしまった業務ですとか、あるいはサービ

スを受けられなかったことによる機会損失といったものを

払うのが、損害補償ではないかと思うのですが、その考え

方からすると、17条にある賠償額は余りに低く上限を設定

し過ぎではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

ィ・データが約款を定めて、それに基づいて利用者が申し込

んで利用するという中身のものだったのですけれども、契約

内容が変わるわけではないのでその当時の損害賠償規定を

そのまま現在も引き続きこの内容で行っているというのが

現状でして、システムがとまったことによる業務の損害と

か、そこまでの規定はできていないというのが実情です。 

もうデータは逃げられないし、こういうふうな約束はし

てあるので、エヌ・ティ・ティ・データとしては今日にお

いて非常に恵まれた契約をこうして握っていると見えてし

まうのですが、こういったところは今後特に損害賠償に関

してはもう少し契約を見直すことは不可能ではないと思う

のですが、そういう計画はないのでしょうか。 

現時点ではそういうことは予定していないのですが、それ

よりかはシステムの刷新を進めて、このレガシーシステムか

ら脱却するという方向で今、厚生労働省としては取り組んで

います。 

では、近い将来このシステムは使わなくなるということ

ですね。 

そうです。 

損害賠償に関しては確かにいろいろと交渉が面倒だとい

うのはあるかもしれないのですけれども、ただ厚労省のお

金でやっていることではなくて、国民のお金でやっている

ということと、このサービスが多分重要だからこんなにお

金をかけてやっているのでしょうから、重要なものがとま

ってもいいのですというぐらいの賠償の請求額しか用意し

ていないのだったら、それはそれでおかしな話だと思うの

です。ぜひこういった内容についても、余りに前時代的な

古い契約になっているようでしたら次回の交渉は見直すよ

うにするという方向で検討いただければと思います。 

検討します。 

契約金額が非常に巨額で、1,000億円を超えた契約なので

すが、この予定価格の金額が適正であることを検証するた

めの方法はどのようにしているのか教えて下さい。７ペー

ジの一番下のところに「エヌ・ティ・ティ・データからの

見積りを事業担当課が精査」しているというコメントがご

ざいますが、その精査方法について概要を教えて下さい。 

こちらの精査方法ですが、大きく分けて４つステップがご

ざいます。 

 まず１点目としまして、今回のシステムサービスの内容に

ついて、基本的な方針をベンダーに提示しております。それ

に基づきましてベンダーから見積もりの提案を受けるとい

うものがございます。そちらのベンダーからの見積もりの提

案については、委託しております支援業者の方法を使いまし

て、そちらの支援業者の意見等を参考にしながら予定される

導入機器や導入作業について算出根拠や作業量をチェック

しまして、妥当と認められるまでエヌ・ティ・ティ・データ

と交渉を繰り返しております。 

 次に２点目ですが、こちらの見積もり内容について、厚生

労働省と年金の構築や整備など一連の実務に関しまして一

貫して責任を持って運用を行っている日本年金機構の２者

が妥当と認定した後に、年金局と機構のシステム関係の部門

で構成されてるシステム開発ワーキングチームで十分なも

のか判定しています。 

 ３点目としまして、そちらのワーキングチームのほうで問

題ないと認定された後に、システム開発委員会という外部有

識者やCIO補佐官等も参加している機関で妥当な審査をして

います。 

 最終的にシステム開発委員会の審査を通過しますと、最後

に厚生労働省の公共調達委員会で最終的な審査を行ってい

ます。 

前回の契約から比較しますと金額は上がっているのです

か、下がっているのですか。 

前回の契約から比べますと、今回は上がっております。 



前回の契約と比べて上がった理由は何かを教えて下さ

い。 

今回のサービス内容についてはシステムの更改を見込ん

でおります。今まで前回の契約ではシステムを一新するわけ

ではなく、システムの一部更改やディスクの増設という延命

対応しかしていなかったのですが、今回システムを全面的に

１度新しくするという施策が入っていますので、そのため金

額が高いという形になっております。 

幾らくらい上がったのですか。 前回につきましては約 44 億でございます。44 億の契約を

行っております。 

それはどういう数字ですか。全体で1,280億ですね。 前回の契約につきましては記録管理・基礎年金番号管理で

