
平成２６年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２７年３月２６日（木） 厚生労働省共用第９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１０月１日～平成２６年１２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 ：厚生労働科学研究成果データベースシステム改修業務一式 

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 ：国立保健医療科学院 

契約相手方 ：株式会社日立ソリューション・ビジネス 

予定価格  ： 3,006,756円 

契約金額  ： 2,538,000円 

落札率   ： 84.41％ 

契約締結日 ： 平成26年10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 

今、説明していただいた随意契約理由書の日立さんか

らの理由についてですけれども、ほかの開発業者が行っ

たシステムについては、運用保守を一切できないという

考え方です。果たしてそのようなことが本当に許される

ことなのかというところについては、どのようにお考え

ですか。 

 

他者が行った改修業務について、一切日立側が行えな

いというのはどうかと思います。プラスの料金、契約変

更などをして、当然請け負ってもらう交渉をすべきだと

思っています。 

 ただ、今回の改修部分がパスワードの部分やログイン

部分であるということもあって、通常の改修とは少し違

うものと考えています。セキュリティ上重要な部分であ

るという判断があり、日立側の言う「そこの部分につい

ては請け負えない」ということについては、当院として

は致し方なかったという判断をしました。 

基本的に運用保守できないということではなくて、責任

範囲の問題である。開発業者がミスをしたのであれば開発

業者が責任を負う、あるいは保守が悪いのであれば保守業

者が責任を負うという責任の範囲の問題であって、運用保

守の全体を行うか行わないかという問題ではないような気

がするのですがどのようにお考えですか。 

全体を行わないということよりは、日立側としては今回の

改修を行った部分については実施できないので、今契約を結

んでいる範囲内のことは実施できますけれども、今回の改修

部分については責任が持てないという回答でした。それなら

ば、2者と別々に保守の契約を締結することも考えたのです

が、それについても②のような意見があって、きっちり棲分

けができないのではないかと考えました。 

非常に重要な部分だからということなのですか。 はい。 

日立ソリューションズはミドルウェアの著作権をお持ち

なのですか。そのようなことが書いてあるのですが。日立

がという表現をしていますが、これは日立製作所ですか、

それは、日立ソリューションズです。 



それとも日立ソリューションズですか。 

日立ソリューションズがミドルウェアの著作権を持って

いるために、運用保守の解除と同時に使用権の解除もする

という理解ですか。 

使用権については科学院側が持っていますけれども、

そもそもミドルウェアについてはフリーウェアで、それ

に日立側で、うちのシステムに合うようにいろいろな造

作を加えています。その辺の著作権は日立側にあると思

います。 

日立ソリューションズが持っているのですか。 こちら側が懸念したのは脆弱性についての改修であると

いうことで、これをほかのシステム会社に行わせるというこ

とは、研究者の個人情報などをもう1者に全部渡すというこ

とになることも考えました。それが本当に脆弱性の回避策と

して正しいというか、適切であるかどうかということも少し

考えました。それと運用のときに実際に不具合が出る可能性

があることや保守料金が更に発生することが、今回予算がな

い中で大丈夫なのかということなどいろいろ総合的に考え

まして、会計課に随意契約でできないものだろうかというよ

うにお諮りしました。 

そうですか。随意契約理由書の中で、運用保守解除等、

解除をしてしまうと使用権の解除になってしまうという表

現があるのですが、これはそうなのですか。 

運用保守契約を解除した場合、フリーウェアのところはも

ちろん問題ないと思うのですが、現在の契約の中で費用を支

払っている有料のソフトウェアの部分については、更に買い

直しということになるかと思います。 

買い直しですか。 はい。 

こちらで運用保守契約とはなっているのですが、当初

から構築しての調達したソフトウェア、システム全体の

国庫債務とそれに付属しての運用保守がセットの契約で

すので、システム構築については最初の調達部分と運用

保守が別々であれば運用保守を別に頼んでということも

あり得ます。あくまでも請け負っている構築した業者が

運用保守を行いますので、現状では権利をそこに一元化

しているということです。この契約を解除して別のとこ

ろに運用保守を委託することになると、そもそも現在行

っているシステム提供自体が停止してしまう。そこは切

り離して行うことができないという意味合いで、ここは

「使用権が消失する」という表現を使わせていただいて

いました。 

そうすると、運用保守契約を解除してしまうとどうなっ

てしまうのですか。 

システムの調達と運用保守の契約を 1 つのものとして

行っていますので、それ全体の解除になってしまいます。 

開発と運用が一緒の契約なのですね。 はい。 

開発の所有権は、科学院にあるのですか。 

 

ソースコード自体はこちらに提供いただいていますけ

れども、ソフトウェア自体についてはリースでこちらに

提供いただいていますので、フリーウェア以外のソフト

ウェア、例えば Windows サーバーの OS などについては

開発者側が所有権を有しています。 

今回の調達は、Apache Struts1 という非常に古いシ

ステムであり、現在契約をしている日立に頼まざるを得

なかったという認識ですね。私もこの状況であればそう

ならざるを得ないかなという点では、ベストではないか

もしれませんけれどもベターな選択なのだろうと思い

ます。念のため確認したいのは、Struts1 というものす

ごく前に問題がたくさん指摘されていて、Struts2 に変

わってから時間が相当たっているのですが、入れ直すよ

うな計画はないでしょうか。 

Struts2 に入れ替えるというのは、セキュリティ上ベスト

な選択であることは認識しているのですが、入替え作業を行

うには 1,000万円以上の経費がかかると聞いています。そこ

までの額をすぐに出して改修するという予算もないもので

すから、このような対策を取っているところです。 

では、予算措置が付かない点ではこれを使い続けるとい

うことですね。これは科学院の外からアクセスされるとい

うことは多いのですか。 

国民の方への情報提供ということで、科学院の外から

アクセスが多いです。このため、パスワードの暗号化の

ほかに WAF の設置やリバースプロキシのサーバーの設置



など回避策をいろいろ考え、厚生労働省の統計情報部の

方とも相談し、セキュリティが担保できるように作業を

行ったところです。 

そうですね。Struts1 を使用せざるを得ない現状では、

そのようになるべく奥のほうに押し込んで、外に露出しな

いようにされることが重要だと思うので、今の御説明で納

得ができました。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

運用保守業者が自分のところで改修契約を取得する

ために「改修業務について」というものを提出すること

はあり得ることと思いますが、それに影響されてその業

者でなければいけないと考えること自体がおかしいと

思います。今回の案件は金額が安いし、改修自体もこの

ままで良いと思うのですが、一般論としてこういう議論

の立て方をすると、それは違うのではないかと思いま

す。運用保守業務をやらないということが契約上、もう

既に契約をしている日立のほうとして許されるのかと

いうと、やはり許されないと思います。責任が持てない

ということと、契約ができないなどとなると、契約をし

なければ逆に債務不履行になるので、やはり行わなけれ

ばいけないと思います。 

随意契約理由に記載されているものというのは、理由

としては一般化できないし、余り合理的でもありませ

ん。本件ではきっと一般競争入札を実施したとしてもこ

の業者しか応札しなかったのではないかと思うし、金額

的にもそのようなものかなと思います。結果的にはこれ

で良いと思うのですが、随意契約の理由としては余り説

得的ではないと思っています。 

 

はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：社会保障・税番号制度における整備等のうち厚生労働省に関係するシステム構築等に必要な 

調整に係る支援業務一式 
資格種別  ： － 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、唯一企画競争を実施しているため。 

発注部局名 ：政策統括官（社会保障担当） 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ：299,998,512円 

契約金額  ：299,997,000円 

落札率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成26年8月8日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、２者応募があり、最も評価が高いアクセンチュア株式会社と会計法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 

21ページに今回の企画競争の公示がありますが、これは

平成26年6月3日から18日まで公示をして、6月10日に説明会

があったのですね。 

はい。 

説明会には何者ぐらい来られたのですか。 手元にないのですが、10者前後来ています。 

公示の初日から 10 日間の短い時間で企画書を提出す

ることになっていますが、アクセンチュアさんは非常に

充実した企画提案書を提出していますが、この期間では

充実した企画提案書を提出することが難しいという印

象を持ちますが、その辺はいかがですか。 

 

予決令では、入札期日の前日から起算して少なくとも10

日間を確保することになっていまして、スケジュールの関

係もありましたので、公示の期間については最低限の期間

を確保しました。番号制度に精通する業者に関しては、総

務省と内閣官房においても番号制度の調達は行っていま

す。そういった経緯がありましたので、応募できるのでは



ないかと判断をしまして、この期間で公示をはさせていた

だきました。  

ほかの省庁についても、アクセンチュアさんが業者とし

て選定されているケースが多いということですか。 

総務省は別の業者です。内閣官房はアクセンチュアさ

んと聞いています。 

どちらかというと、アクセンチュアありきという調達

だったのですか。 

特にそのようなことは考えていません。もちろん公平

性を考えて、仕様書についても作成をしました。 

どちらも拮抗していますので、そういう意味では結構い

い感じの提案もあったのですが、審査する方の知識という

かノウハウで採点されたので、どちらが採用されてもおか

しくなかったと思います。 

分かりました。こういった知識のある業者はなかなか

いないでしょうが、もう少し企画書を作る時間を確保で

きるように検討します。 

 

随意契約の理由書に「随意契約理由」という欄があるの

ですが、そこの下から3行目の最後のほうから「会計法第29

条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規

定に基づき」となっています。これは幾つか随意契約を行

って良いですよというケースが述べられている条文です

が、幾つか載っていて、そのうちのどれに今回の随意契約

が当たるのかというのが、はっきりこの理由書に書かれて

いないのですが、どれですか。確かこの条文は緊急である

ときとか、競争性がないときとか、競争を許すべきではな

いときですよね。どれに当たるのでしょうか。 

今回、企画競争という形で「競争」という言葉が使わ

れていますが、会計法上で言う競争というのは価格競争

のことを指していまして、いわゆる一般競争入札の最低

価格落札方式と総合評価落札方式の価格面の競争性の

あるものを「競争」という定義にしています。 

 今回は企画競争という形になっていますので、つまり

価格面では競い合いはできません。だけど、その企画内

容についての競争性はあるということですが、会計法上

では、競争を許さないというのは、いわゆる価格競争を

許さないということなので、今回の案件については事務

局から言うのも何ですが、説明者側からすれば、価格面

では競争に馴染まない。ただし、より良い成果物を提出

してもらい施策にできるだけ反映させたいということ

で、企画提案の一番いいものを競わせてやるということ

で、そういう意味での競争を許さないということです。 

 ですから、第29条の3第4項と予決令第102条第3号と

いうのは、正にそういう意味での競争を許さないという

ことです。企画競争もそういう意味で随意契約の1形態

ということになっています。 

ということで、条文の引用には合ってはいるのです

が、平成 18 年の財務大臣通達の「公共調達の適正化に

ついて」において、きちんとどれに当たるのか明示して

おくことというのが発出されていますので、これまでの

調達を見て、こういう形式で書くのだなという感じでま

とまった文章なのかもしれませんが、今後はどういう意

図なのかを書いておくようにお願いします。 

分かりました。 

31 ページの前のページで、2 つ目の・の終わりのほうに

「Exit 基準詳細」というのがありますが、これは何を指し

ているのでしょうか。 

今回の番号制度については、総務省と内閣官房から外部

インターフェース仕様書などの基本設計書が提供されてき

て、その設計書類に基づいて、うちの省庁はそれを基準に

しながら、うちのほうの中間サーバーと既存システムの改

修を進めていくという流れになりますので、そういった形

のドキュメント類が入ってくるのを、あらかじめその時期

が、今回は番号制度の導入の予定の時期が、総務省から送

られてくるであろう時期が遅れてきている状況もあります

ので、そういう中できちんとドキュメントが送られてきた

ときに、業者のほうできちんと分析をして、こちらのほう

にしっかりとした状況を落とし込むという形を作っていた

だけるようにということで定めています。 

Exit 基準と言ったら何を指すのですか。例えば情報の

ほうでしたら、Extrinsic Information Transfer 基準

です。でも、今回のこの文章と合わない気もします。で

は、撤退基準かというと、撤退というのも違う感じです。

完了基準かという感じなのです。それなら完了基準と書

けば分かりやすいのにという気もしますし、まさか売却

それは違います。 



基準という意味ではないですよね。 

でも、こんな 4つも Exit基準と言ったら、言葉としては

あるわけです。何となく抽象的な文章を書いてしまうと、

このあとどういうことでやったのだということが分からく

なりますので、この辺りは誰が見ても誤解のない言葉で書

いたほうがいいと思いますので、今後は御検討ください。 

分かりました。 

同じページの下から2番目の・で2行目、「レイアウトの

確認が可能なプロトタイプ、アジャイル開発手法等を用意

し」ということで、あらかじめ想定しているということで

すが、その行の終わりのほうに「ウォーターフォール開発

手法に照らし手戻りを想定した」という、この辺りが何を

言っているのかよく分からないのですが、どんな状況を想

定されているのですか。 

 先ほども説明しましたが、外部インターフェイス仕様書

等、基本設計書類が第1版で、第1.1版とか、第1.2版という

形で情報が五月雨式に送られていて、更新されているとい

う経緯があります。その関係で、例えば第1.1版に書いてあ

った情報が第1.2版では全く違うものになっているという

形も想定されると考えられますので、そこは手戻り、いわ

ゆる今までやってきた作業がもう1回仕切り直しになって

しまうことが考えられ、そこでこういった形の記載をして

います。 

そういうことなのですね。開発手法が幾つか並んで、

最後に古典的な開発手法の名前が出てきてということ

で、何を指しているのが読んで分かりませんでした。少

なくとも技術の方が読んだときに明確に理解できる文

章に今後はお願いしたいと思います。 

31 ページに関して、下のほうにある「契約候補者の選

定」で、選定方法(1)で、「各委員が採点した評価点数

を合計し、評価点数が全体の 60％以上で最も高い企画提

案書を採用する」ということですが、この 60％以上であ

るべきと言っているのは、各評価者の出した素点を合計

したものの 60％ですか。 

そうです。全員の点数を合計したものの 60％というこ

とです。 

 

