
平成２６年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２６年１２月２５日（木） 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７月１日～平成２６年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

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 ：利用者支援システム設計、開発及び移行業務一式 

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、低入札価格調査を実施しているため。 

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 ：株式会社エムエスデー 

予定価格  ： 27,820,800円 

契約金額  ： 14,580,000円 

落札率   ： 52.41％ 

契約締結日 ： 平成26年8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、６者応札があり、最も低い入札価格を提示した株式会社エムエ

スデーが契約の相手方となった。落札率は、５２．４１％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すけれども、55ページの入

札結果を見ますと、最高価格の１億6,400万と最低価格の

1,300万で10倍ぐらいの開きがありますけれども、この辺は

どのように分析していますでしょうか。 

 

これに関しては、一般的なシステム業者さんのやり方です

と、自前のパッケージソフトがあって、そこに設定やカスタ

マイズなどを行い、新しいシステムを構築して、導入するこ

とになるのですが、その場合ですと、パッケージ自体に開発

コストが相当入っているので高くなる部分が１つあると思

います。 

 それから、パッケージソフトをベースにするにしても、今

回の利用者支援システムなどがそうなのですが、福祉施設向

けのパッケージソフトというのは余り世の中に出回ってい

なくて、一から構築していかなければいけないという部分が

あったようです。 

 そういう意味で、開発コストなどがかかる、業者さんによ

っては非常に高いコストをかけないと開発ができないとい

うところがあったと思います。 

 一方で、落札した業者のように、ライセンスフリーの無料

のソフトウェアなどをいろいろ使ってコストを抑えるとい

うところで、業者さんの考え方が大きく分かれていったこと

で、開発の費用というものが大きく異なったものと分析して

います。 

今回は、オープンソースのソフトを、使用していますけ そうですね。セキュリティーに関して、オープンソースと



れども、その辺のセキュリティーなどの問題は特にはない

のでしょうか。 

 

そうでないものというのに、違いはほとんどないと言われて

はいます。 

 低コストで構築ができるという面で、こういうフリーのソ

フトウェアというのは重宝する部分がありますし、一方でお

金をかけてというところですと、例えば、データベースです

と、ほとんどオラクルデータベースを使って構築するシステ

ムがほとんどだと思いますけれども、信頼、実績があるもの

を使って、システムを組んでいくということも安心感はある

と思いますが、それぞれ一長一短があり、どちらが良いとい

うのは難しいかなとは思います。 

履行期間が来年の３月までですので、実際の作業のパフ

ォーマンスの結果については、特に、今のところわからな

いと思いますけれども、73ページにあります業者さんから

提出されている見積書の人月を計算しますと、大体16人月

ぐらいになるのです。それで、予定価格の積算内訳が、46

ページにありますけれども、約79人月ということで、約20％

の人月でこの作業が済んでしまうと見積もられているので

すけれども、その辺は、特に問題が生じるというようなリ

スクはないのでしょうか。 

今、構築が始まっていまして、開発に携わっている方々と

いうのは、74ページに記載があるのですが、非常に少人数で

開発を行っています。特に、その開発責任者の方が主に作業

をしているという段階です。 

 毎日ほぼ常駐をして行っていますし、それから自立支援局

の現場の職員とも細かい打ち合わせを行いながら進めてい

ますので、今のところ、特に問題はありません。 

 

 

今回のこの予定価格の算出方法なのですけれども、結果

的には参考見積もりを徴取して、そちらのものを利用した

ということで理解してよろしいのでしょうか。 

はい。そのとおりです。 

そういう意味では、結果として予定価格が高めに算出さ

れたというのは、参考見積もりの業者がそのように見積も

ったからという以上の理由はないということですか。 

 

 

はい。あと１点は、これは現行システムのリプレイスとい

う形になるので、前回のシステムの予定価格の積算法も使い

ながら、それと落札率との兼ね合いを見ながら、一旦価格を

出しまして、それと参考見積もりとを比較して、結局、参考

見積もりのほうが低かったので、そちらを予定価格として採

用をしておりますが、現行システムでもある程度金額がかか

る工数となっていましたので、そのような比較をしながら、

予定価格を決定したということです。 

 オープンソースのものを利用すると、確かに安くなるし、

そうでなければ、少し高くなるということなので、特別参

考見積もりに不自然さはないと思います。 

 不自然ということで言えば、入札結果を見ると、現行シ

ステムを調達した業者が一番高く出してきていて、通常、

ノウハウや内部事情を知っている分、ほかより有利に入札

できるのではないかと思いますが、そうならなかったこと

について何か情報は得られていますか。 

 

 前回システムを開発した業者のアドバンテージというの

は、現実的によくあると思うのですが、この業者さんに関し

ては、その後の保守契約を請け負っていなかったのです。 

現行の利用者支援システムの保守は、また別の会社が行っ

ているのですが、随分前に導入をして、その後余りそのシス

テムに関してかかわっていなかったのではないかなと思い

ますので、現実的にどう現場で使われているかとか、どうい

うところに改善の余地があるかなどというような分析がな

かなかできなかったものとは思います。 

ですが、今回は保守を含む調達ではないですね。そうい

う意味では、余り変わっていないといいますか、特に、引

っかかりますのは、前回のシステムのほうがむしろ安いで

す。 

 現行の開発業者は、前回、３分の１ぐらいで落札してい

ると思うのですけれども、今回のシステムは、特別大きく

なったとか、複雑化したということはありますか。 

 

そうですね。今回、そんなに大きく変更されたというとこ

ろはないのですが、あるとすれば、自立支援局のさまざまな

部門があるのですが、その各部門でそれぞれ使い方が違って

いたものを、インターフェースとか、データベースの持たせ

方などを一元化していくという形で再構築しているところ

がありますので、少し、今までのものをそのまま踏襲すると

いうことよりは、一体的な管理ができるようなシステムにし

たというところがあります。 

今、説明された変更ですと、どちらかというと、苦労す

るのはユーザー側で、開発をする側にとっては、有利な変

更のように思えるので、やはり３倍ぐらいの金額で入札し

た、もちろんそれは落札にはなっていませんけれども、前

回落札者でアドバンテージがあるにもかかわらず、３倍も

の金額で入札したというのがちょっと不自然に思えるので

す。 

その点につきましては、機能仕様も含めて細かい仕様を載

せて臨んでいますので、情報が一部の業者さんにはすごく情

報が伝わって、ほかの業者には余り伝わらなかったというこ

とはないと思います。 

 そういう意味では、公平性は担保された状態で調達を行っ

たと思っています。 

 



 これはさらに申しますと、６者の入札で、落札者から前

回の開発業者まで先ほど指摘もありましたように10倍ぐら

いの差がありますから、一番恐ろしいのは、何がほしいの

か、正確に伝わっていなかったということがあり得るので

はないかと思いまして、その結果、こんなに見積もりに幅

が出るということがあったのではないかと懸念しているの

ですけれども、その点いかがでしょうか。 

 

公平性という点は疑ってはいないのですけれども、そう

ではなくて、応札者側で、想像しなければ仕様が固まらな

い結果、リスクの分が大きくなると高く入札せざるを得な

いということや、あるいはそこのリスクに気づかなかった

から安くしたというところがある。それで幅が出ることが

多いのですけれども、添付資料の仕様ですと、結構あっさ

りしているように思いまして、この金額のシステム設計で

すと、もう少し細かいところまで、仕様に記載されている

ことも多いと思います。今回は、それで応札者間で理解に

差が出てしまった可能性を感じるのですけれども、それは

ないでしょうか。 

仕様が詳細でないとの御指摘ですと、私もほかのシステム

と比較をしたことがないのでわかりませんが、PMOの審査も

受けているのですが、その審査の中でいろいろと詰めなが

ら、こういうところは記載をしたほうがいいという御指摘も

いただきながら作成はしていますので、特に大きく抜け落ち

ているというものはないとは思っています。 

 

 この入札結果のばらつきから、先ほど説明したように応

札者間で理解の程度にばらつきが出ている可能性があり、

その結果、希望されていたスペックを満たさないものが出

来上がってしまうということも絶対にないとは言い切れな

いことなので、ぜひ、今後の稼働状況なども追跡をして見

ていただいて、今後の調達に役立てていただきたいと思い

ます。 

はい。 

補足すると、43ページにその予定価格の算出内訳書が出

ています。それで、現行システムについて、予定価格が7,143

万。それに対して業者のほうは3,900万で応じて、それで契

約が成立したのですね。 

はい 

このシステムについては、一番熟知している前回の開発

業者が、今回、この仕様を見て応札した金額というのが、

１億6,400万になっていることが、不自然だと思います。 

はい。 

 現行システムについて、契約価格と予定価格との比率が

55%なので、それで算出すると3,000万ぐらいになると見込

まれたにもかかわらず、現行システムの開発業者が1億

6,000万ということであると、やはり理解が違っているある

いは何らかの思惑でこうした以外には考えられないので、

そのあたりが一体どうなっているのだろうと思います。 

 前回の開発業者が見込み違いをしたのか、それとも今回

落札した業者に見込み違いがあって期待しているスペック

が達成されないようなシステムになっている可能性もある

と思いますので、追跡をお願いします。 

 また、前回の開発業者に、何らかの勘違いがあったかに

ついて、確認をしていただきたいと思います。 

 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２】 

審議案件名 ：平成26年度医薬品等輸出入手続オンラインシステム整備事業 

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 ： 医薬食品局 

契約相手方 ： 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

予定価格  ： 142,764,000円 

契約金額  ： 142,764,000円 



落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成26年6月30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 

このNACCS株式会社さんには、技術者が何人ぐらいいる会

社なのですか。 

 

 

 

