
平成２５年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２５年１２月２５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２５年７月１日～平成２５年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、

不適切と判断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 ： ハローワークシステム回線・機器に係る移設作業（平成２５年１０月分） 

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 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： ソフトバンクテレコム株式会社 

予定価格  ： 6,228,600円 

契約金額  ： 5,691,262円 

契約率   ： 91.37％ 

契約締結日 ： 平成25年9月10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 

今回は仕様書にいろいろと細かい資料が書かれていまし

て、これを見ますと、少なくとも TCP／IP ネットワークで

特段変わった技術仕様はないと思われました。そうだとす

ると、随意契約の調達相手でなくても、これだけ詳細に仕

様があれば、他の業者でも契約の相手方になるのではない

かという気がするのですが、これについてはどのように御

検討されたのでしょうか。 

この件につきまして、最初に導入しましたソフトバンクテ

レコム株式会社と随意契約をしています。内容としては、ハ

ローワークに置いています回線を、実際移転の場合であれば

回線を外して、また新しいビルに設置することとなっていま

して、作業は土日の実質２日間で作業を行うこともありまし

て、金曜日の業務終了後から、若しくは土曜日の朝から開始

をして、月曜日には動かないことには当然国民サービスの問

題がありますので、その２日間で問題なく、間違いがない中

でやるとすれば、導入をしたソフトバンクテレコム株式会社

に随意契約で調達するものが当方としては適切と考えてい

ます。 

説明の内容は感覚的にはわかるのですが、一方でこれだ

け詳細な仕様を書かれているというのは、まさに障害リス

クを下げるために書いてあるところがありまして、導入業

者であれば間違いがないだろうという発想であれば、ある

意味仕様もそんなにはっきりしないままにいつものとおり

頼むという依頼ができるときに意味があると思うのです。

ここまで仕様がはっきりしていて、なおかつそれほど特殊

な技術を利用しているわけではないということになります

と、より競争性の高い調達でもよかったのではないかとい

う感じがするのですが、そういう御意見は特になかったで

この案件も、外部の委員、有識者の方の調達前の事前審査

は受けています。その中において、入札で実施できないかの

議論は行われているのは承知しています。しかしながら、現

段階では随意契約で調達をしている状況です。 



しょうか。 

随意契約理由書を見ますと、責任の切り分けが難しくな

るのも懸念されているということなのですが、導入業者と

今回の作業者とが異なった場合、責任の切り分けが難しい

というニュアンスなのだと思うのですが、今まで動いてい

て今回の新しいことをやって動かなくなれば、それは今回

導入したほうの責任に違いないので、切り分けが困難だと

いうのは随契理由としては不十分のように思われるのです

が、いかがでしょうか。 

通信機器の場合ですと、例えば常に電源を入れていたもの

を電源ダウンした段階で、壊れてしまうことも多々ありまし

て、それが移設作業を行う前にその段階で壊れてしまったも

のなのか、それとも移設をする際に機器を運ぶときに衝撃等

で壊れてしまったのか、そこのところの切り分けで、責任の

所在で若干もめる可能性があるところは懸念されておりま

す。 

ただ、今回作業するために外して運んでということであ

れば、それは今回の作業者の責任に違いなくて、もし違う

導入業者であったとしたなら、最初の導入業者は私たちが

切ったわけではありませんからと責任のないこと自体はは

っきりするのではないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

確かに切り分けを最初から今回やった業者にもともと責

任を持たせて契約をということの御指摘かと思うのですが、

先ほど申し上げたように、やはりもともと機器にたまたま問

題があったときに、今回移設する業者としてみてはちゃんと

仕様書に基づいてやったものの原因がわからないという部

分は可能性的にはゼロではないのかなと思ってはいるとこ

ろですので、随契理由の内容というか、そこは少し精査して

いかないといけないのかなと思っています。 

そうだと思います。やはり随意契約をしていい場合、若

しはしなければならない場合という会計法ですとか予決令

で定められたものに合致しているところを随契理由書では

書いていただかないと、責任のアカウンタビリティーとし

ては果たし切れないかなと思いますので、ぜひそういった

観点で次回以降は随契理由書の記載をお願いしたいと思い

ます。 

 同じ観点で、安定稼働しなければ国民に不利益であって、

随意契約で要するに信頼できるところに頼んだというの

も、安定稼働できなければ国民に迷惑というのはどのシス

テムでもそうですので、そんなことを言っていたら全部の

システムが随意契約になってしまいますから、随契理由書

の理由としてはやや力不足と思います。こちらも今後はぜ

ひ法令遵守の点からということで書くようにお願いしたい

と思います。 

はい。 

予定価格は61ページですが、65ページの見積書をもとに

この予定価格を立てたのでしょうか。 

こちらの予定価格ですが、過去からこの移設作業は随意契

約で調達していることもありまして、過去の見積もりをベー

スに、例えば今回の枚方公共職業安定所の移設は移設の中で

は大規模なものになっていますが、大規模、中規模、小規模、

あとは端末台数とかそういったものである程度過去の実績

がありますので、それを当方として定額化をして予定価格を

まず定めております。その上で見積もりを提出させて、当然

予定価格の範囲内に収まらない場合は仕様書を業者と確認

しながら再度交渉しています。 

見積もりが 569 万 1,262 円、消費税込みですね。これよ

りも高い予定価格、622 万 8,600 円にしたのはどういうこ

となのでしょうか。 

随意契約の場合であっても調達段階でまず予定価格を定

めておりますので、その範囲内で相手業者から予定価格を下

回る見積もりが出てきたものです。 

よくわからないのは、予定価格の日付と見積もりの日付

と契約の日付がみんな同じ日になっているのですよ。何で

こんなことになるのかなと思うのでお聞きしているので

す。普通は見積もりをとるというのは、予定価格を算定す

るための資料として１者ないし数者からとるのだろうと思

うのですが、これはみんな同じ日付で全部やっているから

何でこんなことになるのだろうと思ったのです。 

厚労省全体かどうか私も勉強不足のところがありますが、

こちらの件は労働保険特別会計の雇用勘定での調達です。随

意契約の場合は見積もり、予定価格、契約日を全て同じ日付

で、行っていますので、そこの取り扱いが適切でなければ、

そこはまた会計課等と調整をして確認をさせていただきた

いと思います。  

見積もりを先にとって予定価格を決めて、予定価格を決

めた後で契約をするというのは、実際はそういうプロセス

をたどっているのですか。 

実際はそういうプロセスでございます。 



そうしたら、それでないと後から見て書類だけ全部同じ

日に整えて、何となく操作しているように見えてしまいま

すね。 

はい。 

先ほどの随意契約の理由のところに戻ってしまうのです

が、随意契約の理由が書かれている内容につきましては非

常によく理解はできるのですが、仮にこれを総合評価落札

方式でやった場合に、やる対象にはもう前提としてならな

いとお考えなのか、それとも一定レベルなるとお考えなの

でしょうか。 

こちらとしては先ほどから説明しているとおり、２日間、

もしくはこの件については３連休でやっていますが、万が一

といったときに月曜日に切り戻しができなくて業務に支障

が生じるのは非常にリスクが高いと思っておりますので、今

後も原則随意契約で調達させていただきたいとは考えてお

ります。 

（分科会長の意見） 

でも、それでもいいのかというのは根本的な問題として

はやはりありますね。先ほどの仕様書の具体的な記載の問

題と絡めると、ではもう少し記載をきちんとすれば、ある

いはもう少し開示をきちんとすれば競争入札にも適するの

ではないか、そういう努力は要らないのかというような根

本的な問題はずっと残っていくことになってしまいます

ね。 

 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システムに係る機能改修業務 

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、低入札価格調査を実施している中で、最も契約金額が大きく、ま