これは点の前が、「評価点数を合計し」なので、評価点

数が点のあとでもう1回出てきたということは、各評価者の

点数が60％を超えていなければいけない。それ以下、未満

だと赤点だとも読めてしまうのです。これももう少し丁寧

な記述を、今後はお願いいたします 

はい。 

今、御説明いただいたので、なるほど大丈夫と、A社もB

社も60％を超えているのだなということが分かったのです

が、しかし、7人の委員のうち、どちらの会社も過半数では

ありませんでしたが、半分が60％未満を付けています。そ

ういう意味では余り安心できない調達にも思えるのです

が、特にその後、トラブルの報告などはありますか。 

今のところは順調に遂行しています。番号制度というの

は、先ほども御説明しましたが、コアとなるシステムがあ

って、そこに最終的な情報保有機関と言って、医療保険者

だったり、ハローワークだったり、そういった末端の所が

あって、そこを1回中間的にまとめるサーバーを開発してい

くという建付けなどもして、それは当然機能が同じものを

使いなさいという指示が出ていますから、そのドキュメン

ト先を待って開発を進めるわけです。そのステークフォル

ダーはかなり多岐にわたりますので、そういった意味で工

程管理事業者というか、そういったものを調達して、構築

期限が限られていますので、かなり逼迫したスケジュール

でやらなければいけないということがありますので、その

辺を踏まえて行っていくということです。 

よその省庁の調達の失敗を挙げる必要はないかもしれま

せんが、お役所ですので、どうしてもいろいろな方が部署

を移っていくということがあろうかと思います。そのとき

に頼りになるのは前任者が残してくれた情報文書だけとい

うことになりますので、後任の方が引き継いだときに、全

く業者をリードできないという状況がないようにお願いし

たいと思います。 

 はい。 

33 ページに「採点表一覧」があります。これは人ごと

の勝ち負けで見ると 3 勝 3 敗 1 引分けで、引分けという

先ほども御説明しましたが、スケジュールとして非常

に逼迫していることもありますし、あとは提案が一番の



結果です。特に前 2 者が大きく点数を A 社と B 社で違え

ているので、こういう結果が出たと思うのです。こうい

う表を見ると、これは企画競争を行ったわけですが、価

格の面も含めて、総合評価は落札方式でもいいのではな

いかと思うのですが、そうではないのはなぜでしょう

か。 

勝負だと思っていまして、金額もそうですが、やはり逼

迫したスケジュールなので、提案を一番重視したいとい

う趣旨がありましたので、企画競争にさせていただいて

います。 

 

（分科会長の意見） 

これは結果論かもしれませんが、余り変わりがないの

だろうと思います。だとすると、余計に、なぜ総合評価

でしなかったのかなと、何となくそういう思いが残る案

件です。 

 

 はい。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：地域包括ケアシステム構築のための情報共有システム等構築・運用業務に係る工程管理支援業務 

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、最も契約金額が大きく、また、１者応礼であり、最も落札率

が高いため。 

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  ：389,254,000円 

契約金額  ：388,800,000円 

落札率   ：99.88％ 

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、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、９９．８８％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で調達をされているのですが、予定価

格を作るときに、今回応札している三菱総研に「参考見積

書」を依頼していますが、三菱総研に参考見積もりを依頼

した理由は、どういうところにあるのでしょうか。 

三菱総研が平成25年度に地域包括ケアシステム情報支援

業務を実施していまして、これが地域包括ケアシステムの実

現に有用な情報を自治体に提供するという業務を実施して

いましたので、三菱総研に見積りを依頼したということで

す。 

 この調達の公告が6月20日で8月13日に入札が行われてお

りますが、説明会には何者ぐらい参加されたのですか。 

説明会は、7月1日に開催しまして、およそ10者が参加して

います。 

説明会の参加者10者のうち、入札者がたった1者になって

しまった理由はどういうところにあるのですか。 

三菱総研が平成 25 年度に事業を実施していたというこ

とと、実際に参加されなかった業者に理由を尋ねたとこ

ろ、説明会には参加して説明を聞きましたが、うちの会社

には馴染まない内容であったとか、ほかの業務の案件の兼

ね合いもあって、実際には応札しなかったという話を聞い

ておりますので、その辺の兼ね合いだったと考えていま

す。 

参考見積書を提出してもらった三菱総研が、そのまま

落札をしてしまったということですが、この事実が、こ

の調達の公正性とか、特定の者が有利な状況にならない

かという点からすると、少し疑義が生じてしまっている

のかと思いますが、その辺はいかがですか。 

 

基本、システムの工程管理の支援とか、地域包括支援シ

ステムに関する一定の知見を有していれば、ほかのシンク

タンクやコンサルティング会社も応札可能である業務と

考えていました。あとは応札要件で、過去に厚労省からの

類似の業務を 2 件以上受託経験があるということも当初

は仕様書に書いていましたが、そこの要件は削除しまし

た。特に三菱総研だけに有利な入札であったとは考えてい

ません。 

どういう形で見積書を参考にして予定価格を作成された

のですか。 

以前に実施した別の案件の落札率を参考にして、その率を

掛けて今回の予定価格を作成しました。 

そうすると、三菱総研はある程度予定価格を推定するこ

とができる立場にあったのではないかと想像できるのです

が、もう1者ぐらいその参考見積書の提出を求めるような業

御指摘のとおりです。今後はそこをしっかり行っていきた

いと思います。 



者を選定するのも1つの手だったのかと思います。 

人件費の見積りのところで主任研究員の 1 日の単価

が 2 万 7,900 円になっていますが、これはどういう根拠

なのですか。 

これも見積りの単価というものがあって、それに先ほど説

明した落札率を掛けて算出しています。 

これを見ると、三菱総研のほうが3万円ということで提示

してきているので、それに一定の落札率を掛けて、この単

価にされたということですか。 

そうです。 

あと公告から説明会及び入札まで2か月間という長い期間

を取られているので、その辺はいろいろな提案書を作る時

間としては十分であっただろうと推定しますので、その辺

のスケジュール関係については特に問題はないだろうと思

います。 

 はい。 

 