す。 

その部分でとればということですか。 部分でとればということです。 

その部分だけ違うということですか。 はい。 

６ページのところの５年間のお支払い金額がここに書い

てあるのですけれども、ハードウエアの欄にのみ金額が書

いてあるのですが、これはソフトウエアとハードウエアの

区分がわからないから上のほうに書いたという意味です

か、それともソフトウエア代は全く入っていないという理

解なのですか。 

ソフトウエアについては個別に契約を結んでおりまして、

こちらのハードウエアの利用契約の中には、今、含まれてい

ません。 

いないのですか。これは別途ソフトウエアだけの契約が

あるということなのですか。 

この契約の中にはハードウエア及びソフトウエアの契約

が両方とも含まれています。この契約の中で契約するソフト

ウエアにつきましては過去にソフトウエアだけの契約で契

約をして、開発費相当分の利用料は既に払い終わっているも

のなのです。この機能は引き続き提供を受け続けないと業務

が回りませんので、そうすると何らかの契約という形でその

利用を担保しないといけなくなりますので、この契約の中で

過去に払い終わったソフトウエアについても契約を行って

います。ただ、過去に払い終わっていますので、そのソフト

ウエアにかかる利用料はゼロ円だということで、この欄には

ゼロ円という金額を計上しています。具体的に見積書のほう

にはソフトウエアの一覧が載っておりまして、13ページ以降

に対象となるソフトウエアの一覧が載っております。 

これについてはもう支払いを完了しているのですね。 そうです。利用料としてはゼロ円なのですけれども、引き

続きサービスの提供を受けるということになりますので、こ

の契約の中で契約をしています。 

ソフトウエアの更改、保守メンテナンス等の経費は実質

的にはこのハードウエア代の中に入っているという理解な

のですか。 

そうです。 

今の関連でいうと、枝松先生の言われるように、ハード

ウエアのほうに実質許諾料とか使用料が含まれていると理

解するのでしょうね。 

それから、先ほどの損害賠償の問題で考えると、使わな

かったものなのだから料金は払わないのは当たり前で、そ

の意味では髙橋先生の言われるように損害賠償ではないで

すね。使わないものの料金を払う必要はないという当たり

前のことを規定したにとどまると思います。だから損害賠

償としてはゼロという気がしますが、これだけ多額ですと

考えなければいけないかもしれませんね。 

損害賠償の規定ですが、利用料の払いをしないということ

だけだという説明をしましたが、利用料を払わないという規

定自体は損害賠償の規定の前の16条に規定されていまして、

17条でいう損害賠償は利用料を払わないものに加えて利用

料相当分を損害賠償として支払ってもらうものになってい

ます。 

つまり事実上倍額払うということになるわけですね。わ

かりました、損害賠償のほうはそういうことで決まってい

るということですね。ただ、今回はそれで納得がいくわけ

なのですが、というのは、今回非常に高い金額の契約なの

で、これが上限になるといってもそれなりの金額になると

いうことで納得がいくのですけれども、一般論としていう

と、損害賠償金額の上限を余り考慮なく設けてしまうと、

はい。 



例えばこの後出てくる案件なのですけれども、契約した金

額を上限とするようなことにすると、相手が低入札だった

ときなどにはとんでもなく低い条件になったりしますの

で、今回の件は構わないのですが、ほかのときには上限設

定に御注意をお願いしたいと思います。 

（分科会長の意見） 

 この案件については特にありません。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約の案件中、随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 年金局事業企画課 

契約相手方 ： 日本環境安全事業株式会社 

予定価格  ： 4,993,440円 

契約金額  ： 4,993,440円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 4月 1日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項に基づく、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回随意契約をされたのは日本環境安全事業株式会

