
平成２７年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２７年６月２４日（木） 厚生労働省専用第１４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２７年１月１日～平成２７年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件 ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係る機能改修業務（未手続事業場抽出機能の変更に伴う機能改修） 

資格種別  ：「役務の提要等」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契約金額が高いため。 

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  ： 20,733,840円 

契約金額  ： 2,106,000円 

落札率   ： 10.2％ 

契約締結日 ： 平成27年1月15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 10.2％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

これは低入札価格調査の対象になっておりまして、落札

率が10.2％ということで、非常に低い落札率でございます

が、まず、この労働保険適用徴収システムにつきましては、

今回、落札された富士通が基幹システムについては開発さ

れた業者という理解でよろしいでしょうか。 

はい。開発及びAP保守を行っている業者です。 

 

低入札であった場合、いろいろなリスクが考えられます。

例えば、工事の場合では、手抜き工事になる可能性、下請

けがあった場合には下請けへのしわ寄せ、それから、まと

もな工事をする業者が会社としての存続が脅かされる事態

と、そういったリスクがあります。少なくとも、この下請

けへのしわ寄せや手抜き工事というリスクについては、富

士通でありますので、あり得ないということでよろしいと

思います。ただ、この出精値引きを余りにもしてしまうと、

ほかの中小の業者の入札を阻害してしまうかもしれないと

いうことになると思うのです。その辺はどのように考えて

いらっしゃいますでしょうか。 

これだけ安い金額ということで、本当に品質が担保できる

かということで、低入札価格調査ということをやらせていた

だきました。実際に今、徴収システムのアプリケーションの

保守をやっていただいている富士通ということ、また、日本

のシステム会社の一流企業ということで、品質は担保されて

いると私どもも思っております。 

 それから、今回、低価格で落札したということで、他の業

者が参加しなくなるのではないかということですが、次の案

件についても同じくアルファテックスも応札しております

ので、そのところは大丈夫だと思っております。 

本件の落札後に、他の調達で、富士通が著しく有利にな

るなどということはないでしょうか。 

一般競争入札で、他の改修案件もやっておりますので、著

しく有利になるということはないと思います。 

このシステムにつながる今後の調達という点で、富士通

以外が応札しにくくなるというようなことはないでしょう

それもないです。 



か。 

戦略的価格についてというのがあったわけですが、これ

については会計法や予決令で定められたとおりに厚労省と

してはやっているので、どうしようも無いということだと

思うのですが、コメントしておきたいと思うことがありま

す。 

戦略的な価格によって応札したということは、そのコス

トを民需で帳尻を合わせることにつながる可能性があると

いうことです。つまり、行政の負担すべきコストを民に回

しているという可能性があるわけで、やはり、その点は厚

労省がというよりは、国民的な議論をすべきなのだろうな

と思っております。 

 このアルファテックスなどのほかの会社が応札してくれ

るというのは、ある意味、こういう追い出され方をしない

という前提があるときだと思うのです。つまり、手間をか

けて応札するわけですから、提案するのは結構時間がかか

りますし、コストがかかりますので、こういう応札が続く

と、やるだけ無駄だということになって、どこも応札して

こなくなってしまうという可能性があります。それはやは

り不健全だと思います。 

また、よその会社が入ってくるよりも、運用、開発、保

守を同じ会社がやったほうが、問題なく、遅滞なく対応で

きて良いという考え方をされる方も多いのですが、一方で、

それは馴れ合いになって、きちんとドキュメントを残すべ

きものを残さないということになって、結局、それはユー

ザーたる厚労省にとっても、長い目で見ると、非常に大き

なマイナスになってしまうというわけです。 

是非とも世の中の方々に、本件議事録を読んで議論を高

めていただきたいというコメントです。 

はい。 

（分科会長の意見） 

業者としては、全体として利益を得ることを考えて、今

後、有利になるという想定で応札していると思うので、今

後の発注について、意識的に切り分けるとかをしていかな

いと、相手の思うつぼになるような気もするので、その辺

を注意していただきたいと思います。 

 はい。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：労働基準行政システムにおける共通番号に係る設計・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、一者応札であるため。 

