
平成２６年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２６年１０月１０日（金） 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２６年４月１日～平成２６年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ： 労働委員会会館入退館管理システムICカード発行機器保守及び管理端末更改業務一式 

資格種別  ： 役務の提供（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 一般競争入札を実施している案件中、１者応札であり、落札率が１００％であることから、予定価格の

妥当性について、確認する必要があるため 

発注部局名 ： 中央労働委員会事務局 

契約相手方 ： エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

予定価格  ： 4,038,552円 

契約金額  ： 4,038,552円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成26年4月1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、エヌ・ティ・ティ・コニュニケーションズ（株）

が契約の相手方となった。落札率は、100.00%である。 

意見・質問 回   答 

平成25年までは、随意契約で調達されていたというこ

とですね。 

 今回は、内部的な指摘により、一般競争入札に移行さ

れたということですけれども、この資料を見る限りで、

見積もりをエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズさ

んから取られて、１者だったという理由はあるにせよ、

そのまま予定価格にされて、入札金額も見積もりを提出

されたエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズさんが

同一金額で入札をして、そのまま落札をされた結果、落

札率が100％になってしまったということだと思いま

す。この参考見積もりを提出した業者さんがそのまま落

札をしたら、少しいかがなものかなと思うのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

確かに随意契約から一般競争入札に移行したものであ

る以上、こちらとしては、入札公告も正当な手続を踏ん

でいますし、その結果、ほかの会社さんが手を挙げてき

たものであれば、当然これを拒むことではありませんし、

手続上は何ら問題ないと考えています。 

 加えて、平成24年以降の毎年こちらは会計検査院の検

査を受検するに当たって、あとそれから本年の７月にも

会計課監査指導室の会計監査事務指導を受検しておりま

すけれども、そのいずれにおいても、当該点については、

何らの指摘を受けていませんでしたので、その点につい

ては、特段問題があるとは考えていませんでした。 
 

この見積書からそのまま予定価格に移行された理由

は何でしょうか。 

 

先ほども説明しましたが、本来、予定価格を算出する

場合、複数社の平均で算出をするべきであり、そうした

かったところではあるのですけれども、ほかの会社から

の見積もりが入手できなかったので、そのまま予定価格

としました。 



ほかの会社さんは何件ぐらい当たられたのですか。 
 

具体的な数は、聞いていないのですけれども、システ

ム関係の業者に複数社は当たったと認識しています。 

入札するであろう１社さんの見積もりをそのまま採

用されたということですよね。 

結果的にはそうです。１社からしか見積書の入手がで

きませんでした。 

もう少し、この予定価格の適正な価格の算定のための

手続をお踏みになるべきだったのかなと思いますが、い

かがですか。 

 

例えば、次の更改及び保守のタイミングにおいては、

一度その前に公募をかけるなどをして、本当にほかの会

社から手が挙がることがないのかというのをもう少し期

間を前倒しにして精査するなど、そういったことを検討

する余地は確かにあったと思いますので、今後において

はそういった形で検討させていただきたいと思います。 

この仕様書ですけれども、システムの保守の規模感が

少しわからないのではないかなという気がしまして、こ

れでほかの業者さんが見積もるのは、非常に難しいので

はないか思いますが、いかがでしょうか。 

 

一応、仕様書につきましては、当時の担当から確認を

したところによると、本省でも同様にIC発行機を持って

おりますので、その仕様書と照らし合わせる等をして、

作成したと聞いておりますので、現時点においては、特

段、何か問題があるというようには認識をしていません。 

 今の御指摘は、今後の仕様書の作成において、検討課

題として考えさせていただきたいと思います。 

ほかの業者さんが参入できるような形で、もう少し詳し

い仕様書を作成したほうが良いと思います。 

 はい。 

 

今の御指摘には私も、同意するところがありまして、

仕様書10ページ、11ページです。こちらにサービスとし

てどのぐらい人を割いたらいいのかがわからないとい

うところがあると思います。 

 例えばそのICカードリーダーの保守ですとか、そうい

ったものですと、どのぐらいの頻度で使われるものなの

かとか、定期的にそれがなされるのか、それとも時々呼

び出されてやる仕事なのかとか、そういったところがわ

からないと、仕様書を読んでも見積もれないというよう

なことにつながると思いますので、内容を少し細かくし

た仕様書にしていただくようにお願いします。 

はい。 

今回のシステム、残念ながら１者応札なのですけれど

も、分けることはできないのでしょうか。分けてより小

さな会社ですとか、多様な会社が手を挙げるということ

はできないでしょうか。 

 

更改業務と保守業務を分けることにつきましては、今回、

更改のタイミングと保守のタイミングが一緒になったもの

ですから、保守業務の対象機器に当該管理端末自体も含まれ

ているということで、当然、同時に調達をしたほうが、価格

も安く調達できるでしょうし、あとそれから、保守業務の対

象機器に管理端末自体が含まれているので、あえてそれを分

けてしまうと、業者間の連携が保証されずに、契約の履行が

円滑に行われないというおそれもあると想定をした上であ

えて同時の調達で実施したところです。 

 ただ、業務を分割すれば幅広い業者に広がるというのは御

指摘のとおりかと思いますので、その点も含めて、今後、検

討課題とさせていただきます。 

今回は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズが

紳士的に見積もった金額で入札してくれたからよかっ

たのですけれども、ここでより高い金額をいざ札入れの

ときにされてしまって、不落に持ち込み、それで随意契

約でという話に持ち込まれるなどもテクニックとして

はないとは言い切れませんので、そういった複数の応札

が生まれるような配慮というものをなるべく今後も御

検討願いたいと思います。 

はい。 

１者しか来ないと、応札ゼロになってしまうというリ

スクもありますので、その点お願いいたします。 

その点については、ちょっと認識不足としか言いよう

がないようなところがございますので、その点について



 あと、契約書がついているわけですが、こちらでサー

ビス、つまり保守サービスがずっとついているわけです

が、サービスレベル・アグリーメントの類いがついてい

ないように思うのですね。いわゆるSLAというものです

ね。あれがないというのは、契約書のセットとして不備

ではないかと思うのですが、こちらは何か理由があるの

でしょうか。 

も確認をさせていただいた上で、今後の契約書に反映を

させていただきたいと思います。 

 

多くの場合、こういう保守ですと、何かトラブルが起

きてから、何時間以内に駆けつけますとか、そういった

ものの達成率を明記しておいて、そこに至れば、オーケ

ーですけれども、そうでないときには、ペナルティー、

例えば、金額をある程度返してもらいますとか、何かが

約束されるということが多くあります。 

それによって、発注者側も、この程度までは正常な範

囲なのだなということがわかって、何でもかんでも受注

者のほうのリスクにしてしまうということがなくなる

という点もいいことですので、今後は是非SLAの活用も

検討して下さい。 

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 ： 健康増進総合支援システム情報提供事業 

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者応札であるため 

発注部局名 ： 健康局 

契約相手方 ： スタートコム株式会社 

予定価格  ： 14,829,156円 

契約金額  ： 14,364,000円 

落札率   ： 96.86％ 

契約締結日 ： 平成26年4月1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札となり、スタートコム（株）が契約の相手方となった。

落札率は、96.86%である。 

意見・質問 回   答 

この事業はいつごろからスタートコムさんが実施し

ているのでしょうか。 

この事業は、平成20年から始まっていて、その時点からで

す。 

 説明会への参加は、９者あったということではないで

すね。 

 説明会への参加は、２者です。 

どうして、この事業は、魅力がないのでしょうか。 
 

まず、単純な情報提供のコンテンツを作るというシス

テム的な話ではないからだと思います、 

 このさまざまな健康の情報に関して、巷で流布されて

いるような健康情報というものがあります。その中から、

国として出すべき情報というものを捉えて、そこで有識

者の審査を経て、ホームページに掲載していくといった

情報提供の事業になっていますので、そこの知識や有識

者を確保するなど、システムと違った点がこの業務に関

しては必要になってきますので、その点で応札が少ない

のではないかと考えています。 

この1,436万円という契約金額については、平成20年

から大体これぐらいですか。 
 

年々下がってきています。ただ、昨年度と今年度と比べ

ますと、多少が上がっていますが、消費税の関係だとは

思います。 



それで、支出の予定額を見ますと、100ページのとこ

ろに、厚生労働省さんが作られた予定金額がありますけ

れども、この中の単価が５万円であったり、３万円であ

ったりするのですが、これは多分、１日当たりの単価だ

と思うのですが、これはどういう根拠ですか。 

今年については、見積もりを取っておらず、昨年度の

契約した業者からの支出の内訳を使っていまして、それ

を基に算定をしています。 

 