社ですが、ここは 100％政府出資の会社ですか。 

はい。 

ということは、PCB の処理につきましてはほかの業者さ

んは全くないという理由なのですか。 

PCBの種類とか油の濃度で、今、濃度の若干薄いものは処

理できる民間のところが出てき始めているのですが、濃度が

濃いものについては日本環境安全事業でしか受けられませ

ん。処分場は全国に５カ所ありまして、北海道から九州まで

あるのですけれども、基本的にはブロックごとにここの分は

ここで処理するというふうな形になっていまして、福岡の施

設にあったものですから北九州に依頼をしました。金額につ

いても全国一律の金額になっておりまして、種類と重さ、量

によって金額が決まっています。 

随意契約理由書の中に全国をカバーする処理体制として

この会社ということになっていて、これは別に地域を限っ

てやるところはあるのですか。 

地域を限ってというか、47 県を５つの事業所でブロック

別に担当していまして、東京でいうと関東近辺だけなのです

が、北海道だと北海道から長野くらいまでが北海道の事業所

がやるということで、この事業所のほうで管轄は一応決まっ

ております。 
日本環境安全事業株式会社の中の事業所が５つに分かれ

ていて、各地域を担当しているという意味ですね。 

はい。 

そういう政府 100％出資の相手方との間でも、契約書で

談合等の不正行為の何とかとか、暴力団の排除の条項とか、

そんなものを入れているのは定型のものを使っているから

でしょうか。 

一応厚生労働省の決まりの中ではあくまでも政府出資

100％の会社であってもこの規定を設けるというルールにな

っておりますので、そのルールに沿って規定をしたもので

す。 

随意契約理由書の書き方的なことでお願いなのですが、

実はまさにこれまでの質問でお答えいただいたことなので

すが、PCB の処理について確認しておこうと思いまして、

環境省のウエブですとかを一応見てみると 11 者リストア

ップされていて、どうして１者しかないという書きぶりな

のかなというのが矛盾というか、引っかかりを感じたとこ

ろだったのです。今回の随契の理由書で上げるべきは、も

ちろん PCB の処分に当たってはできるところが限られてい

るのだということはあると思うのですが、質疑の中で出て

きましたその量をこなせる会社はここしかないということ

こそ随契理由書に書いていただく必要があると思いました

はい。 



ので、次回以降はそういう点に御配慮をお願いします。 

（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７】 

審議案件名 ： 平成25年度人事・給与関係業務情報システム移行に係る工程管理支援業務 

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、低入札価格を実施している中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 有限責任監査法人トーマツ 

予定価格  ： 47,112,450円 

契約金額  ： 22,050,000円 

落札率   ： 46.80％ 

契約締結日 ：平成 25年 4月 1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、3者が応札し、最も低い入札金額を掲示した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 46.80％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