た、再委託金額の割合が２分の１を超えているため。 

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 ： 日本電気株式会社 

予定価格  ： 84,000,000円 

契約金額  ： 44,100,000円 

契約率   ： 52.50％ 

契約締結日 ： 平成25年8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、３者が応札し、最も低い入札金額を提示した日本電気（株）が、

契約の相手方となった。落札率は、52.50%で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

再委託のところですが、164 ページに再委託に関する業

務の範囲で基本設計から最後のデータ移行・設定まで書い

てありますが、この業務は重要な中枢的な業務であって、

ほかに業務があるのかというところがありまして、これだ

けを見るとかなり丸投げ状態という感じがするのですが、

その辺についてはいかがですか。 

このエイプルジャパンの会社が直接基本設計そのものを

作っているわけではありません。我々と基本設計、詳細設計

を作る過程において１週間あるいは２週間に１回くらいの

ペースで、７～８回くらい打ち合わせを行っています。その

打ち合わせ資料はNECのほうで準備しています。基本的な制

度設計に関しては、NECで考えた上で、文章を作成する部分

に関してはエイプルジャパンに一部委託してございますが、

総合的な部分に関してはNECが行っています。 

 そうすると、この文章の表現として「基本設計の一部」

というような記載のほうがよろしいということですか。 
記載に関しましてはこれだけだと一部かどうかがわかり

にくいことになっていますので、もうちょっと詳細に書かせ

てもよかったかなと思います。 

この内容から見ますと、ほとんどの業務がエイプルジャ

パンで作業しているというような印象を受けてしまいま

す。 

あと低入札価格調査の書類について68ページですが、こ

の中で合理性のある積算をされているという表現がありま

すが、この資料の中に積算の内訳書類は添付されています

か。合理的だと判断された根拠となる文書は、この中にあ

りますか。 

資料でいいますと83ページです。81、82が予定価格であり、

83ページが相手方の積算です。 

委託の割合が金額でいうと57％強で、人月で数えると

80％強が委託作業になっていますので、先ほどの指摘のと

おり詳細な説明はやはり残しておくべきと思いますので、

人月について、この人月で業務が履行できますかという質

問の仕方はしたところでありますが、それぞれの項目の人月

の細かいところまではそのときに説明があったわけではな



お願いしたいと思います。 

今、最後に出てきました合理的であると判断されたとい

うところなのですが、82ページが予定価格を立てるときの

積算内訳で、83ページが出されてきた内訳なのですが、こ

の構成を見ますと、特に問題になるのは人月になると思う

のですが、これは結構乖離しております。例えばプロジェ

クト管理は予定価格では９人月で、出てきたものでは４人

月、要件定義のところでは４人月だった予定価格での予定

なのですが、それに対して実際出てきたものは1.25人月と

いう感じで、金額が低いわけですから通常低くなるわけで

すが、半分以下とかですと厚労省側のほうで意図したシス

テムに本当になるのかというところが不安になると思うの

ですが、それについて聞き取り調査、低入調査のときに何

か具体的な説明がありましたら教えていただければと思い

ます。 

かったです。 

低入調査をやるということは、ある意味本当に問題がな

いのかということを記録に残すという部分もありますし、

国民への説明責任もありますので、そういう意味ではこち

らではこういうつもりでこういうプロジェクト、管理に対

して何人月と考えていたのだけれども、おたく様ではこれ

しか割いていないようですがどういうふうな計画ですかと

いうようなところを聞いておいて、なぜこのように安くな

るのかをやはり聞き取るべきかと思います。要するにでき

るのですかと言われて、やはりできませんと言うような入

札者などいないと普通に考えたら思うのです。ですので、

うまくいくことの説明をもらってくるというふうにぜひ次

回以降お願いしたいと思います。ぜひお願いします。 

あと細かいのですが、平成22年度に厚労省では新型イン

フルエンザのデータベースを作っていたはずなのですが、

これは今回のものとちょっと似ていて、作って使ってみた

ら機能に不十分なものがあったので、改修というか機能追

加をやりましたということになっていて、会計検査院から

指摘を受けることにつながっています。今回もデータベー

ス作りで機能改修に短期間でなってしまったわけなのです

けれども、原発のことで確かにスケジュールは押していた

のかもしれないですが、平成22年に会計検査院から指摘さ

れてまたかというところがあるので、これについて何か説

明はありますか。 

平成22年のインフルの関係のシステムを承知していませ

んので、それにつきましてはまた参考に情報を集めたいと思

います。 

ぜひお願いいたします。データベース作りは結構共通す

るノウハウですとか、あるいはプロジェクト管理のノウハ

ウもあろうかと思いますし、会計検査院に言われていると

いうのはそれなりに重く受けとめるべきと思いますので、

ぜひ御対応をお願いします。 

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 ： 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムのソフトウェア追加ライセンス導入及び保守

業務 

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 ： 労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ： 1,665,300円 

契約金額  ： 1,665,300円 



契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 8月 29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 

９ページの随意契約理由のところですが、IDを追加で

1,000取得されて、既存の１万3,000と合わせまして１万

4,000。１万3,000につきましては既存の業者さん、今回随

意契約をされた業者さんが既に履行しているので、一括し

て管理する必要があるから既存の業者さんにお任せすると

いう理由ですが、これは仮にほかの業者さんで行った場合

はどんなふうに予想されるのか教えて下さい。 

ライセンスを 1,000 ライセンス追加したことになるので

すが、あくまでユーザーID を管理するソフトウエアは１つ

でございまして、その１つのソフトウエアを異なる２つの業

者で管理することになってしまいますので、その業者間の役

割分担ですとか責任の分界点の明確な切り分けができない

ものですから、今回は既存の業者のエヌ・ティ・ティ・デー

タさんに特命随契でお願いする形にしています。  

ソフトウエアが１つだというのはどういう意味でしょう

か。 

ユーザー情報を管理しているソフトウエアがサーバー上に

ありまして、そのソフトウエアが管理しているユーザー情報

がこれまで１万3,000ありました。今回新たに1,000追加する

ことになりまして、管理する情報が１万4,000になります。た

だし、１万3,000にしても１万4,000にしても、管理するソフ

トウエアがOracle directory serviceという１つのソフトウ

エアなものですから、したがってソフトウエアの数自体は変

わらなくて、ライセンスの数を増やすといった契約を今回追

加で行う必要がありました。 

 そうすると、２つの業者さんで同じサーバー、同じソフ

トウエアのデータを切り分けて管理することは実際上でき

ないという意味ですか。 

そのとおりです。 

基本的なところなのですが、今回ライセンスを買い足す

というところはストレートにわかりやすいのですが、保守

がくっついてきます。保守はユーザーライセンスの買い増

しで増額されるというのは、ハードウエアではないので普

通は余りないように思うのですが、これはどうしてなので

しょうか。 

 