 技術者の人数については、出てこないのですが、こちら会

社は、もともと独立行政法人でして、それが、今、民間企業

化されたものになります。 

従業者数は、500名ぐらいで、そのうち３分の２ぐらいが

技術者となりますので、300名ぐらいいると思っています。 

調達の概要書の中で、３の（３）のところで、最後に「シ

ステム化に係る環境整備」が調達内容だということになっ

ているのですけれども、環境整備というのは、具体的にど

んなものなのですか。 

  

 

 

薬の輸入届や輸出届とか、薬監証明というものがあるので

すけれども、そちらのものをそのNACCSシステムの中に項目

とか、添付ファイルとかもたくさんありますので、その辺の

様式が全て落ちるように中身の打ち合わせをしまして、動く

ようにしているような形なります。 

 それで、今まで紙で行っていたものが、全部電子化でき

るように、環境整備したという形のものです。 

そうすると、このシステム自体を開発した後の、システ

ムの所有者は誰になるのですか。 

 

システムの所有者自体は、NACCSセンターが管理していま

す。今回の資料には載っていないのですけれども、この後、

開発が終わった後、利用契約を結んでおりまして、その開発

したシステムを利用して、輸入手続のペーパーレス化を行っ

ています。 

システムをこれから構築するということなのですか。そ

れともNACCS株式会社の持っているシステムを利用する契

約をするということなのですか。 

システムを利用する契約です。 

 

  

システムの中の今回は医薬品の輸出入届についての環境

整備、すなわちどうシステムを構築化するかについてのコ

ンサルを受けたということですね。 

はい。この調達は、NACCSセンターが持っているシステム

を使える環境にすることになります。 

 

使用できるように調査をしたということですか。 

 

 調査をして開発まで行いました。25日から運用をしていま

す。 

 500名の社員がいて、その中に技術者が300人いる。今回

の厚生労働省さんの発注についての受託はNACCS株式会社

そのものが受けたという理解で良いのですか。ウエブとか

を見ますと、NACCS株式会社も、かなり大きな発注をされて

いるようなので、その辺はこれがそのままNACCSシステムの

中で受注されて、きちんとしたレポートになって戻ってき

ているのか。それともこれも外注してしまったのかと、そ

の辺はどうなのですか。 

基本的にNACCSセンターの者が実施しているという認識で

こちらも説明をしていまして、わからないところとかがあれ

ば、NACCSセンターのほうで確認をして、全て解決していま

す。 

 

再委託の申請とかは、この中に特にないので、そういうこ

とはされていないということなのかもしれませんが、念の

ために質問させていただきました。 

はい。 

今の御質問に続いてということなのですけれども、よくこ

ういうシステム開発やその他役務の契約をするときに、再

委託は何％以内にするであるとか、報告をするというのは

契約書に入っていると思うのですが、今回は、そういう文

言は契約にはないのでしょうか。 

今回の場合は、NACCSセンターの持っているシステムをこ

ちらで使用するものになりますので、特に再委託ということ

の文言は入っていません。 

 

 

システムの開発的な部分があると思うのですけれども、

それは私の理解に間違いはないでしょうか。 

この契約はNACCSシステムがこちらに輸入届、輸出届が使

えるようにしていただくような形の開発となります。 

 いわゆるシステム開発となりますので、第三者的な別の

会社に部分的な開発を委託することはあり得ると思いま

す。再委託をするときに、報告をさせるであるとか、半額

未満までしか再委託してはいけないとか、そういうものを

契約書などに記載するのですけれども、今回の案件は、記

はい。参考にさせていただきました。 



載をしていません。再委託をさせないということであれば

再委託は禁止すると明言すべきです。機密性や安全性のこ

とがありますので、再委託の記載について、ほかの契約書

等も御参考にしていただければ思います。 

少し話が前後しますが、予定価格の調書が５ページ以降

に添付されているのですけれども、これはそのNACCSシステ

ムの出してきた見積書を転記したと理解してよろしいので

しょうか。 

会計検査院の会計検査などでも、出されてきた見積書で

そのまま予定価格の積算内訳になっているようなものは、

言い値で買っているということになって、行政効率が上げ

られないもとであるということですので、例えば、今回、

想像ではあるのですけれども、FAINSですとか、ANIPASとか

が先に統合しているので、そのときにかかった工賃などを

参考に、厚労省の側でも積算してみて、それで、適切性を

念のため確認するとか、あるいは予決令に従って２者以上

から見積もりをとって参考にするとかといったことを、今

後の調達については御留意いただきたいと思います。 

 はい。 

この随契理由の中で、98％がこのNACCSで処理されている

と書いてあるのですが、残る２％というのは、紙ベースで

やられているということですか。 

 

 電子化されているは、食品が45％で動物が13％で食品が

５％で薬事関連が12％であり、その他が25％ありまして、そ

の中で電子化されていないのが２％あるという形になって

います。 

この母集団は、何を書いているのですか。日本に輸出入

する物品等を全部100ととって、そのうち98％はこれを利用

しているという意味ですか。それで、今、説明されたもの

に占める割合が、食品が45％という意味ですか。 

 この内容は、随契理由になりますので。それが本当に随

契でいいのかどうかということをこの委員会で審議するこ

とになると思います。 

こちらの母数については、税関手続、入管管理手続、食品

衛生手続、検疫手続、食品防疫手続、動物検疫手続、貿易管

理手続など税関を通る際に行っている手続の輸入申告の約

98％をNACCSのほうで電子化して処理をしているということ

であります。 

件数に関しましては、輸入申告の件数も増えていまして、

10年前の平成13年度の2,300万件が、今、3,500万件ほど、1.5

倍ほど伸びている中で、国際的にやはり電子化しないと国際

競争力も追いつかないということになりますので、薬業界も

市場規模が大きい業界でありまして、輸入、輸出とも電子化

することとなりました。そのようなことから今回の調達をさ

せていただきました。 

（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３】 

審議案件名 ：労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係るアプリケーションプログラム改修等業務

一式（平成２６・２７年度） 

資格種別  ： 「役務の提供等」のうち営業品目が「ソフトウエアの開発」又は「その他」（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者応礼であり、最も落札率が高いため。 

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  ： 827,044,948円 

契約金額  ：794,124,000円 

落札率   ： 96.02％ 

契約締結日 ： 平成 26年 7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、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが契約の

相手方となった。落札率は、９６．０２％である。 

意見・質問 回   答 

先ほど説明されたように、落札率が非常に高かった。一回

目の入札で落札されて、予定価格から４％しか違わなかっ

たということなのですが、その辺はどのように分析されて

まず、３者の業者から見積もりを取っていまして、その平

均で予定価格を決定しています。その平均の金額というもの

が、結果的に落札率が非常に高かったということなのです



いますでしょうか。 

 

が、いわゆる市場の価格を反映したものになっていたと認識

しています。 

予定価格を作成されるときに、工数の見積もりをされて

いますけれども、それが374ページあたりにあると思います

が、この調査の中では、最終的な数字しか出ていませんけ

れども、そのベースとなった資料というのはどういうもの

があるのですか。 

業者からいただいた見積もりをベースとしています。 

そうすると、発注者で、特にこういう開発が必要だから

ということでの工数を新たに見積もられたということでは

なくて、工数も見積もり業者３者の平均になるのですか。 

 

工数に関しましては、見積もり提出の業者の３者のうちの

１者が現行業者になるのですが、そちらの業者の工数を採用

していまして、それについて、業者から見積もりが提出され

た段階で、コンサルタントの業者がいますので、そちらに意

見を聞いたところ、現行業者の工数が妥当であるという意見

がありましたので、そちらの工数を採用しています。 

現行の業者さんというのはどちらですか。 

 

今回、落札しましたエヌ・ティ・ティ・データになります。 

 それでは、非常に熟知されている業者さんということも

言えますね。 

はい。工数、見積もりを依頼する際には、どういった改修

なのかという要件を示したり、場合によってはステップ数と

いうような開発の規模を示すようなものというものもあわせ

て業者に示していまして、あとは現行業者でないところとい

うのは、なかなかシステムの内情というのはわかりませんの

で、閲覧資料等も必要に応じて開示をするという方法をとっ

ていますので、それなりの数字というのは出せるのではない

かと考えているところです。 

そうすると、予定価格が非常に推測しやすい業者さんが

落札されてしまったということなのですね。 

 

はい。実際、会社によって単価というのも異なっています

ので、必ずしも自分の業者で出した数字というものが予定価

格になっているかというのは必ずしもそうではありません。 

単価についてはですね。 

 

はい。単価が業者によって違うということは、工数も当然、

業者によって違うのですが、それによって見積もり金額とい

うものも３者によって異なってきますので、その平均をとる

ことによって、真ん中ぐらいの見積もりを出している業者の

方に関しては、大体予測はつく可能性はあるのですが、基本

的には自分の出したもの以外というのは知り得ませんので、

今回、高い落札率になっているところではあるのですが、そ

の金額を推測して、その金額で落札したかどうかというのは、

当方ではわかりません。 

これは１者応札ですけれども、複数者の応札は可能性と

してはあるのですか。 

 

前回の調達に関しまして、説明会とかに来ていただいた業

者により多く参加していただくという趣旨でヒアリング等を

した結果、少し調達案件というのがわかりづらいという御指

摘がありましたので、それをポンチ絵にするような形で今年

については改善をしているところなのですが、それでもまだ

１者応札という結果ですので、業者に再度、今年に関しまし

ても、説明会に来た業者に対してヒアリングをしたところ、

10項目あるシステム改修というのが非常に多くあり、また、

改修期間がばらばらになっているという点もありまして、１

つの調達としては入りづらかったという御意見などもありま

したので、来年度の調達に関しましては、より入札しやすい

ように分離調達というものを検討しているところです。 

では、今後は、数者が応札できるような何らかのアイデ

アを実行されるということですね。 

はい。その方針でいきたいと思っています。 

今回の評価を６名の委員で行っているというのが88ペー

ジに結果が出ているのですけれども、この評価結果が非常

にばらついています。一番右の列の委員の方だけ抜きん出

て高いという感じなのですが、この理由については、調査

この一番右側の方もシステムに長けている先生になってい

まして、ただ、なぜこの方だけ抜きん出た評価になっている

のかというのが、当方としても、確認するのもなかなか難し

いところがありまして、委員の先生がこの調達案件について、



を実施していますでしょうか。 

 

