
平成２６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２６年６月２５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２６年１月１日～平成２６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 ： 外国人求職者向けパンフレットの多言語翻訳業務 

資格種別  ： 役務の提供等（翻訳・通訳・速記）（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SELC 

予定価格  ： 2,554,272円 

契約金額  ： 609,000円 

落札率   ： 23.84％ 

契約締結日 ： 平成26年2月3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、１１者の応札があり、最も低い入札価格を提示した、（株）Ｓ

ＥＬＣが契約の相手方になった。落札率は、２３．８４％である。 

意見・質問 回   答 

予定単価の設定の仕方ですけれども、このジェスコーポ

レーション、JOHO、ビーコスというのは業者名ですか。 

はい。 

３者から見積もりを取ったということですね。 そういうことです。 

それの単純平均で72.4という数字を出されたというこ

とですね。 

 

 

そういうことです。 
 

予定価格から随分低い価格で落札されていますけれど

も、この辺はどのように分析されていますでしょうか。 

資料の６ページに開札調書があると思います。その開

札調書を見ると、応札者が11者あるのですけれども、業

者間に入札金額の開きがあります。応札者11者のうち９

者が100万円以上であり、次点の入札額が95万円と、落札

業者のSELCの58万円と非常に大きな開きがあります。こ

ちらは、落札金額が予定価格に比べて非常に安価になっ

ているのですけれども、落札業者のSELCの企業努力で安

価になっているのかもしれません。 

 あとは、落札業者のSELCは、初めて厚生労働省の翻訳

に係る入札案件に応札してきた新規企業ということもご

ざいまして、役務の受注のために、特に企業努力をされ

たのかもしれません。 



契約期間が３月20日ということで、もう完了されてい

ると思いますけれども、パフォーマンスにつきまして

は、特に問題はなかったのですか。 
 

 

納入品については、これはホームページに実際に翻訳

したものを掲載するというものになっておりまして、実

際、納入は既に終わっています。このホームページへの

掲載手続も今、進めています。 

 先ほどの件で１点補足させていただきますと、担当部

局でも、ここまで差が開いた理由というものを分析はし

てみたのですけれども、間違いなく正しいかということ

はちょっとわかりかねるのですが、２ページの翻訳仕様

書を御確認いただきたいのですが、翻訳仕様書の（２）

のところに、「言語ごとに少なくとも１名を主任翻訳者

として配置し」という形になっていまして、この事業が

６カ国語を翻訳するものになっていますので、一応仕様

書上は、言語ごとに１人、人を置くという形になってい

るのですが、場合によっては、１人の方が複数の言語を

行うこともありますので、そういった場合は１人の方を

複数の言語にできるという規定を設けています。 

 実際に、SELCのほうと私の前任のほうで業務をやって

いたのですが、実際に言語ごとに１人ではなくて、ある

程度、複数の言語を持てる方がいましたので、そういう

理由もあって、安価で入札されたのではないかと分析し

ています。 

次回ですけれども、これにつきましては、予定価格に

今回の実績を反映される予定ですか。 
 

次年度につきましては、今の段階では確定的なことは

申し上げられないのですけれども、今回の落札の実績を

考慮するか、または、今回３者の市場価格の平均の単価

を取りましたので、さらにその市場価格を精査しまして

予定価格を算出するなど検討したいと考えています。 

これは前回の調達というのはあったものなのでしょう

か。 

 実は、平成19年に作ったパンフレットをリバイスする

という作業でして、これは、例年行っているものではな

くて、スポット的に行ったものなので、前回の実績とい

うものはありません。 

その前回の時というのは、金額はどうだったのでしょ

うか。 
 

平成19年度の場合は、各公共職業安定所にパンフレッ

トを配布するという業務だったのですが、今回は、その

予算が認められなかったので、それを行わず、ホームペ

ージに公表するという形に切りかえましたので、そのと

きの金額は参考にならないと思います。 

今回、成果物は当然、外国語になるのですが、内容の

確認というのはどのようにされるのでしょうか。つま

り、別の翻訳会社が中をチェックするのでしょうか。 

別の翻訳会社のチェックは、行っていません。実際に、

受注した業者と、あとは、我々で相談してチェックする

ような形です。 
 

 部局の中に多言語を話される方がいるのですか。 
 

英語とかならできるのですが、実際に朝鮮語とかもの

ありますので、その辺は、内部で確認できる者はいませ

んので、そこは、実際に不明な点があれば、業者に相談

を行うという形になります。 

以前報道がありましたように、例えばマンデラ氏の葬儀

のときの中継とか、翻訳したあとのものがわからないと思

って、あの場合は、悪意のあった人だったと思うのですけ

れども、悪意がなかったとしても、多くの人がチェックで

きないものになりますと、これで、よかったのかというこ

とがわからないということがあると思いますので、昨今、

ボランティアベースのチェックなども可能かと思いますの

で、こういった外国語になってしまったものについてのチ

ェックを何らかの形で経るように工夫していただけるとよ

わかりました。 



ろしいかと思います。 

この翻訳仕様書の（２）の後段のところで、「翻訳者に

は日本人以外の者を充ててもかまわないが、すべて日本人

以外の者で作業することは不可とする。」と書いてありま

すが、こういう条件は何で設定するのかということと、そ

れから、日本人以外が全てやったかどうか、その担保はど

ういうふうに確認されるのでしょうかという２点を教えて

下さい。 

全てに日本人以外の者で作業することは不可とした条

件ですが、我々、表現が適正かという問題はあるかと思

いますが、実際にその業務のやりとりをする際に、やは

り日本語で業務をやりとりしますので、その場合、日本

語が堪能なスタッフがいないと、我々としても実際に業

務が進まないので、まず、日本人の方を１人置いていた

だいて、あとは、実際に翻訳される外国人の方を置いて

いただいて、それで業務を行っていただくということで

考えていました。 

そうすると、これは、日本語の能力がきちんとある人と

いうことで、本来だといいはずですね。 

御指摘のとおりです。 

外国人の方であっても、日本語が堪能な方であれば、確か

にその業務を受注することは可能かと思います。 

にもかかわらず、仕様書の中では、日本人以外の者で作

業するのはだめだと書いてあるのは、やはりおかしいと思

うのですが、実際には、これは別に確認されることもない

のでしょうか。 

そうですね、実際に日本人の方が窓口になっていまし

たので、この要件というのは、明確に確認はしていませ

ん。 

 

多くの調達の場合、落札者の決定についてという文書を

応札者たちに出すと思うのですが、今回は出されています

でしょうか。 

落札が決まったときに、落札業者に対して公的な文書

は、出していないと思います。 
 

大体ほかの調達案件ですと、「落札者の決定について」

というものを、落札者以外の応札者に出しています。どこ

の業者が幾らで落札しましたというのを出していまして、

これは、たしか落札プロセスの透明化ということで、いろ

いろな、例えば公共サービス改革ですとか、さまざまほか

の調達改革で求められていたはずなので、もし本当にほか

の応札者に伝えていないとしますと、今後はされないとい

けないのかなという気がします。金額とか何かの基準があ

るのかもしれないのですが、御確認いただいたらいいと思

います。 

はい。内容をまず確認いたしまして、それを踏まえて

対応していきたいと思います。 
 

ほかの会社が幾らで落としたのかがわからないと、次以

降、うちは、では、幾らで入札すればいいのだろうかとい

うのがわからないことにもなりますので、今、情報公開と

公正な競争のためにということで、よろしくお願いします。 

わかりました。 

その事実について、少しこちらのほうで確認をさせて

いただきます。 
 

（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２】 

審議案件名 ： 平成25年度一般用医薬品の成分に関する検討調査業務 

資格種別  ： 役務の提供（A,B又はC等級） 
選定理由  ： 総合評価落札方式を実施している案件中、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： 公益社団法人日本薬学会 

予定価格  ： 4,261,846円 

契約金額  ： 1,546,616円 

落札率   ： 36.29％ 

契約締結日 ： 平成25年12月24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、（公社）日本薬学会が契約の相手方となった。

落札率は、３６．２９％である。 

意見・質問 回   答 

この事業ですけれども、具体的にはどのような調査を

行うのですか。 

お手元の資料に検討調査業務仕様書というものがあり

ますけれども、本事業は、平成20年から、いわゆるお医



 者さんの処方箋による医療用医薬品から薬局店頭で販売

できる一般用医薬品へのスイッチする品目というもの

を、国が候補品目ということでお示ししておりまして、

その候補品目の選定に当たって、やはり医薬品の知見を

有する団体等に調査をお願いして、その候補品目の案を

作成いただくというものです。今まで22品目公表させて

いただいていまして、すなわち、今まで22成分選定して

いまして、その中で５成分が、実際にOTCのほうにスイッ

チ化され、実用化されたということです。 

 本事業は、平成25年度の事業なのですが、実際に５品

目が実用化まで至ったということで、それについて、ま

ず、実際選定したときにいろいろ検討された事項ですと

か、それを実用化されたときにどういった形で売られて

いるのかといったところを比較検討したいということ

で、昨年度こういった形で調査業務を入札の形でお願い

しました。 

これは、例年、日本薬学会が行っているような事業な

のですか。 

例年、入札ということでお願いしていますが、日本薬

学会が結果的に落札しています。 

そうですか。調達の方法は、ずっと総合評価落札方式

で行っているのですか。 

はい、同じような方式で行っています。 

 

