
平成２５年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２６年３月２６日（水） 厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部教授 

審議対象期間 原則として平成２５年１０月１日～平成２５年１２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 ： 医療情報システムに係る端末等ハードウェア導入、設置、設定、保守 

資格種別  ： 「役務の提供等」又は「物品の販売」（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、新規の調達案件の中で、最も契約金額が大きく、また、落札率も

比較的に高いこと、さらに、１者応札であるため。 

発注部局名 ： 国立障害者リハビリテーションセンター 

契約相手方 ： 彩ネット株式会社 

予定価格  ： 71,561,173円 

契約金額  ： 69,814,800円 

契約率   ： 97.65％ 

契約締結日 ： 平成25年12月20日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、彩ネット（株）が契約の相手方となった。落

札は、９７．５６％である。 

意見・質問 回   答 

まず調達内容についてはパソコン、OS、診察券発行機

等で、その他パソコン、プリンタの処分を含むものとな

っていますが、高い技術を要するような調達内容ではな

くて、比較的多い業者さんが参入可能だとこの調達概要

書からは見受けられますが、１者応札になってしまった

理由はどこにあるとお考えでしょうか。 

一般的にどこの業者でも取り扱えそうなパソコンなど

のみならず、診察券発行機と手術場用のモニターを構成

の内訳の中に盛り込んでおりまして、説明会に来られて

応札に参加しなかった業者に確認したところ、パソコン

のほかにそういった特殊な物品も一緒に調達することは

難しかったという回答をいただいております。 

説明会には何名くらいの業者さんが来られたのですか。 ７者来ました。 

その７者のうち１者が応札されて、６者の業者さんは

大体同じ理由で応札しなかったということですか。 

メールで確認したのですが、先ほど説明した内容の回

答が多かったと思います。 

診察券発行機はかなり特殊なものなのでしょうか。 機種自体はそれほど大した特殊なものというわけでは

ないのですが、やはりパソコンを扱っている業者さんが

診察券発行機の調達をするのは難しいようです。 

これまでも彩ネット株式会社さんは何回か同じよう

な調達に参加されて落札された経歴があるということ

でしょうか。 
 

診察券発行機はそれほどこまめに購入するものではな

いので、頻繁にあるのかと言われますとそうではないと

いう回答となります。彩ネットさんはこちらのセンター

の調達実績自体はありますので、事情を察して応札して

いただけたのかもしれないです。 

何年か前に診察券発行機の調達はあったのですか。 定かではないのですが、恐らく10年くらい前にあった



と思います。 

 

落札率がかなり100％に近い形で落札されています

が、これは何らかの情報を少しお持ちなのかなという懐

疑心が出てきてしまうのですが、その辺はどのように分

析されていますでしょうか。 

そこは調査を行っておりません。 

 これは偶然ということですか。  そうですね、開札してみたらこの金額でした。  

 そうすると、調達するとき診察券発行機とパソコンは

やはり一体でないと調達できないということなのです

か。別々に調達というのは可能なのですか。 

 10 年前の、更新する前の機種では単体として診察券発

行機のみの調達を行っておりました。 

  

 今回も別々に入札にかけることは可能だということです

か。 

 別々に調達することは可能だったと思います。 

 金額的には今回7,000万くらいの調達ですが、診察券

発行機はそのうちの何％くらいを占めているのでしょ

うか。 

 １台 200万くらいで２台の購入です。 

 診察券発行機はそれほどのウエートは占めないという

ことですね。1,000万くらいですか。 

120万くらいの機器が２台で、240万くらいです。 

それで皆さん６者も入札に参加しないという結果に

なるものなのですか。 
 

仕様書で全てを調達できるものとなっていますので、

１つでも調達ができないと応札ができないことになって

います。 

今回調達されています診察券発行機、カードリーダ

ー、あとタブレットパソコンが含まれているのですが、

これらの仕様が42ページ～45ページまでに書かれてい

ます。少々仕様がはっきりしないところも応札の二の足

を踏ませたのかなという気がするのですが、いかがでし

ょうか。 

機能要件的なところでの仕様書についてはずばりこれ

ということが言えないものですから、含みを持たせたよ

うな書きぶりになっていることがあります。 

 

例えばカードリーダーなどはどのようなカードを読

む機械なのかによって種類があるかと思います。短冊状

のカードを読むものからお中元のデパートで使うよう

な大きなA4サイズのカードまでありますので、こういっ

たカードを読む機種だということが書かれていないと、

この機種でいいのかなというのを想定できないのでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

医療情報システムの中でのカードリーダーは、ずばり

言ってしまえば診察券を読むというような話だったの

で、そこは盛り込んでもよかったかもしれないです。 

 

タブレットについてもう一つだけなのですが、46ペー

ジで、仕様で上の表の２行目なのですが、「ブラウザの

動作が保証されていること」とありまして、これは具体

的には要するにホームページを見られればいい程度の

ニュアンスなのでしょうか。 

そこら辺も含まれているとは思います。 

ホームページを見るためなら別のパソコンでもいい

のではないかというのが素朴な疑問なのですけれども、

いかがでしょうか。 

 