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：株式会社NTTデータ 

予定価格  ：2,277,512,000円 

契約金額  ：2,192,400,000円 

落札率   ：96.3％ 

契約締結日 ：平成27年2月26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、96.3％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で調達をされて、応札者が１者であり、

かつ落札率が非常に高いものであったということなのです

けれども、その辺はどのようにお考えかを教えていただい

てよろしいでしょうか。 

 

まず、１者応札となりました理由でございますけれども、

本件調達は、非常に難易度が高い調達の内容であったと考

えております。 

これは、マイナンバーの導入ということで、内閣官房、

総務省、厚生労働省、財務省、地方公共団体など、多数の



システムをオンラインで接続をした上で、情報連携をお互

いの機関で行うという、これまでに例のない大規模な政府

全体のプロジェクトです。 

このプロジェクトは、政府が定めているロードマップに

従って、いつまでに対応しなければいけないというのが、

確実に決められています。 

また、この開発は、現行システムの改修にもなりますの

で、その現行システムの保守業者、運用業者、ハードウェ

ア業者だとかとは、緊密な連携が必要となります。 

更に、情報提供ネットワークシステムという内閣官房の

システムですが、この情報連携を行うコアの部分のシステ

ムと接続をするのですが、開発中であるということで、相

手の開発状況を見ながらこちらの開発を進めていかなけれ

ばなりません。 

このように、非常に難易度が高い案件であると考えてお

ります。 

 そんな中で、NTTデータは、先ほどの内閣官房の情報提供

ネットワークシステムの設計開発を受注しており、これは

５者でコンソーシアムという形で受注されたそうなのです

けれども、なおかつ労働基準行政システムの現行の保守業

者でもあることから、これらの難易度をクリアして応札を

してきたのではないかと考えてございます。 

 もう一つは、これは周辺の事情としてですが、昨今のIT

業界のほうでは、マイナンバーの対応というのが企業の方

でもかなり必要とされており、また、東京オリンピックだ

とか、パラリンピックに関係する開発案件が集中している

という状況がございますので、IT人材が不足しているとい

うような事情もあり、今回のような難易度が非常に高い調

達案件について、リスクが高過ぎるということで、応札は

避けられたという側面があったのではないかと考えており

ます。 

 また、落札率が、今回、高かったということに関してで

すが、こちらは、複数の見積りをもとに予定価格の算出し

ておりますが、やはり１者応札になってしまっております

ので、競争の原理が働かなかったということが、落札率が

高かった原因の１つになっているのではないかと考えてお

ります。 

 長い御説明になりましたが、以上でございます。 

説明会のときに、NTTデータのほかに業者はいたのです

か。 

説明会に参加した業者は６者ございました。アルファテ

ック株式会社、株式会社ディアイスクエア、日立製作所、

日本電気株式会社、日本IBMなど、NTTデータのほかに６者

参加しております。 

その中で、今回、１者しか応札しなかったということな

のですが、先ほど、予定価格の見積もりの際に、数者から

の見積もりをとって、それに基づいて予定価格を設定して

いるとおっしゃいましたけれども、その中には、NTTデータ

も当然入っていらっしゃるのですか。 

御認識のとおりです。 

何者から見積りはとられているのですか。 見積りは、NTTデータのほかに、日立製作所からもとって

おります。 

その見積り金額につきましては、どのような状況だった

のですか。 

見積りの金額は、NTT データの方が安くなっておりまし

て、金額は、NTTデータが約 22 億で、日立のほうが 31 億と

いう見積りが提出されました。 

今回の予定価格は、どちらかというと、NTTデータに近い

金額で算出されたということですね。 

工数の見積もりにつきましては、業者の方に要件書とい