適切に評価をしていただいたと受け取っているところではあ

ります。 

専門家の方々や現場の方々で評価したということだと思

いますので、もちろんそこは信頼性が高いと考えているの

ですけれども、その上でこのようにばらつくということは、

先ほど既に説明していたように、業者のほうでわかりづら

いということを反映しているのではないかと思われるので

す。 

 わかりづらいから理解の仕方によっていいシステムにも

見えたり、余りいまいちと見えたりということなのではな

いかと思うのです。 

ある意味、このばらつきこそがその仕様のわかりづらさ、

もしくは札の入れづらさになってしまったということでは

ないかなと思うので、ちょっとわかりづらかったと正直に

言ってくださった業者のヒアリングはぜひお願いしたいと

思います。 

わかりました。 

私が統計処理をした結果ですと、この例外的な方を取り

除いて５人で評価をした場合というか、要するに６人目が

なかったという状態にすると、有意な差はありません。 

 要するに、大体、多様な見方がありますから点数が変わ

るのは当然なのですけれども、絶対に全員違う価値観を持

っているとは言えないという結果になりますので、逆に言

うと、この６人目の方は確実にほかとは違う基準を持って

いたということなのです。差がない状態だったとしたらと

いう仮定のもとで、こういう結果が出るのは確率的には

１％未満なのです。 

 ですので、本当に違う価値観を持たれてしまっていると

思いますので、札を入れる側あるいは潜在的に入れたかも

しれない企業さんたち側でもばらついたはずだと思います

ので、ちょっとこの点はシビアに検討をお願いいたします。

  

わかりました。 

 

見積もりに応じた方は３者いたわけですね。 はい。 

この資料３の中には、見積書というのは添付されていな

いのですか。 

 

 

はい。なかなか見積もりをお願いしても、落札できるかど

うかわからないというところで、見積もり参加に御協力いた

だけない会社等が非常に多くありまして、その中で何とかお

願いしますということで、見積もりをいただいている観点が

ございまして、ちょっと外向けに出していただかないという

前提で受けているということもありますので、資料の中には

添付していません。 

この見積もりを依頼する上で、この仕様をどの程度まで開

示されるのですか。 

 

基本的に、先ほど44ページで御説明させていただきました

項番ごとのそれぞれの改修の帳票であったりといったものを

基本的には出しまして、ちょっと案件にもよるのですけれど

も、先ほど御説明させていただきましたように、改修の規模

というものを示すために、ステップ数、このぐらいの改修の

規模になりますというものをお示ししたり、あとはそもそも

このシステム、今回改修になりますので、そのシステムとい

うのはどういうシステムなのかというものか設計書を見たい

ということであれば、閲覧資料という形で申請をしていただ

ければ、開示できるものは開示するというような形もとって

いるところです。 

それで、この見積もりをしてくれた３者のうち１者しか

この入札に応札しなかったというのは、これはなぜなので

すか。 

実は、見積もりを出していただいたもう一者も、説明会に

も来ていただきまして、その後の資料の閲覧等にも４度ほど

足を運んでいただいたという経緯がありまして、こちらのほ



 うとしては、当然、応札してくれるだろうと期待をしていた

のですが、１者しか応札がなかったのです。その業者に対し

て、４度の閲覧に来ていただのに、なぜ、今回、応札ができ

なかったのかということに関して確認したところ、すぐ12月

にリリースをしなければならないものであったり、片や２年

間かかるようなシステムがあったりとリリースの時期という

ものがばらけていますので、12月のリリースに対応できるよ

うな準備というものが整っていなかったという説明がありま

して、それで、今回、見送ったという説明でした。来年度に

関しては、そういったことがないように入札に参加していた

だけるような形で調達をしたいと考えているところです。 

要するに、この準備期間にある程度置いて、それからそ

の分離をすることによって、もう少し入りやすくする。そ

ういうことを、今、考えているということですか。 

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４】 

審議案件名 ： 中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業 

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、１者応札であり、落札率が比較的高いため。 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 

予定価格  ： 29,382,521円 

契約金額  ： 29,160,000円 

落札率   ： 99.24％ 

契約締結日 ： 平成25年7月14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、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタン

ト会が契約の相手方となった。落札率は、９９．２４％である。 

意見・質問 回   答 

５月12日の１回目の入札については不調であったという

ことですけれども、その主な理由というのはどういうもの

なのでしょうか。 

 

 

昨年応札をして、落札できなかった会社の説明では、１年

間の業務量がこの事業に割けるマンパワーではちょっと賄

い切れないということでした。25年に実施した事業に比べま

して、この集団の選定数とかも減らして、必要となるマンパ

ワーを減らした上で、入札を実施したところですが、やはり

マンパワーが足りないということだったので、不落になって

しまったのではないかと認識しております。 

今の説明ですと、一般競争入札ということではなくて、

特定の業者さんが試行を行いながらということになるので

すか。 

昨年落札した業者は、今年落札した業者と同じ業者なので

すけれども、今、私が説明をしたのは、それ以外の業者のこ

とですので、特定の業者ではないです。 

講師になる方というのはどういう方がなられるのですか。 

 

講師としては、労働安全衛生法に基づいて、労働安全コン

サルタント、労働衛生コンサルタントという資格を取ってい

る方が、6,000から8,000ぐらいの間の人が全国にいまして、

そういった資格を有する方あるいはそれと同等の知識、経験

を有する方を対象として講師要件として定めているところで

す。 

２回目の入札は、１者応札で、落札されたということな

のですけれども、これはかなり事業と価格について、余り

魅力がないということもあるかなと思うのですが、その辺

はいかがですか。 

 

平成25年と26年は、日本労働衛生コンサルタント会という

ところが、落札しているのですけれども、平成23年はインタ

ーリスク総研という民間のシンクタンクがそれなりに魅力を

感じて応札していただいたところですので、魅力はあるけれ

ども、全国で展開するにはマンパワーが割けないということ

を言っていました。 

そうですか。これは応札者を増やす方法は何か考えてい 応札を増やす方法としては、予算の縮減に伴う要因もある



るのでしょうか。 

 

のですけれども、この集団を選定する数を23年当初は97で契

約したのですが、今は60まで減ってきているので、必要とな

るマンパワーは３分の２ぐらいに減らしているということ

で、応札者を増やすという観点では、事業のハードルを下げ

るというのは１つの方法かなと考えております。 

 また、研修事業について、従来ですと、１回終わった後、

それを３つに分けて３回演習をやるという構成になっていた

のですが、今年度は、やはりマンパワーがどうしても負荷が

大きいということなので、２回目の研修を15人ずつの２集団

に分けて、延べ３回実施することにしました。このように、

集団の数を減らした以外にも、事業全体として４分の３まで

業務量を減らして対応しています。 

 24ページの予定価格を見ますと、全体の中に印刷費用と

いった費用が非常に多くて、実際に講師に支払う費用やテ

キストを作成する費用が少ないのではないかと思います。

予算の兼ね合いもありますので、何とも言えないところも

ありますが、何らかの形で応札者を増やす方策を、今後、

御検討いただければと思います。 

今回、最終的に落札したこの労働安全衛生コンサルタント

会は、なぜ１回目には応札しなかったのでしょうか。 

資料の21ページが２回目の入札の公告で、資料19ページが

１回目の応札の公告になりますが、それぞれ２番の（３）に

参加資格ということで、25・26・27年度の厚生労働省競争参

加資格の役務の提供等のうち、１回目は「Ａ、Ｂ又はＣ」、

２回目の再度公告は「Ｂ、Ｃ又はＤ」となっていまして、こ

のコンサルタント会の競争参加資格が１回目の入札段階で実

際ではＤだったため、１回目の応札には参加できなかったの

です。競争参加資格は過去の委託事業の受託の実績等を踏ま

えて、点数で評価されるのですけれども、22年に委託事業を

減らした経緯がありまして、26年の段階の評価対象となる期

間中の受託契約金額が落ちたためＤ評価になったと聞いてい

ます。 

前はＤだったのですね。私がこの案件の調査をしたとき

にはＣになっていたので、Ｃだったら１回目から応札でき

たのにおかしいなと思ったのです。 

 １回目のときの競争参加資格はＤだったのですね。 

 

そうです。その後、随時申請をして、26年度の総会で決算

をした上で、25年度までの委託費で評価をしたときにはＣに

なりました。24年度までですと、先ほど説明したとおり22年

度分が評価対象に入ってしまうので、Ｄ評価になってしまっ

たということです。 

先週調べたときにＣになっていたのは、随時申請をして

資格が変更されたからなのですね。 

 

そうですね。今回は、今年度の事業が一応終わったので、

特に参加資格を上げる必要はないのですけれども、来年度以

降のことを考えると、Ｄの資格だと応札できないものがある

ので、入札参加資格の随時申請をしたと聞いています。 

念のためなのですけれども、２回目の公告はBCDになった

というのは、予定価格が下がったから自動的にBCDになった

ということでしょうか 

２回目の予定価格を単純に計算したときに、3,000万を下回

ったため、２回目はＢＣＤで良くなりました。１回目は予定

価格が3,000万を超えているので、ＡＢＣにしています。 

２回目の予定価格が減ったというのは、実施月数が減っ

たからという理解でしょうか。 

 

実施月数というよりは、むしろ講師の割り当てが先ほど説

明した１週当たり４回やるところを３回に減らしましたの

で、その分です。 

そこで減らしたのですか。 

 