ソフトウエアのライセンスについてはオラクル社というソ

フトウエアの販売元から購入することになるのですが、ライ

センスの購入と保守についてはあくまでセットで販売する形

でしか契約をしてもらえません。それであくまで保守するソ

フトウエアは１つなのですけれども、ライセンスを買い増す

ごとに保守の権利というか、契約も一緒に抱き合わせで購入

せざるを得ない形になっております。 

そうですね。ですので、それを随意契約理由書に書いて

いただいたらいいなと思うのです。オラクルの商売として

はユーザー数をベースにとか、あるいはレコード数をベー

スにというふうにいろいろとライセンスというか、課金の

システムが決まっているというのは業界では知られたこと

ではあるのですが、やはりまさに随契理由書という文書で

残しておく段階で、ライセンスを買い増しするのはいいけ

れども、なぜ保守まで余計に買う羽目になるのだというと

ころが残っていなければ説明できないのです。それこそ10

年くらいたって担当の方が全部入れかわっていたら全く理

由がわからないことになりますので、どうして随契にした

のか、保守の部分はこういうふうにセットなのだというこ

とをきちんと書いておいていただくようお願いします。 

これは確認なのですが、今回の新機能といいますか、審

査委員の方が閲覧できるようにするということは当然前に

計画があったと思うのですが、その段階でライセンスが増

えるということで、そこで既に予算措置なり調達なりをし

ておくべきだったのではないかという気もするのですが、

それについてはどのようにお考えでしょうか。 

こちらについては、当初新たに使用することになる労災診

療費審査委員のユーザーIDについては、経費節減の観点から

通常のユーザーID とは異なりましてメールなどを使用しな

い形でユーザーID を作ることにしようということでコンサ

ル業者等々と詰めていたのですが、今年になってメールを使

わなくてもユーザー情報を管理するこちらの LDAP というソ

フトウエアのライセンスだけはやはり調達しないとならない

ことが判明しまして、それで今回急遽こちらを調達すること

になりました。 

あとライセンスの管理について確認という感じなのです

が、例えば平成 21年度の農林水産省の調達で似たようなデ

ータベースとかライセンスの買い増しがあるのですが、最

終的にそのライセンスは買い足さなくても十分数を保持し

ユーザー数は、日々非常勤職員が新たに採用されたり、逆

にやめたりだとかして数が変動するものですが、業者から毎

月報告を受けていまして、現在使用しているユーザーIDが幾

つですということで毎月確認をしています。実際に直近で確



ていたことが会計検査院の検査でわかっています。簡単に

言ってしまえば、農水省はそういうことの管理が甘かった

ということに尽きるのですが、でも金額的に大きいもので

すので検査院から当然指摘を受けたわけです。厚労省では

そのような問題がないようにライセンス台帳的なものはあ

るのかということを確認させて下さい。 

認した数においても１万3,000を超えるライセンスが登録さ

れていますので、決して無駄にはなっていません。 

それでしたらよろしいかと思います。ライセンスがたく

さん買われているにもかかわらず、実際はそれほど使われ

ていないであるとか必要なくなったというのは組織改編で

起き得ることですので、毎月とは申しませんけれども、定

期的にチェックしてぜひ無駄なライセンスを持たないよう

にしていただければと思います。よろしくお願いします。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 日本バイオアッセイ研究センター実験設備メンテナンス業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約の案件中、再委託の割合が2分の1を超えているため。 

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 ： 柴田科学株式会社 

予定価格  ： 66,353,000円 

契約金額  ： 66,150,000円 

契約率   ： 99.69％ 

契約締結日 ： 平成25年8月6日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者が応札したが、入札は不落となり、予算決算及び会計令第

９９条の２に基づき、柴田科学（株）と随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は４つの会社に再委託をしているということなので

すが、84ページ～86ページまでどの会社がどの部分を担当

されるのかが書かれています。これを見ますと、そもそも

今回の調達では１者で受託できるような会社はなかったと

考えていいのかなという気もするのですが、それについて

はいかがでしょうか。 

工事関係でございますので、先ほど申し上げましたとお

り、それぞれの空調だとか電気関係とかいろいろな専門的な

部分がありますので、複数の業者に再委託するのは不自然な

ことではないなと思っています。ですので、これを見ますと

１者で全てができるというのは確かになかったのかもしれ

ないなと思っております。 

いつもは国交省が行っていたので勝手が違うところはあ

ったのかもしれないですが、例えば、分割で発注をすれば

応札できる業者が他にあったのではないかなと思うのです

が、そういった可能性はないのでしょうか。 

過去の国土交通省の仕様書等を見ましても、分割というよ

りかはこういう形の調達をされていたので、それを参考にし

ましたので分割とは考えませんでした。 

恐らく過去の国交省が行っていたときは建物付きだった

のではないかと思うのです。確かに建物を建てるときには

施工主がわざわざ水道屋さんを頼んだりガス会社に頼みに

行ったりということはしなくて、建築業者に１つ頼んだら

そこが手配するのが一般的だと思うのですが、今回建物の

工事がないという意味ではむしろばらばらに考えるべきだ

ったのではないのかと思います。ほかの調達はそうしてい

ますので、これだけまとめてというのはやや違和感があり

ます。分割して発注することについて、特に部署の中で議

論とかはなかったでしょうか。 

先ほどの資料にもありますとおり、それぞれの装置の中で

試験まで完結するようなものでありましたら分割もあり得

るかなと思ったのですけれども、１つの、例えば短期吸入装

置のいろいろなパーツを各専門業者にやらせて、最後の装置

として動くかどうかを総合的に判断する業者が必要でした

ので、そういう面で全部を総括する業者がまずあって、細か

いところ、できないところは再委託するという形が妥当であ

るとそのときは判断しております。 

わかりました。今回 84 ページ～86 ページの割り振りと

いうか、企業の分担を見てみますと、柴田科学はほとんど

何もしていないというふうに見えまして、下請４者の名前

しか出ていないのです。これだけを見てしまいますと、単

なるオーバーヘッド、要するに仲介しただけ、仕事をとっ

てきただけの会社のように見えて、非常に不健全な調達に

はい。 



見えてしまうわけなのですが、もし今、説明されたように、

最終的なチェックであるとかが必要で、そこを柴田がやる

ということであれば、それこそ随契理由になります。随契

理由書が今回とてもライトボリュームになっているのです

が、今、口頭で教えていただいた部分こそ理由書に書いて

いただくほうが、後で読んでどうしてだろうというところ

を理解したいという国民にはよろしいかと思うので、今後

はそのように御検討をお願いします。 

日本バイオアッセイ研究センターというのはどういう組

織ですか。 

組織というと若干説明が難しいところがありますが、セン

ター自体は国の所有です。施設は国が持っておりまして、そ

の上で試験研究を中央労働災害防止協会に委託をしていま

す。 

中央労働災害防止協会が日本バイオアッセイ研究センタ

ーの運営をされているという意味ですか。 

まさに施設の上の中身、業務も含めて業務運営の委託をし

ているところです。 

それと別途中央労働災害防止協会さんのほうには厚労省

さんで予算をとって運営しているということなのですね。 

一般的な施設の運営委託がありまして、具体的に今回この

物質について調査してくれとか、そういったところについて

言われているように毎年度それぞれ予算を要求させていただ

いて、認めていただいた範囲の中で実際の物質の試験を行っ

ている状況です。 

日本バイオアッセイ研究センターとのかかわりの中で柴

田科学はほかに何か業務をされているのですか。 

試験研究のところは完全に中央労働災害防止協会の範囲で

行っています。今回の話は、国の施設の維持メンテナンスと

いうところですので、中央労働災害防止協会と例えば柴田科

学が何か直接の関係があったところではなく、過去から、柴

田科学だけではもちろんないのですが、このバイオアッセイ

研究センターの施設の改修とかいったところについては国が

直接（国土交通省に支出委任）行っていますので、柴田科学

が試験を行っているわけではないのです。あくまで試験のた

めに必要な試験設備のメンテナンスを行っています。 

そうすると、機器等も含めた持ち物については全部国が

持っているということなのですか。 

そのとおりです。 

こういう場合は一旦中央労働災害防止協会に予算を充て

て、その予算の中から今回でいうところの柴田科学さんの

ほうに支出するという形式は普通はとらないものなのです

か。 

あくまでこれは国の設備ですので、上の業務の運営を委託

しているところと国の施設に対して改修するところは切り分

けてやる必要があると思っています。 

国のものだから直接国の予算で実施するという意味です

か。 

そうです。 

それから、柴田科学さんの信用度ですけれども、その辺

は何らかの調査をされているのですか。 

信用というところの言葉の定義にもよるとは思います。 

この実験設備そのものは全部を一括して過去はゼネコン

が作ったということですか、それとも設備全体を切り分け

てそれぞれ国交省が行ったかもしれませんが、どういう業

者が履行されたのでしょうか。 

そもそもセンター自体が作られたのが昭和53年か54年かに

なりまして、そのころから使っている設備もありますし、消

耗するようなものについてはその都度その都度入れ変えをし

ております。それは基本的に全て国交省に支出委任をしてい

まして、通常施設改修の案件として伺っている範囲だと、例

えば建屋の単位とかで切り分けられるものは分割発注してい

るのだと思うのですが、一括でゼネコンさんに発注していて、

そこで適宜下請に依頼していただいていると思います。今ま

での改修に関してはそういった形で１者と契約を行っていた

という話を伺っています。 

 そうすると、この施設全体について日常的というか、通

例的な運営保守みたいな、管理業者はいるのですか。 

通常の建屋のメンテナンスについては込みでやっていただ

いております。 

建屋ではなくて設備の保守です。 

 