そもそも医療情報システムの中のタブレットパソコン

の用途的と言いますか、使用目的が、病院の中の理学療

法ですとか作業療法における障害者の訓練部門で使用す

る予定でして、当該部門で、使えるようなものならば、

どのようなものでも構わないというような意図はありま

した。 

今回１者応札だったのですが、175ページの審査調書

にある前回調達の方々は応札してもらえなかったので

すが、よくあるのは前回調達したところがもう一度来る

ということがあると思うのですが、２者とも来なかった

ことが意外なのですが、何か理由はありましたでしょう

か。 

審査調書の前回の調達状況としては、全く同一の前回の

調達という意味合いでの記載ではなく、類似案件を記載し

ているものです。まるきり同じものではないので、応札し

なかったのかもしれません。 

93ページ以下に見積書が出ていますね。この橋電とい そうです。 



うのは前回の、今の審査調書に出ている橋電ですね。 

 

この見積書は何の目的で取っているのでしょうか。 

 

こちらは予定価格の算出に当たりまして、参考見積もり

として、見積書を徴収しています。 

日付が25年12月３日になっていますね。調達はいつで

したか。 

入札日は12月９日です。 

 

予定価格調書の設定とは関係がなさそうな日付です

ね。 

予定価格調書の確定は12月６日に行っています。 

 

予定価格調書はどこに添付されていますか。 

 

59ページです。 

入札の提出期限、受領期限が12月２日で、その後にこ

ういう見積もりを取って予定価格を算出したというこ

とになるのですか。 

そうです。 
 

橋電は入札に応じないということが確定したから、橋

電に連絡をして見積もりを作成してもらうことにされ

たのでしょうか。 

 

プライバシーマークの取得を応札要件としているので

すが、橋電株式会社がその資格を取得していないので、そ

もそも参加資格がなかったものです。 

参加資格にそういう要件を設けているのですか。 設けていました。 

次の小島電機はどうですか。 同様です。 

この要件を課すのにはどれほどの意味があるのですか。 金額も高額なものでありますので、担保保証的なところ

での要件として記載しています。 

それは入札公告の中に出てくるのですね。 
 

31ページになりますが、仕様書の「12.2応札条件」と記

載がございまして、「『プライバシーマーク付与認定』ま

たは、『ISO／IEC27001認証（国際標準）』、『JISQ27001

認証（日本工業標準）』のうち、いずれかを取得している

こと」というところで設けておりまして、こちらを取得し

ていなかったものです。 

こういうタブレットとか発行機とか、そういうものの

購入あるいはリースですが、それにこういう応札条件を

付けると、それはそれで競争制約的になると思います。

競争制約的になってもこれは必要な資格と考えられた

のですか。 

結論的にはそういう形になっています。 

前回の調達状況のときはこういう資格はつけなかっ

たが、今回は付けたということですか。 

 

そうです。 

それは好ましいのでしょうか。 一応今回の調達については、システムの調達の一環なの

でPMO審査にも登録していまして、そちらでもプライバシ

ーマークもあったほうがという話となりました。 
 

でも、これはほとんどハードですね。 
 

そうです。 

一般論的なことで申しますと、データを直接扱う業務

であれば、やはりそういったプライバシーマークの取得

であるとかは重要になってくると思うのですが、今回

は、主に納入であって、データを何か操作するというこ

とではなさそうですので、確かにちょっと競争制約的に

なってしまったかもしれないと感じます。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

【審議案件２】 

審議案件名 ： 労災レセプト電算処理システムのアプリケーション保守等業務一式 



資格種別  ： 「役務の提供等」（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ： 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 ： 労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社日立製作所 

予定価格  ： 1,839,678,750円 

契約金額  ： 1,049,895,000円 

契約率   ： 57.07％ 

契約締結日 ： 平成25年11月27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、総合評価点の最も高い（株）日立製作所が契

約の相手方となった。落札率は、５７．０７％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

28 ページの「（２）情報セキュリティーを確保するため

の体制の整備」というところなのですが、２段落目に「経

営者が関与し」という文言が入っています。これは随分大

きなことを要求していると思いますが、具体的にはどうい

うことを念頭に書かれたのでしょうか。 

 こちらのシステムについては、労災の診療費の審査を

するものであり、まさに労災患者さんの個人情報、診療

記録とかを扱うデータ保守業務ですので、きちんととセ

キュリティーを確保した体制を取ってもらいたいという

ことで、経営者ということで取締役等の方がきちんと体

制に入っていただくということを想定して記載させてい

ただきました。 

 CIOのような役員クラスの情報セキュリティー担当者

を置けというニュアンスですね。 

 

 セキュリティーというか、こちらの業務を行うに当た

ってはきちんとした経営者の方が入っていただきたいと

いうことです。 

 それから、459ページの再委託に関するところです。

再委託が今回はかなり高額になっております。これは確

かに50％未満ではあるのですが、かなり主要な部分を再

委託に回しているように見えるのですが、これについて

何か調査されましたでしょうか。 

 

 こちらは再委託ということで上がってきましたので、

落札業者、日立製作所が何をやるのかを確認いたしまし

た。再委託業者については例えばそれぞれのシステムの

問題が上がってきたときにどういう解決策があるのかと

いうのを探ったり、あと問題管理簿の本当に記録状況を

行うことをやると聞いていまして、逆に日立製作所につ

きましてはそれの取りまとめを行うということで、主要

な部分ではないという判断をしているところです。 

 日立ソリューションズさんのほうに委託をする業務内

容は、日立製作所さんが行う業務と重なっているのです

か、それとも全く別物なのですか。 

 一体的に行っていただく中で実際手足となって動く部

分について日立ソリューションズさんのほうで行うとい

うことです。 

 例えばシステムの保守をするエンジニアとかが一緒に

作業するというケースもあるわけですか。というのは、

４億7,000万、比率でかなりの割合で委託されているわ

けですが、丸投げはいけないと規定されていますが、丸

投げかどうかがわかるものですか。 

 