 

そうですか。だから、業者さんの単価と同じになって

いるのですね。スタートコムさんの実際の作業日数は

268日で、厚生労働省さんのほうが316日で、大体50日間

の開きはあるのですが、この見積金額については、余り

正確な数字の根拠を持って出しているという感じは見

受けられないのですが、その辺はいかがでしょうか。 

実際に業者のほうだと、大体の工数というものがどの

ぐらい実際に働かなければいけないというところが正確

にはわかるのだと思うのですけれども、我々としては、

やはりこれは１年間の事業ですので、365日のうち大体ど

のぐらいを業務としてやるべきかというところからちょ

っとはじき出していますので、このような工数になって

います。 

収入支出予算書抄本というものが114ページにあるの

ですけれども、これは提出する必要があるのですか。 

 これは、26年度のスタートコムさんの予算書なのです

けれども、これが添付されている理由はなぜですか。 

毎回、提出していただいています。 

 理由としては、前払いをするような支出ではないので、

精算をして後払いになりますので、どれだけ業者の体力

があるのかという確認をするためです。 

今までずっと同じ業者さんが実施されているという

ことなので、もう少し複数の業者さんが参入できるよう

な何らかの工夫をしていただければなと思います。 

 はい。 
 

ずっと１者ということで残念な状況なわけですが、見

たところ、調達概要書の内容にありますように、情報収

集とそれからシステムの更新ということと、大きく分け

て２つ入っていると思うのですが、随分性格の違う仕事

だと思うのですけれども、これはなぜ分けないのでしょ

うか。 

１つは情報提供のシステムだということで、そこに載

せるコンテンツだということで、少なくともそのシステ

ム関係の業者さんが作るべきというところはあります。

ただ、その載せるものにつきましても、実際にどのぐら

いの量を載せるのかというものもその企画で評価してい

ますので、やはり連動する必要があるのだと思います。 

以前であれば、記憶媒体とかも高価で載せるものが大

きくなるとお金もかかるということがあったと思うの

ですけれども、最近は、そういうことはなくなってきて

いるので、むしろシステム運用のスペシャリストとコン

テンツを作るスペシャリストとを分業する傾向がある

と思うのです。 

ここでは、両方に加えて、さらに委員会の開催もまと

めて調達していますので、応札を希望する業者からする

と、何でも入っている感じで、全部が得意という会社は

ないのではないかという気がします。 

なので、これはシステム関連と調査の案件を分けると

か、コンテンツ作成のチームとシステム維持更新のチー

ムと分けるとかして応札を少し増やす方向に行ったら

どうかと思いますので、御検討下さい。 

スタートコムという会社についてなのですが、これは

どういう会社なのでしょうか。 

会社自体はシステム会社です。霞が関の中で、幾つかの

業務を受託していると聞いています。 

 会社自体は大規模ではないところですが、いろいろな

行政事務に関わっているのは長いようです。 

何かシステム会社だという感じは私もその後のもの

を見て感じたのですけれども、システム会社の割にウエ

ブページすら見つからないのです。 

 システム会社としては珍しい会社だなと思いました。

厚労省の関係の方が行っているとか、そういうことは特

にないのでしょうか。 

そこはないようです。 

契約についてなのですけれども、21ページのところで

「11．サービスレベルの設定」というものがあります。 

 こちらが全部条件が24時間以内ですとか、何時間以内

で、遵守率100％ということになっているのですけれど

これ自体も見直してはいるのですけれども、前からの

ものを使っているというところがあります。 

 ただ、ほかのものと比べていないというところが現実

なので、そこについては検討させていただきます。 



も、これは目指すべきところとしてわかるのですが、普

通、サービスレベルを設定するというときには、98％だ

った場合には、どうしてもらいますよとか、96％まで落

ちてしまった場合はこうしてもらいますよということ

を書くのがSLAの項目としては一般的なのですね。 

 今回、下のほうの達成度合いの指標のところで、うま

くいかなかったときは、きちんとやるように頑張ってく

れと言うだけなので、ある意味すごく厳しい条件を課し

ている割には、ペナルティーが全然ないということで、

余りサービスレベル・アグリーメントがないような気が

するのですね。 

 これは何かひな形とかがあるのですか。 

 

省内の別の調達でも SLA を付けているところがあります

ので、是非参考として下さい。 

はい。 

 平成20年度から総合評価で実施しているのですか。 一般競争入札を20年度から行いまして、それで25年度

から一般競争の中の総合評価になっています。 

では、当初はこの競争はあったのですか。それとも最

初から１者ですか。 

少なくとも２年以上前は調べていません。昨年度から

は１者です。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ： 平成２６年度労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムで使用するプリンタのトナー類の

購入 

資格種別  ： 「物品の製造」又は「物品の販売」（A,B又はC等級） 

選定理由  ： 一般競争を実施している案件中、比較的汎用性の高い物品購入の中で、１者応札であるため 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ： 443,309,047円 

契約金額  ： 442,248,984円 

落札率   ： 99.76％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、（株）エヌ・ティ・ティ・データが契約の相

手方となった。落札率は、99.76%である。 

意見・質問 回   答 

このプリンタ、トナーですけれども、エヌ・ティ・テ

ィ・データさんから購入というのは、余りイメージが湧

かないのですが、これは以前から購入先はエヌ・ティ・

ティ・データなのでしょうか。 
 

エヌ・ティ・ティ・データからの購入につきましては、

この一括調達が平成25年度から行っておりまして、２年

目になります。エヌ・ティ・ティ・データは、実際にこ

の労働基準行政システムのハードウェアの保守契約、リ

ース契約の受注者になっていまして、その関係でという

ところもあると思います。 

そうすると、25年以前につきましては、一括購入では

なかったということですか。 
 

地方局ごとで購入という方法でした。 

基準システムの更改が25年5月から始まりましたので、

そこにあわせて一括調達を行いました。 

それを一括調達にした理由は何ですか。 公共調達委員会で、まず、一括購入したほうが経費の節

減になる、それから地方局の業務の効率化になるのではな

いかという提言を受けまして、一括調達を行っています。 

単価は大分安くなったということでしょうか。 

 
 

実際は、公開前と公開後でプリンタのメーカーと機種が

全く異なっておりますので、一概に比較は難しいのですけ

れども、ただ、単価という形ですと、今回、郵送費も含め

た形での見積もりになっていますので、それほど安くなっ

ているという感じではないと思います。 



そうすると、我々の提言によって、一括購入に変えた

ということになるのですか。 

 