減っています。あと、マンパワーが足りないという団体も

いるので、それは１回当たりの講師の謝金の単価が低いとも

考えられるので、政府申し合わせの標準的な謝金単価に基づ

いて、単価を合わせて引き上げました。 

マンパワーが足りないとか、いろいろな理由で１者応札

ということになっているわけですが、全国で研修をやると

いうことが難しいということはないでしょうか。 

 

そうですね。全国への講師を割り当てるのは、時間があれ

ば１人で順番に回っていきますけれども、その人が全国を回

るという分のマンパワーはかなり負荷になっていると聞いて

います。 

これは単純に北海道地区とか、四国地区とかと分けたら少

しできる団体が増えるということはないのでしょうか。 

 

そうですね。そういう可能性も含めまして、他の委託事業

でも、地区ごと、東北、北海道とか、関東とか、ブロック単

位でやっているような事例もあるので、今後の事業展開にお

いて、少し検討してみたいと思っています。 

 そうですね。例えば、中小企業大学校というところだと、

地域ごとにそういうものを委託している例もありますの

で、御検討をお願いします。 

 はい。 



（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究 

資格種別  ： 役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ： 総合評価落札方式を実施している案件中、１者応札であり、落札率が比較的高いため。 

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ： 14,373,404円 

契約金額  ： 14,310,000円 

落札率   ： 99.56％ 

契約締結日 ： 平成26年7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、株式会社三菱総合研究所が契約の相手方とな

った。落札率は、９９．５６％である。 

意見・質問 回   答 

 １回目が予定価格に達さなかった。それで２回目にも、

非常に高い落札率であったわけなのですが、この辺はどう

分析されているでしょうか。 

  

実はこの業務上疾病に関する医学的な文献の収集につい

ては、平成22年から総合落札方式で実施しています。 

 もともと予算措置されている枠もありまして、毎年大体や

はり決まった金額というか、ほぼ近い金額で落札していると

いうのが年度を超えますと状況がわかります。 

 26年にも落札したその業者は、当初からこの総合評価落札

方式の入札に応札していまして、落札しているのが３年目で

す。５年連続で応札しているのですが、最初の２回は落札で

きなかったのですけれども、ここ３年は、落札していまして、

その経験から予定価格に近いところで入札してきたのでは

ないかと思っています。 

総合評価落札方式ですので、企画書を出さないといけな

いわけですけれども、今回は１者応札だったということな

のですが、公告日が５月28日、入札日が６月19日で３週間、

21日間しかないのですけれども、この辺は過去に経験のあ

る業者さんしか企画書をまともにつくれる期間ではないの

ではないかなという感覚があるのですが、いかがでしょう

か。 

御指摘のように、少し期間も短かったと思います。説明会

には２者参加していたのですが、応札の段階では１者になり

ましたので、次年度以降は、公告を少し長めにしなければい

けないと思っています。26年で言いますと、７月に契約をし

ていますので、その前にできるように少し余裕を持った計画

を組みたいと考えています。 

 

今回、外部有識者のほうが過半数を占める評価委員会な

ので、非常により公正かつ開かれた感じでよろしいのでは

ないかなと思いました。 

 それで、非常にざっくりとした平均のようなことで見て

みますと、省内の委員の評価よりも、外部有識者の委員の

ほうがむしろ高い点を出していますので、これはどう考え

たら良いのでしょうか。 

 

外部委員の先生をお願いしたのは、公衆衛生を中心とする

お医者様でして、今回の業務上疾病のものも、文献的にはは

っきり言って医学の話が中心であって、実は我々がもちろん

必要とするのですが、公衆衛生の先生方からすると、やはり

すごく興味のあるところであって、委託事業の成果物の公表

も期待しているというところもあると思うのです。 

 そういう意味から、少し期待も込めて先生方の評価は少し

高かったのかなと感じています。 

では、何というか、外部の方々が比較的高い点をつけた

というのは、ポジティブに捉えることこそあれ、ネガティ

ブなことはあり得ないということですね。 

はい。 

 

少々ばらつきがあるかなとは思ったのですけれども、こ

れは多様な価値観の反映と思います。 

行政の目から見るのとは違い、また先生方の得意分野であ

り興味のあるところとかがあったではないかと思います。 

仕様書の中で、症例報告及び契約研究報告をまとめてい

ただく物質というのは７ページから８ページについてのこ

ういう物質についてのものを集めていくということです

か。 

はい。 

 

例年、中身は変わってくるのですか。 

 

毎年、物は変わってきていまして、26年においては、３カ

年計画していたうちの初年度ということになっています。そ



の計画は実は業務上疾病という言葉は今まで使っています

が、業務上疾病というよりか、実は労働基準法の施行規則と

いうものに定められていまして、その中に告示の物質という

ものがずらっと並んでおりまして、それを３カ年で割り算し

て、そのうちの１つということです。 

 ですから、毎年変わってきます。 

３年たつと一巡するというようなイメージですか。 そうなのですが、もちろんそれだけではありません。直近

で言いますと、いわゆる社会問題になりました胆管がんの問

題とかもありまして、そういうものに特化した年とかもあり

ます。 

22年から実施して、これはほぼ同じぐらいの金額で例年

契約しているのですか。 

 はい。 

過去については想定できるということなのですね。 

ただ、他の会社が参加しないのは、一体なぜですか。 

 

今までの経緯を説明しますと、総合評価落札方式をとった

のが22年からで、21年は随契の形で、実施しています。 

 総合評価落札方式にしました22年にから、三菱総研が応札

していますが、ほかの会社が落札しています。 

 それから、23年度は、他の会社と２者の応札になっていま

すが、三菱総研が落札しています。 

 それから、24～26、この３年間は１者で三菱総研が落札し

ているという経緯です。 

そうすると、他の業者は、もう応札も企画書の提出もし

なくなってしまったのですか。 

１者応札になっています。 

少し残念ですね。 

 

 そのようなこともありまして、１者応札にならないように、

先ほど説明しました期間の長さもありますし、若干、入札で

きなかったところ、諦めたところに聞いてみると、やはり中

身で少し負担になるという部分がありましたので、今年度も

そうなのですけれども、少し事業を縮小するなどをして実施

するように考えています。 

 何か工夫をして、ぜひ競争の実効性が上がるようにお願

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６】 

審議案件名 ： ハローワークシステム雇用保険業務に関する業務権限の細分化に伴うシステム改善業務 

資格種別  ： － 

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

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  ： 68,614,128円 

契約金額  ： 68,614,128円 

落札率   ： 100.00％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8月 21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 

 調達概要書の１ページのところの調達概要の中で、最後

の行ですけれども「現状ではこれらの権限付与数の減少率

は数％に留まっており」と、これはどういう意味なのです

か。 

 

少し経緯を説明しますと、この情報漏洩事案が発生した後

に、情報漏洩の対象になったシステム上にアクセスできる人

を減らそうという方針のもと、活動していたということがあ

ります。 

 ただ、その減少させる取り組みをする中で、現場の状況を

調査した中で明らかになってきたこととしては、その漏洩の

対象になった台帳が被保険者台帳という、雇用保険の加入者

の方の職歴とかに係る台帳情報になるのですけれども、こち



らを含めて、システム上で設定している情報のアクセス権と

呼ばれるものが、そのほかにも雇用保険システム上の台帳情

報と呼ばれるものはその被保険者に係る台帳情報でなど、ほ

かにもいろいろあります。必ずしも漏洩の対象になった台帳

に閲覧する必要がない、業務上ほかの台帳が見れば良いとい

う方についても、そもそも設定しているアクセス権限がそれ

らを包括的に閲覧を認めるという権限しか設定していない

という状況がありまして、その中で、今の設定しているアク

セス権だけでは、漏洩の対象になった台帳が閲覧し得る方と

いうのは、これ以上は減らないだろうということがわかって

きて、それに対する取り組みとして、先ほど申し上げた被保

険者情報以外の台帳だけを見られるようなアクセス権を設

定するという、そういう改修を進めているということになり

ます。 

そうすると、この減少率というのは、見られるけれども見

てはいけませんよということで、見ないようにしてくださ

いねということを言って、皆さんがアクセスしないように

させたにもかかわらず、アクセスする人がいっぱいいたと

いう意味ですね。 

 

これは先ほど説明した経緯のとおり、アクセス権が付与さ

れている人が本当に業務上必要なのかという観点で、現場の

ほうで精査して、そのアクセス権の付与を、業務上付与の必

要がない利用者について、そのアクセス権を外すという取り

組みをして、その結果がここに書いてある数％という意味合

いになってきます。 

アクセス権限が包括的な権限だったので、何らかで必要な

人は全部これが見られてしまうような状態になっていた。

それをこのアクセス権限を細分化することによって、必要

なものしか見られないようにするという改定策ということ

ですね。 

御指摘のとおりになります。 

それは、システムを全体的に改修することによって可能だ

ということなのですか。 

 

はい。御指摘のとおり、この認証という機能が、今回、問

題になっている雇用保険システム以外のハローワークシス

テムの中でサービスとして提供している機能があるのです

けれども、その機能全体、その機能が全て利用する基盤のよ

うな機能になっていまして、そこを改修することで実現でき

るという内容になっています。 

それで、随意契約の理由書を見ますと、実際にこのハロ

ーワークシステムを開発した富士通以外には、安定的に改

修することは難しいという理由になっていますけれども、

その辺をもう少し詳しく説明していただけますか。 

 