 まさに今、言われたところが低入札価格調査の時でも

気になっていたところですので、その点についても直接

業者から聞き取りをしまして、やはり日立ソリューショ

ンズさんのほうが日立製作所から見ますと、製作所で主

たる業務をやると聞き取りでも確認がとれましたので、

当方としてはその内容でということで承認というか、確

認をしたところです。 

 実際にどちらの要員がどういう業務に携わっているかと

いうデータについては入手されているのですか。 

 内容的には履行体制図のほうから内容を確認したとこ

ろでありまして、詳細なデータというよりは直接の聞き

取りで確認したところです。 

実際的には丸投げかどうかということについてはな

かなか判断をできるような資料を入手するのは難しい

ということになるのですか。 
 

資料というよりかは契約書の中で引用していたとお

り、丸投げはできない形にしてあるところと、このよう

な調査を行った中でさらに再委託の承認申請を出しても

らっていますので、その中で違法性があるとなれば大き

な問題ですので、特に聞き取りでそこも確認しておりま

すので、そこでさらに瑕疵というか、先方でやってはな

らないことをやっているのであれば逆に問題性があると

思うのですが、そこは調査の中では聞き取りと資料で確

認をさせてもらったところです。 



開札調書を見て下さい。技術点はNTTデータのほうが

上だったのですね。金額で差がついているのですが、技

術点と金額はどういうふうに得点に換算されてどうな

るのか教えて下さい。技術点が１点差で、順位が技術評

価は１、２逆で、金額は日立が上でNTTデータが下です

ね。総合評価点という評価基準にするときにどういう計

算式を用いてどうなるのか教えてほしいのです。 

 

資料の100ページに評価基準というものを添付させて

いただいているのですが、そもそも一番最初、表は97ペ

ージに「提案書作成要領・総合評価基準書」というもの

の中で100ページのところに評価基準を書かせていただ

きまして、入札の価格得点につきましては、100点に、１

から予定価格と入札価格の割合を引きまして、それに100

を掛けた金額。技術点に関しましては、得点は合計ポイ

ントを600分の100という形にいたしまして、それの合計

点という形にしております。それで配分いたしました価

格と技術点を１対１の割合で割り振っているということ

で評価基準とさせていただいています。 

この計算式に当てはめると技術点は、最後のＡ＋Ｂと

いう数値になるのですか。 

 

109ページに技術審査委員会の審査結果をつけている

のですが、技術点が60点と59点の１点差という形になっ

ています。 

Ａ＋Ｂのこの数値は何ですか。開札調書の第１回の総

合評価点Ａ＋Ｂで、この数値は何でしょうか。 

 

これが技術点と価格点です。日立製作所は、技術点が

59点と価格点が42.93052523点を足した101.3となり、NTT

データは、技術点が60点と価格点が20.66549663点を足し

た80.665496625430点との評価点となりまして、日立製作

所のほうが得点としては高いということで、こちらが落

札という形になっています。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 職場における化学物質のリスク評価推進事業（ばく露実態調査） 

資格種別  ： 「調査、研究」（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 ： 中央労働災害防止協会 

予定価格  ： 88,994,000円 

契約金額  ： 88,938,917円 

契約率   ： 99.94％ 

契約締結日 ： 平成 25年 10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、中央労働災害防止協会が契約の相手方となっ

た。落札率は、９９．９４％である。 

意見・質問 回   答 

 この事業については中央労働災害防止協会さんが結構

前から行っているのでしょうか。 
 

昨年度についても中央労働災害防止協会さんで実施して

います。  

どれくらい前からこの業務を行っているのでしょう

か。 
 

この調査はそれなりに昔から行っています。中央労働災

害防止協会はばく露実態調査の募集については、何回か行

っています。 

 長い期間、同様の研究を調査しているのに１社応札で

あり、99.9％の落札率となっているのは、どのような理

由なのですか。 

 １つには、99.9%というところについては、何回か公告

を行っていくうちに予定価格の範囲内で落札されたもの

と考えています。 

 入札の公告日が８月30日で、応札日が９月20日、20日

間確保していますが、この辺は結果として１者であった

関係でもう少し長くとることはできないのでしょうか。 
 

 