う形で示しておりまして、それに基づいて、どれぐらい工



予定価格をもうちょっと詳しく聞かせていただくと、335

ページに予定価格の表がございますけれども、これで工数

見積もりにつきましても、数字が入っておりますが、この

工数はどのようにして算出されていらっしゃるのですか。 

数がかかるかというものを見積もっていただいています。 

 工数の適正性については、コンサルティング業者にも専

門的な見地から確認をしてもらって、この内容で適正だと

いうことで予定価格を算出しました。 

一般的には、入札者に対して、工数の見積もりを出して

もらうと、どうしても価格をコントロールされる可能性が

あるので余り好ましいことではないですが、今回のように、

非常にNTTデータが得意な分野についての開発についても、

NTTデータから見積りを取らざるを得なかったという状況

だったのでしょうか。 

御認識のとおりです。労災システムは、もともとNTTデー

タは現行のアプリケーション保守業者でもございますし、

これまで運用してきたという、どれぐらい経費が実際にか

かるのかというところのノウハウを持っているものですか

ら、全く無視して予定価格を出すというのは、かえって現

実的ではない数字になってしまう恐れがありますので、や

むを得ないところはあると思います。 

ずっと、労基システムはNTTデータが落としているという

のは事実なわけですけれども、説明会にはたくさんの会社

が来てくださったというお話でした。そこで、あえて入札

に踏み切らなかったというのは、例えば、ドキュメントが

不足しているとか、NTTデータ以外では、なかなか確保でき

ないリソースがあるとか、そういった排除要因は何かない

のでしょうか。 

説明会にいらしていただいたにもかかわらず、今回、応

札いただけなかった方々には、その理由を確認しておりま

す。１つ１つ申し上げますと、アルファテック株式会社は、

入札説明書を確認した結果、期日までに仕様書に記載され

た内容をこなすような能力やマンパワーがなかったという

ことをおっしゃっていました。ディアイスクエアは、開発

環境が必要な期日までに準備できないということでした。

日立製作所は、期日までに調達仕様書に記載された内容を

こなすだけの体制を整えることが難しいと判断したという

ことでした。日本電気株式会社は都合により辞退というこ

とで詳細は聞けませんでした。アイ・ビー・エム株式会社

は、提案書を期日までに仕上げられなかったためと聞いて

おります。まちまちですけれども、共通した内容だと、能

力やマンパワーが確保できないというものが原因としては

あるのかと考えております。 

入札経緯及び結果を見ると、今回は２カ月弱とってある

ので、特別短かったせいで排除されたとは思えませんし、

先ほどのコメントもありましたとおり、今、IT人材が非常

に枯渇しているため、他はちょっと難しかったと解釈でき

るかなと思います。その点では、不自然さはないのだなと

いうことを認識いたしました。 

別件なのですけれども、例えば、通し番号のページ数で

364ページなのですが、契約金額が入っていない再委託、

再々委託の紙が何枚か出てきています。これは余り見ない

ものなのですが、これはどのように考えたらいいのでしょ

う。 

金額が入っていないものに関しましては、再委託先から

の再々委託という形になりますので、再委託の契約の範囲

内で行うということで認識しております。 

特定個人情報等を扱うプログラム開発ということで、特

別その安全の確保というのが重要になると思うのです。こ

の中で、今回の落札者であるNTTデータは、他国の企業、中

国の企業などに委託して作らせるということが、この委託、

再委託などの申請からわかります。別に外国だから排除す

べきということは全然無いのですけれども、きちんと安全

な開発を履行できるような体制をとっているのかという点

は御確認をいただいたでしょうか。 

その点は、今回の委託の申請書を承認する際に、NTTデー

タから聞き取りを行っております。基本的にこの会社の人

材自体は外国の方ということになるわけですが、勤務地は

国内で、NTTデータのシステムエンジニアの方と同じような

場所でやるということです。プログラム自体を海外に持っ

て行って開発を行うというわけではないということですの

で、セキュリティーの保持というのは、あくまで同じ環境

でやられていると確認をしております。 