業務簡素化という流れもありましたので、経費の節減と

いうところもあると思いますし、地方局の調達業務を軽減

するという意味もあったかと思います。 

これは実際に購入先につきましては、エヌ・ティ・テ

ィ・データさんもこれは品物を仲介しているようでし

て、実際に製造をしている会社というのはNECと富士ゼ

ロックスさんのようなのですけれども、これはNEC、富

士ゼロックスは、入札にはなぜ参加しないのでしょう

か。 

メーカーに直接確認はしていないのですけれども、実

際、そのメーカーさんが入札するのは難しいとコンサルテ

ィング業者から聞いたことがあります。 
 

わかりました。 

 そしたら、少しエヌ・ティ・ティ・データがマージン

を取っているということになるのですね。 

 我々の提言で一括購入としているものを、また、もと

に戻るということも少しおかしな話なのですが、地方に

ビジネスを回すということも最近の意見としては、なく

もないので、単価につきまして、それほど地方に分散し

て購入することと余り変わらないということであれば、

すぐにということではないですけれども、そういった地

方に分散した調達方法ということも少し何年後かでも

結構ですけれども、お考えになってもよろしいのかなと

思います。 

 はい。 

１つ最初に確認なのですけれども、一括購入に移行し

たのは、公共調達委員会でそういう指摘があったのです

よね。 

そのように聞いています。 
 

この委員会であれば、私は恐らく急先鋒でしょうけれ

ども、私は、むしろ分割したほうがいいという意見です。 

 どうしてかというと、まず、単純に近いところから運

んだほうが安いからです。効率もいいです。 

 それから、こういう規格品に関しては、どこの業者が

納めても品質は変わらないわけですから、必要なときに

持って来てもらうというほうがよほど重要だと思いま

す。 

 それこそ、地元の文房具業者だってこれは取り次げる

はずの商品ですので、ちょっと全国一括にすると、非効

率になると私は思います。 

 実際、１者応札が続いているわけです。１者応札が続

くということは、ここがもしも手を挙げなくなったら不

落になってしまって、業務も滞りますし、私としては非

常に憂慮すべきだと思っています。１者応札は避けるべ

きだと思いますので、確かに一番大きいパターンでは省

庁横断一括調達なども昨今ありますけれども、何でもか

んでも一括にすると安くなるというわけではないです

し、プレーヤーが１者しかいなくなれば、むしろそれは

独占状態を人工的に作ったに過ぎませんので、これは私

は、ぜひとも地方別にするという方向にしていただきた

いと思います。 

 私からは、質問というよりは意見という形ですが以上

です。 

はい。 

（分科会長の意見） 

それは私も同じ意見です。恐らくはその搬送費と保管費

等が余計にかかるだけだろうと思います。少なくとも、次

 

はい。 



回は分散で発注してみて価格がどの程度違うのかを調べて

みる必要があるのではないかと思います。また、一括調達

が安いということは絶対にあり得ないだろうと思います。

それが反省点ではないかと思っています。 

【審議案件４】 

審議案件名 ： 平成２６年度働きやすい職場環境形成事業（周知・広報分） 

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中で、最も落札率が低いため 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 公益財団法人21世紀職業財団 

予定価格  ： 107,312,000円 

契約金額  ： 48,600,000円 

落札率   ： 45.29％ 

契約締結日 ： 平成26年4月1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、２者応札があり、総合評価点の最も高い（公財）２１世紀職業

財団が契約の相手方となった。落札率は、45.29%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札価格調査になっていまして、45.3％の落札率で

すけれども、調査票を見ますと、特に問題点はないとい

うことにはなっていますが、予定価格調書とそれから業

者さんが提出した入札金額の積算内訳を比較しますと、

159ページに予定価格調書がありますけれども、この中

で、例えばこの右側のところのパワハラ対策導入のため

のサポートガイドライン作成のための研究、これが300

万程度計上されているのですが、実際に落札された業者

さんの積算内訳を見ますと、その部分がどこに該当する

のか不明なのですが、その辺を説明して下さい。 

こちらのサポートガイドのほうは、別のところに委託

しているもので、今回、予定価格の調査を行ったのは、

周知・広報分ということで、この159ページの１のところ

になります。 

 「広く国民及び労使への周知・広報」という部分にな

ります。 

  
 

この予定価格調書は、これ全部を足すと１億700万で

はなくて、それを超えてしまうということですか。 

こちらの１億731万のところは、この１のところの8,354

万円と2,376万円、この２つを足し合わせたものになりま

す。 

下のところは、別途調達しているものですか。 別の事業は東京海上がサポートガイドを作っていまし

て、そちらに委託しています。 

 一応、調達案件としては別ものということですか。 はい。 

それから、あとセミナーはこの中ですね。 
 

そうです。セミナーは、この予定価格のところでいきま

すと、２の「労使の具体的な取組の促進」、右側のページ

になります。 

それで、47回セミナーを開催することになっています

けれども、その１回当たりの会場代が予定価格では12万

6,000円となっています。 

 業者さんの見積もりを見ますと、１回当たり２万円で

計上されているのですが、これで品質が保てるのでしょ

うか。 

 

私ども、そこは心配していまして、今回、これだけ安く

なっているのは、公共施設などを利用して、安いところを

探したということでして、私もこの前東京で開かれたもの

に行ってきたのですけれども、連合会館の中の会議室を借

りて実施していまして、この21世紀職業財団、セクシャル

ハラスメントの対策で結構実績のあるところなので、恐ら

くそういう安く借りられるところをたくさん知っていた

のではないかと思っています。 

会場としては特に問題がなかったということですか。 はい。連合会館も千代田区の良いところにありますし、

ほかのところも交通の便に不便なところはないと考えて

います。 

低入札価格調査のとおり、特に問題はないと結論づけ

て良いということですね。 
 

我々のほうでも、もう少し仕様書を細かく書いておくべ

きだったなと思っているのは、その記事広告のところでし

て、雑誌への記事広告を、今回、初めて導入したのですけ



れども、財団のほうで積算してきたものが、労働基準広報

などの掲載価格をもとにして計算してきて、それは仕様書

どおりではあるのですけれども、我々としてはもう少し広

い選択肢、例えばAERAですとか文春ですとか、そういった

ところにも載せたかったなと考えているところでして、そ

の辺は来年の仕様書を工夫していこうと考えています。 

仕様書に、最低限の条件を記載するということです

ね。 

はい。もう少し工夫して記載できればと思っています。 

低入札価格調査を背景にしますと、例えば安くなった

のはノウハウを持っているというものとか、会場借り上

げ代が安くなったからということなのですけれども、た

だ、会場借り上げ代というのは、予定価格の６分の１程

度ですよね。それで６分の１というとすごいのですけれ

ども、ただ金額に直すと500万円程度で、到底何千万も

開きのある予定価格ではないです。 

 そういう意味では、この低入札価格調査のところで、

業者が示してきた理由というのが、何か説明になってい

ないと思うのですけれども、これはいかがでしょうか。 

 

この予定価格と業者の積算のほうで、乖離が大きいと考

えておりますのは、ポータルサイトの運営改修のところで

ありまして、昨年も作っているところですので、例えば、

コンテンツ作成費などの部分で、動画を作成していただい

ているのですけれども、昨年はその動画の作成の業者のほ

うに企画委員会から参加してもらって、ノウハウを教えて

もらうというようなことをやっていたのだけれども、今年

は知っているので同じ動画を作るということなので、そう

いったことはしないとか、そういったことで削減をしてい

るようです。 

 我々のサイト改修の回数とかも、来年は予定価格も合理

的になるよう見直してまいりたいと思っています。 

まさにそのサイト改修のところが気になっていまし

て、予定価格の10分の１程度しか見積もってきていない

ですよね。動画のテクニックの修得の件はわかったので

すけれども、例えば、ウエブページの更新が想定よりも

相当頻度が低かったなどとなると困ると思いますので、

今、説明されたように、その点は詳細に、このぐらいの

頻度で変えてほしいとか、コンテンツはこういったペー

ジ数ぐらいを考えているとか、縛らなくてもいいと思う

のですけれども、そういう仕事の規模を知らせるように

していただければと思います。 

それは本当に御指摘のとおりで、仕様書を細かく業者の

方々にわかるように見直してまいりたいと思っています。 

 

謝金ですとか、旅費が非常に安いのですけれども、い

い先生方に来ていただけるでしょうか。 

一応、謝金とかもそうなのですけれども、結構、委員会

に招かないで電話などのやりとりで済ませる、あとはコン

テンツ作成のときにお願いする原稿料なども、自分たちで

原案を起こしてから安く済ませるみたいなこともしてい

るようです。 

 ここもきちんと見直してまいりたいと思います。 

ぜひ、フォローをお願いします。 

 あと、例の受託者のほうの内訳が162ページにあるの

ですが、雑役務費というのが下のほうにあります。これ

は一体何の金額なのかなというのがわかりません。 

 これが何かは聞いていますでしょうか。 

 