 この８月の公告は、４回目の公告になりまして、この事

業自体は、４月から実施したいということで、１回目の公

告を３月に行っています。内容は、必要最低限の業務に圧

縮をしましたが、できるだけ早く事業を開始したいとの思

いから公告期間は最低限の日数としました。 

 レポートの内容は毎回違った課題が課せられるのです

か、それとも同じような内容になるのですか。 

毎年、測定手法の開発をする物質が異なりますので、調

査内容としては異なったものになります。 



 毎年異なった内容になるということですね。中央労働

災害防止協会さん以外のところの業者さんももちろん

このレポーティングにつきましては実施可能なのです

か、それともこの案件につきましてはここしかできない

のですか。 

 本件は、４回入札をしているのですが、ここ以外にも日

本作業環境測定協会も応札していますが、最後の４回目の

ときは中央労働災害防止協会１者だったのですが、ほかの

入札には応札していますので、中央労働災害防止協会だけ

しかできないということはないと考えています。 

４回目で落札できたとのことですが、要するにそれは

不落が続いたと考えてよろしいのでしょうか。 

そうです。 

では、この業者さんを含めて先ほど名前の出た業者さ

んも応札をしたが予定価格を上回り不落となり、ようや

く最後の４回目で落札できたのですね。では、高い落札

率というのはしかたがないという結果論なのですね。 

結果として高い落札率となったものです 

36ページの積算内訳は、内容は確かに毎年変わってい

ても継続してやっているプロジェクトということで、去

年までの入札者の金額などもある程度参考にされてい

るのでしょうか、それとも毎回毎回新たに積算し直して

いるのでしょうか。 

単価については統一単価があるものについては統一単

価を使っています。測定にかかわる部分につきましては作

業環境測定機関さんにヒアリングをして、実際に１事業場

でこの程度のスポットをはかる場合の金額を聞きとりし

た上で、設定しています。 

ある意味遊びがないという感じで予定価格を積算し

ているため、予定価格をオーバーされて不落が続いたと

いう形でしょうか。 

そうです。 

今までの不落も僅差で落とせなかったという感じが

続いていたのですか。 

 

開きは確かにありました。僅差というよりかは何千万か

の差はありました、そこでうちの積算と業者さんが見積も

っている積算はどこが違うのだろうというのを毎回毎回

分析しまして、単価等でうちの設定が誤っていたとか、そ

ういう分析をした結果、最後に予定価格におさまったとい

うことです。 

前回の調達のときの落札率は何％くらいだったでし

ょうか。 

前回は87.7％です。 

このケースの場合は技術点が価格点の倍ですね。技術

点が80点で価格点が40点ということになっていますね。

この割合はどうやって決めるのですか。 

 

総合評価の通知がありまして、調査に関しては１対２の

割合で実施するとのルールがありまして、それに基づいて

行っております。先ほどのシステムは１対１、こちらの調

査に関しては１対２という割合で行っております。 

それは常にそうなのですか、それとも原則がそうで多

少の調整をするのですか。 

 

常にそうです。 

 

こういう調査は１対２、技術点が価格点の倍となるのは、

他に何があるのですか。 
調査と広報があります。 

広報も提案内容のよさのほうが倍ということですか。 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。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 平成25年度水道施設設置状況等基礎調査業務 

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、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 ： 健康局 

契約相手方 ： 株式会社日水コン東京支所 

予定価格  ： 7,087,500円 

契約金額  ： 7,087,500円 

契約率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成25年9月27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、（株）日水コン東京支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 

 まず１者応札であり、落札率が100％ということなので

すが、これは、予定価格を予想できるような何らかの情

報をこの業者さんがお持ちになっていたのでしょうか。 
 

厚生労働省では、PR版という予算の概要の説明書のよ

うなものを作成して配布やインターネットなどで公表し

ていますので、その中にこの発注案件と想定される金額

が書いてあります。予算の額になりますが、705万5,000

円となっています。予定価格のヒントとしてはそのあた

りではないかと類推しています。 

今回は25年度と書かれているのですが、24年度までは

この調達はあったのでしょうか。 
 

ありました。 

先ほど説明した金額は750万5,000円でした、失礼いた

しました。705万ではなく750万5,000円ですので、訂正さ

せて下さい。 

この調達は、昨年度も行っています。ただ、中身は少

し変えておりますが、ほぼ同じような内容で行っていま

す。 

参考までに前回調達もこちらの日水コンさんでしょう

か。 

前回も日水コンが契約の相手方となっています。 

特別難しい仕様とも見受けられないのですが、ほかの

業者さんが入ってこない、または、入ってきづらい、理

由があれば教えて下さい。 

 