この設備の改修はメンテナンス業務としていますが、毎年

度必要になるものですので、そういった意味ではずっとメン

テナンスはやり続けていると言えます。 



今回は通常のメンテナンスから外れる特殊な改修であ

り、特別に発注をかけたということになるのですか。 

試験をやっている間中は基本的にはずっとその試験をやり

続けておりますので、もちろん掃除とかはあるとは思うので

すが、それ以外の施設のメンテナンスがどこまでのものをイ

メージされているのかにもよるとは思います。基本的には何

年かに一度必要となる設備を総入れかえに近い形にしてお

り、その中で対応しているものだと思います。今回の契約で

行っているものではないですが、国交省さんのほうでどうい

った形で施設のメンテナンスをされているかは支出委任の中

で行っていると思います。 

先ほどの質問と関係すると思うのですが、島津製作所製

の設備がありますね。こういうものの改修は恐らく島津に

しかできないのだろうと思うので、先ほど言った全体を統

括するそういうゼネコン業務みたいなものをもともと考え

ながらこの仕様を作って入札にかけたことになるのです

か。 

そもそも仕様の作り方ということで、何分国交省のほうに

仕様を作っていただいているものでして、もともと支出委任

の想定で行っていたものなのです。調整をずっと続けていた

結果として、今年度施設整備ではないということで、最終的

に支出委任を受けられないとなりましたが、そもそもそれ以

前の仕様をつくる段階では完全に国交省の支出委任の今まで

のベースで作っていただきました。その中でどういった業務

の体制を想定していたのかというところについては、今回の

ような形でまさにまず実験設備のメンテナンスという業務一

括でやった中でそれぞれ必要なパーツについて下請さんとか

に入っていただくというイメージで作るられていたものだろ

うと思います。 

そうすると、大体予想に沿った形になって再委託をする

のだろうなと、それでやはり再委託の申請者が出てきたと

いうことになるのですか。 

恐らく国交省の仕様を作った段階ではそういう形になるの

だろうと思います。我々の中ではこのパーツのこの部分につ

いてメンテナンスをやってくれと切り分けるのは、先ほど御

指摘もいただきましたように、随契理由のところに本当は書

くべきところなのだとは思うのですが、全体を統括してチェ

ックしていただくことができないと、島津だけメンテナンス

をやってくれという形で切り出したり、そういう業者はこう

いうところがいいだろうとか、我々はなかなか選びづらいと

ころもありますので、そこは一括して全部やらせていただい

たという理解です。 

この仕様そのものは国交省が作られて、それをそのまま

活用してということになるのですか。 

率直に申し上げればそのとおりです。 

指摘とかではなくて単に確認なのですけれども、たしか

前回か前々回にバイオアッセイセンターの件が出ていたと

思うのです。中労災に委託するという調達だったと思うの

ですけれども、国が建物を作って、中労災は中で仕事とい

うか、研究をやっている。国が持っているものについては

国のお金で直します、実験研究に使うものについては彼ら

の立てた予算で彼らのお金で払って調達していますと考え

ていて、今回はそのうちの国の持ち物についての話なので

厚労省が行っているということですね。 

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。 

  

【審議案件５】 

審議案件名 ： 汎用申請・届出等省内処理システムに係る更改・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、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 ： アクセンチュア株式会社 

予定価格  ： 1,703,430,015円 

契約金額  ： 1,638,000,000円 

契約率   ： 96.16％ 

契約締結日 ： 平成25年7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、１者応札となり、アクセンチュア（株）が契約の相手方となっ