雑役務費の内訳ですか、私どもの積算とこの財団の出し

てきた事業の内訳では、項目が違うものですから、幾つか

は聞いています。 

 アルバイト賃金と補助職員というのも、補助職員はずっ

とこれについて携わっていただく方を雇っているという

ことを聞いていまして、動画制作は先ほど申し上げたコン

テンツの作成で、広告費も我々のほうでお願いしたヤフー

の広告費だと聞いているのです。 

審査調書のほうで、前回の調達のときも落札率が

67.7％と、かろうじて低入を逃れたというくらいになっ

ていますので、ぜひ市場単価のほうの確認ですとか、省

内の別の調達のほうの確認などもしてから予定価格の

決定をしていただきたいと思います。 

 はい。 
 

評価についてお聞きしたいのですけれども、先ほどの

説明にあったこの広告媒体、雑誌の媒体の選択なのです

積算では一般労働者向け、管理職向けで各６回で積算し

ているのですけれども、御指摘のとおり、雑誌によって価



けれども、雑誌によって全然価格は違ってしまいます

が、それはどのように考えるのでしょうか。 

評価で見ると、これは雑誌への広告掲載は余り大きな

評価点の配分になっていないです。 

 ですから、いい媒体を選ぼうとすると、それは価格で

負けてしまうということになってしまいますね。そのあ

たりはどう先ほどのお考えとマッチさせるのでしょう

か。 

格に大分差がありまして、恐らくその価格の高い雑誌を選

ぶ場合は、回数を減らしてとか、そういった形で調整をし

ていくのかなと思っています。 

 今年の場合もそのような調整をするのかなと思っていま

す。 

 

媒体の指定はしないで、回数だけやってしまったら、

業者さんとしては安いところを選ぶことになってしま

います。 

それは確かに御指摘のとおりなので、どう書いたらいい

のかなというのは、これからまた知恵を絞っていきたいと

思います。 

（分科会長の意見） 

そうしないと、回数だけはあっていても、アピールはし

ないと、この事業を知られないみたいな話になってしまう

と思うので、留意していただきたいと思います。 

 

 はい。 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 年金たる保険給付の受給権者及び特別遺族年金の受給権者並びに労災就学等援護費支給対象者の定期報

告関係用紙の印書等業務 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、不落随意契約の妥当性について確認する必要があるため 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社エヌユーエス 

予定価格  ： 21,028,796円 

契約金額  ： 20,795,482円 

落札率   ： 98.89％ 

契約締結日 ： 平成26年4月1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者が応札し、２回入札しても落札しなかったため、予算決算

及び会計令第９９条の２の規定に基づき、（株）エヌユーエスと随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

２回目の予定価格は、１回目の入札が不落であったた

めに少し上げられたということでしょうか。 
 

そのとおりです。 

 １回目の入札の後に各業者さんからこの予定価格が本

当に正しかったのかどうかを再検証するために調査を行

いまして、やはり予定価格の中に、当時最初に計算した

ものと比較しまして、やはり値段が上がっているという

ところが見られましたので、予定価格を再度見直しまし

て、予定価格を若干引き上げたところです。 

それでも２回目の入札は不落だったということなの

ですね。 

はい。 

そうすると、価格設定の中で何か市場価格と乖離して

いる部分があると、そういうことなのですか。 

 

はい。その辺のところは、私どもも、この見直しのと

きは、時間の都合もありまして、十分な見直しができな

かったかもしれないのです。その辺のところは次回の調

達のときには、再度、よく見直しをしたいと思っていま

す。 

このエヌユーエスという会社がずっと１者で落札し

ているということですか。 

はい。 

やはりこういう事態になってくると、非常に困ってし

まいますので、不落になるという点でもそうですし、あ

と当社しかどうせ来ないと思われると、値段もどうして

もつり上がる可能性がありますので、何とか応札者を増

やす方法がないか検討していただければと思います。 

はい、入札の方法についても、再度検討したいと考え

ています。 
 

これは恐らく、データが個人情報を含んでいることも はい。その辺のところを再度見直したいとは考えてい



あって、印刷して、封入して、投函するところまで一つ

の流れでやるべきものなのですか。 

ます。 
 

切り分けるところが恐らく重要だと思うのです。今回

のような機微な情報が入っているから封入まで一気に

行ってしまいたいということであれば、そこは無理に分

けないほうが、事故も起きないと思いますからいいと思

うのですけれども、例えば、全国の分を１カ所から送り

出すと思いますので。そういうものを分けるとか、タイ

ミングで分けるとか、そういう方法もあるかと思いま

す。 

 それで、どれが一番いいのか、今、本当にわからない

のですけれども、ぜひ、今後、何かよりよい方法を検討

して、応札者を増やす方向でお願いします。  

そこはいろいろなやり方を考えたいと思っています。 

 

積算資料等に基づいて予定価格を算出しているので

すね。 

当初、積算資料等を基にして、算出しています。 

例えば、賃金とか郵送料とか、そういうものというの

はほとんど変わらないのでしょうから、何がどう予定価

格と業者の考えているものと違ったのでしょうか。 
 

まず、今回、予定価格を見直した際には、材料費がや

はり上がっているということをお聞きしていまして、そ

の印刷の単価ですとか、そういったところを聴取しまし

て、１回目と比較しまして、引き上げをしていまして、

そのほか、人件費につきましても、やはりこちらは物価

資料等を見ますと、当初に積算したときと比較しまして、

やはり若干の上昇が確かにありましたので、そういった

ところも見直しをしています。 

一応、そういう検証作業をして、翌年に生かそうとさ

れてということですか。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件６】 

審議案件名 ： 労働保険適用徴収システムに係る技術的支援等業務一式 

資格種別  ： － 

選定理由  ： 随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について確認する必要があるため 

発注部局名 ： 労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ： アクセンチュア株式会社 

予定価格  ： 28,463,616円 

契約金額  ： 28,463,616円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項の規定に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

この調達については、ことしの７月31日付で終了され

ていると思うのですが、今はどういう状況なのですか。 

 

総合評価落札方式による調達を行いまして、７月 18 日に

４月から７月までの契約業者のアクセンチュア株式会社が

入札で落札をしまして、８月１日から引き続き技術的支援を

行っています。 

これは１月10日の入札のときに、アクセンチュアが入

札に参加しなかったというのは、どういうことなのです

か。 

 

 当時の仕様書の中では技術的支援等業者に課す仕事と

しまして、まず、調達業者、改修業者がきちんと適正な

納品物を納めてくれるかどうかの確認、それとともに、

総合工程管理業者というものがあるのですけれども、総

合工程管理業者というものがその調達業者のスケジュー

ル管理、進捗管理等を行っているのですけれども、そう

いったものの納品物の成果の確認等を行っているのです

が、その中で瑕疵担保責任といいまして、仮に、両業者



の責任でこちらが求めている成果物ができないといった

ようなものについても、責を負うこととするというよう

な、こちらと受託業者との解釈が違うような言い回しの

仕様になっていました。その点、責任に関しまして、総

合工程業者とか、改修業者とは、直接契約関係のない業

者がその全面的な責を負うこともあるということについ

ては、納得できないというような話が不落になった後に

ありました。 

 それで、そういった部分について、入札に応じなかっ

たほかの業者も同じようなことを言っていましたので、

そこについて、再度、調整、修正した上で、４月に再度

入札を行ったという形です。 

そうすると、その仕様書の中で、責任関係が業者さん

が納得できるような内容ではなかったので、応札者が誰

もいなかったということですね。 

そういうことです。 
 

１月10日の時点での入札のときに、その前の契約とは

その瑕疵担保責任の部分に変更が加えられたからとい

うことですか。 

はい。 

１月10日の総合評価落札方式のときの仕様書の中の

瑕疵担保責任の内容が、納得しなかったので入札しなか

ったということですか。瑕疵担保責任を業者さんが、こ

の件で言うとアクセンチュアさんがほかの業者さんの

実施したことまで責任を負ってしまうことになるので

参加しなかったということですか。 

はい。 

その前の契約から変えたということですか。  はい。 

そうなのですか。それをもとに戻したので、アクセン

チュアさんは、今回、入札に参加したということなので

すか。 

 そうすると、そこの仕様書の部分で納得感がなかった

ので、誰も入札に参加しなかったということになるわけ

ですか。 

 わかりました。あと、これは入札のタイミングなので

すけれども、４月１日以降のアドバイザリー業務をこの

11月20日に公告をされて、１月10日に入札という、３カ

月ぐらい前に入札されているのですけれども、その辺の

期間の設け方というのは、これは余り問題ないですか。

もうちょっと早目にはできないのですか。 

適正だと思っています。 
 

そうですか。そしたら、次の業者さんが決まるまで、

やむなく４カ月間は、随契で行かざるを得なかったとい

うことですね。 

はい。 

 