今回は、前回の調達に該当するものはないと審査調書

に載っているのですが、先ほど御説明された三菱総研

が、かつて行った案件はかなり類似性の高いものとは言

えないのでしょうか。 

地域包括ケアシステム実現に有用な情報を自治体に提供す

るという観点では、類似しているものだと思います。 

そうすると、三菱総研だったら応札できるのではないか

というところはあったわけでしょうか 

三菱総研は応札してくるだろうとは考えていました。 

ものすごく広い範囲の調達になっていますので、さすが

に大きなシンクタンク以外は応札できないし、また、過去

に類似した調達に応札したことがある業者のみ応札する可

能性があるのかと思いまして、場合によってはこれに後続

するようなプロジェクトがあるようでしたら、少し範囲を

分けて応札しやすくすることも御検討いただいたら良いか

と思います。 

そうですね。今後こういう調達の機会がありましたら、

気を付けたいと思います。 

 

統計指標を作るという内容がありますが、どの程度専門

的な作業を指しているのでしょうか。 

また、「見える化」に向けてということで、いろいろな

情報を見える化をする、統計処理して、いろいろ役立つ情

報を提供するシステムを構築されるということですね。 

今、介護保険総合データベースというのがあるのですが、

それは介護認定の結果のデータとか、介護保険のレセプトデ

ータのデータベースです。そういうデータを活用して、自治

体にはどのような比較、見せ方をすれば検討しやすいのかと

いうところを検討して、システムを構築していくということ

です。 

今あるデータ、手元にあるデータを分かりやすい形で加

工するという程度の作業と考えてよろしいのですか。 

そうです。既存のデータベースでいろいろなデータがあり

ますが、どのデータが本当に有用なのかというところがある

と思いますので、そういうのを整理して見せていくというこ

とです。それと、自治体でどんな効果的な取組を行っている

のかも調査した上で、そういうのも載せていくというシステ

ムで構築を進めています。 

例えば、保有している高度な情報を基にして、新たな評

価指標を作り出すとか、それの修正分析みたいなことを行

うのではなくて、保有している情報を見やすくまとめるぐ

らいと考えればいいのですね。 

そういうことです。 

そのようなイメージが湧くような調達内容にしていただ

くと、これならできるかもと思ってもらえる企業も増える

かもしれません。今後は御検討をお願いいたします。 

はい。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４】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係る機能改修業務 

資格種別  ：「役務の提供等」の「情報処理」「ソフトウェア開発」（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 ：労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：58,125,600円 



契約金額  ：14,256,000円 

落札率   ：24.53％ 

契約締結日 ：平成26年11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、２者応札があり、最も低い入札金額を提示した、富士通株式会

社が契約の相手方となった。落札率は２４．５３％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

入札公告日が 9 月 12 日で、入札日が 11 月 6 日ですけ

れども、説明会はいつ行われたのですか。あと、参加者

は何者ぐらい来られたのですか。 

説明会の日付は記載していないのですが、10月下旬に実施

して、参加者数は4者でした。 

そうですか。では4者説明会に来られて、実際に入札に参

加した業者さんが2者ということだったのですね。 

はい。 

この調達につきましては、低入札価格調査の対象にな

って、落札率が 24.5％という結果になりましたけれど

も、この徴収システムそのもの開発されたのが富士通さ

んということですか。 

はい。 

今回の改修業務につきましても、富士通さんが安い価

格で落札されたということですね。それで、低入札価格

調査の理由の所で、若干、気になる点があります。まず

調査結果の①の所、よく理由の中には入ってくる言葉で

はあるのですけれども、「戦略的価格」や、省庁も事業

全体から考えると赤字入札でもいいというようなもの

があるのですが、やはり調達の公正性のことを考えます

と、少し問題のある言葉かなと毎回感じているのです

が、その辺はいかがですか。 

少し悩ましいところではあるのですが、良いものを安

く買えば、非常に経済効率は上がるのでよろしいのです

が、一方で若干、調達の公正性は損なわれているのかな

という、ほかの業者さんを排除してしまっているような

感じもするのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

最後のページに公共調達委員会の「審査調書」がありま

す。そこに前回の調達状況で、これも徴収システムの改修

案件、延滞金の計算の方法だったのですが、そこで初めて

別の会社が応札してきました。この調達も 2 者応札があ

ったのですが、富士通さんに勝ってしまったということも

あって、今、徴収システムにおきましては、アプリケーシ

ョンの保守を富士通さんが行っていまして、どうしても改

修案件のほかの業者さんが来ると、アプリケーション保守

のほうで大変になってくる。いわゆる一体的な効率的な改

修を考えると、富士通さんがここに書いてある、戦略的に

落としてきたということで、今、委員が御指摘のように、

徴収システムの改修については競争性が働いて、ほかが入

ってきたことによって、今、行っている富士通さんが頑張

ってきたんじゃないかということで、今回、低入札になっ

たではないかと思っています。 

そうですね。開発した業者さんが安く改修業務を請け負

うということについては、それほど問題はないのかなと感

じております。 

 はい。 

今回の予定価格ですが、5,812万円程度ということで、前

回の調達実績の4,860万円より、そういう意味では少し高く

なりすぎているという気がするのですが、これは何か理由

があるのでしょうか。 

予定価格につきましては、いろいろな改修の役務を業務要

件を出して、それによって各開発業者さんに見積りをもらっ

ています。徴収システムは工程管理業者も入っていますので、

その役務の内容によって過去の改修なども調査を行って計算

しています。たまたま延滞金率のシステムの改修に掛かる工

数が少し低かったということで、予定価格の単価については、

妥当なものだと思っています。 

分かりました。それから、43 ページの「開札調書」

なんですけれども、いわゆる比較用の金額が記載されて

いません。税込み金額は記載されＴえいますけれども、

これは税抜きの金額で予定価格と比較することになる

のですね。 

はい、そうです。 

調達は税抜き価格で比較するはずなので、そちらの記

載をお願いしたいと思います。 

  開札調書の記載については、今後、直させていただきます。 

今回 2 者とも低入札価格調査の対象になっていたと

いう事実もありますので、今回の積算には特段問題なか

ったというのは、先ほど御説明いただいて私もそうなの

かなという気もするのですが、いろいろと技術的な進歩

などもあると思いますので、どんどん同じ物を作るので

 はい。 



も工数が減るということがありますので、今回の、結構

低く 2 者ともに入ってきた事実を踏まえて、次回以降の

積算の際に参考にしていただければと思います。 

（分科会長の意見） 

 この案件につては、特にありません。 

 

【審議案件５】 

審議案件名 ：平成27年度分労働保険徴収業務用紙（日本銀行帳票テスト等有OCR（単票））１８件 

資格種別  ： 「物品の製造」のうち「その他印刷類」、または「フォーム印刷」（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者応礼の中で、最も契約金額が大きいため  

発注部局名 ：労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ：永和印刷株式会社 

予定価格  ：41,422,729円 

契約金額  ：41,089,121円 

落札率   ：99.19％ 

契約締結日 ：平成26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、１者応札となり、永和印刷株式会社が契約の相手方となった。