  集計作業の際に水道の専門的な用語が出てきます。また、

水道法に基づく区分を、先ほど御説明しました簡易水道統

計調査をやっているのですけれども、似たようなもので水

道統計調査というものを業界団体の日本水道協会が行っ

ております。簡易水道は小規模なものですので、業界団体

ということではなくて直接厚生労働省のほうで統計調査

をずっと行っているわけなのですけれども、そういった水

道の仕組みがわかるコンサルティングができるところで

ないと、きのうまで水道を知らなかった業者さんだとなか

なかそういう蓄積をされるのは難しいのかなと考えられ

ます。 

 専門的な用語を使用して行う集計と単に集計を行うだけ

のところと分離するなどするともう少し集まったりす

るのでしょうか。 
 

 集計の内容自体が既に水道の中身の話になっていますの

で、恐らく数字を足し算引き算するだけの仕事自体は作業

としては単純なのだと思うのですが、例えばアンケート調

査を行ったときに、その答え自体がどこに割り振られるか

とか、そういう部分でやはり水道の知識ものがないと全体

として取りまとめるのは難しいと思われますので、なかな

か切り分けは難しいと感じます。 

 恐らくいろいろな報道があったので調査されているとは

思うのですが、こちらは100％の落札率ということで、事前

にこの業者さんに天下っている方がいるだとか、あるいは

職員の方が接触をしたことがないことは確認されているで

しょうか。 

天下り云々というところは調査していないのですが、接

触ということでいいますと、入札説明会はやっていますの

で、そういったところで質問を受け付けて回答したという

ことはあります。 
 

 それはもちろん公的にオープンにやっていることなの

で全く問題ないかと思います。つい最近、出向いていっ

ていろいろ説明するなり要望を聞いてきたのではない

のかというような報道があったかと思うのですが、その

ようなことはないと考えてよろしいですね。 

 ありません。 

１回目の入札はいつされたのですか。 １回目の入札が９月11日になります。 

 そのときは予定価格も同じですか。 同じです。 

11日の入札日に対応する公告はいつされたのですか。 公告は８月28日にやっております。 



日水コンも含めてそこで入札がなかったのですね。こ

れはなぜだったのでしょうか。 

私どもでもわかりません。 
 

同じ内容でまた同じくやったら、今度は日水コンが応

札してくれたということなのですか。 
 

同じ内容ではありますが、改めて説明会を行いまして、

入札までのスケジュールも同様に組んでいました。２回目

のときには応札してもらえたということです。 

１回目の説明会には何者か参加していて、なおかつ入

札者がいたのですか。 

４者が説明会に参加しています 

日水コンも参加していましたか。 そうです。 

そうすると、１回目の入札はわかっていて応札しなか

ったということなのですね。 
 

スケジュールは理解されていたと思います。次の公告に

ついても、それは承知をしていたと思います。当然２回目

も説明会に参加しています。 

応札がなくて第２回目をやってというのも承知して

いたということですね。 

承知されていると思います。 

（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５】 

審議案件名 ： 介護老人保健施設の在宅復帰支援に関する調査研究事業 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（企画競争）を実施している案件中、契約内容の妥当性。 

発注部局名 ： 老健局 

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  ： 37,000,000円 

契約金額  ： 21,022,050円 

契約率   ： 56.82％ 

契約締結日 ： 平成25年8月5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、（一財）医療経済研

究・社会保険福祉協会と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回調達で契約された業者さんは医療経済研究・社会