今回、７月にあった一般競争入札のほうでは、何社ぐ

らい来てくれたのでしょうか。 

１者です。 
 

アクセンチュアのみですか。 はい。 

 １者応札が続くと、足下を見られるというわけではな

いですけれども、不落になるリスクがどんどん高まって

きています。 

説明会には複数者が来ているのですが、結局、提案書

を出してきたのは、アクセンチュア１者だけだったとい

うことです。 

アクセンチュアはある意味、ユーザーの側となって管

理監督するということですか。実際にシステムを更新し

ているのは別の会社なのですか。 

はい。 

 

アクセンチュアでなければ請け負えないという仕事では

ないのですよね。 
ないです。 



 前の言葉で言うと、コンサルティング業務としており

ましたので、その知識があれば、システムの技術的知識

があればできるところだとは思っていますが、ただ、や

はり労働保険徴収業務といった国の仕事として法令又は

制度に基づいた内容というのは、やはり熟知していただ

くことになりますので、そこを熟知しないまま、そのシ

ステムの技術的支援というところはできないので、そこ

については、かなり知識があるところでないとなかなか

応札しにくいのかなという感じはします。 

逆に、そういったところを情報提供して、何とか２者

以上応札してもらえるようにする工夫をしていただけ

ればなと思います。 

 

はい。説明会にはたくさん来ていただいているので、

実を言うと２者以上応札してくれるのではと期待はして

いたのですけれども、ただ、委員の御指摘のとおり、そ

ういった部分について、今後、見直して、できるだけ入

りやすいような形にしていく必要があるのかなと思って

います。 

今回は、随意契約なので、ここにそれはないわけです

けれども、調達仕様のほうで細かくどれぐらいの仕事を

することになるのかとか、守備範囲がどこまでなのかと

かということを明らかにするとともに、その調達が始ま

ってからそれを検討するのだと、ちょっと時間的に難し

いかもしれませんので、この業務はずっと継続して行わ

れると思われますから、ウエブその他でこういったコン

サルティング業務を常に民間委託していますというよ

うな情報発信をするとかで、何とか応札者を増やすよう

にして下さい。 

わかりました。 

あと、今回は、緊急随契という扱いなのですか。不落

随契ではないのですね。 

緊急随契です。 

単なる確認なのですけれども、どうして緊急随契なので

しょうか。 
先ほど冒頭で御説明させていただいたのですけれど

も、本業務については、空白期間ができてしまうと、我々

の仕事としてシステムの運用の面で、非常に不安定な状

況に陥ってしまうということもありまして、どうしても、

その時点では、技術支援業者がいていただかないと困る

ということです。 

 先ほども説明したのですけれども、どうしても調達を

かけようとすると、５月中旬ぐらいまで空白があいてし

ますので、４月１日頭からは行っていただかなくてはい

けないので、緊急的な随契とさせていただきました。 

不落随契でもそんなに時間がかかるのですか。  緊急随契としています。実は、最適化計画と先ほど説

明されたのですけれども、毎年４月には、最適化計画の

指標効果の分析というものを必ず報告しなければいけな

いということもありますので、その際には、必ず業者に

その業務を請け負っていただくというところがあります

ので、緊急随契とさせていただきました。 

わかりました。では、応札者を増やすというところに

ついて、今後もよろしくお願いします。 

はい。 

応札者がいて、それが予定価格よりも割って、それで

どうしても契約ができない。そういう場合でなければ、

不落随契ができないというわけではないのでしょう。 

 だから、本件は、不落随契でもやれたケースだけれど

も、やはり競争入札に付したほうがいいから４カ月間だ

け緊急随契をしたということですか。 

必ず調達にはしていこうと考えました。 

 



そういうことですね。それともう一つ、この適用徴収

システムに関連したハードウェア、ソフトウェアの業者

は本件を実施できないのですか。 

実施できません。 

そもそもこの入札に応ずることができない。 

 だから、その意味ではちょっと限定されてしまうとい

うハンディキャップがある。 

 それともう一つ、アクセンチュアという外資系で、割

と契約に細かいところに結構こだわる業者ですか。 

はい。 

そんな意味ではやりにくい業者さんだろうと何とな

く想像するのですけれども、にもかかわらず、この１者

しかないというのは、仕事自体に余りうまみがないから

でしょうか。 

 

先ほど御説明させていただきましたけれども、本シス

テムを構築するに当たって、やはり制度、法制度といっ

たものをきちんと理解していただいて、その法制度に基

づいた内容を土台に技術的支援とかの助言等をしていた

だいているというところが往々にしてあるものですか

ら、そうすると、法制度をきちんと理解していますとい

うところがその調達までに理解できるかどうかというと

ころがやはり不安な業者もあるのだろうと思います。 

 また、いろいろと入札に参加できなかった中には、参

加しようとは思ったのだけれども、並行していろいろな

業務を持っているので、人員配置というのが一番難しい

ようです。 

ですので、入札に応じる意思はあったのですけれども、

どうしてもそちらに人数を割く余裕がありませんでした

というような回答もいただいているということもありま

す。 

 今、幾つか挙げられた点というのは、今後も同じよう

な環境上変わらないですね。 

                                           

そうですね。先ほど委員から御助言いただいたような

情報発信というのですか、こういった業務をやっていま

すといったことも、やはりホームページ等々で周知して

いって、少しずつ応札の幅が広げられればいいなと思っ

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７】 

審議案件名 ： 中小企業等に対する障害者雇用相談支援、啓発事業（東京地区） 

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、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 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 株式会社リンクファシリティーズ 

予定価格  ： 18,469,029円 

契約金額  ： 7,763,040円 

落札率   ： 42.03％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、５者応札があり、最も低い入札価格を提示した（株）リンクフ

ァシリティーズが契約の相手方となった。落札率は、42.03%であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