総合評価を行う際に、企画書を提出してもらうと思い

ますが、企画書の体をなしていないと思います。という

のは、実施方法、実施体制、スケジュール等の内容がな

くて、会員の研究者のメンバーのみが主に記載されてい

るからです。このような状況の中で、14ページに採点表

がありますが、１「説明能力」のところの配点が100点

の配分がありますが、例えば、説明能力の真ん中のとこ

ろに「候補成分について総合評価を行うとともに承認に

あたっての条件を論理的に設定可能か。」、こういう質

問があるのですけれども、これについてほとんど15点な

いし20点の評価を得てはいるのですが、これを評価する

ときにどのように評価されているのがわかりません。 

この評価ですが、企画書の出来については、御指摘のと

おりだと思います。評価者には、企画書を見てというこ

とにはなるのですが、そういう意味で、多少、過去の報

告書も加味した上での評価になってしまっていたところ

はあるかと思います。今年度以降も事業がありますので、

入札の説明の際に企画書を評価項目に合う形で作成する

ように説明した上で、今後、事業を実施したいと思いま

す。 
 

  

何かこの全体をみますと、日本薬学会ありきというよ

うな感じがしてしまいますので、その辺、競争性を担保

できるような形で全体を構成し直していただきたいと

思います。 

その点に十分注意してやらせていただきます。 

 

確かに、御指摘のとおり、企画書はほとんど内容がな

いし、評価するのも、何を基に評価していたのかわから

ない。評価もいいかげんだし、企画書もいいかげんとい

う感じですね。 

 はい。 

これは何度も入札があったものだと思うのですけれ

ども、毎回このように予定価格よりもかなり低目で落札

されているということでしょうか。 

平成25年度につきましては36.3％でございますが、24

年度事業につきましては、落札率が82.5％になっており

ます。 

それ以前も大体そんな感じですか。 手持ちの資料が 24 年度しかなかったのでわかりません。 

常に30％台ということはないのですか。 そういうことではありません。 

予定価格の人件費等いろいろ記載されている中で、積

算の根拠、人件費単価、こういったものが通常は明示さ

れるのですが、それが添付されていません。 

 

決裁をとるときには付けていたのですが、今回の人件

費単価は１万7,938円でありますが、私どもの職業安定局

の受給調整事業課が出しています労働者派遣事業報告書

の調査の分類の１日当たりの単価を使用しています。 

それで、今回は、総額ベースでも人件費等の金額より

もずっと低いということで、お安く受注してもらったと

はい。 
 



いうことですね。 

日本薬学会のメンバーには、薬学会は余り払わないで

いいということで実施すると外からは見えるわけです

けれども、それについて、積算の根拠の情報はあるので

しょうか。 

 

直接、日本薬学会に確認をしていないのですが、同様

の事業で、今、低入札になっているものがありまして、

昨日ヒアリングをしたのですが、同様に人件費が大半を

占めている事業でして、その従事予定者の名簿を見まし

たところ、その分野においては非常に権威のある方で、

その分野を専門にされている方でしたら誰でも名前を知

っているというような方が参加される予定でして、実は、

常日ごろから、その分野の研究をしているので、あえて

その事業をするためだけに何か特別に調査をするとか、

文献を読み込むとかというのがないので、人件費がかな

り安く抑えられるという説明がありまして、恐らくこの

事業につきましても、従事予定者の方の経歴とかを見ま

すと、私どもの省の審議会の委員をおやりになったりと

かしていますので、その分野に関しては、もう非常にす

ばらしい方で、特段この事業にかけて文献を読み込んだ

りとか、調査をあえてするとかというのもしなくてもで

きるために、人件費がかなり安く抑えられるのかなと思

っています。 

先ほどの御指摘のとおり、企画書の内容と、それから採

点方法の両方に関して、やはり説明責任と透明化という意

味では、仮に日本薬学会以外には引き受け手がないだろう

と思われるものに関しても、きちんとした基準を作って、

また、応札者のほうにも、入札公告の際に、こういうこと

はきちんと書いておいてくださいというようなことを、公

告に出すべきか、あるいは説明会で言うべきかについては、

はっきりしませんが、明示したほうがよろしいかと思いま

すので、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３】 

審議案件名 ：少子高齢社会等調査検討事業 

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、１者応募であり、また、委託契約金額が２分の１を超え

ているため。 

発注部局名 ： 政策統括官（社会保障担当） 

契約相手方 ： みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ： 3,631,320円 

契約金額  ： 3,549,564円 

落札率   ： 97.75％ 

契約締結日 ： 平成 26年 2月 10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、みずほ情報総研（株）

を会計法第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 

平成22年までは総合評価落札方式をされていて、平成

23年からはどのようにされたのですか。 

平成23年から企画競争で行っています。 

調達方法を変更したことが、本当にいいことなのかど

うかというところなのですけれども、これは、平成22年

度に総合評価落札方式で選定した結果、余りいい業者が

選定されなかったということで、平成23年から随意契約

にされているということですけれども、総合評価落札方

来年以降はもちろん検討が必要になると思います。当時

の、問題が生じたときの中身についても振り返ってみたの

ですけれども、入札してきた業者が２者でした。２者のう

ち１者は、中身の評価は高かったのですが、入札金額自体

が予定価格をかなりオーバーしていたということで、実質



式という方式そのものがよくないのか、それとも総合評

価落札方式のやり方がまずかったのか、その辺はどのよ

うに考えますか。 
 

１者というところで契約をしたというところがございま

したので、どの調達方法においても、申し込んでいただく

業者を増やすような手だてを今後考えていかなければな

らないかと思います。 

この業務は、ずっとみずほ総研が行っているというこ

となのですか。 
 

そのほかにも、三菱総合研究所とか、あと、少し問題が

生じたときには、また別のパシフィックというところなの

ですけれども、その前とかも違う業者があったと記憶して

います。特定の業者に絞られていることはありません。平

成25年度も、説明会には６者ほど来ていて、正直、こちら

としても、比較という観点から、本当はあともう１者か２

者、応募して欲しかったというところです。 

そうすると、その総合評価落札方式のときの技術評価

のやり方については問題なかったのでしょうか。平成22

年の落札のときに、その辺の問題意識はありましたでし

ょうか。 

 