落札率は、９９．１９％である。 

意見・質問 回   答 

 今回は1者応札で、しかも3回目で落札されたということ

で、落札率が非常に高い案件となってしまったのですが、

203ページの過去の業者さんが調達された状況を見ますと、

ほかの業者さんが複数ある中で、今回1者しか応札しなかっ

たという理由は何かありますでしょうか。 

理由については、よく分かりません。特に下の活版印

刷のほうは一般の印刷物ですから、4 者、5 者、どんな所

でも印刷ができるということで多くなっているのです

が、やはり OCR 帳票になると入札業者が減ってきている

という状況です。その中で日銀のテストを通るものとい

うのは非常に審査が厳しくて、そこに応札してくる業者

については、大分限られてきているといった実態です。

連続帳票につきましては 2 者応札で単票については今回

1 者ということで、できれば連続帳票を作った所に応札

していただけないかとか、いろいろお願いをしたところ

ですけれども、結果的には 1 者になってしまったといっ

たことで、なかなか業者を発掘するのが難しいという状

況でした。 

そうですか。次回もこうなる可能性が非常に高いとい

うことですか。一般競争入札ではあるのですが、1 者応

札であり 3 回目で落札となると、ほぼ予定価格ぎりぎり

の所で落札するということで、事実上、競争性がそれほ

どないと見られるのですが、その辺の改善方法というも

のはあるのですか。 

我々の努力がまだ足りないのかもしれません。例えば、日

本銀行のOCRを使う機関としては、国税もありますので、そ

ういう機関の落札情報を確認しながら、応札者以外の業者に

対して、当方の入札に応札してもらえないかといったアナウ

ンスをするようなことは今後に検討したいと考えています。 

ずっと永和印刷さんが、1者応札で落札していっていると

いうことですか。 

ここ数年、そうなっています。 

公共調達委員会が、期間を長くしたらどうかということ

を言っているようですね。今回のこの状況を見ますと、十

分に御対応いただいて、その方法でもって貢献できるとこ

ろはしたのではないかなと私は評価してはいるのですけれ

ども、3回入札をやり直すということは、逆を言えば不当に

高く買わなくてすんだという言い方にもなろうかと思いま

す。要するに、下がっていって範囲に収まったわけですか

ら、今後もなるべく精査していただいて、予定価格をより

適切なものにしていく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平成26年度雇用対策サブシステム（助成金機能群）改修業務一式 



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、最も契約金額が大きく、また、落札率が比較的高いため 

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  ：106,091,920円 

契約金額  ：106,012,800円 

落札率   ：99.93％ 

契約締結日 ：平成 26年 12月 4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、富士通株式会社が契約の相手方となった。落

札率は、９９．９３％である。 

意見・質問 回   答 

 一般競争入札ですが、結果としまして1者応札であり3回

目で落札されて、予定価格のぎりぎり、99.9％という結果

であったということからすると、この調達に関しては競争

性が余りなかったのだろうと感じてしまうのですが、この

案件について富士通以外ではなかなか難しい業務なのでし

ょうか。 

実際、結果的には 1 者応札ということになっているの

ですが、資料閲覧には 2 者ほど来ていまして、応札に至

らなかった理由をヒアリングしたところでは、他の案件

との兼ね合いもあって、今回の調達向けの人材確保が難

しかったと聞いてはいますので、必ずしも富士通だけで

はなく、他者でも対応できるのではないかと考えていま

す。 

過去においてこういうサブシステムの改修業務につい

て、富士通以外で請け負ったことはあるのですか。 

磁気媒体作成プログラムの改修のときに、ほかの業者

が応札したことがあります。 

そうすると、この案件については、説明会に複数業者が

来られたにもかかわらず、結果として富士通だけになって

しまったということですか。 

はい。 

公告についても10月2日、入札日まで約2か月間十分な時

間を取られているので、この辺のスケジュールについては

特に問題ないと思うのですが、何かほかにもう少し入札に

参加できるような工夫のお考えはないのでしょうか。競争

上、開発業者ということもあって、富士通だけが有利に働

いてしまっている可能性が非常に高いのですが、何か少し

ほかの業者が参加する条件の設定をできることはないでし

ょうか。 

今回、開発期間が4か月間ということで、今までのハロー

ワークの開発の期間に比べると少し短かったかというとこ

ろは感じていますので、もう少し、新規の業者でも時間的に

余裕を持って開発ができるように、もう少し十分な期間をも

って調達できるように進めていきたいとは思っています。 

私もその期間が1か月、2か月短いかというところが気に

なっていたので、今後、改善したいということですので、

良いのではないかと思っています。今回、3回札入れ直しを

してもらって、予定価格の中に収まったということで、そ

ういう意味では無駄に高く払わされないですんだわけです

から、今後も今回のように適切な積算をして合理的な調達

をしていただきたいと思います。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

 同意見です。 

この案件について、特にありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：医薬品等専用ネットワーク回線の提供業務 

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、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：ソフトバンクテレコム株式会社 

予定価格  ：147,715,999円 

契約金額  ：43,740,000円 

落札率   ：29.61％ 

契約締結日 ：平成 26年 8月 5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、３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

レコム株式会社が契約の相手方となった。落札率は、２９．６１％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回の案件は、低入札価格調査で落札率が約30％という

ことで審議案件とさせていただいたのですが、公告が5月23

日、入札が7月25日ですので、十分な期間を取っていただい

ていることは非常に結構なことだと思います。結果として

ソフトバンクテレコムが落札されたということですが、38

ページの技術審査を見ますと、技術点では他社のほうが少

し上だったということですが、ソフトバンクテレコムが価

格点で点数を上げて逆転した結果だと思うのですが、42ペ

ージの予定価格調書を見ると、参考価格としてA社、B社と

いうふうに情報を取られていますが、A社、B社というのは

どこの会社だったのですか。 

NTTとKDDIで、業者に直接照会というよりもホームページ

に掲載されているものから予定価格を算出いたしました。 

そういう情報がホームページにあるということですか。

それで、予定価格よりも入札された今回の3者について、か

なり低い価格を3者とも提示されているのですが、その予定

価格について、かなり高すぎだったということはないので

すか。 

ネットワーク回線の予定価格と入札金額との関係です

が、ほかのものについても同様に低入札になる場合が非

常に多いところです。私どもとしましても、少しでも予

定価格を抑えたいとは思うのですが、その根拠となる数

字が見当たらないところでして、どうしてもこういう状

況になってしまうのがネットワーク回線の特徴だと思っ

ています。 

低入価格調査の 57 ページを見ますと、過去の経験か

らすると、1 回線、月当たり 4 万 1,000 円だけれども、

今回は 9,000 円と非常に安い価格になってしまったと

いうことですが、これは過去、時価が反映されていない。

要するに、予定価格の中に時価が現在の経済状況、ある

いはネットワーク回線の競争の状況が反映されていな

いことはないですか。 

 