 先ほど回答した内容からのつながりみたいな部分もあるの

ですけれども、今回、改修する部分というのは、ハローワー

クシステムで提供している各業務機能の認証機能を持つ認

証基盤という部分の改修になるのですけれども、その認証基

盤というところでは、Ａさん、Ｂさんという利用者の主体認

証と呼ばれるものですとか、あるいは先ほど話が出たアクセ

ス権ですね。Ａさんだったらこの業務、Ｂさんだったらこの

業務へのアクセスを許可するという機能を、認証基盤という

中で提供しているのですけれども、今回の改修では、その認

証基盤の中のそのユーザーIDや先ほど申し上げた業務権限

情報を一括管理するデータベースのような機能があるので

すけれども、そこの機能ですとか、あとシングルサインオン

という機能がありまして、その各業務への主体認証というも

のを一括で実施する機能があるのですけれども、そこの機能

を管理するデータベースの改修というものを行っていまし

て、ここの、今、申し上げた部分というのは、システムの根

幹に直接かかわる部分の改修になることから、もし、富士通

以外の事業者が実施した場合、改修に係る影響範囲の把握で

すとか、そういったものが不十分な状態で実施されるリスク

があって、それによって、そのハローワークシステムへのア

クセスが最悪の場合、使用できなくなるなどといったことが

顕在化することで、システムの安定稼働が阻害されるという

ことが想定されると考えています。 



そうすると、根本的なアクセス権あたりの改修としては、

少し安めの発注内容なのではないかと思います。かなり大

規模な改修になるにもかかわらず、かなり安めの金額のよ

うな気がするのですが、その辺はいかがですか。 

 

結果的には、比較的安い金額なのかなとも感じるのですけ

れども、この金額については、もともとこの改修をしようと

いう最初に要件を決定した後に工数などを精査するのです

けれども、その中でハローワークシステムの工程管理やコン

サルティングを行う支援業者がいるのですけれども、その事

業者と一緒にその要件をあらかじめ、精緻化して実施をしま

して、その上で、富士通にこういう改修をしてくれないかと

いう要件を示した上で、見積もりを取得しまして、事前に細

かくした要件と照らし合わせて、改修の内容ですとか、そこ

にかける工数というものが妥当かどうかというものを支援

事業者の意見を踏まえながら検証していきまして、その結

果、作業内容ですとか、工数というものは、妥当であると、

判断をして実施しているところです。 

今の御回答につながるのですけれども、また確認なので

すが、予定価格の積算は、厚労省側で行ったと考えて良い

のでしょうか。 

はい。予定価格の積算自体は、厚労省側で行っていまして、

実際には、参考見積を業者から取って、その内容の妥当性を

検討したものを工数なども検討してもらって、それで過去の

実績とかの単価を基に予定価格を算出しています。 

富士通が、内訳を出してきていますが、そのままにした

ということはないということですか。 

工数などは参考にしていますが、結果的には同額になって

いますけれども、そのまま使用したということはありませ

ん。 

こういう富士通以外が落札してくれるとは考えづらいと

いう案件こそ、その算定根拠をはっきりさせて、明確な説

明ができるようにするということが重要だと思いますの

で、どういう根拠で積算をされているのかというのをぜひ

文書化して、この後の方々にも継承できるようにしていた

だきたいなと思います。 

はい。 

 

あと、いろいろ情報技術が進展していって、自動化され

たり、モジュール化されたりして、少し、人月が少な目で

もできるというような仕事も時代とともに出てくるはずで

すので、ぜひそういう技術動向の調査、そういったものも

欠かさず行うようにしていただければと思います。 

 あと、見積もりは、今回は、協力業者から１回取ったと

考えていいのでしょうか。 

はい。見積もりは富士通から取っています。 

 

 

 一応、何年かすると、先ほど説明しました自動化によっ

てより安くする技術というか、工数を減らすようなことが

可能になることもあり得ますので、予決令の趣旨に立ち戻

って、２者以上から見積もりを取るなど、より透明性を高

めるようにお願いしたいと思います。 

 はい。 

予定価格のところですけれども、この予定価格調書の日

付、26年７月30日ですよね。 

はい。 

 

見積書の日付が26年８月21日で、その後の日付になって

いるのですが、この経過を推測すると、まず、予定価格を

こちらが出して、その予定価格でもってこの割り付けて見

積もりを出すとどうなるのかと言って出させたような推測

が働くと思うのですけれども、これはどういう経過でこう

なったのでしょうか。 

 普通だったら、見積もりを取って、いろいろな資料を参

考にしつつ、それで金額を決定するという順番になるのだ

ろうと思うのですけれども、今回はそれが逆になっていま

す。これはどういう経過なのですか。 

26年７月31日に6,861万4,128円の予定価格が作成されて

います。 

この見積書は同じ金額で８月21日になっています。これで

は、まず、予定価格があって、その予定価格を業者さんに

予定価格を作成している７月30日に随契前公示と予定価

格の作成をしています。 

実際に７月２日にハローワークシステム評価委員会で承

認をいただいているのですけれども、それよりも前に、業者

から出て来ている参考見積の内容の妥当性とかを検証しま

して、そういった工数の妥当性というものを検証して、一応

はそういった見積もりが妥当かどうかというものを検討し

ていますので、その比較でひとまずは工数が出てきます。 



示して、この金額で割り付けるとどうなるのかということ

を聞いて作成させたのではないかと思われるわけですけれ

ども、どうだったのでしょうか。 

83ページに添付されている見積もり以外にも見積書はあ

るのですか。 

 

83ページの見積書は契約書と一緒に出てきた見積書でし

て、これ以前にこちらの職員や支援業者に工数の妥当性を検

証してもらうために参考見積もりとして事前に徴取してい

ます。 

それを提出していただかないとわかりません。 それは今回添付していませんでした。 

そうすると、添付されている見積書の前に見積もりを取っ

ていて、それを基にしながら予定価格は作成して、契約の

ときに、また、新たな見積書も提出をしたということにな

るのですか。 

はい。 

予定価格調書には、本来の最初に取った見積書等を添付

していただかないと誤解を生むことにもなりかねません。 

分かりました。 

 

 

（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 ：「外国人技術者の日本企業への就職促進に向けた実態調査及び普及啓発業務」の委託業務一式 

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 ： 職業安定局外国人雇用対策課 

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  ： 27,849,906円 

契約金額  ： 6,516,180円 

落札率   ： 23.40％ 

契約締結日 ： 平成 26年 6月 23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、４者応札があり、最も低い入札金額を提示した、三菱 UFJ リサ

ーチ＆コンサルティング株式会社が契約の相手方となった。落札率は２３．４０％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

23.4％という非常に低い落札率だったのですけれども、

落札業者は、日本で本当にトップクラスのコンサルティン

グ会社ですので、パフォーマンスについては、全く問題が

ないということですか。しかも、これだけの低い金額で応

札をしてくるということになると、ほかの業者さんという

のは、太刀打ちができないと、これを見たときに、そうい

う印象を持ちました。開札調書を見ると、４者入札に参加

をしてはいるのですが、これだけ安い金額を、しかも優秀

な企業が出してきた場合に、ほかの業者さんが落札する余

地というのはほとんどないだろうと思っているのですが、

その辺はどうお考えですか。 

 

どの業者さんにつきましても、今回、比較的、予定価格よ

りかなり低い金額で入札してきたところというのは多かっ

たのですが、ただ、この三菱さんにつきましては、かなり飛

び抜けて低い金額になっていたという事情がありましたの

で、確かにそこはこの金額で入札されると、太刀打ちができ

ないということは、確かに考えられるかとは思うのです。た

だ１つ、今回、失敗したと思うところがありまして、それは

仕様書に実際に訪問する企業数ですとか、大学の数ですと

か、あとは報告書の数ですとか、そういったものというのは

記載していますが、ただ、実際にその事業をする体制、その

辺のところを余り明確に記載していなかったので、もしかす

ると、その体制の部分をもう少し詳しく書いてあげれば、ほ

かの企業についても、もう少し体制を簡素化して実施するよ

うな入札もできたのではないかなと考えているところでは

あります。御指摘のとおり、かなり低い金額になっています

ので、そこは少し懸念しているところです。 

公告日が４月14日で、入札日が５月２日というところで、

中17日間ぐらいなのですが、この辺をもう少し長くすると

いうようなことは検討できますでしょうか。 

 

そうですね。実際に、この事業ではありませんが、ほかの

委託事業でもっと長い期間を設けて実施しているものもあり

ますので、この辺については、実際に庁内の手続の関係で、

もう少し早くすることというのは可能になると思いますの

で、来年度、調達を行う際には、もう少し長い期間をとりた

いと考えています。 



総合評価落札方式ですので、もちろん企画書を出さない

といけないわけですので、なかなかこの17日間の中で作成

するというのは、かなり困難な作業になると思いますので、

もう少し長い期間をとられてもよろしいかなと思います。 

わかりました。 

 

今回、低入価格調査に該当する金額で入札したものが、４

者中３者ということなので、やはり高く見積もり過ぎたな

という気がしました。 

 あと、金額そのものについても、４者が随分ばらつきを

持っておりますので、これはやはり推し図らなければなら

ない部分というものを厚く盛ったところと薄くしたところ

ということにつながるのかなと思うので、先ほど報告され

ましたように、よりわかりやすい仕様をほかの調達でもし

ていただければと思います。 

はい。 

 

あと、評価について教えていただきたいのですが、今回、

６人の評価者がいます。 

この資料ですと、５枚目、６枚目の方は飛び抜けて低い

点数なのですが、この方々は外部の方々なのでしょうか。 

１人は外部の方で、もう１人は内部の者になります。 

外部の方というのは、いわゆる専門家と考えて良いので

しょうか。 

はい。 

 

そうすると、外部の方が極めて低くつけているというの

は、実際に事業を行う上で少し不安があるのではないかと

思うのですけれども、その点は何か追跡をされたりしまし

たでしょうか。 

 

企画書の評価についての追跡はしていません。ただ、先ほ

ども委員のほうからも御指摘いただいたように、少し公告期

間が17日間と短くなっていますので、そこを長くすることで、

もう少ししっかりとした企画書が出てくる可能性もあったか

と思いますので、そこは今後、気をつけていきたいと思って

います。 

今回、６人の評価がばらついているということは、評価

基準が統一されていないという懸念があるのですけれど

も、そういうことはないでしょうか。 

 