そこの中身までは、今、私のほうでも振り返っていない

ので、そこも含めて、来年度以降については、総合評価も

含めて考えたいとは思っています。 

 あとは、予算が360万円ということで、どうしても意識

調査を行うということになると、この辺の金額が限度かと

思いまして、予定金額をあらかじめ、提示をしてその金額

の範囲内でより中身の良い業者を選定したいという事情

もあります。 

そうすると、仕様を公開するときに、こういう調査を

したいということを明確に、あるいは厳しくすることに

よって、技術的に低い業者は、当然辞退するわけですの

で、その辺も含めて、できれば総合評価のほうでおやり

になる工夫をされるのがいいのかなと思います。 

 はい。 

今の件に関してなのですけれども、前回に調達した際

の調達仕様を出す場合には、過去は恐らくうまくいって

いたのでしょうけれども、極めてチャレンジングな価格

で落としてきたところは、全く必要とされるものを想定

できていない企業だったと思うのですね。そうだとする

と、逆に、調達仕様ですとか募集要項ですとか、そうい

ったところで、ヒアリングする相手はこのクラスの人た

ちでなければいけませんとか、何件以上でなければいけ

ないとか、そういうものを緻密にすることで、今、御指

摘がありましたような、より競争性の高い方式に戻すこ

とも可能だと思いますので、ぜひともそれは前向きに御

検討いただきたいと思います。 

ありがとうございます。 
 

別の件なのですけれども、例えば、今回、意識調査を

国民に行っているというわけですが、全世代にわたっ

て、調査方法はインターネット調査を利用して行うとい

うことになっています。４ページにそう書いてあるので

すが、一般的には、子供ですとかお年寄りのことを考え

ると、全世代対象調査のときにインターネット調査を基

本というのは考えがたいのですが、この点については何

か意図がありましたでしょうか。 

調査対象は、全世代とは書いてあったのですけれども、

一応成人から上を含めて全世代ということで考えており

まして、もちろん郵送調査とかといったことも考えていた

のですけれども、郵送になりますと、調査期間とか、あと

費用がかなりかさむのではないかということ、それから、

健康を調査するに当たっては、高齢の方とかも調査対象と

して含めることも考慮しなければならないなどがありま

す。 

含んだほうがいいということですか。 
 

65歳以上ということで含んでいるのですけれども、一般

的に言うと、65歳以上の方はネットを余りやらないような

イメージがあるのですが、ここは業者と話していた時に

も、うちのほうは費用的、時期的、期間的に難しいという

ことで、実際にこのような形で今回は、行わせていただい

たのですけれども、その後に業者とも打ち合わせをしたの

ですが、郵送調査というのは、もちろん費用も高い、期間



もかかる。督促とか、調査数、サンプル数が集まらないと、

調査期間がかかるというところがある。 

 それで、65歳以上の方を郵送でやった場合というのは、

やはり回答率が低い。返ってきたとしても、家族の方が書

いて提出していることがある。どちらの方法をとっても多

少のバイアスはかかるかと思うのですが、ネット調査とい

うことになりますと、ある程度、そこの会員というものが、

実際にアンケートを行う業者で、年齢ごとにきちんと答え

られる方をそろえている。なので、そこで自動的に回答数

に達するまでずっとやることができる。それで、集まった

後のいろいろなクロスの集計についても、ネットでやって

いると自動的にそれが機械的に集まってくるので、それも

やりやすいというところの、費用とか、あとは回答率とか、

これは今後もう一度検討していかなければならないとは

思うのですが、その辺も考慮した上で、今回ネット調査と

いう形で実施させていただきました。 

正直なところ、調査は常に限界があるので、パーフェ

クトな調査を目指しましょうと言う気は毛頭ないので

すけれども、一方で、インターネットを使われるお年寄

りというのは、ある意味、前提として非常に健康状態が

いいお年寄りに限られてくるだろうなという気はする

のですね。意思決定もしっかり御自身でできて、パソコ

ンの操作もがっちりできて、画面もちっきり読める、そ

ういう非常に好ましい健康の方に対して健康意識調査

をすると、今回は健康意識の調査だからなのですけれど

も、ある意味、バイアスがいいほうにどうしてもかかっ

てしまうと思うのですね。ですので、今回、費用の件も

あったとは思うのですけれども、もしかすると、せめて

高齢者の部分だけは、聞き取りですとか、郵送ですとか、

電話ですとか、あるいは、場合によっては、反対側の高

齢者ということで、介護施設にいる方にあえて聞き取り

するというような、同じデータサンプルに入れると統計

学的には問題があると思うのですけれども、反対側の層

としてこういう人たちもいましたということを調べる

ためには、そういったフォローをする必要はあるのでは

ないかと思いまして、コメントさせていただきます。 

 あと、今回、１者応募ということで残念だったのです

けれども、特に気になりますのは、５番の国際比較調査

で、これが何を行ったらいいのか、正直なところよくわ

からないというのがあるのかなと思ったのですが、これ

についてはいかがでしょうか。 

こちらにつきましては、もともとOECDというところのデ

ータとかというものがホームページのいろいろなところ

に出ていまして、ある程度、例えば平均余命といったもの

とか、死亡率とか、そういったところについて、その他、

悪性腫瘍がどのぐらいかとか、大腸がんはどのぐらい死亡

率があるかとか、そういったところの項目をある程度決め

て、そこを年次で、経年で各国ごとに抽出して、それをグ

ラフ化などして、必要に応じて、白書などで使えるものが

あったらという形で調査を実施したという形の中身にな

っています。 

 

私が最初にこの仕様を見ましたときには、OECDのウエ

ブページを初めとして、最初からその程度のグラフ化で

すとか可視化がされてしまっていますので、この上、何

をしたらいいのだろうかというような印象を持ったの

ですね。ですので、今、何をしたらいいのかが漠然とし

ていてわからないのではないかと申しました。 

 何のために調査をするのかという目的がもう少しはっ

きりないと、データをとりあえずまとめたという調査に

終わってしまいますので、次回以降は、こういう目的で

調査をやってほしいというのを打ち出されてはいかが

かと思います。 

わかりました。 



38ページですけれども、少子高齢社会等調査検討事業

の委託に関する企画書評価委員会について、こちらは全

部内部の方だったと思っていいのでしょうか。 

はい。内部の者になりますので、来年以降、また有識者を

委員の中に含みまして評価を実施していきたいと考えていま

す。 

国民の健康に関する意識調査と社会情勢の国際比較

調査とを結びつけて調達したのはなぜでしょうか。この

各データについての時系列的な分析というのは、どのよ

うなことですか。 

 

最初の事業概要のときに、厚生労働白書に盛り込むこと

を考えて行っているという説明をさせていただいたので

すが、一応国際比較の調査というものも健康に絡んだもの

ということで、意識調査が主にメーンにはなってくるので

すけれども、健康に関するという部分で、白書とかにおい

ても、国際比較とかがやれたらということで、あわせて今

回の調達ということで２点を記載させていただきました。 

別の調達で実施しても良いけれども、両方組み合わせ

て実施しようという考え方ですか。特に関連性がある

と、健康という意味では何か関連するのでしょうけれど

も、この２つの調査は、中身が違いますよね。 
 

中身自体は、意識調査と国際比較ということで、２つで

行っているものなのですけれども、そこまで正直考えてい

なかったのですが、健康の調査を行うときに、データとい

うことでこちらも集めたほうが良いということで、意識調

査プラスでこちらのほうも調査の中に含んでいるという

形で実施させていただいたということです。 

再委託のところですけれども、これは、サーベイリサ

ーチセンターのほうに再委託の申請書が出ていますが、

この内容についてはどういうものか説明して下さい。 

 

  

細かい部分までは、今、私のほうでもお答えができないの

ですけれども、うちのほうとみずほ情報総研のほうで、質問

項目を決めたものについて、調査をこのネット調査専門会社

のサーベイリサーチセンターに行わせています。この業者に、

当方とみずほで決めた質問内容とかをお渡しして、それでネ

ットのフォームを作って、一斉にネットで調査をかけて、そ

れを集めて、取りまとめた結果をみずほに報告するような内

容になっています。 

具体的に分析、報告を行うのはみずほ総研ということで

すね。 

そうです。 

あと、このもらったものの中で、年齢とかといったもの

でもう少しクロス集計したら有意なものが出るのではな

いかというところも、そこはネットの集まったものの中で

自動的に抽出できることになりますので、そういったもの

を含んでいます。 

再委託が、今回、全体の７割ということになっていて、

かなり大きい割合ですよね。 
 

はい。一応、予算というところの比率がどうしても、360

万円という部分もあるのですが、違う点としては、サンプ

ル数を従来までは3,000程度で行っていたのですけれど

も、25年とかは、若者であると39歳ぐらいまでを対象とい

うことで3,000人ぐらいで調査をかけていたのですが、一

応、今回、うまくいけば地域の分析とかといったところを

少し見られればいいなということで、サンプル数を5,000

人程度に増やして実施して、その結果、費用がちょっとか

さんで50％を超えるような結果になってしまって、ここは

来年以降も十分留意しながら実施していければと考えて

います。 

何か結果だけを見ると、事業の大部分を丸投げしたと

見えてしまいますので、そのあたりははっきり何かで説

明を残したほうが良いと思います。 

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４】 

審議案件名 ： 国立ハンセン病療養所におけるインフラシステムの移行業務一式 

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 ： 医政局国立病院課 

契約相手方 ： グローバル・テクノロジー・デザイン株式会社 



予定価格  ： 28,634,550円 

契約金額  ： 11,534,250円 

落札率   ： 40.28％ 

契約締結日 ： 平成25年12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、４者応札があり、最も低い入札金額を提示した、グローバル・

テクノジー・デザイン（株）が契約の相手方となった。落札率は、４０．２８％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

 74ページの開札結果のところで、入札金額につきまし

て非常に開きがありますけれども、上が4,200万円で下

が1,000万円で、調達仕様の内容と絡めて、この辺はど

のように分析されているのでしょうか。 

 

どうしても下げられないものというのはあると思いま

す。そもそもの機器代でしたり、サーバー代でしたり、

あとそのサーバーの保守料、そういったものは定額があ

りますから、それはある程度担保されているものだと思

います。やはり設定料とか人工の金額というものは、人

の金額なので、工程を詰めればある程度金額が抑えられ

るということがありまして、そのようなことから価格の

開きが出たものではないかと思っています。 

 これは補足なのですが、我々はこのインフラシステム

の移行もそうなのですが、今回、国立病院機構のホスピ

ネットから切り離されるに当たって、今後に向けていろ

いろなものを移行しなければならないということで、コ

ンサルティング契約を別途結んでいまして、技術的な側

面からもいろいろ今回の件については、御相談をさせて

いただいたようでして、それで、今、説明したように、

最低限、保守しなければいけないものは当然確保されて

いるけれども、人工代についてはある程度幅があります

ねということでの御意見もいただいて、低入札の調査を

行うに当たっても、このグローバル・テクノロジー・デ

ザイン社の内容について、コンサルティングの方に御意

見を伺ったところ、特段問題がないということでした。 

その低入札調査を行うときに、グローバル・テクノロ

ジー・デザイン社からの回答書というようなものはあっ

たのですか。 
 

別途、報告書ということで96ページからの資料ですが、

見積もりと付随して、それぞれこの仕様書の詳細につい

て、できますかということの照会の文書をお送りさせてい

ただいて、それについて一個一個、事項ごとに、左記のと

おり対応しますということでいろいろ御回答いただいて

いるところでありまして、これを拝見させていただいて、

内容については問題ないということを原局で判断させて

いただいたというのが現状です。 

今回、低入札になった結果を次回の調達がもしあれ

ば、どのような対応をされる予定でいますか。 
 

見積もる段階において、どうしても最低限のラインを確

保することは大前提なのですけれども、予定価格の算出に

当たっては、客観的な資料を基に作成していかなければな

らないと考えています。今回、こういった開きが出てきて

しまうということが、結果としてある可能性もありますの

で、そこは、そうならないようにというのもなかなか難し

いのですけれども、いろいろな方の御意見を伺って、総合

的に予定価格を決めていきたいと思っています。 

85ページの低入札価格調査の結果についての５の調

査結果の文言ですけれども、低入札であっても履行体制

が特に問題ないということを記載しているとは思うの

ですが、ここで「経営状況並びに信用状況についても特

段の問題がない」というコメントがございますが、この

コメントってこの場所で必要なのでしょうか。 

この会社について、総合的な意味でいろいろな局面から

見せていただいたという経緯がありましたので、損益計算

書とか貸借対照表もいただいて、判断させていただいたと

いうこともありましたので、こういった形で記載させてい

ただきました。 



低入札価格の調査なので、これは余り関係ない話では

ないかとは思います。 

はい。業務の内容がきちんと確保できていればというこ

とですね。 

今回は、ハードウエアも調達されていると思うのですけ

れども、このハードウエアは、この履行期間の３月 31 日が

終わると返してしまうのでしょうか。 

いいえ違います。実は今年度もその保守を行っていまし

て、入札を前年度末に実施しまして、結果としては、この

会社がまた落札しています。その保守は、今も継続してや

っています。もともとは、国立病院機構本部に置いてある

サーバーを共同利用していたのですけれども、今回、切り

離されたので、別途こういった形で、サーバーを御用意し

てもらって、それの保守も今年度行っているという現状で

す。 

では、複数年使うということですね。 はい。 

 