低入価格調査の文書のほうが分かりにくかったかと思うの

ですが、5メガの回線の月額使用料4万1,848円ですが、こちら

についてはホームページからのものではなく、私どもの普段

使っているパソコン等とかのネットワーク回線を、現在ソフ

トバンクと契約しているのですが、そこの5メガの回線の単価

が4万1,800円という形で、それと大分差があるのではないで

すかというのを低入価格調査で確認したものです。その際に、

別件の統合ネットワークのネットワーク回線ですと機器を各

拠点に置いていまして、そのメンテナンス代もかかるという

ことで若干高いということでした。今回は特に各拠点に機器

を置くという仕様書になっていませんので、それで大分安価

に抑えたと説明していました。 

でも価格的にはかなりの開きがあって、その説明だけで

は十分な説明ではないという感じはするのです。59ページ

にソフトバンクの応札価格と予定価格の対比表があるので

すが、ソフトバンクの項目からすると、予定価格の項目が

非常にラフな作り方になっているという感じがするのです

が、この辺については、予定価格の算出の精緻さに若干欠

けているのかという印象を受けるのですが、いかがですか。 

 こちらですが、ネットワーク回線に関しましては、56拠点

で1か月50万円となっている場合に、果たしてどのぐらい利益

が出ているのかは正直分からないところがあります。そこは

ソフトバンクにも聞いたのですが、私どもの納得がいく回答

を得ることはできなかったです。 

今回の予定価格の積算に関しては、私としては結果とし

て落札者が随分低かったものの、積算自体はこのぐらいの

金額に収まるかという気はしていました。実際、3位の会社

が近い金額で入っていますし、あと、前回の調達実績から

すれば、この予定価格ぐらいのものになるだろうという気

がするのです。前回の調達から今回、特に縮小したという

ことはあるのでしょうか。 

 いいえ、回線の容量については、増やしています。 

 

 

 

 

増やしているのであれば、こういう積算になりますね。

私は、積算の部分についてのコメントはありません。2位の

応札者は回線を持たないけれども、技術点は、ソフトバン

クよりも高い評価を得ています。今回、落札したソフトバ

ンクは技術点の低かった分を安い価格差で、納得できる程

度の技術差だとお考えでしょうか。 

実際に業務をしていただいたところ、問題はありませ

ん。 

 

良かったです。今回、ソフトバンクは回線を持ってい はい、そのとおりです。 



る企業と考えて良いのでしょうか。 

そうすると、対象表も出ていますが、やはり回線を持

っているから、安価に応札できたということが考えられ

るわけですね。このようなやり方は特に不当廉売とか、

そういう法的な問題になることはないのでしょうか。 

法的な問題なるようなことは、ないと思っています。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：諸外国における動物用医薬品及び飼料添加物の販売状況と食用畜水産動物への使用実態に関する調査 

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 ：株式会社住化技術情報センター 

予定価格  ：11,511,236円 

契約金額   ：4,060,800円 

落札率   ：35.28％ 

契約締結日 ：平成26年9月24日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、最も低い入札価格を提示した株式会社住化技

術情報センターが契約の相手方となった。落札率は、３５．２８％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入価格調査になってしまったようですが、21 ペー

ジ以降それについての文書があります。その内容を見る

と、このレポートをするに当たって情報源として何から

取るかというと、英語の Web サイト、翻訳についてはグ

ーグルを使っている。だから、このレポートは安い価格

で完成できるのだという意味のことが書いてあります。

去年 12月 26日付けでこれの契約期間が完了していると

いうことなので、クオリティーは特に問題がなかったの

かでしょうか。 

品質に問題はありませんでした。 

 分かりました。住化技術情報センターは、よく入札され

ている業者ですか 

はい。随意契約でもたまにお願いすることがありますし、

入札もよく参加していただいています。 

 ということは、その辺の品質レベルは非常に高い業者だ

という認識でいるということですか。 

そのように理解しています。こちらの調査以外にも特に文

献とか論文の調査には長けている企業だと思っています。 

分かりました。クオリティーが確保された調達案件であ

ったのかということだけが疑問でしたので、それが十分で

あるということであれば、特に問題はないかと思います。 

 はい。 

低入価格調査の内容で、情報源の絞り込みが最も重要で

あると考えたということが書かれているわけですが、絞り

込みに当たる人たちは、どのような経験を持っている人た

ちですか。 

事前に作業をいただく方の履歴書とそれまでの調査の

実績を提出していただきまして、それで十分調査に対応

いただけると判断いたしました。 

 

それでは、もう業務も完了しているから大丈夫なわけ

ですね。それから、自動翻訳機能を使うというふうに、

報告されているわけですが、御存じのとおり昨今いろい

ろ品質の問題がかつては言われましたが、最近ではセキ

ュリティーの問題も出てくるようになってきています。

今回の件に関してはそういった問題には余りならない

のかもしれませんが、一応、今後はこういったサービス

を使う可能性がある場合、あるいは使うと言ってきた場

合には、セキュリティー上の問題が起きないのかも検討

してください。 

ありがとうございます。検討させていただきます。 

こういう調査は例年やっているのですか。 はい、そうです。今回は動物用医薬品の調査ですが、農薬

についても別の名前の成分、地域等で調査は行っています。 



動物については、例えば 3 年に 1 度、農薬については 2

年に 1度というやり方でやっているのですか。 

そこまでの頻度は設けていません。 

過去の入札状況は、予定価格を設定するに当たってど

のように参考にされるのですか。 

実は、動物用医薬品と飼料添加物の調査は今回が初め

てでした。農薬の調査は行ったのですが、農薬について

は既に諸外国のデータベースを持っている企業がありま

して、そちらの企業に頼む場合は随意契約の範囲に収ま

る金額でした。今回、見積りを頂いたとき、桁が 1 桁、2

桁違うので、このように調査が大変なのだなとは思いま

した。 

というのは、そちらのほうが高いということですか。 今回の動物用医薬品と飼料添加物の調査のほうが高額で

す。データベースがない上に調査が多岐にわたるため、その

手間がかかるからと聞いています。 

そうすると、農薬のものは参考にならないと考えたから、

別に調査した資料を基に予定価格を算定にした結果、結構

安い入札結果が現れたということですか。 

そうです。御理解のとおりです。 

 

（分科会長の意見） 

 この案件については、特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に係る電話相談事業 

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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：国立大学法人信州大学 

予定価格  ：7,167,138円 

契約金額  ：466,560円 

落札率   ：6.51％ 

契約締結日 ：平成 26年 10月 23日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、最も低い入札価格を提示した国立大学法人信