評価基準につきましては、事業の内容に沿って適切に設定

していると担当課としては思ってはいますが、確かに御指摘

のように評価にかなり差が出ていることは事実なのでそこは

検討する必要があるかとは思います。 

そうなのですよね。統計的な処理をすると、こういう結

果になるというのは、もしも同じバックグラウンドでやっ

たとしたら１％にも満たない確率なのです。だから、すご

くばらついているといっていいと思うのです。 

 ですので、たった６人のしかも外部有識者ではあったと

しても、話し合いのできる６人で統一した基準で評価でき

ていなかったとしたら、調達仕様書を見て応札してくる業

者たちがほぼ同じような図を描いて金額を積算できるかと

いうと、それは無理だという話になりますので、今、入札

金額のばらつきと、評価のばらつき、両方がそうした調達

仕様の記載の曖昧さからと考えられますので、別の案件で

も、今後はよりわかりやすい仕様づくりをお願いしたいと

思います。 

 

かしこまりました。 

  

 

（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８】 

審議案件名 ： 平成26年度先駆的ケア策定・検証調査事業 

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 ： 雇用均等・児童家庭局 

契約相手方 ： みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ： 35,488,000円 

契約金額   ： 35,393,833円 



落札率   ： 99.73％ 

契約締結日 ： 平成26年6月9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、みずほ情報総研株式会

社と会計法第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 

随意契約の理由書を見ますと、ほかの業者さんではできな

いような内容には余り思えないのですが、これを総合評価

で行えない明確な理由というのはありますでしょうか。 

 

社会的養護という非常に専門的といいますか、知見を必要

とする分野であると思いますので、いろいろな施設の種別も

ありまして、それぞれでいろいろ特性も違うということで、

そこら辺に十分に精通しているという点が最大の評価のポイ

ントになろうかと思いますので、企画競争という形が最も望

ましいだろうということで、企画競争にしているものです。 

そうすると、このみずほ情報総研さんが応募してくれれ

ば良いというような考えがあったということでしょうか。 

いいえ、私どもとしては、必ずしもみずほ総研でなければ

と思っているわけではありません。 

今まで、ずっとみずほさんが行っていますけれども、その

成果物というのは、我々に帰属しているわけですので、ほか

の業者さんが落札しても、そういった過去の蓄積というのは

提供できますので、必ずしもみずほだけとは想定していませ

ん。 

ずっとみずほ総研さんがこの事業について、実施されて

いるということですか。 

 

はい。平成21年度から大きな同じテーマで実施しています

けれども、その時からみずほさんと契約をさせていただいて

います。 

公示日が２月21日からになっていますけれども、説明会

が３月13日に行っていてその２週間後の３月27日が企画書

の提出日になっています。企画書を提出するには、少し短

いかなという印象を受けるのですが、その辺はいかがです

か。 

事務的な手続に時間を要して、こういった日程になったか

と思いますけれども、今の御指摘を踏まえて、来年度も予算

要求をしていますので、なるべく企画を練る期間を、長く持

てるようにしていきたいと思います。 

随意契約の企画競争で、もし実施するとしても、もう少

し説明会から提出日までの期間を長くして、競争性を担保

するような形にしていただきたいと思います。 

 はい。 

 

18ページに、今回の企画書評価の委員会の名簿がありま

すが、今日では、珍しくほぼ内部者ということになってい

ますけれども、これについては何か意図があるのでしょう

か。 

確かに御指摘のとおり、うちの局の者とあと１人だけ全社

協の方にお願いしているのですが、委員の構成については、

外部の学識経験者の方などを選定できないか、検討したいと

思っています。 

 先ほど、説明をされたように、虐待を受けているなどの

恵まれない環境にあるお子さんということを考えると、そ

ういう現場の方々の声も反映できれば良いと思いますの

で、ぜひとも御検討をお願いします。 

それから、この評価を７人の委員が行っているわけです

けれども、かなり結果として与えられている点数にばらつ

きがあるように思います。 

 例えば、企画書審査調書の３枚目の方などは、非常に低

い点数です。ほかの方も随分ばらついていて、38点から88

点までの点数がついています。これは委員の間で評価をす

るときに、こういう基準で行いましょうということが共有

できていないのではないかという懸念があるのですが、そ

れについてはどのようにお考えでしょうか。 

審査に当たっては、審査項目と最低のポイントということ

で、文書で定めまして、それに基づいて実施していただくこ

とで、その点については、委員で共有しているのですけれど

も、先ほど御指摘があったように、内部のものが多く、この

テーマの直接の担当の方の評価が少し低いという印象を持ち

ました。 

直接の担当であるがゆえに、厳しい評価になるという傾向

もあるかと思いますけれども、ただ、そういったばらつきが

出ること自体が問題かもしれませんので、もう少しきちんと

評価ポイントというものを共有できるように改善を図ってい

きたいと思います。 

 

 

 いろいろな評価が出てくるのは良いと思います。さまざ

まな価値観を出していただいたほうがむしろ良くて、全員

同じ結果を出すほうがむしろ委員会としてはおかしなこと

になると思います。 

ただ、今回、少し不自然にばらついていて、統計処理して

見てみると、この７者の結果の出る確率は１％未満なので

す。特に着目すべき点は、内部の方で外れ値が出ていると

そうですね。１つの項目で何点とつけると、ほかの項目も

という傾向はたしか御指摘のとおりだと思います。 

より良いものを採択するという観点で、来年度から各項目

の審査ポイントですとか、あるいは評価のポイントですとか、

もう少し明確にしていきたいと思います。 

 



いうことです 

外部の方だけが突出して高い点数や低い点数の評価をして

いるのではなくて、内部の方がそのような評価をしている

ことは、この委員会としてきちんと意思統一できていたと

言われても、納得するのが難しいと思います。審査に当た

る前に、１者だからということではなく、よく考えて、こ

ういうところを評価したいという、こういうところはだめ

として考え方を共有していただきたいと思いました。 

また、この評価点数についてなのですけれども、評価項

目の間の差がありません。この５項目の評価の中で、評価

者の中で、項目ごとに入れ替わるというのであれば、意味

があると思うのですけれども、今回の評価は、最初の１項

目だけの評価で結果が出るということになってしまってい

ます。その点については何か御意見はありますでしょうか。 

評価の項目を１つとか、２つに絞れという意味ではない

ので、勘違いをしないでください。結果的に１つにまとめ

られてしまうというのは、要するに物差しが１本になって

しまって、せっかく５本あった物差しが活用されていない

ということで、見落とされた情報があったかもしれないと

いうことで、懸念をしています。 

 例えば、このカレーライスおいしいですかと質問したと

きに、１つ目の質問で、辛さを評価してください、２つ目

の問でスパイシーさを評価してください、その次で刺激の

強さを評価してくださいとした場合に、全部同じことを聞

いているということになります。 

 同じこと内容について言葉を変えて評価するというのは

よくないという意味ですので、そうならないようにしてく

ださい。 

わかりました。 

 

この公示はどういう方法で行っているのですか。 

ホームページのほかにどういう形で公示しているのでしょ

うか。 

掲示板に掲示しています。 

 

 

（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 ： 年金業務システム（統計・業務分析サブシステム）に係る設計・開発等業務一式 

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1者応札であり、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ： 年金局事業管理課 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ： 8,141,198,768円 

契約金額  ： 4,034,728,756円 

落札率   ： 49.56％ 

契約締結日 ： 平成 26年 8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、アクセンチュア株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は４９．５６％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

 先ほど説明されたとおり、総合評価落札方式で公告日が

５月30日、入札日が８月15日ですので、この期間について

は２カ月以上の期間があるので、特に問題ないと思います

が、実際上、１者しか応札しなかったことの原因について

はどのように、考えていますか。 

 

１者応札であったことに関しましては、本件、かなりの規

模の開発案件になっていまして、また非常に内容としまして

も、単純な統計、納期処理だけをするシステムということで

はなく、実はいろいろこの中にある現行システムからのデー

タの移行ですとか、あとは関連するシステムとのデータ連携

もあるということで、内容も非常に難度の高いものになって

いまして、そのようなことが理由としてはあるものと考えて



います。 

入札した金額につきましては、低入札価格調査の対象と

なる落札率49.56％であったということなのですが、予定価

格調書を見ると、その中に積算内訳として、 784ページに

工数がありますけれども、この工数はどのように算出され

たものなのでしょうか。 

 

 

工数ですけれども、今回、調達をするに当たりまして、調

達の１つの手続として、情報提供依頼ということでRFIという

手続を踏んでいます。その中で、公告をする前の段階ではあ

りますが、我々が求める要件を示しまして、いろいろ実現方

法ですとか、見積もりですとか、必要な情報をとる中で、こ

の案件に対して出てきた提案、それを提案してきた事業者に

も内容を確認しました。我々として求めている内容に沿った

もので提案をしてきていたので、それについて、どれぐらい

の作業工数がかかるかを確認して、その提案をもとにして今

回の見積もりを行っているところです。 

その提案をしてきた業者さんというのは、何者ぐらいあ

ったのですか。 

提案自体は３者ありました。そのうちの内容を確認しまし

た結果、私どもが求めている内容に沿ったものということで

の１者のものを採用して、見積もりに活用しています。 

なるほど。それは工数以外に単価のほうも見積もりの中に

当然入っているということですね。 

 はい。そうです。 

 

その単価や工数をどのような形で今回の予定価格調書に

活用しているでしょうか。 

工数に関しましては、出てきた提案に対して、まず、内容を確

認して、追加が必要となるところは、少し時間をかけて業者にも聞

き取りをしまして、そこで最終的に事業者のほうから出てきた工数

をそのまま今回の見積もりの工数とさせていただいています。 

 単価については、RFI で提供のあった単価もあるのですけれど

も、それよりも、実際に現に契約をしている単価がありまして、そち

らのほうがより安価であったので、こちらの単価を使っています。

記載している単価がそれになります。 

結果として、低入札になってしまったのですが、その辺は

どのように分析されていますか。 

 