これは、あえてリースにしないのは、何か理由があるの

でしょうか。 

そこまでは、検討していませんでした。 

 

リースのほうが安く、新しいものをどんどん使えるとい

うこともありますので、今後調達するときには御検討いた

だいたら良いかもしれないと思います。 

わかりました。 

34 ページでソフトウエア構成が書いてあるのですが、こ

ちらの 7.3 節の下から３行目に「保守サポートを継続して

受けられる新品とすること。」ということなのですけれど

も、新品というのが理解できないのですが、かつて中古品

を納品されたことがあるということなのでしょうか。 

いや、そういうわけではないのですけれども、正規のも

のというか、そういった趣旨で記載させていただいている

ということです。 

 
 

この前のほうの保守サポートを継続してということを考

えると、「最新のバージョンとすること」とか、そういう

ニュアンスでしょうか。 

はい。 
 

それでしたら、新品ではないので、「最新のバージョン

とすること」とかというふうに適切な表現に今後はお願い

します。 

わかりました。 

62 ページの入札公告ですけれども、第何号というところ

が通常埋まっているのですが、今回入っていないのは、何

か特別な理由はあるのでしょうか。 

特段の理由はないものですので、実際公告を出す段階で

は入れているはずです。これは印刷局が受けてくれなくな

ってしまうので、これは入れていると思います。資料がも

しかしたら古いのかもしれないです。 

わかりました。 

この71ページと91ページの積算根拠なのですけれど

も、これは同じものが入っているのでしょうか。 
 

そうですね、これは、後ろのほうの低入札のほうについ

ているのは、あくまで参考資料ですので、当時の入札のと

きの予定価格調書の内訳をそのまま添付せさせていただ

いています。 

ハードウエアの金額は、ある程度、金額に下限があると

いうお話だったのですが、現実には、この内訳を見ますと、

かなり積算根拠よりも安いですね。人月のほうはさらに安

いから、それでこんなに開きが出たという認識で、間違い

は、ないのでしょうか。 

はい。 

 

人月に関しては、人日かもしれませんが、100 ページ以

降の回答書に相当するものですね。グローバル・テクノロ

ジー・デザイン社が低入札調査に対して回答したものだと

思うのですが、これのほとんどが「左記のとおり対応しま

す。」というふうに、一番肝心な、これでできるのかとい

うところに答える文言が、ちょっと説明になっていない。

一般的には、低入札調査で、これで本当にできるのですか

ということで、特に人工の問題に関しては、こういうふう

な人員を使っていますとか、こういう資格者がいますとか、

あるいはこういう業務をかつてやっていて、そのソフトウ

エアをそのまま使いますとかということを回答してもらう

わかりました。 

 



のですね。言われたとおり頑張りますというだけですと、

正直なところ説明になっていないので、今後の調達の際に

またこういう調査が必要になりましたときには、その点、

もう少し具体的に、どう対応するのかということを記録に

残すようにお願いいたします。 

低入札で調査があったということですが、この予定価格

の積算では、システム構築にかかわる費用で、人件費と、

それからハードウエア、ソフトウエア等にかかる費用と分

けて、積算が 1,800 幾らになっていますね。この 97ページ、

98 ページ、これは入札に当たって見積もった根拠が出され

ていると思うのですが、ここでのハードウエアは、このグ

ローバル・テクノロジー・デザイン社はどういうふうに積

算したのでしょうか。98ページの 1,153万円というのは、

これと 99ページを足したものになるのですか。どういう計

算関係になるのでしょうか。 

99ページは物品購入の内訳ということです。 
 

この一番上の物品購入費用というところで、一式 749 万

円が出ているということですか。 

99ページの１の物品購入費用の 749万円が記載されていま

す。 

低入札調査の関係で経営状況の御指摘があったかと思いま

す。実は、会計課長通知の中で、低入札価格調査をやる際に、

経営状況とか信用状況も調査をすると調査項目にしておりま

して、恐らく各省庁も大体同じような形でこういう項目にし

ていると思うのですが、結果、やはり安い札を入れた者とい

うものが、その経営状況を見て、この経営状況ではとてもで

はないけれども履行が出来ないだろうということと、あるい

はその業者が、そうは言っても、やれます、やれますと言う

のをうのみにし、結果、契約不履行になって損害賠償を求め

る際に、その業者が、結局、倒産等をしたとき、その辺でい

ろいろ問題が出てくるということの危険を勘案してそういっ

た調査項目にしているのだろうと思うのですけれども、そう

いう形で会計課長通知の中でも調査項目としているのが事実

です。今回、医政局においても、この経営状況ということに

ついても調査項目にしたと思われます。 

（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 ： 国立ハンセン病療養所におけるネットワーク回線の更改・運用保守およびデータセンターの賃貸借業務 

 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、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ： 医政局国立病院課 

契約相手方 ： ソフトバンクテレコム株式会社 

予定価格  ： 9,859,500円 

契約金額  ： 964,950円 

落札率   ： 9.79％ 

契約締結日 ： 平成25年12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、２者応札があり、最も低い入札価格を提示したソフトバンクテ

レコム（株）が契約の相手方となった。落札率は、９．７９％である。 

意見・質問 回   答 

 契約件名の中のデータセンターの賃貸借業務の賃貸借

というのは、ソフトバンクテレコムのデータセンターの

場所を借りているという意味ですか。 

ソフトバンクテレコムがデータセンターというものを

別途、御用意していただいて、その賃借料をこちらがお

支払いするというような形です。 

そうなのですか。サーバーを移されるというお話でした そうです。 



ね。 

それはどこに移されたのですか。 

 

池袋にデータセンターがあるのですけれども、そこに移さ

れています。 

 そうするとサーバーは自前のサーバーをお使いという

ことではないのですか。 

 

サーバーにつきましては、先ほど御説明させていただ

いた審議案件４のグローバル・テクノロジー・デザイン

社が用意したオンラインのウエブサーバーとかインター

ネットサーバーとか、そういったものを池袋に移すとい

う形になっていました。 

サーバーは、所有者はどこになるのですか。 
 

先ほどのインフラシステム移行業務のときに調達した

サーバーとなります。 

場所だけを借りているということではないのですか。 場所だけ借りているというような形です。 

その場所代がこの契約金額の中に入っているという

ことなのですか。 

はい。 

 

落札率が極端に、もう10％を切っているわけですけれ

ども、平成26年４月以降につきましても、ソフトバンク

テレコムと御契約をされているということですか。 

はい。 

そのときの価格はどのようになっているのですか。 

 

平成26年度は、12カ月分になりますので、1,000万円を

超えています。 

月 300 万円ぐらいで契約されているということで、この

金額は変わらないということですか。 

 はい。 

 

予定価格が非常に高いものだったということですか。  どうしてもニュートラルな考えで予定価格を作くらな

ければならないというのもありまして、もともとの構築

に係る費用とか、客観的な資料に基づいて予定価格を作

った結果、こういった形の予定価格になって、ただ、実

際は、もともとアドバンテージがある業者が落札してし

まったということで、かなりの開きが出てしまったので

はないかと、分析しています。 

 この入札に参加されたのは、KDDI と２者だったというこ

とですね。 

はい。 

これだけの価格の開きがあるということは、このまま恐

らくソフトバンクテレコムがずっと業務を行うというよう

な感じでしょうか。 

競争性という意味では、委員御指摘のとおり、もとも

とアドバンテージを持っているところが、こういった形

でどうしても継続して業務を行うことがありがちなこと

とは思います。 

これは契約期間が平成 26 年３月 31 日までということで

１年間という感じなのでしょうか。 

これは、契約自体は平成26年３月31日までということ

で、実際調達を行ったのは秋口ということで、それから

ということなので、それまでの間、業務を行っていただ

くということです。 

きっとその後も使うものなのですね。 はい。 

来年以降も大体似たような時期に、同じような調達が続

くことになるのですか。 

今年度についての調達については、平成25年度中に、

別途行いまして、それで、先ほど申し上げたような1,000

万円以上の契約金額になっているというのが現状です。 

ネットワーク回線の更改というのは、主に WAN の部分と

考えればいいのでしょうか。 

はい。 

そうすると、更改部分と保守部分とを分けるという発想

はできないのでしょうか。 

これについては、もともとパッケージで行っていた業

者ということもあって、当時は、一体となって行っても

らった方が良いと考えたものです。 

保守要件を見ますと、44 ページなのですけれども、WAN

の対応というよりも、何となく LAN とか省内のネットワー

クサービスとかといったものを保守するのかなとも見える

のです。そうだとしたら、WAN の部分の更改と分ければ、

当然この KDDIも 100万円程度で入札してきた可能性がある

分ければということですね。 

 