保険福祉協会さんということでよろしいですね。その後

に、資料５の鏡のところに医療経済研究機構という組織

が書いてありますが、どういう関係ですか。わざわざこ

こに書く必要がありましたか。 
 

一応法人としての登録名が医療経済研究・社会保険福

祉協会になっていまして、わざわざ書く必要は確かにあ

りません。統一ということであれば統一しても、外部的

にも通りも同じですので何の問題もありません。ただ、

医療経済研究機構のほうが確かに一般的な名称であると

いう気はしますが、特に私どもとして他意はありません。 

これは同じ組織なのですか、それとも別な組織なので

すか。 

同じ組織です。 
 

同じ組織で正式名は「協会」で切れているのですか、

それとも最後まで、「機構」までいくのですか。契約書

を見ますと「協会」で切れていますね。 

「協会」です。 

予定価格調書が89、90ページのところにありまして、

その後に社会保険福祉協会さんのほうからの経費の内

訳書があります。随意契約であるにもかかわらず、落札

率が54％となっていまして、その中身は何かとここで分

析できるのですが、その内容につきましてはわざわざ安

くされたわけでありまして、賃金がそれほどかからない

というようですが、最初に予定価格の積算された内容で

すけれども、賃金のところで90ページを見ますと、主任

研究員２万円で300時間、研究員が500時間３名となって

おりますが、この300時間、500時間は何らかの根拠があ

る数字なのでしょうか。 

過去に補助金を使用した調査研究事業を私どもは行っ

ていまして、その中で、補助金なので厳密に類似とは言

い難いのですが、類似の内容の調査を行いましたときに、

営利法人が請け負った場合ですと2,000万円程度の予算

で、なおかつ調査客体が２分の１抽出であることを私ど

もは把握しておりました。今回この調査ではいわゆる悉

皆、10分の10を調査客体としまして調査を行うこととい

たしまして、なおかつ補助金でやっているような調査よ

りは問い合わせでありますとかアンケートの督促であり

ますとか、そういったもののために人件費は若干多くな

るであろうということを見込みまして予定価格を設定い



 たしました。ただ、想定よりも医療経済研究・社会保険

福祉協会が一般財団法人であるために人件費単価が低く

抑えられていまして、そのために落札率が低くなったも

のと考えています。 

 随意契約理由書の裏面というか、２ページ目ですので

24ページなのですが、こちらの「４．企画競争方式を適

用する理由」が随意契約理由書の一番重要部分かと思う

のですが、③④番の調査票を回収してから短期間で集計

することですとか、情報管理体制がちゃんとしているこ

とというようなことは随意契約理由にはならないので

はないかと思うのです。つまり随意契約であろうが一般

競争であろうがこれはちゃんとしてもらわなければい

けなくて、調達仕様として求めるべきだと思うのです

が、何かこれを入れた理由はあるのでしょうか。 

私どもとして入所者さんであるとか、そういった入所

施設であるので特に情報管理体制はしっかりしていない

とプライバシーにかかわる部分がやはりある、企業の利

益というものだけではないこと、情報処理能力に関して

は非常に短期間でやり得る能力が欲しいということで、

私どもの事業者さんへの求めとして書かせていただいた

ものです。仮に③④は今後あくまでも仕様書にとどめて

企画競争理由からは削除という御指摘があるのであれ

ば、そのようにさせていただきたいと思います。 
 

29ページなのですけれども、こちらに企画書の評価基

準があります。今回まさに随意契約理由書の中でこうし

た事業に関する理解がしっかりされていることが大変

重要なのだと記載されているのですが、その割に評価基

準のちょうど真ん中くらいにあります「標本の設計」「質

疑に対する対応」、この２つは必須でなくて普通の項目

になっているのです。これは随意契約理由でこういうと

ころが重要だから随意契約にしているのだと言ってい

るのと齟齬があるのではないかと思うのですが、これは

なぜ必須にされなかったのでしょうか。 

御指摘のとおりだと思います。きょうこの時間に介護

給付費分科会の下部組織であります調査研究の報告が公

の場で行われていまして、まさにそういった質疑の場に

立つことが前提になっている事業でもありますので、非

常に重要な御指摘を頂戴したと思います。次回の調査を

調達する際に生かさせていただきたいと思います。 
 

資料の末尾で審査調書がありますね。審査調書の中の

最後に審査結果が記載されていて、「企画書募集要領の

『官公庁』『過去５年』を削除すること」との条件付き

となっていますが、どのような経過があったのですか。 
 

省内の公共調達委員会に審議の際に、添付した仕様書

には調査検討委員会の運営人数でありますとか回数であ

るとか、そういったことの記載が漏れていまして、これ

は記載するようにという指示がありました。また、調査

票の調査内容につきまして企画競争の対象になることも

明記するようにといったことがありましたので、企画書

募集要領におきまして提出時に調査票の調査内容案を含

むものと示しまして、企画書評価基準の評価項目といた

しましても明示いたしました。委員会に提出した際の企

画書募集要領には「官公庁」「過去５年」というような

記載がありましたので、こちらは指示に基づいて削除を

しました。 
 

そうすると、ここに添付されている資料は訂正後のも

のということですか。 

そのとおりです。 

（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６】 

審議案件名 ： 平成25年度画像情報検索システムのデータ登録及び機能改修等業務 

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 ： クボタシステム開発株式会社 

予定価格  ： 30,933,000円 

契約金額  ： 8,694,000円 

契約率   ： 28.11％ 

契約締結日 ： 平成 25年 9月 17日 

（調達の概要） 



 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、最も低い入札金額を提示したクボタシステム

開発（株）が契約の相手方となった。落札率は、２８．１１％で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

予定価格が高過ぎたのではないかという気がしてい

ます。58ページの開札調書を見ると、２位の入札者も１

位の方同様、低入調査対象者になり得る金額です。予定

価格を積算した際にどのあたりが問題だったのかは検

証をされたのでしょうか。 

 

検証については低入調査をした際に行ったのみです

が、次の審議案件７番に出てくる業者さんが２番手の札

を入れてきた業者さんです。審議案件７番についてもか

なり落札率が低いものなのですが、予定価格については

このくらいが標準的なものという認識でいます。そう言

うのも、クボタシステムさんが提出されました積算内訳

を見ていますと、これは毎回監視委員会のほうで言って

いるのですが、出精値引きが今回も3,400万くらいされて

いまして、システムイオさんが２番手だったのですが、

恐らく低入調査をやったとしても出精値引きがまた問題

になるのではないかと思っています。 

「低入価格調査の結果について」というのが71ページ

にありますが、繰り返しになってしまいますが、そこの

文言の中で、下から３つ目のパラグラフの最後のところ

ですが、「採算は全くないが、他の業務で補うため問題

はないとのこと」ということをはっきりここで述べられ

ているのですが、これはいかがなものかなと思います。

どこで赤字部分を補填するかは、もしかしたら次回の入

札を獲得して厚労省さんの案件の中で補うのか、それと

もほかの民間の案件の中で補っていくのか定かではご

ざいませんが、ほかのところでまかなうので今回は出精

値引きをしましたという表現については余りいい表現

ではないなと思っています。 

 パフォーマンスについては特に問題ないということの

ようですが、契約期間は３月末になっていますが、まだ

現状では特に問題はありませんでしょうか。 

今回落札したクボタシステムさんですが、昨年も同じ業務

を行っています。昨年も全く問題なく業務は完結しておりま

して、今年度についても昨年の経験をいかし、また、担当者

もかわらず今回の業務を行っており、作業のほうは問題なく

順調に進んでいるところです。データ登録もほぼ終わってい

まして、今、職員の検収等を行っているところです 

これは前回も予算額と執行額との対比からすると低

入調査を実施した案件だろうと思います。そういう案件

が続いているというのは予定価格の積算に反映できな

いものなのですか。 
 

今、来年度の調達を、ちょうど年間契約をやっている

のですが、予定価格が本当に悩むところでして、低入札

になったものを前年度実績と置いてしまうと、先ほど委

員の先生が言っていたようにほかの業者が入れなくて落

とせないという問題もありますし、低入札で落札率が低

く落とす場合と、逆に今度予算の関係があってなかなか

落ちないという二極化が進んでおりまして、予定価格を

どう積算するのがいいのかなというのは日々悩んでいる

ところです。 
 

このように競争が有効に働くのであれば前年度の実

績を基に予定価格を積算しても競争が機能して金額が

下がるから問題がないという考え方にもなるのですが、

予算額を確保することも各省庁としては、必要となりま

すので、余り予定価格を下げて予算まで少なくなってし

まうのも問題ですね。悩ましいですね。 

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７】 

審議案件名 ： 平成25年度生活支援ソフト改修業務一式 

資格種別  ： 「役務の提供等」（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、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 ： 株式会社システムイオ 

予定価格  ： 2,790,847円 

契約金額  ：   388,500円 

契約率   ： 13.92% 

契約締結日 ： 平成 25年 9月 5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、６者応札があり、最も低い入札金額を提示した（株）システム