コメント的な感じなのですけれども、今回のような場合

ですと、開発から運用まで、例えばウイルスの感染といっ

た脅威ですとか、ほかに情報の漏えいですとか、あと一番

困るのは、恐らくはコードをつくるということでいうと、

悪意のあるコードを混入されてしまうということですね。

そういったことをどう監督するかが非常に重要になってく

るのではないかと思います。 

 今回は、聞き取り調査で、そういったリスクがかなり減

っているのだということを確認していただいたということ

はい。 



で、よろしいかなという気はするのですけれども、例えば

なのですが、通し番号の155ページ、調達仕様の中ですけれ

ども、この中に、情報セキュリティー要件というものがあ

るのですが、結構あっさりした記述で終わっています。 

 ほかの案件と大体バランスよく書かれているのだろうと

は思うのですけれども、こういう特定個人情報などを扱う

コードというのは、これから幾つも調達で出てくると思い

ますので、今後の労基行政システムの開発・運用全てにか

かわると思いますから、こうした機微な情報を扱うシステ

ム開発及び運用・保守については、セキュリティー要件に

ついて、もう少し具体化したものですとか、厳しくしたも

のというものを検討されたらどうかと思います。 

このマイナンバーに関係するシステム開発は各省庁でさ

れていると思うのですけれども、省庁ごとに業者の縄張り

みたいに縦に立っているような状況というのはないのでし

ょうか。 

厚労省はNTTデータ、どこかの省は日立というようなこと

はないのでしょうか。 

 

今の御質問に関しましては、実際、調達のほうが完了し

ているところが実はまだそれほど多くありません。 

労災の方は、現行のアプリケーション保守業者と同じ業

者が落札をしました。厚生労働省内でいうと、ハローワー

クシステムと年金のシステムが大きなシステムでございま

すが、年金システムのほうは、何段階かに開発が分かれて

おりまして、１段階目のほうは、現行の業者が落札したと

聞いております。ハローワークのほうは、今、公示中だっ

たかと思いますので、そちらはまだ決まっていません。 

 内閣官房のほうで、この番号制度の基幹になるシステム

で情報提供ネットワークシステムというのがございますけ

れども、そちらのほうは、先ほど少しお話ししましたけれ

ども、５者コンソーシアムという形で相乗りしてやるよう

な形になっていると聞いております。 

システムの規模が大きいからなのかもしれませんけれど

も、縄張りというよりは、協力してやろうとなっていると

認識しております。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：東京圏国家戦略特別区域における「雇用労働相談センター」設置事業一式 

資格種別  ：「役務の提供等」（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：株式会社ドリームインキュベータ 

予定価格  ：68,606,707円 

契約金額  ：28,004,400円 

落札率   ：40.8％ 

契約締結日 ：平成 27年 1月 19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、最も低い入札金額を提示した株式会社ドリーム

インキュベータが契約の相手方となった。落札率は40.8％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

119ページから低入札価格調査の結果報告書がございま

すけれども、まず、調査結果といたしまして、（１）のと

ころで主な理由が記されておりますが、まず、下から第４

パラグラフのところに、「本事業実施において必要となる

センター設置に係る弁護士の体制構築等の運営ノウハウを

既に有していることから、より効率的な事業の実施が図れ

る」というような理由が記されておりますけれども、これ

は具体的に何を意味しているのか説明していただいてよろ

しいでしょうか。 

まず、事業者の努力によりまして、弁護士の単価を我々が

予定していた実勢価格よりも安く設定して確保しています。 

 もう一点、既に福岡で構築しました弁護士を集める体制を

築くネットワークづくりにおいてノウハウがありまして、人

の確保ができるということについて確認しております。 

 