と思います。 

WANの更改が必要だということになると KDDIはそこに回

線をまだ持っていないとしたら引かねばならないといっ

て、この 700 万円となったわけです。だけれども、それを

やらなくてもいい、単なる内部の保守だけということであ

れば、もしかすると競争性のある金額で出してくる可能性

があると思います。 

はい。 

 

何でもかんでも小分けするというのはいいことではない

とは思うのですけれども、今回、WAN のネットワーク回線

の更改と運用・保守と全部を一括して調達したために、ソ

フトバンクテレコムは、どんなにたくさんの会社が入札し

てきても断トツで安く入れられてしまうということになる

と思うのです。あと、更改といいながら、今あるものをず

っと使うということが可能になるのです。 

実態上はそうなります。 

誰がやっても入れかえなければならないのだということ

であれば競争性はおのずと生まれると思うのですね。です

けれども、今あるものをそのまま使えるという前提のもの

をセットにしてしまうと、今ある業者しか、事実上、勝て

ないと思うので、これはちょっと仕様を作る段階で、その

あたりを公正な競争につながるように御検討いただく必要

があるかと思いますので、今後お願いします。 

 わかりました。 
 

15 ページの 2.6.4 という契約における留意事項の中で、

「当省が継続利用を求めた場合には、……受注者はこれに

応じるとともに」云々と書かれていますが、これは、この

平成 27 年以降 29 年度まで、もしかすると随意契約でもや

ろうかと、こういうことでしょうか。 

実は、政府共通のネットワークに移行することを検討

していまして、それが、時期的に当時はまだ何年何月と

いうのが見えなかったものでして、永続的にこれを何十

年もやるということではなくて、ある程度一定期間の契

約と考えていたことから、契約条項の中でかなり流動性

を持たせているというのを仕様の中で書かせていただい

ています。 

 実際は、平成29年の夏ごろをめどに、いわゆる政府共

通のネットワーク回線に移行できればと思っていまし

て、それを今、別途作業を進めているところなのですけ

れども、それまでは継続利用する可能性があるというこ

とで、こういった文言にさせていただいています。 

契約書上もそうなっているのですか。 契約書上ですと、一応仕様を踏まえた上でということで契

約させていただいています。 

これは契約書の中には出ていないのではないですか。 仕様書に基づいて対価を支払うという形で包括的な中

身になってしまっています。 

契約書上、その手当てをしているわけではないようです

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６】 

審議案件名 ： 介護保険サービスにおける質の評価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、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 老健局 

契約相手方 ： 株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ： 43,072,000円 

契約金額  ： 42,889,350円 

落札率   ： 99.58％ 

契約締結日 ： 平成 26年 1月 30日 

（調達の概要） 

企画競争を行ったところ、２者応募となり、企画書を評価した結果、最も評価の高い（株）三菱総合研究所と会計法



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 

企画競争理由書について、今の御説明を聞いています

と、この業務の質を確保するためには、三菱総合研究所

以外にはない、そういうふうに聞こえるところもありま

して、この企画競争方式を適用する理由のところに総合

評価落札方式を排除するという理由を述べているとこ

ろは特にないのかなとは思っていまして、総合評価落札

方式ではだめだという理由があれば教えていただきた

いと思います。 

この契約につきましては、価格についてのものを評価

するというよりは、企画の中身として評価させていただ

きたいという観点から、企画競争として選択させていた

だいたという形になっております。 

 
 

この事業については何年か前から実施されているの

ですか。 

本事業については、このような形で事業を行うことは

平成25年度が初めてです。 

初めてなのですね。そうすると、特に三菱総研ありき

ということでもなかったということですか。 

違います。 

 

たまたま企画書を出したのが三菱総研だったという

ことですか。 

実際には、みずほ情報総研も企画書自体は提出されて

いまして、その評価の結果、三菱総研となりました。 

そうすると、総合評価落札方式を採用されなかった理

由は、ちょっと今の説明から言うと余り明確ではないと

思うのですが、例えば調達仕様につきまして、こういっ

た内容での調査ということを明確に、及びその仕様の内

容を充実させることで技術のないところを排除すると

いうようなことで、競争性を持たせた調達の仕方も１つ

あるのではないかと思っています。今回初めての調達で

はありますが、競争性のない、透明性のない調達を、で

きるだけやめましょうという方針の中で、あえて企画競

争を選択されたことはどのようにお考えでしょうか。 

先ほどの繰り返しになって申しわけないのですが、

我々としては、企画書の評価として選定させていただき

たいということで、それを選択させていただいたという

御説明以外には、思い当たるところはありません。 
 

次回以降、少し競争性のある入札方法で調達するとい

うことも検討していただきたいと思います。 

 はい。 

その点の補足なのですけれども、この企画競争理由書

に書かれているようなことを理由に企画競争を実施す

ると、行政の実施する調査研究事業というのは、ほとん

どが何らかの政策に結びつけるということになると思

うので、全て該当して、企画競争の随意契約になってし

まうという危険が多いのだと思います。それと同時に、

この評価結果の得点を見ますと、この場合には447点と

511点ですけれども、これがほとんど拮抗している場合

もあり得るわけで、それが例えば１点とか３点差でも、

もう企画競争だと、その３点あるいは１点差で高いほう

と契約することになるので、それはやはりおかしいので

はないかと思います。やはり総合評価、価格と企画との、

もしかするとちょっとした主観の差で逆転しているか

もしれないわけですね。ですから、やはりこういうよう

なケースというのは総合評価でやるべきではないかと

私は思います。 

 はい。 

今回の開札調書に相当するようなものはないのでし

ょうか。 

関係資料というのは、ここにお示ししているものが全

てになります。  

開札調書は特に作らなければいけない書類ではない

のですね。今までは大体ついてきていたような気がする

ので、御確認いただければと思います。 

 そうしたら、例えば41ページにある資料が、見積金額

ですから、応札金額と評価結果、得点表ということです

はい。 

 



ね。 

今回は、評価点が高く、かつ、価格の安い業者が契約

の相手方となったので、良かったのですけれども、そう

でなかった場合は、先ほど既に御指摘があったような問

題につながってきますので、やはり競争性のあるものを

採用するように目指していただきたいですし、そうでな

い場合は、客観的な理由が必要になろうと思いますの

で、努力をお願いします。 

私が気になりましたのは、むしろ２者応募ということで、

競争性がゼロではないのですが、もう少したくさん来てく

れたらよかったのにという点です。 

16ページを見ますと、企画競争に係る説明会の開催が

１月８日で、企画書の提出期限が１月16日です。確かに

入札公告を出したのはその前の年の12月24日というこ

とで、ルール違反ではないのですけれども、しかし、説

明会で説明を聞いてみないことには、企画を練るという

ことも難しいところはあると思うのです。そのようなこ

とから、この説明会から企画書の提出期限までの間が８

日間しかなかったことが、応募者が少ない原因と思いま

すので、今後はもう少し長くして、なるべく競争性を高

めるようにお願いしたいと思います。競争性というと、

経済性というものにつながりがちですが、それだけでは

なくて、多様なアイデア、特にこういう、企画を募りた

いということであれば、多様な企画を持ち寄ってもらう

ことが目的のはずです。ですから、ますますもって説明

会から企画書の提出期限までというのは時間がきっち

り必要で、その間にすばらしい企画を練ってくださいと

いう態度を調達する側も示すべきです。 

それから、25ページ以降に企画書の評価基準及びそれ

の記入結果が出ております。これは、委員ごとの採点結

果というのはないのでしょうか。 

その後ろのページからになります。 

 

それは原票だと思うのですけれども、平均とか合計と

かの集計した結果がついているのですけれども、それは

作成していないのですか。 

特段、作成していません。 

 
 