た。落札率は 96.16%である。 

意見・質問 回   答 

最初に確認をさせていただきたいのですが、今回 933 ペ

ージに入札証明書があるのですが、ふだんは開札調書がつ

いてくると思うのですが、これは何か特別ルールが変わっ

たとか、あるいは準拠する法令が変わったのでしょうか。 

年金特別会計については従前から開札調書ではなくて入

札証明書を作成しておりまして、特段決まりとかはないので

すが、慣例に沿って今回も作らせていただいたところです。 

わかりました、慣例に沿ってということですね。 

それから、今回は予定価格をつくる際にプライスウォー

ターハウスクーパースに試算してもらったということが

932ページに書いてあります。もちろん有名な会社ですが、

この会社は入札対象から排除されていたりとかはするので

しょうか。 

今回汎用受付システムの更改に当たりまして適切に調達

を行うという目的で別途こちらのプライスウォーターハウ

スクーパースと調達仕様書を作成する業務の契約を締結し

ていました。プライスウォーターハウスクーパースは、今回

の更改の入札の参加資格はございません。 

入札参加資格がないと相手も納得しているわけですね。

わかりました。 

プライスウォーターハウスが出してきたものなのです

が、例えば人月単価を見ると、プロジェクト管理が１人月

で 150 万円と出ています。これは例えばよく厚労省で使う

『積算資料』などを見ますともっと安い金額であったしま

すが、今回この金額で良いというふうに、予定価格に使っ

て良いと考えたのはどういった根拠なのでしょうか。 

今回プライスウォーターハウスクーパースのほうで試算

していただくに当たりまして、複数業者から参考の見積もり

を徴取いたしました。いただきました見積もりの結果をもと

に、プライスウォーターハウスクーパースのほうで適切な工

数ですとか単価を彼らが持つデータベースのようなもので

すとか市場価格等も踏まえて精査を行いましてこちらの金

額を計上したと聞いております。 

数者集めたのは厚労省で集めて、それとプライスウォー

ターハウスのこれとを突き合せたという理解ですか。 

プライスウォーターハウスクーパースのほうで徴取をし

た見積もりを比較して、最終的にこちらの金額を算出してお

ります。 

わかりました。もちろん外の人に現況を把握した見積も

りを作っていただくこと自体はよろしいのかなと思うので

すが、先ほど申しましたように、例えば『積算資料』より

はかなり高いですし、一方でJECCの人月単価表からすれば

むしろ安いということで、今回そういう意味では間をとっ

ていますから問題が少ないのかもしれないのですが、厚労

省の中での調達をするときにこれくらいかなというのを積

算したものとこちらとを比較してプライスウォーターハウ

スのものが適切だという判断ができたから使ったというこ

とであればそれでいいのですが、そういう判断は、内部で

されたと考えて良いのでしょうか。 

基本的に予定価格に使う単価は統一的なものが出ていま

せんので、そのシステムに応じて高い単価だったり安い単価

だったりを使っているのが現状なのですが、今回見積もりを

取ってそれを踏まえて精査していただいた単価を見ると、年

金局でよく使っている社会保険オンラインシステムなどの

単価とかと比べてもやはり安価ですので、これで妥当だと判

断した上で使用しています。 

わかりました。そういった予定価格を作るに当たって、

単にプライスウォーターハウスのようなコンサルティング

会社が出してきたものをそのまま丸のみしたのではなく

て、内部でそういうふうなものを検討したのですというこ

とを一文入れたりしないものなのでしょうか。 

プライスウォーターハウスクーパースが提示してきたも

のをそのまま使っているというよりかは、その業者と打ち合

わせをしながら、説明を受けて納得したものを提示していた

だいていますので、その過程においては当然職員のほうで精

査等は行っているのですが、結果的に向こうが出してきたも

のを使っておりますので、その事実関係だけを書かせていた

だいているところなのです。 

そこは別にそんなに謙虚にならないで、プライスウォー

ターハウスに市場の現況を聴取しながら合同して作ったで

もいいですし、相談しながら作った予定価格だというのを

残していいのではないかなという気がします。手続につい

ては特にそういう法令がないのだろうなとは思うのですけ

れども、ただ例えば平成22年度に農林水産省が会計検査院

から受けた指摘では、そこでは今回と違って納入した業者

自身が見積価格の形成にかかわっていたというものがあっ

たのです。そこは頭よくというか、現実的に高目に算出し

て、現実の入札ではそれより低く入れてきたのです。そう

いうトラブルといいますか、事実があったものですから、

はい。 



会計検査院のほうとしては試算の際に民間業者の言ってき

た金額を丸のみするのはおかしいのではないのかと22年の

段階で指摘しています。ですので、今、一緒に考えたのだ、

単に丸のみして写したのではないと説明していただいたの

で、そうであればそういう説明を一文でも残しておくのは

今後重要になるのではないかなと私は思いまして、意見と

して申し上げた次第です。 

今の事項と関連するのですが、プライスウォーターハウ

スクーパースさんのほうは単価の非常に高いコンサルティ

ング会社なのですが、今回見積もりされたときにお支払い

になった金額は相当高いものなのですか。 

23 年４月から来年１月までの２カ年の契約なのですけれ

ども、２カ年で約 4,400万円の契約になっております。 

それはどんな契約なのですか。上限が決まっているとか、

そういう話なのですか。 

 最低価格落札方式で調達をしたものになりまして、応札価

格という形になるのですが、一応２カ年の中でプライスウォ

ーターハウスクーパースさんに実施していただくというの

が公開に向けて調達仕様書の作成も含めた調達支援と公開

業務を円滑に進めていくための工程管理の支援の業務をお

願いしています。 

あと応札者が１者ということなのですけれども、公告日

が４月26日で、入札が６月18日、２カ月くらいの十分な期

間はあるとは思いますが、結果として応札者が１者になっ

てしまったところはどのような分析をされていますか。 

結果的に１者になってしまったのですが、今回の更改にお

いて初めて調達支援業者と契約を行いまして、その業者さん

の協力をいただきながら更改の方針ですとか要件の検討、調

達仕様書にその内容を適切に反映していくことを進めてま

いりました。調達仕様書の観点では、要件や機能改善に係る

部分を明確に仕様書に示すことに重点を置きました。評価方

法の観点につきましても、仕様書において求める部分が実行

力を確実に評価したいというところを目的に今回総合評価

落札方式で調達を行ったのですが、評価基準の作成におきま

しても平等に評価ができるような記載に努めてまいりまし

て、機能改善に伴う改修の評価項目につきましては、応札時

に公開しております閲覧資料を見ていただくことで提案が

可能になるような評価項目を作成してまいりました。 

 今回の汎用受付システムの特徴なのですけれども、現行シ

ステムからの単純なリプレースを基本としていることと、既

存の機能の改善を基本としておりました。改修の範囲は比較

的軽微なものであったと考えておりますし、さらに先ほど申

し上げましたとおり、応札時の資料に現行システム、ただ設

計書を開示するのではなくて、設計書を見ていただく前にあ

る程度概要を見ていただくことでシステムの立ち居振る舞

いを理解いただけるような資料などの整備も図ってまいり

ましたので、新規業者も応札しやすい環境の整備も行ってま

いりました。 

ただ、このシステムの特徴なのですけれども、新規で開発

する作業範囲が少なくて、スクラッチ開発が基本になってく

るということで、システムの独自性が強いという特徴がござ

います。そのため既存業者につきましてはリスクを最小限に

した工数で入札がしやすいと思うのですけれども、どうして

も新規業者のほうはスクラッチ開発という特徴でリスクが

残ってしまう可能性がございまして、既存業者よりも工数が

高くなってしまうということで、応札ができる可能性が高く

ないのではないかということで結果的に見送られたのでは

ないかなと考えております。 

説明会には何者か来られたのですか。 ９者だったと記憶しております。 

８者は入札に参加しなかったということですね。わかり

ました。 

949ページの支出負担行為担当官別契約金額等内訳の契

この汎用受付システムが厚生労働省における電子申請業

務を行うためのシステムということもございまして、申請件

数の実績に応分して費用負担をいただいております。 



約金額なのですが、これはどんなふうにして配分されてい

るのですか。全体のアクセンチュアにお支払いになる契約

金額をどんなふうにして各部局に配賦されているのです

か。 

プライスウォーターハウスクーパースの積算は新規業者

が入って落札することを前提に恐らく見積もっているはず

ですね。いろいろな新規業者が入りやすいような環境づく

りをして、なおかつ提案が１者もないというのは、やはり

既存の業者が相当優位な位置にあるということなのです

か。提案くらいあってもよさそうな、あるいは金額が太刀

打ちできなくても入札があってもいいような感じがするの

ですが、もともと太刀打ちできないと最初からあきらめて

しまったのでしょうか。そのあたりは参加業者に聞いてみ

ましたか。 

 

新規だとやはり工数は増えるでしょうから、時間が恐ら

くタイトになり過ぎる。そうすると、ほかの仕事もやって

いるから要員を回せないということですかね。既存の業者

等は工数が少ないから同じような立場に立つとして、仮に

３分の２なら３分の２くらいの要員で足りるという事実上

のメリットというか、リードしている部分があるのですか

ね。 

全ての業者にはまだ確認は行っていないのですが、一部の

事業者さんに聞き取り調査を行いましたところ、今回７月４

日～12 月末までの設計開発期間で調達を行っているのです

が、その設計開発期間に業者さんが必要とする要員を確保す

るめどが立たなくて応札を見送ったという業者さんの意見

は聞いております。 

 

 

 

 

 

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６】 

審議案件名 ： 医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（企画競争）の案件中、1者応募の中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 医政局 

契約相手方 ： 国立大学法人東京大学 

予定価格  ： 238,311,429円 

契約金額  ： 238,311,429円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 25年 7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、国立大学法人東京大学