州大学が契約の相手方となった。落札率は、６．５１％である。 

意見・質問 回   答 

これは落札率が6.5％ということで非常に低い落札率で

すが、「予定価格調書」が10ページにあって、その中に算

出内訳という記載があります。予定価格が700万円ですが、

その中で非常に高いウエイトを占めるのが有資格相談員の

人件費で、医師及び保健師のコンサルが必要だというふう

な調達です。この信州大学が落札された43万2,000円で、こ

こまでのサービスができるかどうかというのは非常に疑問

に思っているのですが、いかがでしょうか。 

こちらのほうですが、開札が終わりまして、ほかの業者様

との金額が1桁ぐらい離れていますので、開札後に残ってい

ただきまして積算に誤りがないかどうかヒアリングをさせ

ていただきました。信州大学の担当の説明では、信州大学医

学部附属病院があって、こういう感染症などを専門に行って

いる医師が交代でコールセンター業務を行うということで、

人件費がかかっていないのです。また、要求部局の健康局に

も聞きましたら、信州大学はこのヒトパピローマウイルスに

非常に関心を持ち、今回、応札されたと聞いていますので、

事業としては問題なく今も行っているのではないかと思っ

ています。 

分かりました。研究対象として赤字覚悟でおやりになっ

ているということですね。 

 はい。 

今回の予定価格は、ほかの2者の入札額と比較しても比較

的高いわけですが、これはどのようなことが考えられます

か。 

内容としまして、仕様書で医師・保健師というものが必須

になっていましたので、その人件費を立てたのですが、恐ら

くこの2者のほかの応札できなかった次順者以下の業者様も、

感染症とはちょっと違いますが、インフルエンザの相談業務

などのコールセンター業務を行っているので、医師や保健師

の確保は既にできていて、ノウハウがあるので金額がだいぶ

抑えられたのではないかと思っています。 

分かりました。あと、今、まだこれは続いている事業で

すが、何かトラブルなどは起きていないでしょうか。 

特段、そういったことはありません。 

 



これは、既に何件ぐらいの相談が来ているのでしょうか。 初月あたりは 50 件程度ありましたけれども、その後、

20 件程度ということです。ヒトパピローマウイルスとい

うのは、こちらの子宮頸がん予防ワクチンに係るもので、

子宮頸がんの機序となるウイルス感染を防止するための

ワクチンということですが、国としての対応というのは

調査中というような状況ですので、今の状況としては、

問合せ件数としても 20～50 件の間ぐらいで推移している

ところです。 

 これは今年度の話になるのだと思いますが、今後、い

ろいろ国として動きを見せれば、件数としてはある程度

増えてくるのかなというところと、あとは基本的にこの

電話相談事業というのは、当然、子宮頸がん予防ワクチ

ンとか子宮頸がんの基礎的な情報のみならず、全国 47 都

道府県に協力医療機関というのがありまして、そちらの

ほうの診療につなげるためのものということが一番の主

目的です。これは開設した当時は全国で数十箇所の医療

機関しかなかったのですが、現在は 47 都道府県に 70 医

療機関あり、そちらのほうもホームページに掲載されて

いますから、最初からそこに当たる方もいますので、件

数としてこれからどうなっていくのかというところは読

みづらいところではありますが、今年度に関しては 50 件、

50 件、24 件と、そのぐらいの感じで推移しているところ

です。 

そういった実績を基に、次回調達のときには人件費、そ

の他の積算のときに、より精度の高いものにしていただけ

ればと思います。あと、今回の落札者は大学で、先生方が

無給でやるというふうに言っているということですが、先

生方は給料をもらっているのでいいとしても、院生や学生

の人たちまで巻き込まれているということになると、修学

に果たしてプラスの影響があるのかどうか、少し心配にな

ってくるところもありますし、それは回り回って国民への

サービスの質がきちんと確保できているのかというところ

も不安になってくるわけです。これが終わった段階で、ど

ういうふうな支出を信州大学がしたのかなど、そういった

ことは報告を求めるのですか。 

求めていません。 

分かりました。どういうふうな実施のされ方だったのか

を記録に残しておくようなことはあるのでしょうか。 

 5 ページの仕様書に、実績報告を提出することになってい

ます。「相談記録簿」で、どういった属性の方から相談があ

ったのかということを統計学的に見る部分と、あとは相談内

容について事業報告書という形で報告を求めているところ

で、質的な担保として、毎回、翌月の 10 日に御報告いただく

ことになっています。その中で何かおかしな回答がないかと

いうことで、きちっと確認させていただいています。行政的

な質問であれば国のほうで受けますし、こういった内容につ

いてはどういうふうに回答すればいいかということで、常日

頃からやり取りはさせていただいています。そういった点で

質的な担保はきちんと日々、取っているところです。 

分かりました。回答のレベルなどに関しては、信州大

学ですから大丈夫であるとは思いますが、どちらかとい

うと従事者の労働環境のほうが不安になる金額ですの

で、それこそ学生や院生の人たち、あるいは若手の先生

方が夜鍋をしたり、実際の御本人の研究ができないなど

の形で過重負担となることになっては、最終的によろし

くないと思いましたので確認しました。 

 先ほどの御説明の報告書は、どちらかというと相談者

平成 27年度の調達が、既に終わっていて、信州大学は応札

されませんでした。 



にどのようなサービスをしたかという報告書なわけで

すが、従事者はどういうふうな形態で従事したのか。ど

のぐらいの時間をこれに拘束されていたのかといった

ことも、できれば終わった後にヒアリングしてもらうほ

うが良いのではないかと思います。この金額は異常で

す。もしこれがずっと続くとなると、ちょっとほかの参

入を妨げる可能性すらあると思うのです。不当廉売とか

にはならないですね。 

そうですか。 こちらにない別のインフルエンザ等で応札している業者さ

んが、来年度は行っていく形になっています。 

では継続的に安値応札ではないので、そういう法的な問

題にはならないということですね。分かりました。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

同様な関心ですが、調達概要を決める上でも予定価格を

決める上でも、そういうトレースができたら参考になるの

ではないかという印象を持ちます。 

 

 はい。 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：レセプト情報等の調査・分析に係る支援業務 

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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