特に、今回は２者がせっかく応募していますので、そ

れが比較可能になるようにして、委員間のばらつきがは

っきりするように一覧表にしていただくことをぜひお

願いしたいと思います。ほかの調達では大体そうしてい

ますので、難しいことではないのではないかと思いま

す。 

 はい。 

一覧表を作成する理由としては、ある評価委員はある

項目に関してとても高い点をつけているのだけれども、

ほかの人たちは全く違ったとか、あるいは１人だけが違

うのではなく両極端に分かれているとかというときに

は、要するに価値観の違いが点数の差にあらわれたわけ

です。その場合は、恐らくは仕様書に曖昧な部分があっ

たからなのです。ですので、そのところがあれば、次回

に生かせますので、調達をよりよくするために生かせま

すので、そういうものをはっきりさせるために一覧表形

式のものにして、委員間のばらつきがあるかないか、そ

れを確認できるようにして下さい。 

 はい。 



 それで、この評価書なのですけれども、書いていらっ

しゃる方も随分迷いがあるみたいで、評価点の欄に、書

かなければいけないのか書かないでいいのかがわから

ない番号つきの欄というものがありますね。例えば一番

上は、業務全般に関すること、配点20と書いてあって、

その横に点数を何か書くのかなということで「？」を書

いている方もいれば、自主的に合計点を出している方も

いる、そういう感じになっています。やはりその場で使

い方を説明されたのかもしれませんけれども、後から、

この欄は何で足していないのだとか、あるいは、これは

平均を書くべきだったのかなと混乱しますと大変なこ

とになってしまいますので、こちらは、ほかの部局もこ

ういう評価書というか評価表を作っていますので、ぜひ

情報共有して、よりわかりやすい、評価者が勘違いしな

いようなものにしていただきたいと思います。 

この企画競争でちょっと問題があるかなと思いましたの

は、まさに今見ていただいている 25ページ以降のこの評価

基準のところなのですけれども、「重要」という欄が右端

にあります。重要と重要でないのは一体何が違うのかと見

ますと、例えば、１番の実施体制と実施計画を見ますと、

重要なのは実施計画で、重要でないものは何が違うのかと

思ったら、２点というのがつけられるということになって

いるのですね。これですと、重要性に結果的に差がつかな

いと思うのです。普通、重要度が高いものというのは配点

が高くなっていますよね。小学校から始まるいろいろなテ

ストとかでも、重要な問題は配点が高いわけです。ですの

で、これは評価点の低い部分の選択肢を消すというのは、

重要性の評価としては何かうまくない、不適切という気が

するのですね。重要なら、そっちこそ評価点を 10点配点に

して、重要でない項目を５点配点にすればいい話ですよね。

これはどうしてこういうことになってしまったのでしょう

か。 

採点表の配点については、公共調達委員会の御指導を

受けて、このような形で改変したものでございまして、

その前は、全ての項目が、例えば５、４、３、２、０と

いう形になっていたところ、公共調達委員会の御指摘に

よって、重要という項目において、やや劣るということ

はあり得ないと。普通でなければ、それはもうゼロ点と

なるべきであるから、やや劣るという項目を排除すべし

という御指導をいただきまして、このような形になりま

した。 
 

それは、新しい知見で、目を開かされる思いなのですが、

賛成はしがたいですね。やはり重要なものであれば、そこ

は配点を高くするべきであって、ちょっと低い点数は選べ

なくするというのは余り一般的な発想ではないと思いま

す。  

これに関しても、ほかの調達でいろいろと既に長く使わ

れているものもありますので、ぜひそちらを見て、次回以

降に生かしていただければと思います。 

 はい。 

 この重要欄に丸がついている項目について、１人以上の

委員がゼロをつけたら不合格にすると書いてあるのですけ

れども、それもどうかと思います。理由としては、極端な

意見をもたれている委員があるとそれで全てを排除すると

の考え方となるわけなので、これで良いのかちょっと懸念

を持ちます。これは感想です。 

 はい。 

今のゼロ点に関しては、普通、ほかの部署でしたら「必須

項目」という表現をして、必須項目について満たさないも

のがあれば、そこは落札できないとするのが一般的ですの

で、そういった方法も御検討下さい。 

わかりました。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件７】 



審議案件名 ： 平成25年度保険医療材料等に関する海外実態状況調査業務 

資格種別  ： 役務の提供等（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 総合評価落札方式を実施している案件中、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  ： 18,341,628円 

契約金額  ： 18,165,000円 

落札率   ： 99.04％ 

契約締結日 ： 平成 26年 1月 22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、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）

が、契約の相手方となった。落札率は、９９．０４％である。 

意見・質問 回   答 

この調査の目的のところで「内外価格差」という言葉

があるのですけれども、これはどういう調査なのです

か。 

製品によるのですけれども、外国の製品と比較して日

本の製品が高い場合、国民の皆さんからいただいている

税金で賄う額が増えてしまうので、そこの価格差をもう

ちょっと引き下げられないかというようなことで、なぜ

こういう価格差が生じているかというのを、流通経路で

すとかというものも調査して、違いを調べるというもの

なのです。年度によって何をテーマにするかというのは、

政策的な話なので変わってくるのですけれども、平成25

年度につきましては、特に価格差の大きい製品、人工股

関節とかに使う製品があるのですけれども、その製品に

ついて流通価格があって、その価格がどれくらい離れて

いるかというのを調べて、その要因が何なのかをまた分

析するようになっています。 

それは、保険の還付を受けるときの価格に反映させなけ

ればいけないからということですか。 

そうです。 

１者応札になっていることについては、どのように分析

されていますか。 

平成25年度に限って１者応札でして、それより前は大体

２者程度の応札となっていたのですけれども、やはりかな

り専門的な調査になっていまして、特に必要となってくる

知識としては、日本の材料価格に関するものですとか、調

査する国がいろいろあるのですけれども、そういう国の保

険医療の制度というものもわかっていて、各国と調整する

能力も必要になってくるので、そういうものを備えている

企業が少ないのではないかと思っています。 

今回は１者で三菱ですけれども、毎年三菱にということ

になるわけですか。 

今のところはそうなっていますけれども、今後も、特に

三菱を指定しているわけではないので、やはり総合評価な

どの方式で企画書を見せていただいて、すぐれたところが

あれば、それによって選んでいくようになると思います。 

そうすると、もう少し複数者が応札できるような体制

にするということも一つの課題になるのかもしれませ

んね。 

はい。 
 

予定価格の積算内訳が 93ページにありますけれども、こ

こで予定価格が 1,830 万円になっているのですが、ちょっ

と細かいお話で大変恐縮なのですが、イギリス調査、一番

上の枠の中で、航空運賃が１人当たり 82万円となっていま

して、その次のところでアメリカにつきましても１人当た

り 100 万円ですね。これを予算に計上にされているのです

けれども、これは明らかにビジネスクラスということを想

定されているのですが、エコノミークラスではいけないわ

けですか。 

これは、予算の積算をするときに根拠としている資料が

ありまして、その中でIAT運賃というもので、エコノミー

クラスというので記載されているものを使用しています。 

 

 

 



 エコノミークラスの料金が 82 万円ですか。 ロンドンまでの航空賃が82万となっています。 

航空運賃が 82万円で設定されているのですか。かなり違

和感があるのです。 

職員旅費の積算資料を見る限りはエコノミークラスに

なっております。 

それは、厚生労働省の内部資料ということですか。 内部資料になっています。 

それは、余りにも現実から乖離している価格のような気

がするのです。 

これを作ったときはこれを根拠にしたのですけれども、

今後の課題といたしまして、これを参考にしつつも、その

時点の価格というものを調べて、それに合わせていきたい

と思います。 

その辺りが改善点かと思いますので、御検討下さい。  はい。 

今回、残念ながら応札が１者になってしまったという

ことなのですけれども、６ページの入札公告２ページ目

を見ますと、入札説明会が12月20日で、企画提案書の提

出が１月９日となっています。年末年始のお休みを含ん

でいることを考えますとかなり短いように思われるの

ですが、もちろんルール違反ではないと思うのですけれ

ども、これが、私は１者応札と関係があるのかなと思う

のですが、いかがでしょうか。 

多分このときは時間的な余裕がなかったというのがあ

ると思うのですけれども、御指摘いただいたことを踏まえ

まして、今後もう少し余裕を持ったスケジュールにしてい

きたいと思っています。 

 

前回は２者来ていたわけですね。それと関係あるかどう

かわからないですが、前回の調達よりも、今回は 500 万円

アップしていますが、これはどうしてなのでしょうか。 

これは、調査品目数というのを、先ほどは人工股関節の

ものを調査するという説明をしたのですけれども、その品

目数、人工股関節でも、前年は人工股関節ではないのです

けれども、その中で細かく分かれているので、調査品目数

を増やしたので予定価格も前回の調達より増額にした結

果、入札額も増額になったというものです。 

今回、オーストラリアも追加したのですね。今まで４カ

国だったのが５カ国になったということですね。 

はい。 

この説明会には何者来ているのですか。 ２者になっています。 
 

その前年もやはり同じようなスケジュールで実施されて

いるのですね。 

全く同じではないと思うのですけれども、似たような感

じにはなっていると思います。 

価格なのですけれども、これは落札率がほぼ 100％とな

っていますが、何で予定価格にこんなに近いのか思いあた

ることはありますか。 

それにつきましては、予算が上がったこともあって、予

算というのは、特に秘密にするものでもなくて、どなたで

も照会いただいたりすればお答えしているものなので、そ

の上がった価格で、三菱の場合ですと、従来から契約され

ているので、予算がこれくらいであれば、このくらいの予

定価格を立てるのではないかというのを予測されたので

はないかと思っています。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ： ハローワークシステム統合運用監視業務（平成26年度運用開始） 

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者応礼の中で、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 富士通株式会社 

予定価格  ： 10,378,267,935円 

契約金額   ： 10,132,500,000円 

落札率   ： 97.63％ 

契約締結日 ： 平成26年1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、富士通（株）が契約の相手方となった。落札