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 

まず随意契約を選択されたということで、研究内容が

かなり高度であるために随意契約によって企画内容に

ついて十分な検討をされたいということにつきまして

は非常によくわかるのですが、これを仮に総合評価落札

方式を選択した場合につきましての何らかの不都合と

いうのはどのように考えていますか。 

これはどこでもできるというようなものではないという

ものと、もう一つは今、ちょうど盛んにビッグデータの解析

という話も出ていまして、スピード感を持ってやらなければ

ならないこともございますので、ある程度の見識、知識、実

績がないと難しいというのがやはりこちらの見解です。総合

評価も選択肢としてはあるのでしょうが、適切な業者が果た

して本当に落とせるかというところでは懸念があったとこ

ろです。 

そうすると、東京大学があらかじめ想定された調達とい

うようなことになりますか。 

東京大学は平成19年から実はこれに関連した研究をして

いると伺っておりますので、いいかどうかはわからないので

すが、念頭には確かにありました。 

これは仮に京都大学であったり東北大学という可能性は

ないのですか。 

実際にこれをやっているというお話は聞いたことがござ

いません。この分野は非常に労力をかける割には余り成果は

得るものがないというのが今までのお話だったようで、そこ

に手をつけているという話を聞いたことがございませんで

した。 



契約内容について確認させていただきたいのですが、46

ページの支出予定額内訳の一番上の人件費 5,115 万の中身

ですが、教員（助教授）700 万掛ける７名となっています

が、この教員は既存の教員を使用されるのか、それとも新

規で採用されることになるのか、その辺はどちらとなりま

すか。 

こちらは今、いる職員の方だと聞いています。 

そうなると、もう収益につきましてはほかに充てられた

上に追加で 700 万をこの予算の中で東京大学は得ることに

なりませんでしょうか。 

これはこの事業に関してのお金ということで、別に今の給

与の上にプラスオンしてというお話ではないと聞いていま

す。 

もちろんそうですが、東京大学は別途国家予算あるいは

授業料等でその教授のお給料は手当ができているわけであ

って、新たにこの 700 万をとるのは若干おかしいかなと疑

問点があるのです。微妙なところではありますが、その辺

はいかがですか。１人当たり 700 万につきまして、むしろ

余ってしまうことになると思うのです。 

そこはあくまでも我々の委託事業として行っていただく

業務としての金額と私たちは認識しているので、そこは東京

大学が実際にどうお支払いをしているかは確認をしなけれ

ばなりませんが、余計な支出というか、その方に余分なお金

が入っているとは考えてはいません。 

教授に対しては 1,400 万お支払いすることは多分ないと

は思いますが、東京大学が別途国家予算を使用してこの教

員の方にお給料を与えているにもかかわらず、さらに予算

の中でこの 700 万を請求するのはどうなのですかね。 

委託費の性質としてはおかしくないことだと思います。 

東京大学もこの教員の給料について別途予算を立てて文

科省のほうに請求をされていると思うのですが、コストが

両方計上された上で予算化されているのではないかなと思

います。 

そこは恐らく運営費交付金が欲しいという話の計算の中

ではあくまでも東京大学としての業務、それでもっての予算

請求と我々は考えています。なので、これはあくまでも我々

が別にお願いする業務としての対価という形で考えていま

す。 

でも、その下のところに技術支援員 400 万というのもあ

りますが、これも恐らく既存の東京大学の職員が当たるこ

とになると思うのです。少し何か変だなとも思うのです。 

そこはいわゆる独法全体の話にも及んでくるのかなと思

うのですが、その辺は私などは国立病院出身なので、国立病

院でそういった人件費を算出するときは、いわゆるこの業務

に何％のエフォートを割いてというようなことを、正確かど

うかは別としてある程度そういった形での請求にしている

ので、そこには二重に入ることはないと思います。 

そうすると、この教員が年間 700 万というのは、実際に

は仮に 1,000 万だといたしますと、300 万につきましては

通常の予算の中で、残りの 700 万につきましてはこの予算

でというようなやり方ですと非常にクリアでよくわかるの

ですが、両方同じ金額が入っているとなると少しおかしい

かなと思ってしまいます。 

前者であると考えておりますが、ここは確認をさせていた

だきたいと思います。 

本来であればどういうふうに時間配分をされたかという

ことで、通常の予算請求と今回の特別な予算請求というふ

うに分けるのがいいのかなとは思います。 

承知しました。 

今回のものは大きな仕事になっていて、なかなか分割す

れば少し手が挙がるとか、時間を待てば手が挙がるという

ものではないということは想像されます。ですので、強い

て言えば１者応札でなくするためにはもう少し宣伝と申し

ますか、こういったことを知りたいからお金を用意してい

て知見を集めているのですというようなことを、調達とは

独立して長くいろいろなところを広く広報するとかいうこ

とくらいしかないのかなというのが正直なところで、私は

今回の件に関しては今後も１者応札ではなくなるようにそ

ういった説明とか広報を頑張ってほしいというコメントだ

けです。 

はい。 

この件で募集要項をとりに来たのは東大だけなのです

か。 

東大のほかに３者来ました。その際に説明会等のお知ら

せ、あと簡単な概要を説明して、ぜひというようなお話はし

たのですが、実際に説明会に来たのは東大だけというような

状況でございます。 



質問とか回答とかを求めることができるようになってい

ますが、それもなかったのですか。 

今回のこの件に関しては質問も来なかったというのが実

態です。 

余談ですけれども、提案について提案の説明会みたいな

ものは開かれたのですか。東大からこういう企画書が出ま

すね。その企画書についての説明会みたいなものはありま

したか。 

そちらは開いていません。 

（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７】 

審議案件名 ： 平成25年度障害福祉サービス等報酬改定影響検証調査（障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査）

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 ： 社会・援護局障害保健福祉部 

契約相手方 ： 株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ： 48,300,000円 

契約金額  ： 48,300,000円 

契約率   ： 100.00% 

契約締結日 ： 平成 25年 5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、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 100.00%である。 

意見・質問 回   答 

落札率が 100％であったわけですけれども、これはどう

して 100％になったのですか。 

もともと２カ年というよりかは24年度も同様の事業を実

施しておりまして、前回も落札したのがいわゆる三菱総研で

して、そのときの落札額がここに書いてある4,830万円とな

っております。この事業の予算は毎回前年度の実績ベースで

削られておりましたので、25年度の予算が前回の実績、つま

り24年度の4,830万ということになりました。三菱総研は前

回も自分たちが実施しているわけだから、恐らく予算規模等

も十分把握しているので、また同じ額を再び入札してきたも

のだと考えております。 

昨年の契約金額をそのままということですね。 そのままです。昨年度の契約に沿って予算額がまた減った

ということです。 

三菱のほうはことし予算は削られているという予想はし

なかったという意味ですね。 

そこについては行政事業レビュー等で我々がどういうふう

に予算要求しているかということは各業者の皆様も把握して

いますので、恐らくそういう予想はしてこなかったのだろう

と認識しています。 

 １者応札に結果としてなってしまった理由はどういうふ

うに分析されていますか。 

これに関しましては一応入札募集期間中には入札説明会等

や主なシンクタンク等に説明書の配付ですとか案内状等を送

付して、説明会にも何社ほどかは来ていただいたのですが、

ただ結局１者入札になってしまったので、説明会には参加し

たけれども入札しなかったところについて原因等を聞いてみ

ましたら、共通して返ってきたのが、いわゆる企業内での体

制が間に合わない、整わないという回答を得まして、推測な

のですが、ちょうど入札公示している期間が大型連休の最中

で、なかなか社内において検討する期間が短かったせいなの

か、営業日ベースでいきますと確かに10日以上は確保してい

るのですが、実質企業が休んでいる間に短い期間で体制等を

整えるのが難しかったのかなということは認識しておりま

す。 

そうすると、来年度につきましてはその辺のことを十分 実は既に同じような調査事業を別途私どもが所管しており



考慮して入札日等のスケジュール調整をするということで

すね。 

まして、今年度同じような調査事業がありまして、それにつ

きましてはもう例年以上、例年の倍近く入札の期間等を長く

した結果、４者ほど応募がありましたので、処遇状況調査に

つきましても今後は大型連休の期間を避けるだとか、仮に大

型連休に当たったとしても公募期間を長くしてできるだけ各

事業者において検討する機会を多く与えるようにはしたいと

思っております。 

それから、25ページの予定価格調書のところに一般管理

費は15％配賦という記述があるのですけれども、この辺の

15％という数字の考え方を教えていただいてよろしいです

か。 

これに関しましては恐らく前回、24年度の実際のベースで

考えております。実際24年度の実績が主に一般管理費が15％

として計上されているのを踏まえて、今回25年度予算の一般

管理費についても15％と設定しております. 