 例えば、弁護士との契約の中で、時間当たりの単価を非

常に下げてもらっているとか、それともほかに何か理由が

あるのか教えていただいていいですか。 

それで、121ページのほうに、ドリームインキュベータか

ら出された見積書がございますけれども、その中に、弁護

士の人件費と時間が記されておりますが、単純に少し電卓

を入れますと、弁護士がされる仕事の時間が約1,000時間あ

るのですね。 

 仮に、単価を何万円かにしますと、それだけで1,000万な

いし2,000万、3,000万はいってしまうぐらいの時間がある

ので、この見積書の正確性が期されていないのではないか

という印象を持っているのですが、いかがでしょうか。 

まず、我々が当初見込んでいた単価でございますけれども、

弁護士にはランクによって価格がありまして、安いものです

と１万いくらから、高くて８万ぐらいの方もいらっしゃいま

す。平均は中ほどということで、４万5,000円程度を見込んで

おります。 

この業者におきましては、３万程度の単価で見込んでいる

ということでございまして、ある程度努力によりまして、適

当な単価を選ばれて積算されていると。それで人数の確保も

担保されていると判断しております。 

また、窓口電話相談の弁護士人件費の単価なのですけれど

も、ここに関しましては、１時間１万2,000円でやっていただ

いております。仕様書で、弁護士を求めているのは、個別相

談と訪問相談のみになっておりまして、窓口電話相談におき

ましては、弁護士まで置いてくれというのは求めていなく、

社労士相当を置くということで、仕様書には書かせていただ

いております。 

58ページの企画書の中で、新聞広告を３回出すと言って

いますね。124ページの「当該契約の実施計画」の中で、セ

ミナーを１月、２月、３月、３回開くと。そのたびに新聞

広告を３回出すという計画書を出していますが、実際の見

積書には、新聞広告についての予算取りをされていないと

いうことと、セミナーは２回しか開催しないということに

なっていますので、若干矛盾があるのではないかと思いま

した。 

ただいまの御指摘の部分でございますけれども、見積書の

121ページの「セミナー」のところの「セミナー広告費」とい

うことで３回見込んでいます。内訳は入っておりませんが、

合計で103万2,000円の予算取りをしているということが確認

できております。 

 

この「セミナー広告費」というのが、新聞広告代という

意味ですか。 

そうです。 

セミナーは予算取りについては２回しかやっていないと

いうことですかね。 

はい。 

１つ１つの出費事項について、書かれていないというの

は、見積書としては余りよくないのではないかと思います

が、いかがですか。 

 

実際に３回やる計画で、実施も３回されているということ

でございますけれども、この見積りの書きぶりですと２回と

いう形で矛盾があるという点は御指摘のとおりだと思いま

す。 

ただ、この点につきましては、書類の誤植だと理解してお

りまして、実際の実行におきましては、仕様書で、あるいは

向こうから出された提案書どおりに実施されていると考えて

おります。 

では、こういった見積書につきましては、厳格に要求し

ていただきたいと思います。 

はい。 

ここに出てくる弁護士さんの名前を見ると、高名な方も

いらっしゃって、この方たちがこんな金額で本当にやるの

かなと不安も感じるので、それはきちんと確認していただ

くことにしてください。 

 

はい。この事業の中で、アンケート調査をとっておりまし

て、そのアンケートの中でも、ほぼ100％に近いぐらいの満足

度をいただいております。 

高名な先生はやはり単価が高いですので、セミナーでの講

師とか、たくさんの方を相手にしたものについて特化してや

っていただいております。 

（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４】 

審議案件名 ：ハローワークシステムにおける民間人材ビジネス及び地方自治体等向け求人情報オンライン提供機能 

に係る機器一式 

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、一者応札であるため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課  

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：2,009,704,934円 

契約金額  ：1,873,787,682円 

落札率   ：93.2％ 

契約締結日 ：平成27年2月27日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、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、93.2％である。 

意見・質問 回   答 

公告日は26年11月21日で、入札日が翌年の１月13日とい

うことになっておりますけれども、説明会はいつ行われた

のですか。 

入札説明会は、11月28日に実施しております。 

今回の入札は、総合評価で１者応札ということだったの

ですが、説明会には何者いらっしゃったのでしょうか。 

説明会には、４者出席していただいております。 

どういう業者がいらっしゃっているのですか。 東京センチュリー、富士通と富士通マーケティング、スリ

ーハンズという会社になっております。 

 