率は、９７．６３％である。 

意見・質問 回   答 



ハローワークシステムの本体のほうももちろん富士

通が開発されたと思うのですけれども、今回、保守業務

について総合評価落札方式で調達されていますけれど

も、３回目でやっと落札されたということで、ほぼ予定

価格のマックスのあたりで入札している状況だとは思

うのです。そんな中で、予定価格が515ページのところ

にありますけれども、その予定価格を算定するときの一

番上の運用マネジャーのSEが192万円、これは人月だと

思いますが、この根拠はどこにあるのですか。 

こちらの単価につきましては、JECCが発行しているサー

ビス商品価格表に記載されている大手６社の平均値を用

いて算定しています。 
 

この人月につきましてはこの資料の案件をいろいろ

見ておりますと開きがあるのですが、この192万円とい

うのは最上限の価格ということですか。 

この192万円は、SEのほうでも２種類あるのですけれど

も、上級SEということで設定しているものになります。 
 

通常この単価で設定されているのですか。 はい、こちらの単価を用いています。 

この業務は、開発ではなくて運用監視業務なのです

が、これは仕事の内容としては非常に困難なものなので

しょうか。 

 

運用マネジャーにつきましては、統合運用監視業者だけ

ではなくて、ハローワークシステムに関連するソフトウエ

ア保守業者ですとか、ハードウエアネットワーク業者全体

を取りまとめている中での、また一番上の立場になるの

で、一番難しい立場です。 

人月で算定しなければいけないものなのですか。一般的

な見方からすると、運用監視業務というのは、時々その場

を外れてもいいのかなというような感じがしないではない

のですが、１カ月間フルでこういった単価を計算しないと

いけないものなのですか。 

こちらのマネジャーについては、専従で、かつ常駐体制

をとっていただくようになっております。もちろん交代制

にはなっていますので、ほかのサブマネジャーが常駐して

いる場合もあります。 

 

３年契約なので、その中で 36 カ月、この見積もりからい

きますとフルに常駐とうことですよね。３年間フルに常駐

するという形になっているということですね。 

１月の日数20日で計算していますので、確かに稼働曜日

日数ということになっております。 
 

この辺の単価につきましては、私もこの単価が正しいの

かどうかというのは非常にわからないところがあるのです

けれども、ほかの案件から比べますと非常に高い単価を使

っているので、少しヒアリング等をされて、この辺の適正

な単価は何かということも少し検討していただきたいと思

います。もしこの単価で問題ないということであればこれ

でもちろん構わないのですが、印象からすると非常に高い

単価を使っているなという印象を受けます。 

初期準備費用につきましては、前の契約実績と監視対象

の伸び率を勘案しまして算出しております。 
 

あと、519 ページの一番上の初期の準備費用、これは

1,196 万 9,000 円ございますけれども、これは内訳という

ものはあるのですか。 

 

 

その内訳というのは特に作られていなくて、実績ベース

ということなのですか。 

契約実績に、サーバー台数とかの伸び率を勘案して、実

績に伸び率を掛けているということです。 

形式論的なところなのですけれども、開札調書が 521 ペ

ージにあるのですが、価格点が第１回、第２回に関してマ

イナスになっています。これはおかしいことで、要するに

予定価格を上回るからマイナスになるわけですね。マイナ

スで評点してしまうと、技術点でマイナスの分を取り返せ

ばマイナスではなくなってしまいますね。価格点云々では

なくて、予定価格をオーバーした時点で、ここはこの段階

では落札できないわけですから、採点対象にすること自体

が不適切だと考えられます。これは前回、何回前か、別の

部局かもしれませんが指摘済みの事項ですので、少し御確

認いただければと思います。 

 はい。 

SE 単価に関しては、私はそれほど変ではないような気が

しております。JECCだと先ほど説明がありましたが、富士

先ほど現行契約に監視対象の伸び率を掛けているとい

う御説明をさせていただきましたが、そういった意味で、



通を含む平均ですから、根拠としてお使いになるのは、富

士通クラスのところが応札してくるという意味においてい

いのではないかと私は思っています。ただ、543 ページの

ところで前回の調達状況を見ますと、前回と比べて 20億円

の値上げということになるのですが、これは何かすごい値

上げの仕方だなと思いまして、これは何か思い当たる点は

ありますでしょうか。 

監視対象が増えてきているということで規模が大きくな

ってきているということになるかと思います。 

 

予定価格の算出の段階と応札者の見積もりとがほぼ一致

していたということなのですね。 

はい。 
 

やはり１者応札というのは、いろいろと問題が出ると思

います。例えば、その業者が指名停止になったときには、

一体このシステムは誰が面倒を見るのかという話になりま

す。ですから、１者応札はなるべく避ける方向にしたいと

いうのが、多くの省庁で言われていることだと思います。    

今回はセンターノードと現地ノードと分かれています。こ

ういうようなものは、保守であれば、別に地元の小さいと

ころがやってもいいのではないかと思うのですね。そうい

った分割が今後は考えられないでしょうか。 

運用と保守の業務につきましては、それぞれ別にしてい

ます。あと、ハードのほうも、以前調達していますけれど

も、そちらも分割については検討しているところなのです

が、今回の統合運用監視業務につきましては、個別の部分

はございますけれども、どこか１つのサブシステムで障害

が起きた場合、それがそこのサブシステムだけで終わらな

いこともございます。他のサブに連携する部分も結構あり

ますので、そこの見きわめをするための時間ですとか、あ

と、その対応に係るものについてリスクが大きくなるとい

いますか、もしも複数業者が入ったときの責任分界等が複

雑になるということも考えまして、今回は１つにまとめて

調達をしました。 

 実際、そういう説明をよく伺うのですけれども、リスク

をどう抱え込むか、あるいはリスクを抱え込まないで対処

するのかの考え方によるところかなとは思います。それで、

今回のシステムの場合は、ずっとこのシステムを抱え込む

のではなくて、業者のほうにそれを請け負ってもらうため

に全国一括なのだと思うのですけれども、ただ、本当に一

度も止められないものなのかというと、それこそ医療機器

などで人工心臓などを動かすようなもので、１秒たりとも

止められないという話ではないと思います。そうだとする

と、分界点がはっきりしないからというのは確かにあるの

ですけれども、その調査にかかる時間くらいはあると思い

ます。ある意味、お金持ちの理論に見えてしまいます。民

間調達であれば、こんなもったいないことはしないと思い

ますので、１者応札を避ける観点から、又は新しいアイデ

アや新しい技術を持ち寄ってもらうということからも、機

能の分割のみならず、地理的にも分割できないかを御検討

いただければと思います。 

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９】 

審議案件名 ： ハローワークシステムソフトウェア保守業務（平成26年度運用開始） 

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、最も落札率が高いため。 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 富士通株式会社 

予定価格  ： 6,340,624,007円 

契約金額  ： 6,303,780,000円 

落札率   ： 99.42％ 

契約締結日 ： 平成 26年 1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、富士通（株）が契約の相手方となった。落札

率は、９９．４２％である。 



意見・質問 回   答 

予定価格ぎりぎりで５回目の入札で落札されている

という案件ですので、予定価格の積算内訳のところで、

また前回と同じように見せていただきますと、259ペー

ジのところに、これは人月ではなくて１日当たりの単価

７万3,000円というSEの単価が出ていますけれども、こ

れについては、これに単純に20日を掛けますと150万円

ぐらいになっていますけれども、先ほどの192万円との

差というのはどういうところにあるのでしょうか。 

こちらでこの単価７万3,300円の者につきましては、先

ほどの案件でいいますと、１月146万6,000円の者と同じ、

上級SEではなくて通常のSEということで設定している単

価を用いています。 

 

上級SEは必要ないという案件なのですか。 

 

単価のことはよくわかりません。統合運用監視業者が、

運用組織として、何かあった際に指示をして、それに従っ

てソフトウエア保守業者のほうで作業をしてもらうとい

うような流れになっています。そのようなことから、全体

を管理するという意味で言うと、確かに統合運用監視のほ

うが難易度はあると思いますので、恐らくそれで単価に差

が出ているのではないかと思います。 

どういうSEの単価を使うかというルールが不明瞭か

なと思っているのですが、その辺はいかがですか。 
 

基本的に多く用いているのは通常のSEの単価を使用し

ていまして、逆に統合運用監視の全体管理だけが少し別扱

いにされているものかと思われます。 

単価の安い、上級ではない普通のSEの方にパフォーマ

ンス的に問題がなければそっちのほうがいいとは思う

のですが、その辺が十分な理解をしてこの予定価格を算

定しているのか、というのが少しわからないところがあ

ります。 

その辺も少し次回以降、きちんとした理解のもとに予定

価格の算定をお願いしたいと思います。 

 はい。 

先ほどと同じ部局で、同じ対象の案件なのでコメントは

ほとんど同じです。地理的な分離を行ってはいかがでし

ょうかという点ですね。それから、価格点の採点の際に

マイナスはつけないでいただきたいということですね。

積算根拠は明示してください。JECCの人月単価を用いまし

たというふうに書いておいていただかないと、次の調達の

ときとか、別の部署が参考にするときに、うちと違うなと

思い、何でこんなに高いのだろうかということにもなりま

す。 

JECCが多分一番高い単価なのですね。ですので、これは

JECCのものを使っている、要するにいわゆる大企業の、

トップクラスの大企業のSEを使うときの単価表なので、

これはそれを使ったのだということを記録しておくこ

とが重要だと思います。 

はい。 

今回も、前回の調達と比べますと倍増ということにな

っているのですが、295ページですと、前回の調達金額

を見ますと36億円ですね。それで、今回が、倍までは行

かないですが60億円ぐらいですからかなり大きくなっ

ているのですけれども、こちらについてはどうしてなの

でしょうか。 

前回の調達の際は、今回よりも少し期間が短いこともあり

ます。先ほどの統合運用監視と同じように、対象が少し大き

くなっています。また、新たに加わった業務などもあります

ので、そこが対象として増えた要因にはなると思います。 

よく似た調達のようにも思えるのですけれども、ただ、

一方で、こっちはソフトウエアの保守業務で、特に障害

がなければ何もおきない業務ですね。統合運用のほう

は、日々、何かあったらお守りをするということで人月

がすごくかかるというのはあるのですけれども、そうい

う意味では、ソフトウエア保守というのは、きっちりつ

確かに障害があったとき、何かあったときの対応もあり

ますけれども、一部、定例的な改修等があります。そうい

う作業が入る部分と、あと、何かあったときの分析調査も

依頼して行っていただくというところがありますので、御

意見はもちろん踏まえて今後の検討を進めてまいりたい

と思います。 



くってさえあれば、かなりシェイプアップできるはずの

ものです。ですので、シェイプアップの可能な部分はな

いのかというところを今後は精査していただければと

思います。 

 