一般管理費が 15％、直接経費掛ける 15％で算出するとい

う何らかの根拠はあるのですか。 

明確な根拠というよりか、極端な話、もうここは完全に前

年度の実績ということになっております。 

実績というのは前年契約した積算見積もりですか。 実績です。 

実績をここに入れたということですか。 はい。 

補足の説明をします。推測にすぎないのですが、建設単価

とかの中でも工事管理費とかそこら辺は一定の率で最後に現

場管理費みたいな形で 15％なり 20％というのがあるのです。

なので、こういう事務費の、こういう統計の委託費の中でも

多分そういうルールがあるのかなと思うので、そこは私のほ

うも前例に沿ってやってきてしまっただけだったので勉強不

足というのはあります。 

いつまでも15％という可能性も余りないかもわからない

ので、その辺は少し検討をして下さい。 

はい。 

 今の管理費等に関しては10％～20％くらいというのがほ

かの調達でも見られるので、私自身はそんなに問題がある

ようには思わないのですが、逆にこれは前回調達がある案

件ですから、そちらで恐らく15％となっていたと思うので

す。なので、ストレートに前回と同じ根拠ですでよかった

のではないかというふうに、わざわざこちらから助け舟を

出すのは何なのですが、そういうふうに思いました。 

 私が引っかかりますのは、予定価格の積算をしたときに

消費税などは除いた額で積算及び入札することになってい

るのです。そうだとすると、25ページのⅣの項目、この金

額で予定価格は出すべきだと思います。勝手に切り上げて

しまっているのはルールに合っていません。これはどうし

てこうしたのでしょうか。 

本来であれば48,299,843円が確かに円単位で正式な積算の

結果でもって予定価格になるのではないかということです

ね。 

 

そうです。１円単位で予定価格は出すことになっていま

す。ほかの調達は今までも全部そうなっていますし。これ

は特に問題になっていないでしょうか。 

済みません、そこはこちらの勉強不足がありました。 

  

これは要するに予定価格を超えて入札したことになりま

すね。この積算の右側の表からすれば、税金を抜いた分で

すからⅣ番の金額が正当な予定価格ですから、これを超え

て入札してきたところを落札者としてしまったことになる

わけです。これはまずいと思うのです。予定価格の立て方

とか書類のつくり方でいえばいろいろな御意見があるのは

わかります。しかし、ルールを守ってこその公務員、さす

がに天下の厚労省がまあルールはさておきとは言えないわ

けです。こういうふうな書類上の誤りはまずいと思います。

いかがでしょうか。もう払ってしまったし、調達してしま

ったことですからしようがないだろうと思われているかも

しれませんけれども、ここはやはりもし説明があるならす

べきところですし、そうでないなら今後は絶対にこういう

ことは避けるべきと思います。 

今後は気をつけます。済みません、初歩的なところを間違

えてしまいました。 



そこが一番引っかかったところではあります。 

今回積算されるに当たって何人時間という形で人件費で

すとかを出されているわけですが、前回調達がある案件で

すので、前回どのくらいこういったものが実際に消費され

たのかということは調べられましたでしょうか。 

実績を提出してもらう際にはこの辺の数字も全てもらって

います。 

では、前回のところがベースということなのですね、わ

かりました。これは会計検査院の検査で、21 年度、22 年度

でほかの省庁なのですが、そういった突き合せが甘く、現

実には使っていない分の人月分を払っている例が何件もあ

りましたので、そちらのほうの確認と確認した事実の記録

をお願いしたいと思います。これはコメントです。 

はい。 

先ほどの 15％の件ですが、私どもサイドから、10～20の

間はいいのではないかという意見と、15についてはきちん

と調査をするべきだという意見と２つ出てしまったので、

こちらで調整しないといけないですが、その辺はどうお考

えですか、10～20だったらいいのか、それか 15について

はきちんと検証しないといけないのか、その辺はいかがで

すか。 

一応今後のこともありますので、そこは調べてどの辺が本

当に妥当なのかというのを検討します。 

済みません、今の御指摘で私の意図が伝わっていなかっ

たことがあると思われますので確認なのですが、私は 10～

20 ならいいという意味で申し上げたのではなくて、直感的

によくあるものだなと思いましたという程度のコメントで

す。そこがよいという意味ではありません。どちらかとい

うと、その後申しました、前回調達があるのだからそこで

使った数をここで表示すべきではないかということをお伝

えしたかったのです。 

わかりました。 

（分科会長の意見） 

 予定価格を適正に算出すること。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： 医療技術の評価・再評価に関する支援業務一式 

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、1者応札の中で、最も落札率が高いため。 

発注部局名 ： 保険局 

契約相手方 ： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

予定価格  ： 15,025,275円 

契約金額  ： 14,910,000円 

契約率   ： 99.23％ 

契約締結日 ： 平成25年6月10日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、三菱ＵＦＪ＆コンサルティング（株）が契約

の相手方となった。落札率は 99.23%である。 

意見・質問 回   答 

 今回は残念ながら１者入札ということなのですけれども、

前回は２者来てくださったということですね。今回は説明

の段階でも１者だったのでしょうか。 

説明のときにはもう一者来ていただいたのですが、入札書

を提出いただくまでには至らなかったことになっています。 

前回の契約も今回と同じ三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ

ィングですか。 

はい。 

これはぱっと見た感じ仕様によって前回やったから有利

という仕事ではないような気がするのですが、１者になっ

てしまった、しかも前と同じ会社だったことについて何か

思い当たる点はありますでしょうか。 

確かにただ単に手足を動かせばいいようなお仕事のように

見えるかもしれないのですが、中身としてはやはり診療報酬

全体の枠組み等々も十分に御理解いただいている方でないと

なかなか業務をスムーズに進めるのは難しいところがありま

すので、そういった意味で今回の会社さんは私どもとは別で

こういった診療報酬の関係の調査等もされていますので、そ



の辺の知見等々は十分にある会社さんですので、そういった

点で有利といいますか、興味を持って入札をしてもらえたも

のだと思います。  

今後はさらに応札がふえるように広報等をお願いしたい

と思います。 

承知しました。 

余り魅力的でないお仕事なのですかね。 人手が要る割には余りうまみはないといったような皮肉め

いたことを言われたことがございます。 

（分科会長の意見） 

 この案件については特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 麻薬製造等免許・許可電子台帳システムのバージョンアップ及び機器提供等業務一式 

資格種別  ： 「役務の提供等」（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ： 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 ： 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  ： 36,444,734円 

契約金額  ： 18,007,920円 

契約率   ： 49.41% 

契約締結日 ： 平成 25年 7月 9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 49.41%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

２者入札者があって、両業者さんも似たような金額を出

してきておりますね。一方で低入価格調査をされていると

いうことなのですが、予定価格が少し高目に設定されてし

まったというようなことはないのでしょうか。 

資料の63ページのところに日本ユニシス株式会社と私ど

もの予定価格の比較表がございます。主に大きなところとし

ましては、いわゆるソフトウエアの保守で570万の差が出て

おります。あと出精値引きが340万出ておりまして、日本ユ

ニシスに低入調査をした際に発言があったものとしまして

は、こちらの業務専門でやるというのではなくて、ほかの業

務とかけ持ちをして行うので人件費がその分安価になると

ころがあるという説明がございました。恐らくそういう原因

があったのではないかなと思います。 

今、説明されたように低入札価格の理由書につきまして

システム開発者が今回の件につきましても入札されている

ということなのですが、そうしますとこの中で日本ユニシ

スさんは非常に人月が少なく設定されたベースで作業がで

きるということですね。 

はい。 

今回は２者来た中で両方とも低入対象になるということ

ですので、恐らく少し市価よりも高目に、それで先ほど御

説明いただいたようなほかの仕事とのかけ持ちでできる範

囲の技術力でできるのだという説明でうそはないという

か、間違いはないのだろうと思いました。出精値引きが例

によって大きな金額が入っていて、それをどう考えるかで

すが、ただそれは厚労省の仕事というよりはどちらかとい

うと財務省のということになるのかもしれなくて、ここで

コメントするのは果たしてどうかわからないのですけれど

も、一般的に記録に残るので一応言っておきますと、ビジ

ネスを行っていればとりたい契約であれば多少血を流して

も、お金がもうからなくてものみ込むことはあるとは思う

のです。その点で出精値引きは一般にあり得ることだとは

思うのですが、こと公共調達に関しては最終的にはそのつ

けは民間部門が負担したり、あるいは将来調達で高く取り

戻すということで最終的には国民負担に回されることが問

題ですので、そのあたりをぜひ応札者にも理解していただ

はい。 



きたいですねというコメントにならざるを得ないですね。

仕様を拝見いたしましたが、それほど粗いわけではないで

すし、市価がそうだったということなのかもしれませんの

で、今回の業務規模ですとそのくらいのかけ持ちの作業で

できるのだということはぜひ次回調達に生かしていただき

たいと思います。 

これはリースでやっていますか。リースか買い取りかと

いうのは、通常リースでやっていましたか。 

通常リースです。 

余り金額が高くないからどうなのかなと思いましたが、

原則的にリースを行っているのですね。 

はい。 

リースを組む相手方は落札者のほうで適当に決めて、こ

ことやりたいというとそのまま承認することになるのです

ね。 

はい。 

それから、もともとのシステムは日本ユニシスがつくっ

たのですね。もともとのシステムの開発業者であってもな

くても、余り金額的には変わらないのですね。そういう意

味での先行の利益があったわけではないのですね。 

そうですね。 

（分科会長の意見） 

今、御指摘があったところをそのまま次回の発注に生か

していただくということをお願いします。 

 