イオが契約の相手方となった。落札率は、１３．９２％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が13.9％ということなのですが、この辺の理由

は何かありますか。 

 

今回の改修ですが、私どものシステム改修を多くやっ

ている中では最も簡単な改修に位置づけしているものと

考えていました。予定価格も260万くらいが妥当ではない

かと思っておりまして、ただシステムイオさんの37万円

というのは桁を間違えたのではないのかなというのが入

札を終わった段階でありましたので、システムイオさん

のほうに確認いたしましたら、特段錯誤があったわけで

はなく、この金額でできるからとの説明がありました。 

契約期間につきましては去年の11月29日が履行期限

となっていますが、パフォーマンスのほうはいかがだっ

たのですか。 
 

このシステムは、ほかのレセプト等のシステム開発と違

いまして、この後自治体や保険者等につながっていくシス

テムでもありませんので、この改修業務単体で終わってし

まうものです。特段何としても赤字覚悟で応札とかいうも

のも考えられるシステムでは正直ありませんので、なぜこ

の金額で応札されたのか、正直今でもわからないところで

す。 

  

 不自然な低入札で、ひところはやっていた１円入札の

ような金額でやや驚きを隠せないのですが、この金額で

すと、間接費を含めると１人のＳＥを雇うこともできな

い金額になると思うのです。 

はい。 

これは、履行期間が終わっていると思いますので、仕

事の内容がどのようであったかぜひ確認をしていただ

き、もしも、あまりひどい状況であれば今後何らかの排

除的な措置を取る必要もあるかもしれないので、是非レ

ビューを担当官のほうでお願いしたいと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 この案件については、特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： Windows7へのOS変更に伴う再審査請求管理システムの再構築及び移行作業 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約をしている案件中、随意契約の妥当性 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 株式会社日比谷コンピューターシステム 

予定価格  ： 3,182,812円 

契約金額  ： 2,415,000円 

契約率   ： 75.88％ 

契約締結日 ： 平成25年11月21日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条４第３項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は、既に使っているソフトウエアを、Windows7の

環境に合わせるという業務であると理解しているので

すけれども、既に過去形かもしれませんが、今、更新し

このシステムは平成12年のときに再審査請求管理シス

テムを構築いたしまして、それから幾度となく改修を重ね

たのですけれども、既存権について会計課から、日比谷コ



たいソフトウエアはソースコードや私的財産権につい

てはどのような管理になっているのでしょうか。 

 

ンピュータシステムに確認したところ、このシステムのプ

ログラムについては当社のほうで持っていると理解して

いるという文書をもらったのです。それで今回随意契約を

したものです。 

最近のシステム開発ですと、ソースコードなどの著作権

は厚労省に帰属させることにして、その後の更新を妨げな

いように契約していると思うのですけれども、この案件に

関してはそういう契約になっていなかったと考えてよろし

いでしょうか。 

最初の構築が平成12年のときで、著作権を明確にしない

ままになっていましたが、今後についてはその辺をきちん

ととしたいと考えています。 

 

（分科会長の意見） 

 この案件については特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ： 平成26年医師他９職種国家試験受験願書等電算処理業務一式 

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 ： 東計電算株式会社 

予定価格  ： 32,794,045円 

契約金額  ： 15,225,000円 

契約率   ： 46.43% 

契約締結日 ： 平成 25年 11月 19日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、最も低い入札金額を提示した東計電算（株）

が契約の相手方となった。落札率は、４６．４３％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は随分と安く調達ができたことになってしまう

のですが、特にどの項目について、予定価格の積算と違

っていたのかの検証はしたのでしょうか。 

 