予定価格  ：4,863,510円 

契約金額  ：4,799,790円 

落札率   ：98.69％ 

契約締結日 ：平成 26年 10月 28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 

これは随意契約で調達されていますけれども、ニッセイ情

報テクノロジー以外の業者さんでは駄目なのですか。 

レセプト情報というのは極めて扱いにくくて、通常ですと項

目に全部数値が埋まっているというのがデータベースの状況

ですが、紙から電子化をしたということで、レセプトという

のは空欄があって全体を見て初めて答えが出るような特殊な

情報があります。それを解析するには、このニッセイ情報テ

クノロジーさんというのはEFファイル化という、いわゆる横

一本にデータを並べ替えるという技術をお持ちで、これは特

許だと思いますが、この調達調書の中にも書いていますが、

我々としては3週間でデータベースを作成してもらうことに

なっています。これが可能な所はどこかということでやった

のですが、なかなか受け手がないという中で、ニッセイさん

のほうに見積り等もお願いし、ヒアリング等もさせていただ

いたという状況です。 

具体的には、この事業はどんな作業だったのですか。 これは、5ページの概念図を見ていただければ分かると思い

ます。私どもの大きなデータベースが1本あるのですが、これ

を一部、平成25年度のレセプト情報を全部相手方にお貸しし

て、相手方の中にデータベースを作ってもらい、そのデータ

ベースを分析してもらいました。その分析の仕方自体は、上

のほうに「ワーキンググループ構成員」とあり、こちらの方

からこういう分析をしてくれ、ああいう分析をしてくれとい

う要請がいろいろ出てきますから、それを聞き取って実行し、

統計資料として準備するというのが今回のミッションだった

わけです。これに応えるために、まずデータベースを作らな

ければならない。また、それを的確に理解して分析業務がす

ぐにやれるということが条件になってきますので、相当のス



キルがないとうまくいかないという状況です。 

いまいち、イメージが湧かないのですが、実際にニッセ

イ情報テクノロジーのほうにレセプトの紙を渡すのです

か。 

 

提供しているのは、電子化された情報です。電子化さ

れた情報を我々は大きなデータベースとして保持してい

ます。一方で、即座に分析しなければならないというこ

となので、そこから電子化されたものを切り出して受託

者に渡しているという状況です。 

受託業者は、470 万円で情報の分析を請け負ったという

ことですか。 

そういうことです。 

そういう意味では、比較的安くないですか。 年間で行っているレセプト情報と健診情報とを分析すると

いう同様の業務があり、昨年、予定価格1,200万円程度の額で、

落札が約900万円程度の額で契約しています。これは年間契約

ですが2者の応札があり、今回の契約金額については、妥当な

金額であると我々としては考えています。昨年は、半年間で

データをお渡しして作成してもらうことになっており、デー

タベースを作るのに1か月ぐらい必要であるとの説明があり

ました。今回は3週間で作成することになっていましたので少

し短かったです。 

そうすると、ニッセイ情報テクノロジー以外はあり得な

いということですか。 

はい。一定程度時間がある中でやる分には、ニッセイしか

できないということはまずないのですが、短期間で行うこと

になると他の業者では難しいと思います。 

そうすると「随意契約理由書」が16ページにありますが、

この中で言いますと、平成27年3月31日までに本業務の履行

をすることがあるということで、緊急性があったからとい

うことですか 

そういうことです。この専門調査会というのも急遽、

立ち上がったような経緯があり、我々事務局としては準

備を即座にしなければならないということがあって、か

といって、我々もすぐにやれるかというと、これもちょ

っとそこまでは至っていなかったものですから、外注を

して、どこかやれる所がないかということの検討を行っ

たということです。 

緊急な案件であるので、ニッセイ情報テクノロジーに随

意契約で業務を完了させたということですね。 

そういうことです。 

今のやり取りで、要するに随意契約の中でも緊急随契だ

ということで理解していいのでしょうか。 

緊急と特許です。 

一般的には、緊急随契って天変地異に対応するとか、そ

ういうのです。 

これは、随契理由としては特許です。このレセプト分

析を行っていく上で先ほど説明させていただきました

が、レセプト情報だと歯抜けになっているデータがあり、

医療費分析をしていく中では、これもレセプト情報の仲

間になるのですが DPC 調査データというのがあって、そ

ちらの形式にしたほうが分析しやすいといったことがあ

り、ここのところでニッセイ情報テクノロジーさんのほ

うが特許を持っています。レセプトデータを、そこのプ

ログラムで DPC 調査データのほうに置き換えることによ

り、分析がより速くスムーズにできるところがありまし

た。期間的にも 3 週間でデータベースを構築しないとい

けないといったところがありましたので、分析をどうや

ったら速くできるのか複数社に意見を聞いたところ、ニ

ッセイ情報テクノロジーさんができるといったこともあ

りましたから、そこで随意契約でさせていただいたとい

うことです。 

ということは、競争性がないというか、競争がないだろ

うという前提だったということですね。 

そうですね。ここのレセプトデータから DPC データに

変換して医療費分析を行っていく中では、ニッセイ情報

テクノロジーさんしかできないといったところがありま

したので、お願いしているということです。 

今度、またこういうふうなことがある場合には随意契

約理由書のほうに、今、口頭で報告いただいたことを書

いていただければと思います。適用条文を書くだけでは

分かりました。  



なく、どういうことなのかをつまびらかにするようにと

いうのが、既に平成 18 年の段階で出ていますし、今後、

別の方がプロジェクトを引き継がれたときに分からな

くなるといけませんので、お願いしたいと思います。 

 お立場的には分かるのですが、つまりワーキンググル

ープから振ってきて、それを短期間で処理するのは大変

だということは想像に難くないわけですが、ただ、この

委員会の立場として申しますと、もうちょっと長く時間

を取って、きっちり総合評価なり何なりでやるべきでは

ないかと思われる案件とも思えます。つまり、国の中の

遅滞・遅延によるのは急ぎには該当しないというのが、

財務大臣の通達にも明記されていますので、今回はこう

いうふうなことになってしまいましたが、できるだけス

ピードアップというか、調達にかける時間を長く取れる

ようにお願いしたいと思います。 

今の質問に関連するのですが、御説明だと、このニッセイ

のほうは調査方法に関する特許を持っているということで

すか。 

レセプト情報から、DPC 調査データへ変換するところのプ

ログラムで特許を持っています。 

そうすると、他者がやるとすると、その特許の使用許諾

を受けなければいけないということになるのですか。 

はい、そうなります。 

もしそうであれば、そういうことも書いていただかない

と困ります。 

分かりました。次回以降、こういった場合があるようでし

たら記載をします。 

そうすると、昨年の調査は、その特許を利用して行った

のですか。 

昨年の調査は、この特許を使っていません。 

 

そうすると特許を理由することがよく分かりません。 昨年の調査については、レセプトデータと健診データを使

っていて、DPC 調査データに置き換えて分析するというわけ

ではなかったので、普通にレセプトデータから加工して分析

を行っていただきました。分析のやり方が前回と今回で違っ

ているところがあります。 

そうすると、ワーキンググループのほうで、DPC 調査用

データでなければやりにくいという注文があったというこ

とですか。 

今回の専門調査会のほうのミッションが、DPC を分析する

のと、DPC でないレセプトと両方同じように分析するという

ミッションがあったものですから、同じような形にして行っ

たほうが、構成員の方から見れば同じような観点でのアプロ

ーチができるということで、やりやすかったというのは事実

です。 

期間も短いし金額的にも小さいから、2 つに切り分け

るよりは、1 つについては確実に持っているそこに両方

やらせたほうがいいという判断ですか。 

そうです。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

 

 ２７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） 