まず今回システム開発ということで考えてよろしいので

すね。移行とはなっているのですけれども、事実上何かつ

くるということになるのですか。 

人事・給与システムをもう少し詳しく御説明いたします

と、従前各省庁や施設等機関がそれぞれ独自のシステムを調

達しておりまして、それが経費的にも業務的にも不合理であ

るということで、平成16年に内閣官房、人事院、総務省が主

体となって最適化計画を作りました。その最適化計画の中身

は各省庁、全国の国家公務員全て同じシステムで給与計算、

人事管理を行うことです。全省庁共通のシステムにデータ導

入作業を各省庁それぞれ行っているものです。実際のシステ

ム開発そのものは人事院が行っていまして、厚生労働省ほか

各省庁はデータの移行作業を行っています。 

今回の調達でシステムを作るのではないのですか。 はい、今回移行作業の支援ということです。 
これは動いてからトラブルが起きるということもあり得

る移行と考えていいのでしょうか。 

そういったことが起きないようにいわゆる並行稼働という

言い方をしていますが、事前に人事・給与システムのほうに

データを移しまして、ただいきなり本番稼働に移すのではな

くて、ある程度一定期間現行のシステムと同時並行的に給与

計算を行いまして、現行のシステムと新しい人事・給与シス

テムと毎月結果が一致しているという状態が確認できたとこ

ろで人事・給与システムのほうに移行するという形をとって

います。 
それは手がたいと思います。 

 156ページの、契約書の4.3のところで瑕疵担保責任の条

項があるのですが、検収から１年の期間と書いてあるので

すが、検収のときに動くわけではないですね。 

そうです。ただ、実際問題として期間を区切らないと、そ

の先いつまで、例えば移行計画が延びてしまってこれが２年

も３年もという話になってくると、業者さんとしてもやはり

そこはいつまで瑕疵担保を持たなければいけないのかという

こともありますので、今回の契約は請負ですのでその全ての

納品が終わってから１年間という瑕疵担保を設定したもので

す。 

２年３年というのは現実的ではないのはもちろんなので

すが、検収をどのように行うかが 14 ページのところに書い

てあって、そちらでは納入成果物が届いた時点となってい

るのです。システムの移行ですので仮稼働を始めた日を起

算日にしないと、この検収日から随分たってからトラブル

が起きてしまった時に、１年を超えたところで何か見つか

ってしまう可能性があると思うのです。 

こちらはシステムに関しては先ほど山崎からも説明があり

ましたが、あくまでも人事院が開発を行っています。今回契

約の納品物は、例えば導入作業の中で出てきた問題点である

とか、日々の運用のスケジュールとか、そういう成果物を確

認するというものでして、決してシステムが稼働したタイミ

ングから何が問題、瑕疵があった場合にどうするということ

ではなくて、あくまでも毎年毎年のスケジュールがどうなっ

ているかという区切りの中で成果物を出してもらっているも

のです。 

そうしたらこれで後からトラブルが出たときに厚労省側 先ほど申し上げたとおり、いわゆるシステム関係なのです



のほうで不利益をこうむることはないということなわけで

すね。あとは同じく契約書の続きのところで175ページに損

害賠償の条項があるのです。下の３分の１くらいのところ

なのですが、ここでは22条の２行目のところに「契約金額

を上限として」ということになっているのですが、今回ま

さに低入札になったわけですが、この金額によってシーリ

ングが設けられるので問題なのではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。 

が、入札価格によって何かシステムを開発してそれを納品し

てもらうという形ではなくて、日々の業務上のトラブルとか、

そういったものを解決していってもらう支援をしてもらって

いる業務になりますので、こちらの損害賠償という形でいえ

ば、例えば一応業者の方が常駐して来てもらっているように

なっているのですが、それが契約不履行で毎日来ないとか、

そういった場合は契約金額を上限として賠償をしてもらうと

いう意味合いの条文になっています。 

質問の趣旨は低入札にかかる金額で契約をしていますか

ら、もし業者さんがやってこない、ほかの業者を頼むとい

うことになると、ほかの業者はもっと高い金額になってし

まうのではないかとか、そのようなときに損害を全部カバ

ーされないと思いますが、その点はいかがでしょう。 

済みません、損害賠償の条項については今後検討していき

たいと思います。 

予定価格について質問をします。今回の入札者は３者あ

りますが、いずれも 2,000 万円台の入札価格を提出してい

ます。予定価格が非常に高いということで、落札したトー

マツさんのほうは落札率が 46.8％だったのですが、予定価

格との開きについてどのような分析をされているか教えて

ください。 

こちらの理由ですが、工数につきましては人事課と調整を

しまして、私どもの担当も仕様書を確認してこの辺が妥当と

いう形で定めました。開きについてですが、今回３者入りま

したが、２番手のところが落としても低入札ということがあ

りまして、実際ケー・デー・シーさんにはヒアリング等はし

ていないのですが、恐らく低入札調査の文言にもありました

が、出精値引きが大幅に入っているのではないかなと思いま

す。 

「低入札価格調査の結果について」というものが 43 ペー

ジにありますが、ここでトーマツさんのほうがコメントさ

れています。読ませていただきますと、「今回の応札にあ

たって特別予算を計上し、人件費を４割削減して応札して

いる」、これを解釈しますと、公的領域につきましては非

常に戦略的に重要なので赤字覚悟で見積もりを出したとい

うことになるのですが、パフォーマンスさえ問題なければ

幾ら安くてもいいのか、別にいいのだという考え方もある

かもしれませんが、その辺の考え方はどうですか。 

こちらなのですが、今回の工程管理支援業務に限らず、シ

ステムに関しては出精値引きが低入札調査の原因になってい

るのがほかの案件も含めて非常に多いです。正直こちらはす

ごく悩ましいところだと思います。ただ、出精値引きでそれ

でできると言われてしまうと、うちのほうでもそれだけをも

ってちょっとおかしいのではないかという形で次順位に持っ

ていくのがなかなか難しいのかなと思いますが、正直悩まし

いところだなと思います。 

（分科会長の意見） 

 この案件については、特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：病原体等管理システム更改業務一式 

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 ： 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  ： 9,480,000円 

契約金額  ： 252,000円 

落札率   ： 2.66％ 

契約締結日 ：平成25年4月1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、1者応札となり、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2.66％である。 