本件は過去４年間同じ業者が落札していまして、その

業者の入札の内訳書を確認したところ、受付業務がとて

も安価になっている、何度も業務を行っているので担当

する職員も手なれていますので単価としては安くできま

すという説明を受けています。そのほかシステム作成に

おいても、既にシステムが構築されていると一部の改修

だけで済むので大幅にシステムの構築費用が安価になっ

ています。 

説明のあったように改修費用がかなり安く済んでい

ますが、ほかの項目では特別不自然な値引きではないと

いうことは私も感じました。改修費用が安いというのは

前回作ったところだったからというのも自然な感じか

なと思いますので、発注者の理解としても不自然なとこ

ろはないということですね。 

今の点で補足なのですが、第２位のところが本件東計電

算の前にやっていた業者でして、そこもノウハウは持って

いるということで若干安く入ってきているのではないか

なと思っています。 
 

毎年同じような案件をもちろん処理されていると思

うのですが、価格としてはどのような推移になっている

のですか。今回は1,500万ですが、前年及び前々年くら

いはどれくらいの価格だったのですか。 

昨年度の価格しか手元にありませんが、昨年度は1,735万で

す。 

それで今回予定価格として3,200万という積算をされ

ているのですが、それはどういう理由からですか。 
 

前回も低入札価格調査になりまして、そのときも、４年

間同じ業者ですので昨年度も同じ業者ということで、今年

度と同じような回答ではあったのですが、仕様書に記載が

ありますスケジュール、願書の受付から合格発表に至るス

ケジュールをもとに予定価格を積算しておりまして、通常

であれば必要であろうと見込まれるスケジュールで組ん

でおりますので、日程についてはスケジュールどおり、単

価につきましては「積算資料」またはこれまでの実績業者

の安いほうをとりまして積算しているところです。なの



で、これまでノウハウがあれば時間短縮のような形ででき

る部分で若干落札価格が安くなっているものと思います。 

その実績を予定価格のほうに何らかの形で反映すべ

きではないかなとはお考えにはならなかったですか。 
 

全くやったことがない業者であればスケジュールどお

りの工数がかかるものと考えておりましたので、今回の予

定価格はスケジュールに基づいて立てておりますが、複数

年このような形で低入札価格ということで調査を行って

いますので、来年度以降検討したいと思います。 

現実的には少し開きがあるということで、それがずっ

と続いているということですので、もう少し分析され

て、実際の市場価格に近い形で予定価格を組むことを考

えたほうが良いとは思います。 

 あとパフォーマンスについてはいかがなのですか。こ

れだけ安く落札率が46％という形で入札されています

けれども、実際のパフォーマンスについては今のところ

特に問題ないということでしょうか。 

 

特にトラブルもなく、順調に業務を行っていただいてお

りますので、問題ありません。 

 

開札調書にある第３位のケー・デー・シーは経験のあ

る企業なのでしょうか。 
 

これまでにはありません。 

（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 ： 医療等分野での情報連携のための通信・認証・認可等に関する技術検証請負業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約（企画競争）を実施している案件中、１者応募の中で、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 ： 日本電気株式会社 

予定価格  ： 90,000,000円 

契約金額  ： 89,999,700円 

契約率   ： 100.00% 

契約締結日 ： 平成 25年 8月 27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、日本電気（株）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 

この調達に当たっての説明会を平成25年７月22日に

開催していますが、参加者は何名位いたのですか。 

参加者は５名です。企画競争の公示書を取りに来た方は12

者になります。 

そのうち１者のみが企画書を提出されたということです

ね。 

はい。 

そうすると、４者の方が辞退されたということなので

すが、その理由はどういうところにあったのでしょう

か。 

公示辞退理由までは聞いてはいませんのでわかりませ

ん。 

これは一般競争の総合評価落札方式にはできない案

件なのでしょうか。 

今回策定するものが今後医療分野で番号制度を導入す

る際に必要な基盤となりますので、余り価格によらずに精

緻な技術検証をやっていただきたいということで、こちら

のほうから金額を提案いたしまして、その範囲内で一番よ

い提案をいただいたところと契約したいと考えています。 

この資料を見ると、日本電気さんを想定した案件のよう

に見えてしまうのですが、そのようなことはないのですね。 

そういうことではありません。平成24年度もこの前身と

なる事業を行っていますが、その際には別の事業者が請け

負っていました。 

随意契約の理由書ですが、なかなかわかりにくい内容 一応企業の中では技術検証ということで実際に幾つか



で、随意契約が何で必要なのかがいまいち読み取れない

ところもありますので、端的に言うと技術的に非常に重

要な部分がこの案件の中にはあって、技術評価のほうが

非常に重要性がある、価格についてはそれほど問題では

ないというところなのでしょうけれども、実際に具体的

に言いますとどういうところが総合評価落札ではだめ

で、技術評価をよりよく評価しなければ、ならないので

しょうか。 

の会社に集まってもらい基盤についての技術検証、検討を

行ってもらうとともに、検討した結果をシステムに実装し

てきちんと動くかどうかという基礎性能測定とか相互運

用性を図れるかというところも行いますので、余り価格で

そこを評価されて小規模な検証とかになってしまうと、本

来こちらで得たい成果物が得られなくなってしまいます

ので、そこは総合評価落札方式ではなくて企画競争とした

ものです。 

価格という要素は入れたくないということなのですか。 はい。 

今回は公示をしたのが、７月10日で、企画書の提出期限

が７月31日ということで理解してよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 
 

 大体３週間位ですね。比較的大規模なシステムであり、

また非常に重要なシステムを使ったり、認証に関連して

いますので重要なところと思うのですが、１者応募であ

ることを考えても公示期間が短過ぎる気がするのです

が、いかがでしょうか。 
 

先ほど説明しましたが、平成24年度にも同様の事業を行

っていまして、その際には公示期間は12日と今年度よりも

３日間短かったのですが、２者の応募がありました。今回、

事前の公共調達委員会の中でも公示期間をできるだけ長

くするようにとの指摘を踏まえ、当初12日にしていたもの

を15日にしたものです。 

一番末尾に審査調書がありますね。日本システムサイ

エンス株式会社が前年度同じような研究を行っていま

すが、そこでの成果は今回どのように生かされるのです

か。 

昨年度の報告書、成果物については今年度の事業者にお

渡しいたしまして、その内容を熟読してもらい、その内容

を踏まえて今年度事業検討に反映してもらっているとこ

ろです。 

日本システムサイエンス株式会社は今年度の企画競

争には参加されなかったのですか。 

参加していません。 

それは別に排除したわけではないのですか。 そうではないです。 

なぜ、参加しなかったのか理由は尋ねてみましたか  特に尋ねてはいないです。 

こういうものは継続してやっていったほうがいいよ

うな感じも素人感覚ではあるのですが、そういうもので

もないのですね。新しい目で行ったほうが良いというこ

とがあるのですか。 

前年度の成果物を十分に理解してもらい、当年度の成果

物が十分な品質を保てるものが提出されるのであれば問

題ないと思っています。 

 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 ２１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） 