落札率が42％ですけれども、厚生労働省さんで算定さ

れた予定価格の内訳とリンクファシリティーズさんが

内訳書として出していたものを比較させていただきま

すと、例えば、優良事例の収集を見ますと、予定価格の

ほうでは100万ぐらい。それとリンクファシリティーズ

さんは４万5,000円、それから優良企業認証事業、これ

につきましては、予定価格調書では560万、リンクファ

この金額が余りにも安かったものですから、内訳の提

供をお願いしまして、御指摘のとおり、やはりうちの予

定価格とかなり乖離がある状態でした。 

 私ども事業を実施する観点では、まず、仕様書の内容

をきちんと理解しているかという観点で、事業所にお越

しいただいて聞き取りを行いました。 

 仕様書の中身については、今回の資料の４ページなの



シリティーズさんのほうは約15万となっているのです

が、これで低入調査の結果につきましては、特に問題な

いという結論ではあるのですが、業務の品質保持、一定

のパフォーマンスが確保されるのかというところで少

し御説明願いたいと思います。 
 

ですけれども、こちらのほうに事例の収集・普及、これ

については、カラー刷りのＡ４サイズで1,900部刷ること

になっている。あと認証事業に当たっても、リーフレッ

トの部数、きちんと仕様書どおりの積算になっているか

どうか、確認させていただきました。 

 説明会でもそこは細かく御説明したのですけれども、

事業所としては、理解した上での積算だということで、

事業所側の説明としては、安価に印刷できたりとか、事

業を実施する何かそういうツールを持っているという御

説明だったのです。 

 たしかに、私ども予定価格と比べると、かなり安い単

価にはなっておりますので、印刷単価とかも10分の１ぐ

らいになっており、かなり低い額なので、成果物がきち

んと上がってくるかはちょっと不安だったものですか

ら、そこは少し確認したのですけれども、そこの細かい

仕様は把握した上での金額であるという説明があったも

のですから、そこは仕様書の中身をしっかり理解してい

るという前提で、事業をお願いしたという次第でござい

ます。 

このリンクファシリティーズさんは、過去にはこの事

業に関する実績というのはあるのですか。 
 

この事業は、26年度から新規で始まっているもので、実

績としてはないのですけれども、他省庁の委託事業とかを

受けている実績はあるような話はされていました。 

少し細かい話ですけれども、内訳書の94ページのところ

のステッカー印刷代、これは30枚で予算を立てていらっし

ゃるのですが、予定価格の内訳のほうでは、たしか100枚ぐ

らいを想定されていたと思うのですが、この辺は大丈夫で

すか。 

これは、仕様書の４ページに記載させていただいておる

のですけれども、認証マークのステッカーを作っていただ

くのですけれども、それは一応仕様書上30個作ることにな

っています。 

 

そうすると、予定価格については、数量が100になって

いませんか。 
 

そうですね。これは予算額を実際は使用しているのです

けれども、予算を要求するときの数量がそのままここに書

かせていただいていたという形になっていますので、ここ

は当方のチェック漏れです。 

そうなると、品質については、特に問題ないだろうと

いう結論で選定されたということですね。 

はい。 

 

今、御指摘いただいたこととほとんど私が感じていた

疑問は同じで、内訳書に作るべきものが書かれていない

というので不安だったのですが、ではそれはもう御確認

になったということでいいですね。 

はい。 

94ページの内訳書と136ページからの内訳書、両方と

もリンクファシリティーズから出ているものですけれ

ども、金額がぴったり一致しないという、合計は合って

いるのですけれども、内訳が変わってしまっているもの

があるのですね。これは低入調査等で説明はありました

でしょうか。 

 

ここは事前に低入価格調査という価格で積算を出して

いただいて、それでやはり当方も納得いかなかったもので

すから、一度来てもらって、詳しい説明をしていただいた

のです。 

 実際、仕様書とそごのない内容に、これは実際事業を契

約する時点で、内訳書として積算内訳を付けるものですの

で、仕様書の中身をよく再度説明した上で、仕様書に沿っ

た形で、実際、この積算内訳に基づいた契約をするという

やり方をとらせていただいております。 

では、136ページのほうの内訳が最終的な内訳なのです

ね。 
はい。 

低入調査が入ってからいろいろ変わったということ

で、信頼関係が崩れるとか、そういうことは特にはなか

ったですか。 

はい。そこの誤解がないように、一度、最初は文書だけ

のやりとりをしていたのですけれども、一度来ていただい

て、うちの課も幹部まで入っていただいて、そのあたりは



 聞き取りした上で事業に取りかかっています。 

では、もうこちらのできることはやっていただいたわ

けですね。 

 はい。 

 

こういう一般競争入札だと、本当にきちんとやってく

れる業者かどうかというのは、やはり気になるところで

すね。安かろう悪かろうになってしまうのではないかと

感じます。 

 これを先ほどから問題になっている内訳書などを見る

と、障害者雇用相談員の人件費が１時間当たり1,000円

などというのだと、これは事務所のバイトさんの給料よ

りも安いので本当に大丈夫なのかなと率直に疑問を感

じます。 

はい。 

 

それから、商業登記簿謄本を見ても、どうも事務代行

業というものがあるけれども、あとはビルメンテナンス

だとか、そんなようなことで、業務的にもこれは余りや

ったことがないのではないかと、いろいろ気になるとこ

ろではありますが、実績を見てみるしかないということ

でしょうか。 

 

はい。そこがやはり私どもの一番不安だったところで、

仕様書の３ページのほうに、やはり相談員の資格を定めて

おりまして、３ページの前段の上の「また」書きのところ、

アンダーラインのところなのですが、一応、特例子会社で

障害者雇用の実績のある企業と、あと指導実績が３年以上

あるというような一応制限を設けております。 

 事前に、どういう方を相談員に置くかというのも、実際

に聞き取りの場で、相談員の履歴書とか、経験を示す資料

を提出していただいたのです。 

最初、３人出てきたのが、この要件に引っかかる方がい

まして、そこは人を変えてほしいという話をして、かわり

の方を雇っていただくということになりまして、やはり御

指摘のとおり、事業の成果を上げるためのそれなりの相談

員を置かなければいけないものですから、そういった方を

雇っていただいて、事業の実施に至ったという経緯です。 

 ただ、御指摘のとおり、やはり人件費については、かな

り安くなっているというのが実態ではあると思います。 

（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８】 

審議案件名 ： 平成26年度キャリア・コンサルティング資質確保体制整備事業 

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者応募であるため 

発注部局名 ： 職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ： 特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 

予定価格  ： 31,199,987円 

契約金額   ： 31,199,904円 

落札率   ： 99.99％ 

契約締結日 ： 平成26年4月1日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、１者応募となり企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、特定非営利活動法人キ

ャリア・コンサリティング協議会と会計法第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 

 NPOのキャリア・コンサルティング協議会さんは、こ

の事業をいつから実施しているのですか。 

この事業を開始した平成18年度から実施しています。 

 

日本ではこの事業を行えるような業者さんというの

は他にいるのですか。 

 

キャリア・コンサルタントの養成をしている団体という

のが、大きく10団体になりますので、そこの団体及び関係

団体であれば、受託することはできるかとは思うのですけ

れども、ただキャリア・コンサルタントの指導者の養成と

なると、数としてはかなり限られますが、多分、ここでな



ければできないというわけではないです。 

どうしてこれは総合評価落札といった方式を使った

やり方で調達をされずに、わざわざ随意契約をされてい

るのでしょうか。 

 

事業としては18年度から継続して実施しているのです

けれども、事業のメニューとしては、毎年度変わっている

というところもありまして、今年度は、５つぐらいあるメ

ニューの中の２つは新規のもので、カリキュラムとかテキ

ストも新たに作って研修を実施することになります。研修

の中身とかカリキュラムもまだ仕様には書かれていない

ような状態でしたので、どういうやり方で実施するのか、

例えば集合研修的なもので実施するのか、個別指導をする

のかにもよって価格というものが大きく変わるというこ

とから、26年度は企画競争で実施しています。 

来年はどうされるのですか。 メニューがこのまま特に新規のものがなければ、総合評

価への移行を検討することとしています。 

 この組織の中にはこの分野で特に有名な方がいるので

すか。 

顧問の先生とかで、キャリ・コン界の大御所の先生はい

ます。 

それは技術的には非常にすぐれた組織だからということ

になるのですか。 
はい。あとキャリア・コンサルティングの技能検定もこ

の団体が実施しているということもありますので、非常に

そういうネットワークであるとか、ノウハウについてはこ

こが非常に長けている団体ではあります。 

そうですか。それから、手続的な話ですけれども、企

画書提出までの時間が少し短いのではないでしょうか。

公示が２月27日、説明会が３月４日に行って、10日たっ

ていないぐらいですよね。企画書の提出が３月13日。９

日間で説明会の後に企画書を作成して持って来てくだ

さいということなので、少し短いという気がするので

す。 

例年このぐらいのスケジュールで実施していました。も

う少し余裕を持つように検討させていただきます。 

 