今回、この業務の中には、大きく分けまして、設計開発部分

とあとはハードウェアのリース保守という２つがあります。

その２つを分けてみたときに、設計開発に関しましては、当

初見込んでいたものの約６割程度となってございます。 

 ハードウェアのリース保守のほうが、予定価格よりも４割

程度ということで、そちらのほうが少し低かったです。 

内容に関しましては、実は、私どもこの案件の実現方法と

して、この統計の機能を作る際に、非常に複数のデータベー

スを持つシステムというものを予定していまして、それぞれ

にデータベースを作る、そのデータベースのために、ハード

ウェアを複数用意して、そしてそこにデータベースを作るた

めに、いろいろその管理ソフトウェアを入れて、きちんとそ

れぞれが起動するように作業構築をするということを複数の

作業を想定して見積もりですとか、ハードウェアの想定をし

ていましたけれども、実際は、今回、提案のありました内容

といいますのは、非常に、今、大量のデータを１つのハード

ウェアの中にそういったデータベースを管理するソフトウェ

アも一体で持たせてできるような製品というものが存在しま

して、そういったものを使って、作業も効率化ができる。そ

して機器も複数台を用意せずに、ある程度そこの台数も削減

できるという非常に効率的な提案をしてきていましたので、

そういった意味で、全体的にも作業工数もかなり低く抑えら

れたということと、あとハードウェアについても、台数等も

効率化が図れていたと考えています。 

 そして、さらにハードウェアに関しましては、事業者側が

かなり協力会社から最大限に割引といいますか、有利な条件

でハードウェアの調達ができるということで、そういったと

ころも、今回、特にハードウェアのほうが安く見積もりがあ

ったというところの要因になっていると思っています。 

あと、今回、落札されたアクセンチュアから出た提案書と 今回、総合評価の点数としましては、全体 2,000点、技術



実施計画書の評価結果なのですけれども、285ページに550

点という点数がついていますが、これは283ページにある

2,000点との関係とどのようになっているのですか。 

 

力に関して 2,000点ということで、うち基礎点ということで、

必ず満たしてもらう必須の項目については、全てを満たして

50 点、そしてそれ以外には、任意のさらによりよいものが出

てくれば、加点をするというところが 1,950点という構成に

なっていまして、今回の評価の 550 点というのは、基礎点の

部分の 50点とあとは 1,950点に対しての加算点が 500点とい

う構成になっています。 

 これに関しましては、我々、今回の評価をするに当たりま

して、非常にその規模や難度もあるということもありまして、

基礎点を必須項目の中でより厳格に提案を求めて、そこが全

てを満たしている事業者であれば、少なくともこの案件につ

いては、確実に実施ができるというものを評価基準として設

けています。 

 そういう意味で、加算点のほうは点数としてはかなり配分

がありますけれども、そこは実現がこの提案自体の実現がで

きるという上に、さらによりよいものが出てくればというこ

とでの加算になっていまして、実は 500 点ということで、点

数自体は低く見えますけれども、実際、我々が加算点の中で

も、特に重要と考えている項目につきましては、ほぼ妥当な

内容をいうことで評価をさせていただいていまして、そうい

った意味で、点数の低さから、何か技術力が低いとか、問題

があるということは考えていません。十分な技術力を持った

事業者が応札してきたという評価をしています。 

これは仮に１者ではなくて、２者、３者の入札になった

ときに、この 500点が効いてくるわけですよね。 

 はい。 

そうすると、その基礎点の50点については、３者とも当

然満たしている。残りの1,950点部分について競争するとい

うことになると思うのですが、そういうことで良いですか。 

そういうことになります。 

 

そうすると、加算点というと、基礎点よりは加算点のほ

うが重要性としては低いわけですよね。その重要性が低い

部分で、競争の最終的に判断をするというのは、何か少し

おかしくないですか。あとの加0点については、極端に言え

ば必要ないということですね。みんな０点でもいいという

ことですか。 

今の御指摘ですと、基礎点というものが全ての事業者が必

ず満たすことになるので、複数の事業者があれば全員50点は

必ず入ることになる。 

極端な話をすれば、仮に全て加算点が仮にゼロだとしても、

我々としては基礎の部分を満たしていれば、この事業を実施

できる業者であるという評価となる。 

そうすると、その総合評価の落札の評価、総合点とする

ときに、そのどうでもいい任意の点数で評価されるという

ことになるのですか。 

 

済みません。少し私の説明が悪かったかもしれません。決

して任意の評価が全体としての重みを軽く見ているというつ

もりはありません。当然、その点数がより高い事業者であれ

ば、それは我々が求める以上に技術力も持っていると評価し

ますので、そういう意味で、最低限、この事業を行うための

条件はクリアした上で、あとは加算点の部分でどれだけさら

によりよい提案をしていただけるかというところが競争のポ

イントだと思っています。 

784ページに予定価格の積算があるのですが、そちらでは、

ハードウェアやソフトウェアが２カ所に分かれて書かれて

いて、大体19億円ぐらいになっているのですが、アクセン

チュアが出してきた積算内訳では、それはどこに該当する

のか、先に教えていただけますか。アクセンチュアの795

ページです。 

アクセンチュアのほうは、ハードとソフトには分かれては

出してきていないのです。なので、単純に比較することはで

きません。 

 

 そうだと思うのですが、アクセンチュアの内訳書は、い

わゆる人月の部分ですよね。それが列挙されていて、それ

以外の部分というのは、どこに出ているのですか。 

２番、３番のところです。下のほうの箱で２番先行する現

行データとの連携、賃借、保守というところです。 

 

そうすると、２の２と３の２が大体と考えてよろしいわ

けですね。 

はい。 

今回、総合評価だったわけなのですけれども、評価の結 今回のこの案件に関しましては、技術審査委員会というと



果は出ていたのですが、評価委員の方がそれぞれどう評価

されたというのが見つからなかったのですけれども、それ

はどちらにありますでしょうか。 

 

ころで提案書の評価をするのですが、個々の委員ごとに採点

をしたものから例えば平均ですとかをとるということではな

く、委員会として１つの採点ということをしています。 

この１つ１つの項目につきまして、委員会で１つ１つの評

価をしまして、最終的にその合計が委員会として550点という

評価になっています。 

 なるほど。それでは、話し合って合意を得つつ、採点を

進めるということですか。 

そのようにしています。 

 先ほどの質問とやや重複するのですけれども、必須項目

を満たすというだけでも、かなり難易度が高いシステムで

あると思います。 

 それで、先ほどの説明のように、それにプラスアルファ

でできるのであれば、実施してもらうことで評価をされて

いる。 

 そうだとしますと、仕様がかなりきっちり固まっている

わけですから、こういうものこそ、最低価格落札方式のほ

うが良いのではないかという気がするのですが、いかがで

しょうか。 

そうですね。ただ、非常に懸念していますのは、価格だけ

と言ったときに、今回、評価基準を設けて、その基礎点の部

分で事業者さんの理解度ですとか、実際の技術力を見ている

ので、そこを満たしているから、我々も任せられるという評

価ができるのですが、そこがなく、本当に基礎点として評価

しているようなものを全て仕様の中で条件として書いて、最

低価格にするということでしょうか。 

 

いいえ、私のニュアンスとしては、ほとんどプロポーザル

で競る部分がないのであれば、それは最低価格落札方式の

ほうがお互いにわかりやすいし、ある意味恣意性のない選

択になりますので、良いのではないかと考えたのです。 

 

非常に案件の重要性から考えたときに、我々としては、、

実際には業務を開始してから作成をする実施計画書というも

のにほぼ近い、実施計画書案という形で提案書を提出させる

ことによって、どれだけきちんと理解をして実現性のあるも

のを作成できるかというところをもここで評価しているとい

うところもありまして、そういう意味で、総合評価の方式を

採用しています。単に、価格だけで行ったときに、実際に作

業をしてみて、やはり理解が不十分であるとかということが

起こってしまいますと、非常に手戻りのいかない作業という

こともありますので、そこはしっかりと事業者さんの提案を

見て評価をしたいということで、この方式を採用しています。 

今の説明ですと、低入札調査対象金額の50億円ぐらいで

どこかの会社が入札してきたのだけれども、結局仕事がで

きませんでしたと後から言われては困るから、きちんとし

た能力があるのかを見極めたいということですね。 

会計のルールとして、そのシステムの調達案件で、一定規

模以上のものは、総合評価にするという決まりがありまして、

今回、該当したので、総合評価にしたというのこともありま

す。 

 

なるほど。そうなのですね。 

それで、比率が重要になってくると思うのです。価格に

対して、一対幾つ以内というものがありますね。先ほから

の質問のとおり、技術提案的な部分のアローアンスが小さ

いのであれば、そこにそんなに大きい点数を割かないとい

う総合評価ができます。あれはがっちり１対１とか１対２

ではなくて、２以下とか１以下というアローアンスがあり

ます。確かに前例が少ないと思うのですね。大体１対１と

か１対２とか１対３というきれいな数でやっているのがほ

とんどなのですが、でもそうだとすると、アローアンスが

ほとんど提案にないのだとして、きちんとした提案ができ

るところかどうかを見たいということであれば、そちらの

配点をぐぐっと下げた総合評価というものでもいいのでは

ないかと思うのです。 

 私の知る限り、そういう例が今までないので、今すぐそ

うしてくださいとは言えないのですけれども、今後御検討

してください。 

今回は、価格よりも技術力のほうをより高く評価をしたい

ということで、技術力のほうを３、価格を１として評価して

います。 

 