意見・質問 回   答 

 まず契約書なのですが、48ページのところを見ますと、

契約金額が場合分けがしてありまして２つ書いてあるので

す。この意味はどういうことなのでしょうか。 

こちらですが、今年度暫定予算になっていまして、契約金

額の３万4,519円というのは５月20日までの契約期間での金

額となります。契約金額の365分の50の金額になっておりま

す。本予算が成立しましたら25万2,000円、いわゆる契約金額

のほうとするという形で、これは統一的にこのような書き方

をしています。 

契約単価が２つあるということではなくて、月割りをし そのとおりです。 



たらこうなったということですね。 

概要書を見ますと、公告日から入札までの期間が 14 日

間、応札者が１者、さらに落札率が 2.7％ということから

すると、どうしても東芝ソリューションさんありきの入札

であったのかなといううがった見方が出来てしまうのです

が、その辺はいかがですか。 

こちらですが、前回の工程管理と同じように契約を取り交

わした後に請負金額明細書を提出してもらいましたら、こち

らも出精値引きが878万円という形で、契約金額にこの870万

円を足しますとほぼ予定価格くらいの金額になります。こち

らのほうですが、今回はソフトウエアの更改のみとなってお

りまして、病原体等管理システムの運用保守も東芝ソリュー

ションがやっておりまして、現行業者が優位になったものと

思います。 

システム自体を開発したのも東芝ソリューションズさん

ということですか。 
はい。 

入札説明会はあったのですか。 本省の一般会計ですと工事以外は全部入札説明会をやって

おりますので、こちらもあったと思います。 

公告日から入札日までが非常に短い期間なのですが、説

明会は何日にありましたか。 

入札説明会ですが、３月21日に行っています。 

３月21日から１週間で入札ということですね。わかりま

した。どちらにしてもこの開発は東芝ソリューションズさ

んしかできないものなのですね。そんな中でもこの辺の取

引、入札の公正性を担保するために、規定上は特に問題な

いのでしょうけれども、公告日と入札日の間の期間をもう

少しとっていただきたいと思います。 

わかりました。 

 

  

やはり１者ですので、しかもこの時期といういかにも年

度末にという感じに見えてしまいますし、ある程度システ

ムの更新は予定されてできることだと思いますから、もう

少し早目に公告を出すなどしてぜひ１者応札にならないと

いいますか、競争的になるようにお願いしたいと思います。

特にこういうある程度競争ができそうなものについてはそ

ういうものを少し進めていただきたいと思います。 

 先ほど１つ前の案件もそうでしたけれども、出精値引き

を足せばほぼ予定価格くらいになるということで、本日の

ほかの案件で予定価格の積算に問題があるのではないかと

いうのとは違って、私はこの２件に関しては予定価格につ

いてはそれほど疑問は感じていないのです。 

 １つ心配なのは、実は先ほどの案件と全く同じことで、

51ページにあります損害賠償のところです。ここでも「契

約金額を上限として、その損害を賠償する」となっていて、

まさに今回のケースは一番嫌なパターンで、契約金額が想

定していた金額の2.7％にまでなってしまっているので、こ

れは請負者としては、お客さんの側が安いものを買ったの

だからトラブルを起こしても余り期待しないでよという態

度になってしまうわけです。ですので、契約書をつくると

きに上限を容易に入れないということは御注意いただきた

い、これをお願いということで申し上げます。 

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９】 

審議案件名 ： 人口動態調査オンライン報告システムの改修と機器更新および運用支援・保守業務一式 

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、1者応札であり、また、落札率が100％であることから、予定

価格の妥当性。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 日本電気株式会社 

予定価格  ： 157,969,999円 

契約金額  ： 157,969,980円 



落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 3月 11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、日本電気(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 