そうですね。１者しか来ていないということなので、

もう少し多く来ていただいたほうがよろしいかなと思

います。 

はい。 

では、総合評価落札方式の検討をもう少ししていただ

くようにお願いいたします。 

はい。 

143ページで、公共調達委員会の審査結果及びそれに対

する対応なのですけれども、１番の企画競争理由書の修

正を求められているところですが、いろいろなノウハウ

は既に蓄積されているはずで、整備途上という箇所は不

適ですということを言われていて、それは要するに企画

競争ではなくて、一般競争にするということも考えたほ

うがいいという意味だと思うのですけれども、これに対

する回答で、新たに実施する内容についてのノウハウが

整備途上と修正したと答えられていまして、初めから企

画競争にするために整備途上の部分を作っているとも

見えなくはない回答です。 

 本当に、初めて行う、斬新な事業で、全く価格等では

検討できないというようなことであれば、納得するので

すけれども、今回、この公共調達委員会への回答という

ものを見る限り、企画競争で行くのですということがま

ずありきというようにも見えますので、そういう態度が

あったかなかったかはもちろんここの場ではわかりま

せんが、あったとしたら、ちょっとそれは考え直してい

ただきたいし、そうでなかった場合は、企画そのものを

今後は本当に刷新すべきなのか安定してやっていくべ

はい。 



きなのかという、そこから考え直すというか、検討すべ

きだと思いますので、ちょこちょこと衣替えということ

が本当に必要なのかどうかも含めて、御検討いただきた

いと思います。 

これ説明書は何者ぐらいが取りに来たのでしょうか。 仕様書を取りに来たのが、５者で説明会に来たのが３者

です。 

先ほど、委員から指摘されたように、やはり公示期間

が少し短いですよね。 

 それから、この組織の構成員みたいなものはどこかに

出ているのですか。 

構成員は載せてはいないのですけれども、キャリア・コ

ンサルティングの能力評価試験を実施している団体が一

応傘下となっています。 

 

このキャリア形成支援室というのは、厚労省の中の組

織ですよね。 

そうです。 

講師はこちらのほうで指定あるいは指示して、それで

このNPOが依頼するという形なのですか。 

 

講師については、委託先で選定をしていただいて、その

中で経歴とかを見させていただいて、不足があれば、こち

らから変更をお願いするということはあるのですけれど

も、基本的には委託先で決めていただいています。 

講師はキャリア形成支援室の意向を踏まえつつ、選定

依頼を行います、何となく行政側とタイアップして実施

していくみたいなものがちらちら見えるような気がす

るのですけれども、それは不要な懸念なのでしょうか。 

 

そうですね。研修はやはり講師の方の力量が大きいとこ

ろがあるので、こちらのキャリア形成支援室の意向を無視

して勝手に決めていただいては困るということで、そのよ

うな書き方をさせていただいているので、こちらで決める

とか、指示をするというよりも、不適切であるとか、力量

不足だと判断した場合には変えていただける余地を残す

ためにそのような書き方にしています。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：「特定接種管理システム」の構築業務 

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 ： スリーハンズ株式会社 

予定価格  ： 63,234,324円 

契約金額  ： 12,052,800円 

落札率   ： 19.06％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 25日 

（調達の概要） 

  一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、８者応札があり、最も低い入札金額を提示したスルーハンズ

（株）が契約の相手方となった。落札率は、19.06%で低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

 落札率が19.1％ということで、非常に低かったのです

けれども、履行期間が４月25日から９月30日ということ

で、ほぼ終わっているというような調達案件ですが、実

際の開発のパフォーマンスは特に問題はなかったので

しょうか。 

契約期間内に業務を完了して、問題なく無事に終えていま

す。 

スリーハンズさんというのは、この調達については初

めての業者さんですか。 

新規のシステムなので、初めてです。 
 

81ページに低入価格調査結果がありまして、その後、

83ページに予定価格と業者さんからの見積もりの比較

表があるのですけれども、この中で、予定価格のほうに

結合テストが600万、それから総合テスト、受入テスト、

テスト関係で、1,000万ぐらいの額を計上しているので

すが、それがほぼ業者さんのほうの見積もりにつきまし

このシステムですが、今回、新規になっておりまして、

開札調書を見ていただければと思うのですが、８者中５者

が低入札の調査対象となりまして、少し積み過ぎたのかな

というのが正直なところです。 

 



ては、大した金額を取られていなく、工数は要らないと

いう判断をされているのですが、その辺はどう判断して

いるのでしょうか。 

そうですか。この辺のテスト関係の工数はそれほど要

らなかったのだろうなというような御理解ですか。 

はい。 

そうすると、このお見積りをするときには、CIOのチ

ェックは入っているのですか。 

入っています。 

入っているのですか。では、CIOの判断も少し誤りが

あったということになりますか。 
 

 仕様書の作成の段階で、PMOに審査をしていただいてい

るのですが、予定価格を作る際、時々相談には行っている

のですが、今回の件は、相談には行っていませんでした。 

相談には行っていないですか。そうすると、少し予定

価格が不正確な部分があったということですね。 

不正確といいますか、ちょっと工数を読み誤ったところ

がありました。 

工数の誤りですか。 ちょっと多めに積んでしまったというのは、正直なとこ

ろあります。 

では、次回以降、その辺の精度の高い見積もりを検討

して行っていただきたいと思います。 

 はい。 

私はむしろ上手に見積もられたなと思っていまして、

開札調書を見ますと、安いほう４社と高いほう４社でが

っちり分かれていて、４位と５位の間で非常に金額が広

く分かれています。 

 上位４社はむしろ、だんご状態になっていますね。 

 しかも、出てきている上位４社、要するに1,000万台

で入札してきたところというのは、下の今の５位から８

位のところと比べると、規模が非常に小さい会社ばかり

ですので、純粋にSE単価の違いということで、２つに分

かれたのではないかなと思ったのです。 

 なので、案外これはちょうど真ん中ぐらいに予定価格

が入っていますから、むしろ積算は上手になさったと考

えていいのではないかと私は思っています。 

 でも、もっと頑張りますと言われるなら、それはお任

せします。 

 先ほどのコメントで、何か随分失敗したかなというよ

うなことを言われていたので、そんなことはないかなと

思って、一応コメントを差し上げました。 

ありがとうございます。少し話は、ズレてしまうのです

が、先日もシステム開発の開札があったのですが、やはり、

今回と同じように、うまく安いところと高いところ、ちょ

うどきれいに半々に分かれてしまって、低入調査になって

しまった案件があるのですけれども、正直なところ、そう

いうものが結構続きまして、何が適正なのかなというすご

く工数を積むときに正直悩んでしまうというのが、今、予

定価格を作るときにすごく悩ましいところというのがあ

ります。 

 果たして、本当にこれでいいのかなというのは、札を開

けて見るまで、私たちも不安だというのが正直あります。 

 

そうですね。最近、また、特にIT調達が難しくなって

いるのは事実だと思うのですね。特許庁のことがあって

以来、リスク回避に企業が走る部分もありますし、今回

に関しましては、高いところも入ってきていて、安いと

ころも入ってきているということですけれども、新規で

はあるのですが、業務自体はそれほど難しくはないのだ

ろうなというのが、私の感じたところでして、ほかの複

雑なシステムと接続をするとか、そういったところが非

常に多い場合は、確かにリスキーな仕事になると思うの

ですけれども、これはどちらかというと、優先的に予防

接種をする人たちの名簿データベースを作るというよ

うなものなので、そんなに新規性の高い仕事ではないと

思うのですよね。プロジェクトは新規ですけれども、新

しく奇抜なものではないと思うのです。 

 そういう意味で、比較的単価の安い企業の方々もたく

さん挑戦していただけたのだろうなと思うので、不自然

さはないのではないかなと思います。 

 はい。 



 ですので、そのリスクの大きさで、工数が多くなるの

かだとか、大手しか手を挙げられないのではないかだと

かというところも検討されるとより予定価格を立てや

すいかなとは思います。 

 それは私の感覚的なものです。 

 １つ気になりましたのが、もう既に終了して、何とか

納品も済んでいるということなので安心しているので

すけれども、先ほどの指摘にもありましたようなテス

ト、テストの内訳がものすごく小さくなっていまして、

今回は、先ほど私自身が言ったように、新規性の高いシ

ステム開発ではないので、安心してテストを絞ってきた

のだと思うのですけれども、そうではなくて、同じぐら

いの大きなシステム開発であっても、新しく奇抜なシス

テムをつくるというときには、ここは絞られては困る部

分ですので、そういうことが伝わるようなというと、抽

象的な言い方になると思うのですけれども、調達仕様の

中で、今回のものはこう難しい案件なのだということを

きっちりアピールするなどして、難しい案件のときに

は、テストをもっと念入りに包んでもらうというような

工夫をしていただくといいと思いました。 

（分科会長の意見） 

その関連で言うと、低入札調査の時に、どこに主眼を置

くかというのは、もしかすると必要になるかもしれません。

その経営成績とか資産とか、そういうことよりも、どうい

う項目がきちんと実行されるかを審査に当たっては、よく

確認していただきたいと思います。 

 