はい。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： 個人輸入・指定薬物等に係る広報啓発業務 

資格種別  ： 「役務の提供等」（Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ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中で、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社アジアンアドバタイザー 

予定価格  ： 40,802,569円 

契約金額  ： 11,500,000円 

契約率   ： 28.18% 

契約締結日 ： 平成 25年 7月 30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者応札があり、最も総合評価点の高い（株）アジアンアドバ

タイザーが契約の相手方となった。落札率は 28.18%である。 

意見・質問 回   答 

まず落札された業者さんですが、落札率が非常に低い金

額で落札されていますが、この業者さんは今回初めての業

者さんですか。 

初めてです。 

公共調達に参入するための等級の資格が必要ですが、こ

れは十分に取得されているということなのですね。 

資格はＤ等級の資格を持っております。 

低入札の理由書のところを見ますと、今回低入札になっ

た理由としまして、別途業務のほかにこの業務についても

社員が行う、それから、薬学博士については外注に出すこ

とになっています。薬学博士は現役の方ではなくて、大学

を退官されたような単価の安い方を発注されるために非常

に低い価格で落札できたということになっていますが、少

し財務諸表を見させていただきますと、売り上げ規模は非

常に小さい。販管費の中身を見ますと、給料が非常に少な

い、実際120万ということで、従業員の方が何人の会社なの

かなという疑問があることはあるのですが、その辺はいか

がですか。小さい会社さんが落札されるのは非常に好まし

いことではあるのですが、一方でパフォーマンスにつきま

して担保しなければいけないという一面もあるので、その

辺を教えて下さい。 

済みません、従業員の数は把握していません。このアジア

ンアドバタイザーなのですが、当省の労働基準局の委託費の

最低賃金の広報事業のメンバーとして行っていることを聞き

まして、担当部局のほうに履行上何か問題がないかという確

認をとりました。そうしましたら、逆にいろいろ迅速丁寧に

やっていただいて非常に助かるという意見をいただきました

ので、履行上問題ないのかなと思いました。 

先ほど出ました薬学博士の件ですが、実はこの会社の社長

の父親みたいです。ちょうどこの４月に大学を退官されまし

てフリーだったということで、ぜひこの事業をやりたいとい

う形で応募されたと低入調査のときに説明がありました。 



これは再委託の中でコールセンターにつきましては再委

託の申請が出ているのですが、薬学博士を会社のほかで発

注するときに、これはもしかしたら外注に当たるのではな

いかとも思うのですが、その辺はどうですか。 

こちらのほうですが、私どもでそういう発想にはなってい

なかったものでして、あくまでも直接契約として、そこの社

員として働くという認識でおりました。 

多分社員の中にはそういった方を雇えるほどの販管費の

予算はなさそうなので、恐らくは外注せざるを得ないとい

うような会社さんでいらっしゃると思うので、その辺は今

後専門家を外注して業務をせざるを得ない会社さんにつき

ましては、誰が外注するのかを事前に把握されて、もしか

したら外注の再委託の中に入れるべき内容なのかなとも思

いますので、御検討をして下さい。 

はい。 

確認させていただきたいのですが、144 ページで前回の

調達状況があるのですけれども、ぱっと見た感じ、そちら

に前回どこが落札したか書いていないように思うのです

が、これは同じ会社がやったのでしょうか。 

こちらのほうですが、前回の落札業者が74ページの開札調

書に記載されております一般社団法人偽造医薬品等情報セン

ターとなります。 

 

よく審査調書に前回の落札者が書いてあるのですけれど

も、これは何か伏せておくべきところということではない

ですか。 

記載漏れです。 

 

今度は書かれたほうがいいかと思います。 

 採点に関してなのですが、ほかのページにも書いてある

のですが、例えば20ページの右下と言うべきかもしれませ

んが、横長で見たときには左下のところで、「普通」のと

ころまではいいとしても、「やや劣る」に加点するのは評

価としてはいかがなものかなとちょっと変な気がするので

す。単に底上げされるだけだという考え方もあるのですが、

ほかにできるところがあって、それよりも劣っているので

あれば加点する理由はないのではないかなと思いました。

次回以降御検討いただければと思います。 

 それから、そこよりもうちょっと気になりますのが74ペ

ージなのです。開札調書がありますが、こちらの価格点の

採点のところを見ますと、一般社団法人、こちらは落とし

ていないところですが、こちらの価格点がマイナス60点と

なっているのです。これは初めて見る数値なのですけれど

も、どのように考えたらよろしいのでしょうか。つまりマ

イナスになっているという意味ですか。 

こちらのほうは通常であればゼロにすべきところです。失

格になりますので、予定価格の範囲内ではありませんので、

通常であればゼロ若しくは「－」と書くのが適当かなと思い

ます。 

そうなのです。要するに予定価格、今回マイナス60なの

で問題ないのですが、マイナス１点とかだとランキングし

たときに加算した結果が生き残る可能性があるわけです。

そのときにマイナスであるということは予定価格を超えて

いるので会計法令に違反してしまうことになりますので、

今度からはマイナス点はつけないでいただきたいと思いま

す。 

あとはここの落札者についてなのですけれども、低入に

よる調査の内訳を見てみますと、情報収集の金額が安く見

積もられているようです。85 ページに予定価格との差が示

されています。こちらを見ると情報収集のところが非常に

安くなってしまっているのですが、今回のこのプロジェク

トに関してはそこが結構肝になる、重要になるのではない

かと思うのですが、そちらについてはインタビュー等で確

認されましたでしょうか。 

こちらのほうですが、先ほどの委員から御指摘のありまし

た大学教授を退官した薬学博士を採用することで大幅に人件

費を抑えた結果、約 700万近く差が開いてしまったという形

になります。 

そういうことで納得のいく説明だったということです

ね。 

そうです。 

 ７ページのところで「業務の継承」というのがあるので

すが、現行業者は途中でどうかなったのですか。これは余

こちらのほうですが、152ページに記載しております、当初

この業務は予定価格が3,000万を超えておりましたので資格



り関係ないのですか。８月26日と中途半端なときから業務

を継承するというのは何かありましたか。 

の等級をＡ、Ｂ、Ｃで入札を実施したところ、どこの業者も

入ってこられず不調という形になりました。資格の拡大を行

いまして、政府調達案件でしたからまた引き続き50日とりま

して、８月26日という中途半端な時期から契約という形にな

ってしまいました。 

それは入札の関係で１回流れてしまったから中途半端に

なってしまったのですか。 

はい。 

 では、もともとはちょうど年度がわりではないですが、

中途半端な日ではなかったのですか。 

当初は５月１日もしくは６月１日くらいから契約ができれ

ばという形で考えておりましたが、不調となった結果、中途

半端な時期からスタートという形になってしまいました。 

これはこの審議と関係ないかもしれませんが、現行業者

はこの間随意か何かでつないだのですね。 

先ほど申しました財団のほうと随契という形でつないで、

入札で落札業者が決定したのが、７月 30 日に契約締結を結び

ましたので、そこで随契終わりという形にしています。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 ２９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） 