予定価格調書の２ページ目なので 105 ページなのです

が、今回は非常に細かい人月数が工数で書かれているので

すが、これは何か根拠があるのでしょうか。人月が小数点

つきでかなり詳細に見積もられているのですが、これは何

かベースとなるデータがあるのでしょうか。 

こちらのほうですが、要求部局の統計情報部からいただい

た工数をもとに私どもで仕様書を見ながら作った工数でし

て、端数が出ているのは特別な事情ということではありませ

ん。 

でも、予定価格の根拠を明らかにするということになり

ますと、人月にやはり積極的な意味が必要になると思うの

です。単価のほうは『積算資料』を使ったと書かれていて、

検証可能なのですが、プロジェクトマネジメントが1.2人月

と言われても、一体どういうことを想定してつくられた予

定価格なのかがわからないことになるので、これは何か補

足する資料があるとよいと思います。今回落札率がほぼ

100％ということで、まるで落札者がつくったような予定価

格内訳ではないかと見えてしまいますので、どうしてこう

いう人月なのかという資料もぜひつけていただくといいと

思います。 

それから、たまたま同じ部署なので繰り返しになってし

まうのですが、例の契約書の 118 ページのところで、こち

らも契約金額を上限とする賠償になっていまして、これは

繰り返しになりますが、場合によってトラブルのもとにな

ります。頓挫したときとか、別のところに頼むことになっ

たのにお金が用意できないだとかいうことにもなってしま

います。ですので、簡単に上限を契約金額に据えてしまう

ことはなさらないほうがいいと思います。 

はい。 

応札率のところなのですが、100％に近い数字が出たとい

うことなのですが、その辺はどのように考えていますか。 

こちらですが、予定価格が予算額に近かったので、予算額

は公表されているものなので、もしかしてそれが原因の一つ

ではないかと思います。 

わかりました。特に情報が漏れたとかそういうお話では

なくて、たまたま先方さんの予想が当たってしまったとい

う感じですね。 

予定価格調書なのですが、予算をオーバーしたので予算額

という形になっています。そういうものも原因だったと思い

ます。 

案件ごとの予算額はネットとかの情報として公表されて

いるのですか。 

案件ごとは出ていないですが、統計情報部とか各部局のほ

うに照会をすれば非公開ということにはできないですので、

予算を聞かれたら答えなければならない感じです。 
電話でも大丈夫なのですか、そういう情報を聞けるので

すか。 

電話でも予算額の照会があれば一般的にお話ししていま

す。 
何らかの文書での手続等は必要なくて、予算額について

は教えてもらえるということなのですか。 

三段表がホームページに公表されているということですの

で、誰でも見ることは可能となっています。 
そうすると、予算額の制約のもとで出てしまうというの

はわかりましたけれども、日本電気しか応札者がいないと

いうのはどういうことが理由だと想像しますか。前の業者

が日本電気だったからですか。 

開発業者がNECというのも１つ原因にあると思います。 

１者応札になった場合なのですが、必ず私どものほうで１

者応札アンケートという形で入札説明会に来られた業者さん

にファクスを送りまして回答をいただいています。今回あっ

たのが、工期が短いというものがちらほらありました。そう

いうものも原因なのかなと思います。 
工期をある程度余裕を持てば、もしかしたら他者も入れ

たかもしれないですか。 

そういう意見が数者ありました。 

それは次に生かされるのでしょうか。 そういった方向で、少なくとも前回よりは延ばすという方

向で考えています。 



工期が短いというのはどこを見ればわかるのですか、仕

様書ですか。 

こちらのほうですが、13 ページのところになります。契約

締結日が３月 11 日になりますが、ハードウエア・ソフトウエ

アの賃貸借期間及び運用期間が 25 年７月１日となっており

まして、ここまでの期間が短いということと思われます。 
13ページの表で見ると、プロジェクト管理は３月から黒

棒になって、設計は３月ですけれども、これは関係あるの

ですか。 

設計の期間もそうですけれども、移行・試行運用とか、そ

こら辺も含めて１月ずつくらいしかないので、そういった意

味で皆さんが短いと言われているのかと考えておりますが、

業者にそこまで詳しいことは聞いていないので、ただこちら

としては全体的に短いと言われているとは思っております。 
要するに今、やっている業者しかこれでは入れないでは

ないかという話ですね。 

そう思われても仕方ないのかなと思います。 

今の件に関しては今後のためにも、スケジュールは13ペ

ージのようにはっきりあります、多少おくれたりとかはあ

るかもしれませんけれども、そういうものを修正した上で、

それから、例の予定価格のところに出していただきました

ような工数、人月との対応でもってどれくらいハードな仕

事かが変わると思いますので、次にこのシステムを更新す

るときというよりは、ほかのシステムをつくるときや更新

するときに今回のような御経験を生かしてスケジュールを

組んでいただけるといいかと思います。お願いします。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 この案件については、特にありません。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： 保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）認証局の運営業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（公募）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 ： ジャパンネット株式会社 

予定価格  ： 25,573,800円 

契約金額  ： 25,573,800円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ：平成 25年 4月 1日 