どこのSEを使うか、何人月分使うかということに関し

ては、やはり事例データベース的なものを参照されると

か、あるいは過去の実績でも結構ですし、あるいはコン

サルタントの予算が認められれば、頼んでみるといのも

ありだと思います。どうしてこういうランクのSEを何人

日使うのかということを、せめて記録には残したほうが

良いと思います。先ほどの説明を伺っていると、予算が

これだけ認められたから、これだけのクラスの人を何人

日使えばちょうど使い切れるというように積算したの

ではないかと疑われてしまう可能性がありますので、ど

うしてこういうクラスのSEを何人日使ったのかという

ところは文書化して残して下さい。 

 はい。 

この説明会に参加した業者も１者だけなのですか。 ソフトウエア保守の意見招請の際が６者で、入札説明会は

７者です。 

企画書を出して応札したのは１者ですか。 はい、１者です。 

ソフトウエアを開発したのも富士通で、運用監視業者も

富士通が行って、保守もとなってしまうと、やはり難しい

のですかね。 

こちらの説明会を開催した後に、見積もりのために御希望

があった業者に対しては、こちらで持っている設計書ですと

か、これまでの改修実績等、資料閲覧という形で実施はして

いるのですけれども、やはりなかなか手が上がらないという

ことで、あと、調達後に、説明会には来られたけれども、応

札に至らなかった理由というのをアンケートしています。そ

の中では、業務を確実に履行できないですとか、必要な管理

者体制が敷けないという御意見はいただいているところで

す。 

 その 139 ページの応札条件の緩和等を見ていると、保守

実績に関する資料の閲覧による開示やそういう努力はされ

ていても、やはり難しいと業者は言っている。そうすと、

運用保守だけ分けても余り意味がないという感じもしま

す。 

 先ほどの御説明からすれば一括にならざるを得ない。 

１つのシステムなので１者ということになるのは仕方がな

い、分割が難しいというのは、案件８に比べると仕方がな

い面はあると思います。ただ、例えば改修ですとかバージ

ョンアップですとかアップデート、そういったものを全国

一括で実施しなければならないかというと、そうではない

と思うのです。北海道で行ってうまくいったのを見て、青

森で行うことにすれば、本当はこんなにエンジニアという

のはたくさん必要なのかというのがどうしても引っかかる

のです。この全国規模でどんと仕事をする前提での調達の

ようですので、もしお金に困っている民間企業であれば、

そこは別に、多少のタイムラグがあったところで困らない

とか、あるいはお盆の時期にやれば全く問題ないという判

断をして、そういったリスクを抱え込むというやり方は十

分にあるのではないかと思うのです。ですので、分割のみ

にかかわらず、なるだけいろいろなところが知恵を出せる

ような調達仕様にしていただければと思います。 

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１０】 



審議案件名 ： モバイルアセスメントシステム購入及び国立保健医療科学院サーバへの導入業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性。 

発注部局名 ： 国立保健医療科学院 

契約相手方 ： 株式会社Eyes, JAPAN 

予定価格  ： 4,000,000円 

契約金額  ： 4,000,000円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 3月 13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、説明されたことこそ、まさに随意契約の理由にな

ると思いますので、随意契約理由書には、その内容をぜ

ひ記載していただきたいと思います。 

見積書が一式ということでEyes, JAPANから出ている

わけですが、この中身の精査はどのようになされたので

しょうか。簡単に言えば、よそで作ればもっと高いとか、

自分で作ってももっと高い。ここのところはこの金額で

行ってくれるというのは、なぜこの金額なのかというの

を一応確認しないと、変な話、今回は動いているシステ

ムが既にあるのかもしれませんが、まともに動かないシ

ステムを買わされてしまう可能性もこれまでの公共調

達では何件かありますので、どうしてこの金額でできる

のか、何が構成要素なのかということは確認されたほう

がいいと思うのですけれども、それは行ったでしょう

か。 

開発の際、地図情報をグーグルとかいろいろな地図会社

に確認しましたら、その地図情報を入れるだけで1,000万

円以上かかりますという情報も受けています。そのほか、

細かいところの導入費用とかというのは、今までの実績等

を踏まえて行っていますが、ただシステムの中身について

は、少し詳しいことはわからない状況です。 

 

GIシステムであればと1,000万円以上の金額でも納得

のいく金額だと思います。その場合、そういうシステム

なのに400万円で契約できるのは、どのような、工夫が

あってのことなのか納得いった上で、ここと契約するこ

とにしましたとしていただくと、国民も納得しやすいと

思うのですね。ですので、今、細かいところがわからな

いということであれば、ぜひ、この後ででも、説明責任

を達するためにも一応確認をお願いしたいと思います。 

 はい。 

この災害時保健医療クラウドシステムの本体のほう

というのは、どれぐらいの開発予算だったのですか。 
 

東日本大震災が起きた後の平成23年度補正予算で構築

したシステムでして、費用としては1,300万円ぐらいにな

っています。  

これだけの利用できるようなシステムで、それほど高

い開発費用ではないシステムということですね。 

はい。 

今、随意契約理由についていろいろ説明をいただきま

したけれども、これは、仮にほかのところに依頼すると

したら、どれぐらいの費用がかかってしまうのですか。 

 

この、システム自体は、業者が入札して、システムを組

んで、その後でうちの研究者が手を入れています。研究者

のほうでいろいろ積算したときに、5,000万円以上かかる

ということを、その作る以前に行ったときに話を伺ってい

ます。 

今回400万円で受注されていますけれども、それだけ

の差がある開発で、400万円でできてしまうというのも

若干違和感があるのですが。 

 

今回、地図情報とのリンクというだけに特化しますと、

グーグルと相談した結果、1,000万円以上の額がかかると

いう時点で、予算面での折り合いがつかないので、そこで

それ以上の検討はしていないのですけれども、今回の400

万円と比較するという意味合いであれば、このグーグルと

相談した約1,000万円は超える額というものと400万円の

比較になるかと思います。5,000万円というのは、それ以



外にもっといろいろな機能も、付加価値も入れた総合的な

額となります。 

このEyes, JAPANという会社については、ほかにもい

ろいろな案件で開発業務をされているのですか。 
 

私が把握しているのは、この東北大学と行っている事業

以外には、ホームページを見た限りの情報ですが、手広く

こういったモバイルシステムを手がけている会社になっ

ています。 

開発と今回のモバイル対応の開発は、全部で2,000万

円弱ぐらいの費用で行ってもらえた業者ということな

のですね。 

当初のシステムに関しましては、Eyes, JAPANは行って

いません。 

今回の地理情報と避難所情報の系列管理というものだ

けを特化して入れたものでございます。 

この災害時保健医療クラウドシステム、これは Eyes, 

JAPAN が開発されたのではないのですか。 

違います。NECです。 

そうですか。わかりました。では、それが、NECが 1,800

万円で最初の開発をされたということですか。 

 そのとおりです。 

グーグルの説明がありましたけれども、もしそのような

ものがあるのであれば、１者の見積もりが仮に 1,000 万円

で、もう１者の見積もりが 400 万円であることの資料を添

付していただけば、もっと説明が容易であると思います。 

随意契約理由書の後段のほうですけれども、「今般、当

該クラウドシステムに避難所調査」云々と書いてあって、

「前述のような機能を有し、実績のあるシステムは、国内

では、当院のシステム以外に」と書いてある。この「当院

のシステム」なのですか、それとも東北大学の行ったこの

システムですか。 

これは誤字でございまして、Eyes, JAPANのモバイルシ

ステムです。 

 

そうでしょうね。でないと少し意味が通じないなと思い

ます。それから、ここでいう４行目の「本システム」は、

そうすると何になるのですか。これは、組み込んだ後の

本システムですか。 

また、「購入後、独自にカスタマイズすることが必要

となり」は、これでいいのでしょか。 

この「本システム」は、モバイルアセスメントシステム

です。 

組み込んだ後においてもカスタマイズしていく必要が

あります。 

また、購入後、またいろいろな情報を入れていかなけ

ればならないのです。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

 ９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） 