そこは私も納得しました。 

 ただ、その３の中での基礎的な部分というのが、極めて

小さいわけで、でもそこのところが満たされたら、ほとん

そうですね。最初に私の説明の仕方がよくなかったのかも

しれないのですけれども、もしかすると、委員の皆様に、伝

わっている内容としては、技術点の部分が我々として余りそ



ど先のアローアンスはないという説明でした。 

 そうしたら、１対幾つかと言ったときに、その３－１の

必須部分というのは極めて小さいわけですから、結果的に

は説明された意図にならないのではないかと思うのです。 

 

こに重きを置いていないようにもしかして聞こえていました

ら、そこは訂正をさせていただきたいのですけれども、先ほ

ど、基礎点を満たしていることで、まずは確実に実施できる、

少なくともそこまではしっかりと満たした事業者さんに応札

していただきたいという思いがありまして、基礎点をできる

限りしっかりと見れるように評価基準を作成していますとい

うことと、当然、難易度も非常に高いものだと思っています

ので、さらに我々がラインとして引いたよりも、よりよい提

案ですとか、技術力を持った事業者さんが応札してくれるこ

とがより望ましいと思っていますので、我々はその技術点と

して設けているその加算点部分というのは、決してそんなに

重きを置いていないというわけではなく、当然、そこにしっ

かり点数が入ってくれば、よりそれだけ確実性が増してきま

すので、そこも重要視はした上で評価をしています。 

 なので、基礎点を満たしているので、それよりも上の点数

はあってもなくても余りそこに重きがないともし説明が聞こ

えていましたら、そこはちょっと訂正をさせていただきたい

と思います。 

重きを置いていないのだとしても、いろいろなプロポー

ザルのアローアンス、業者の提案の光るところというか、

差が出るところですね。そこが余り大きくないということ

になったら、ある意味そここそ価格の安いところにお願い

するというほうが説明としては通るような気がするので

す。必須の機能が備わっていて、工夫は確かに良いかもし

れないのだけれども、金額が高めのものに落札者が決まり

やすいよりは、ほんの少しの提案の差であれば、より安価

できちんと仕様が満たせて、この事業が達成できるという

ほうが説明のわかりやすさとしてはあるのではないかなと

思ったので、説明をお聞きした次第なのです。 

 私のほうでも、より一層、理解を深めるようにしたいと

思いますので、ぜひ何か御検討いただいて、よりわかりや

すい説明ができるようにしていただければと思います。 

 はい。 

 

企画競争で実施する場合も、一般競争入札で実施する場

合も、どちらで実施する場合においても悪いところは入っ

てもらいたくはない。しかし、悪いところさえ排除できれ

ば、あとは価格でやったほうが単純でいいではないかとい

うことですね。 

総合評価方式というのは、価格も考え、技術も考えと両方

いいところをとって、いいシステムだなと思う反面、結構

その価格は低いが技術はそれほどでもないという業者が落

札してしまうことがある、難しいですね。 

 私のほうは、これではなくて、質問というよりもお聞き

したいのですけれども、これはリースを使うのですか。 

はい。リースです。 

 

 リース業者との間の契約書というのはあるのですか。 

 

今回、複数事業者での共同提案という形で応札をしていま

すので、この事業者、落札をしたアクセンチュアと、実際に

共同で作業するリースのほうを請け負う業者の間では協定書

を結んでいます。 

そうすると、隠れJVみたいな形で表には出てこないとい

うことですか。  

契約書上はあくまでも応札をした１者との契約をしていま

すの。 

そうすると、契約の段階でもやはり隠れJVで実施してい

るということですか。リース業者は契約の表には出てこな

いで、アクセンチュアだけが出てくるという方式で実施し

ているということですか。 

 

そうです。 

提案の中と後は事前に応札のときに、協定書を提出させる

ということにはしていますので、内容は確認をしています。

契約上は、あくまでも１者との契約ということになっていま

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１０】 

審議案件名 ：国際展開勉強会に関する支援業務 

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 ： 株式会社ブレインワークス 

予定価格  ： 3,285,984円 

契約金額  ： 527,040円 

落札率   ： 16.04％ 

契約締結日 ： 平成 26年 5月 30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、最も低い入札価格を提示した株式会社ブレイ

ンワークスが契約の相手方となった。落札率は、１６．０４％である。 

意見・質問 回   答 

一般競争入札で、落札率が16％になってしまった案件で

すけれども、３ページの仕様書を見ますと、非常に重要な

テーマが３つ並んでいまして、そのテーマについて、有識

者の方にヒアリングを実施することになっていますが、こ

れは勉強会に有識者の方が参加するということですか。 

厚生労働省が自主的に勉強する時に、当省が講師を選定し

て招聘するのですが、それのお手伝いを行うのがブレインワ

ークスです。 

 

 

そうしますと、ブレインワークスは、今回の事業の中で、

仕様書を見ると、議事録の作成と報告書の冊子などを作成

したりする事業となるのですか。具体的にはどのようなこ

とを事業として実施することになるのですか。 

 

先ほど説明した講師の方を招聘して、厚生労働省で勉強会

を職員が行います。その際に、資料のコピーですとか、当日

議事録をとっていただいて、後日、正式に作成をしていただ

くことや、その講師になった方に、謝金、旅費、こちらの手

続をブレインワークスに行っていただいて、年度末最後には、

全て終わった段階で各種資料ですとか、議事録を取りまとめ

て報告書として提出していただくことが事業内容となりま

す。 

そうしますと、特にこの分野についての専門知識は要ら

ないということですか。 

はい。 

この仕様書を見た、私の感想としては、そういうお手伝

い的な仕事とは考えられないのですが、いかがですか。こ

の事業内容について、これだけの重要な案件についての勉

強会を実施しますので。実際にその辺の知識もないと報告

書をまとめ切れないのではないかという印象を受けてしま

うのです。今の説明ですと、特に専門知識はなく、会議の

議事をとればいいというようなことなのですが、仕様書の

内容と少し隔たりがあると思います。実際にブレインワー

クスはその辺をきちんとこの仕様書の中で理解できている

のか少し疑問に思うのですが、その辺はどのように考えて

いますか。 

確かに、その事業内容、特に４の「（１）勉強会の運営」

で、②とかを読むと、少しわかりにくかったのではないかと、

反省をしているところですが、ブレインワークス社とは何回

も我々やりとりをしていて、認識としては、我々と同じにな

っています。入札説明会も実施していまして、御説明差し上

げていますので、特に業者と我々のほうで認識の違はありま

せん。 

 

開札調書を見ますと、やはり非常に１位から４位までの

間にかなりの開きがあって、８倍ぐらいの差が出てきてし

まっているのですが、もしかしたら、この最高価格で入札

された会社については、かなりの専門知識を要求されて、

かなりの業務量があるのではないかという認識をこの仕様

書の中で得たかもしれませんが、誤解はなかったのでしょ

うか。 

この会社と直接やりとりしたことがありませんので、もわか

りませんが、入札説明会を実施して御説明を差し上げていま

すので、そういったことはないと考えています。 

 

そうすると、この事業については、基本的には10回の勉

強会に参加をして、議事録を作成し、きちんとまとめたも

のを最終的な成果物として提出すれば終了するという事業

なのですね。 

はい。その議事録の作成や諸謝金、旅費の支払い業務、勉

強会開催前の資料のコピー、印刷、持ち込み、そういったも

のをまとめて行ってもらうことになります。 

 



そうすると、この仕様書についてですが、若干誤解する

ような資料ではないかと思います。非常に専門知識が要求

されるような仕様書になっていると、私は、印象を受けて

いるので、その辺が余り誤解のないような仕様書にするよ

うに少し工夫をしていただきたいと思います。 

わかりました。 

 

この勉強会の参加者というのは、厚労省の職員の方です

か。 

我々、医療国際展開推進室を中心に、各局の国際展開につ

いて御関心のある職員を集めて開催するものです。 

勉強会の事務局を頼むというようなイメージですか。 はい。 

 業務内容としては、勉強会の資料づくりとか、勉強会の

議事録を作成することになるのですか。 

 

資料については、講師の先生が御用意しますので、それを

印刷することになります。 

コピーをしたりするということですか。 

 

コピーをするだけですので、今回のブレインワークスが何

か講師の方と調整して専門的知識を用いて作成するとか、そ

ういったものはありませんので、あくまでも講師から届いた

電子媒体を必要部数印刷するという業務になります。 

予定価格が高過ぎるという感じがします。 

 

契約締結後にブレインワークスさんから請負金額明細書を

提出してもらっていますが、一番予定価格と隔たりが多かっ

たところがやはり人件費のところになります。 

ただ、こちらとしましては、その勉強会開催の準備等を含

めれば、このぐらいの人月はなるのではないのかなと思いま

したので、妥当だったのかなと思っています。 

予定価格の積算根拠の中の謝金と旅費については、もう

調達仕様で指定されている金額なので、ここは争うという

か、競争のしようがないわけです。 

だから、人件費か印刷製本費でということになるので、

大企業だったら人件費が高くなるし、中小ですと頑張れる

というところもあるのかもしれないです。 

そういう意味で、人件費については、厚労省側の考え方

とは合いづらいということがあると思います。 

 一方で、今後、検討していただきたいのは、印刷製本費

についてです。これは少し高いという気がいたします。単

価については、積算の根拠があるのですか。 

私どもとしましては、コピーをするというだけではなくて、

きちんと製本をするという形で予定価格のほうを算出してい

ますので、ただ、コピーをしてそれをホッチキスどめをして

持ってくるという形の資料という形では想定していませんで

した。 

 

 最近、いろいろとオンデマンド印刷が増えていまして、

きちんとした本屋さんで並ぶようなきれいな本でも案外安

くできるようになっていますので、今後は、ぜひ、実勢価

格を調査していただいて、予定価格の精度を高めていただ

くと良いと思います。 

 学生のサークルで作る冊子も結構立派なものになってい

まして、そういうものが市価の安いところで仕事ができる

ようになっていますので、ぜひ、御検討ください。 

 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。 

 

 

 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） 