（調達の概要） 

 公募を行ったところ、ジャパンネット(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 

この調達方法につきまして若干変則的な調達方法をされ

ていると思うのですが、まず随意契約で公募をされて、公

募者が複数ある場合については一般競争入札をされるとい

うことのようですけれども、その辺はどうしてそのような

やり方をされたのですか。 

こちらの事業は平成18年度に入札を行いまして、ジャパン

ネット株式会社が落札しました。平成18年度にシステム開発

を行って、平成19年度以降運用を行ってきたという経緯があ

ります。このようなことから、ジャパンネット株式会社以外

の事業者が落札した場合、認証局を構築する事業者によって

認証の仕組みがそれぞれ異なっているということがありまし

て、違った事業者になった場合、再度システムの構築から行

うといった必要があります。そういった事情がありまして、

平成19年度以降随意契約で実施していました。ですが、平成

18年度から期間が経過していまして、IT技術の進捗状況も鑑

みまして、契約の相手方が他にいないか検証する意味で公募

を実施しました。 

業務そのものの情報の秘匿性とか、そういうことは影響

しているのですか。 

業務の秘匿性ももちろん影響しております。ですので、電

子証明書であったり、電子認証局とか、そういった運営をし

ている事業者が余り多いとは聞いていないのですが、専門の

事業者でないとなかなか受注するのは難しいかなと思ってい

ます。 



今回１者応募でありましたけれども、ほかの業者さんも

かなりの数が日本にはあるということですか。 

かなり多いかどうかはわからないのですが、事業者名まで

申し上げていいかわからないのですが、電子認証サービスを

行っている事業者が私の知っている限りでは11者以上はあり

ますので、必ずしもジャパンネット株式会社でなくても受託

する可能性はあるのかなと思います。 

でも、情報の秘匿性の面からしますと、毎年毎年いろい

ろな業者さんが参入してくるということはできるだけ避け

たいところですね。 

そういった意味合いもあります。 

取引の公正を図ることと業務の秘匿性を兼ねることはな

かなか矛盾するところがあるので、その辺は例えば来年と

かだとどんなふうなやり方をされる予定でいらっしゃいま

すか。今回については余り関係ございませんが。 

もし仮に違う事業者が請け負うことになった場合は、やは

りこれまでの情報はしっかりと破棄してもらわなければなら

ないと思っています。 

そういうことになるのですか。また新しくシステムをつ

くるとなると、なかなか費用もかかってしまうということ

になるわけですね。そうすると、やはりジャパンネットさ

んが継続しておやりになるのが一番安くて、秘匿性という

面からもいいということになるわけですね。 

はい。 

非常に微妙なところで、ずっと同じ業者さんがやってい

いものかという問題点もございますので、いろいろ御検討

されて進めてください。 

はい。 

今回の随意契約理由書を拝見したのですけれども、たく

さん書いていただいているのですが、最終的には幾つか上

がっている要件、要するにいろいろな技術に詳しいという

ことや医師会とコミュニケーションができるであるとかい

うところを満たすところは余り多いとは思えないというこ

とが随意契約理由の根本というか、一番大きな理由になっ

ているようにこの文章では見受けられるのですが、そうい

う理解でよろしいのでしょうか。 

事業を進めていく上で日本医師会であったり、日本薬剤師

会であったりといった関係する機関と連携していくことは必

須だとは考えています。あとは電子証明書の発行、認証局の

運営というのはなかなか専門的な意味合いが高いので、そう

いった意味でもこちらのジャパンネット株式会社が適切であ

ると考えています。 

ジャパンネット株式会社が選ばれた経緯についてを伺っ

ているのではなくて、随意契約にしますよというのに当た

っては随意契約理由書を出さなければいけないわけです

ね。その理由書の中で主張される随意契約にする理由は何

なのでしょうかという話です。 

それは、公募をしたところジャパンネット社のみの意思表

示でございました。 

それはジャパンネットさんと契約する理由ですね。その

前に公募随契にしているわけですね。公募随契にする段階

で随意契約になぜするのかを明らかにしなければいけない

ですね。 

公募をした結果、ジャパンネット１者だったので、参加資

格に上げた要件を全て満たしていることを確認した上で随意

契約といった形をとらせていただきました。 

恐らく随契理由を書くタイミングの問題なのだろうと思

うのです。今回公募随契にしたいと思いますということで、