 はい。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： ロシア連邦等海外地域における慰霊事業の実施に伴う通訳等に係る業務 

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者応募であるため 

発注部局名 ： 大臣官房会計課 

契約相手方 ： オスカー・ジャパン株式会社 

予定価格  ： 28,979,250円 

契約金額  ： 28,979,250円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 4月 1日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、１者応募となり、企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、オスカー・ジャパン

（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 

このオスカー・ジャパンさんは、いつごろからこの事

業を実施しているのでしょうか。 

この事業は、平成３年からなのですけれども、その当時

からこの業者が実施しています。 

そうですか。それはずっと随意契約で実施されている

のですか。 

平成３年当時は随意契約でやっていて、途中から企画競

争に変更しています。 

これを総合評価というようなやり方で行わずに、ずっ

と随契でやられている理由というのはどういうところ

にあるのでしょうか。 
 

この事業の特殊性というと切りがないのですけれども、

私どもの事業は戦没者の慰霊ということで、そういう背景

ですとか、ロシア語に関する仕事をお願いするのですが、

単純にモスクワとかそういうところと違いまして、シベリ

ア抑留という言葉があるのですが、それに関する仕事が主

になりますので、そういう歴史的なこととか、現地の事情

とか、そういうものを考えますと、企画競争が最も適して

いるのではないか考えています。  



オスカー・ジャパンさんには、そういった特別な方が

所属しているということですか。 

 

そこに所属というか、契約している通訳さんは、もとも

とこういうことに関心があって、その戦争の歴史ですと

か、あとはシベリア各地を旅行で回った経験がおありで、

そういうことで、いろいろな専門用語にもよく精通してい

ますし、現地事情にも精通しているということで、結構同

じ方が長くやっている方もいますし、入れかわりもあるの

ですが、そういうノウハウはあるとお伺いしています。 

そうですか。例えば、これはほかの業者さんはこの事

業はできないものなのですか。 

 

単純な翻訳だけだったら、お願いできる部分もあるので

すけれども、業務が本来は外交ルートでやるべきことをロ

シア外務省と日本外務省の判断で、我々とロシアの地方政

府とのやりとりというものをやっております。 

 それに当たって、やはり直訳では通じない部分というも

のがありまして、そういうことで、事業をよくわかってい

る方が訳したものでないと、どうしても協議が進まなくな

るものですから、我々としても、ある程度その事業をわか

った方に訳していただきたいと考えています。 

そうすると、予算が2,900万で契約されているのです

が、平成３年からと比較して契約金額はどのように推移

しているのですか。 

 

仕事の中に通訳を我々の派遣団に同行させるという経

費があるのですが、これが年度によって派遣の数が違うの

です。それによって、契約額も変わりますので、一番の変

動要因となります。 

翻訳の枚数もそれもそれによって連動するので、どうし

てもシベリアに遺骨収集とか、慰霊巡拝という事業を実施

しているのですが、そこに派遣団を送り込むための準備と

同行なので、その派遣数によって変動があります。 

そうすると、今後もオスカー・ジャパンさんに頼まざ

るを得ない状況が続くというようなことでしょうか。 
 

他社で行ってくれるところがあれば、別に、オスカーに

こだわっているわけではないのですが、今年も１者しか来

なかったので、仕事の特殊性のせいなのか、ほかの会社か

ら問い合わせはあるのですけれども、なかなか仕事の内容

を理解いただける会社がないのかもしれません。 

そうすると、競争性のない市場の中で、価格を適正な

ものにしないといけないのですが、その辺はどうです

か。オスカー・ジャパンさんのほうも自分のところしか

できないとなれば、価格を上げてくるような力が加わる

と思うのですが、その辺につきましては、どのように対

処されていますでしょうか。 

その辺は、他局でロシア語を扱っているところはほかに

もありますので、そういうところも見ながら、あと我々も、

例えばロシア語以外の部分の翻訳とかも別の会社で実施

することもありますので、そういうことも見比べながら考

えていきたいと思っています。 
 

では、そうすると、総合評価落札方式に移行というの

は、なかなか難しい案件だということですか。 

正直、そう思っています。 

 

そうしたら、適正な価格設定に心がけて、できれば少

し競争性のある方向で調達されることもお考えになっ

ていただければと思います。 

検討したいと思います。 

かなり特殊な通訳という印象を持っているのですけ

れども、ほかのところがより手を挙げやすくなるよう

に、これはずっと続いている事業ですよね。ですので、

こういう仕事を委託していますという情報発信を例え

ばウエブページその他でなさるなどして、なるべく１者

応札ではなくなるように工夫していただきたいと思い

ます。 

 そうでないと、ここが変な話、値段を吊り上げるとい

うことだけではなく、会社が解散してしまったとなった

ときに、どこへ頼んだらいいのかわからなくなります

し、不落になるというのも困る事業だと思いますので、

 はい。 



なるべく複数応札になるように、情報発信を試みていた

だきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

企画競争の上、随意契約をやるのだったら、少なくとも

３、４者ぐらいの企画書が出るように努力をしないといけ

ないのだろうとやはり思うのです。 

 これはここしかないだろうと思って、１者でそのまま継

続するというのは、一番いけないことだろうと思うので、

そういうやり方をするのであれば、もっとたくさんの企画

書が出てくるようにしなければいけないと思います。 

 

 はい。 

 

審査終了後のコメント 

○事務局 

 前回の総会のときに、委員から意見をいただいた件について回答をしたいと思います。 

 日立製作所が国立国会図書館から委託した館内ネットワークの保守運用業務について、日立製作所の社員が国立国会

図書館の情報資産の一部を不正に閲覧取得していたという事実が発生していたと、その中には情報システム等に関する

他社の提案書や見積書等も含まれていた。 

 アクセス権限について必要な措置を講じるよう運用を担当する部署に連絡し、適切な措置を講じることというような

意見をいただいておりまして、私のほうで省内の情報システムを担当している政策統括官（社会保障担当）情報政策担

当参事官室の CIO 補佐官に連絡いたしました。CIO 補佐官も、この日立製作所による国立国会図書館の情報資産の閲覧

については、もう既に承知をしていまして、今、省内の情報システムについての現状把握を実施しているということで

した。 

 その状況を踏まえて、今後、どのような対策をとったほうがいいのかということを検討したいと言っていました。 

 ファイルごとにパスワードをつけるのが一番いいのだろうけれども、そうしてしまうと、パスワードを個人で持たれ

てしまうと、その人が異動してしまうと、もうそれが使えなくなってしまうこともある。また、プロジェクトごとにパ

スワードをかけたほうがいいのではないかとも考えたほうがいいだろうし、全部のシステムをやるというのは少し不可

能かもしれないということもありまして、今回、不正使用をしたのが運用業者なので、どうしても使う者にパスワード

は与えなければいけないので、それを与えないとなると、今度は職員で全部行うことになってしまうので、それも現実

的ではない、どこまでのシステムを対象としたら良いかということの現状把握した上で、検討をしたいと言っていまし

た。 

 この件について、今後、何か御報告することがあれば、報告したいと思います。 

 

 ２５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） 