本来であれば公募随契にする理由を随意契約理由書として

明らかにするべきだと思うのです。というか、もともとは

そうだったはずだと思うのです。ただ、前回か前々回かの

委員会でも申しましたが、いつのまにか忙しくなってきた

というか、順番が入れかわってどうしてここと契約したの

かという話になってしまってきている。そうでなくて、随

意契約理由書を出しましょうという話は長い公共調達の改

革の中で、一般競争入札が原則であるにもかかわらず随意

契約をやる、そのときになぜなのかを説明してくださいと

いうことがもともとの発想ですね。ですので、ジャパンネ

ットさんで問題ないのですというのは、また別の書類があ

ってもなくても、あったほうがいいと思うのですけれども、

随意契約理由書はあくまでもなぜ随意契約なのかを明らか

にしていただく必要があると思います。 

 要するに、私はちなみにそう思っていないのですけれど

はい。 



も、これだけを見れば、恐らくなぜ一般競争入札ではだめ

なのですかという話になりますね。だって先ほど御自身で

11者あると説明されていましたね。そうすればもう少し競

争原理が働いていいのではないかという意見も出てくるか

もしれません。随意契約理由書はそれに答えていないです

ね。なぜ一般競争にできないのか。ここできつく何かを言

いたいとかでは決してないですので誤解なさらないでいた

だきたいのです。 

 ただ、私のほうからこういうことを言うのがいいのかど

うかわからないのですが、今回の件は随意契約でいいと私

は個人的には思っています。なぜかというと、それは安全

性が必要な仕事だからです。一般競争入札の場合だとほぼ

自動的に、本当に危険があるという証拠がない限りは最低

金額で入札した者に落札させなければならないですね。日

本の場合は交渉とかが認められていませんから。したがっ

て、もしも信用のおけない、もしかしたらとんでもないテ

ロリスト団体のようなところと絡みがあるなどというとこ

ろが応札してきたときに排除できないではないか。さすが

にテロリストの場合はだめでしょうけれども。そういうこ

とがあるから、そういう信用が今回のHPKI、公開鍵基盤で

は重要になってくるから公募随契なのですというようなこ

とを書いていただければ納得するのです。恐らくもともと

これをやろうとおっしゃった方はそういう理由だと思うの

です。なので、ここのところ何回か随意契約理由書がなぜ

随意契約なのかというのが説明されていなくて、国民の１

人としては非常に歯がゆいものを持っておりますので、ぜ

ひ次回以降はそのあたりを明らかにしていただくようにお

願いいたします。 

 それから、ずっと会計課さんなので同じことを繰り返し

て申しわけないのですけれども、例の契約書のところでこ

れもまた損害賠償に関して上限を設定しています。PKIは破

綻すると非常に大きな損失を社会にもたらします。厚労省

のお金とかいうのではなく国民のお金ですし、それ以上の

問題としてHealthcare PKIが破綻してしまいますと、誰が、

あるいはどの医療機関がどんな患者をどうしていったのか

をきっちり担保する仕組みが崩れてしまいますから、損害

賠償に容易にシーリングを設けるのはよくないと思いま

す。国民の生活を守るためにもその点はむしろ厳しい目で

契約書をつくっていただきたいと思います。 

 次で最後にいたします。これまた契約書の終わりのほう

なのですが、34ページのところです。34ページは瑕疵担保

の条項なのですけれども、「納入後１年以内」と書かれて

います。よくこういう書き方はあると思うのですけれども、

これはPKIの話ですので、公開鍵基盤のサービスを開始して

から１年間でないとトラブルの発見のしようがないと思う

のです。納品してからすぐなんて絶対稼働しませんので、

ですのでこういうところも起算日をいつにするかで国民が

損をするようなことがないようにぜひ次はお願いいたしま

す。 

（分科会長の意見） 

私も発想は同じで少しニュアンスが違うと思うのです

が、もし安全性を担保するのであれば民間企業にやらせる

こと自体が本来おかしいようなことにもなるのだと思うの

です。もし安全性も考えるのでしたら、これは入札の透明

 はい。 



性まで考えれば参加資格のところでそのあたりをきちんと

規定して、それで競争入札でやるべきだと思うのです。随

意契約理由書で言っている最後の「同法人のみといえるこ

とから」などというのは来年随契でやる場合の理由になる

ようなもので、ことしの理由になどなるわけがないだろう

と思っていて、この随意契約をする根拠となるようなもの

ではないと思います。そういう意見です。 

 

 ２６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） 