それで、今回の予定価格の作り方なのですけれども、こ

れは296ページを見ますと、値引きを43％にして、57％で機

器類の予算取りをしているというようになっているのです

が、この43％値引きというのは、誰の値引きなのでしょう

か。 

その次のページ、297 ページのほうに、調達する購入の価

格の規模感を踏まえて、割引率を設定しております。 

この予定価格を設定するときに、富士通からの見積書を

参考にされていらっしゃるのですか。 

こちらについては、見積りというのはとっておりませんで、

299ページにございますけれども、標準価格というものを聴取

して、こちらから先ほどの過去の実績を踏まえた割引率を設

定して算出しております。 

これは履行期間が１カ月ということで、非常に短い案件

ですけれども、大体どんな事業だったのですか。 

今回の調達ですけれども、経緯がございまして、まず最初

に、日本再興戦略という平成25年６月に閣議決定されたもの

ですけれども、その中で、平成26年度のできるだけ早期にハ

ローワークの保有する求人情報を民間人材ビジネス事業者や

地方自治体に提供することということが記載されました。 

 この対応は、現在の既存のハローワークシステムの機能や

構成をできるだけ活用することによって、26年９月に求人情

報の提供を実現することが可能となりました。 

 しかしながら、既存の機器、ハードウェアに相乗りさせる

ような形で、急いで暫定対応ということで作ったものですか

ら、安定所にある機器から回線を引っ張ってきて、使ってい

るようなシステムです。お使いになる民間人材ビジネス会社

や地方自治体の方からは、端末を用意するのが非常に高価で

あるとか、広域イーサネットのアクセス回線が必要というこ

とで、それを調達するのが大変ということで、費用負担が大

きいという指摘を受けまして、そのような制約をなくすため

に、この求人情報オンライン提供というものを提供するため

の専用のサーバーを設置することにいたしました。 

 そのためのハードウェアと、ハードウェアと不可分なソフ

トウェアの調達ということになります。 

 この調達に当たっては、世界最先端IT国家創造宣言という、

これも平成25年６月に閣議決定されているものなのですけれ

ども、運用経費削減の取り組みにおいて、撤去予定のサーバ

ー等機器を転用することにより、新規調達機器を最小限とし、

運用経費の増加抑制を図ることと言われておりまして、今回、

求人オンライン提供の専用のサーバーを調達するのですけれ



ども、一部については、既存の転用機器を使っております。

それは別調達で富士通株式会社に随意契約しています。 

 今回の対象となっております調達というのは、新規、転用

以外の部分で、賄えなかった部分として、補完するものとし

て、新規に調達する部分のハードウェアの調達ということに

なります。 

52ページにSLAが掲載されています。SLAというのは、サ

ービスのレベルについて合意しておくという書類ですが、

何かそのサービスレベルに達しなかったときには、このよ

うに対処する、あるいはこのようなペナルティーを払うと

いうもので、お金になることもあれば、行動になることも

あります。今回はそういったものがないように見えるので

すが、いかがでしょうか。 

このSLAのところ、ちょうど52ページの表７というのがあり

ますけれども、その達成度合いに応じて、支払いの割合とい

うものがありまして、各年度、達成しない場合には、減額を

してお支払いをするという仕様になってございます。 

SLAは正常範囲を示すという意味合いもあって、ユーザー

の側が何でもかんでも思ったとおりでないと嫌だと言わな

いという、そういう意味もあって、ベンダー側にも意義深

い書類なのですけれども、今回のこの支払割合の表７、こ

ちらはほかの調達でも同じような基準なのでしょうか。 

おおむねこういった割合だったと思います。 

余りペナルティーが大きくないなと思ったのですけれど

も。 

 

 

SLAを厳しくすれば、逆にそこを担保する形の費用として、

最初の金額が大きくなる可能性もあると思います。もともと

SLA自体が罰則的なSLAとレベルを高めるためのSLAというも

のがあると思うのですけれども、どちらかというと、本来的

にSLAというのは、罰則的というよりは悪いところをすぐにリ

カバリーしてもらって、品質を高めていってもらうというの

が目的でもあると聞いていますので、罰則を厳しくしてとい

うよりは、品質を良くしていくという方がSLAとしては大事な

のかと思います。 

わかりました。そういう意図であれば、特段問題だとつ

もりはないです。 

同じページなのですけれども、最後の項目で、資格停止、

指名停止、このあたりを載せてあるわけなのですけれども、

これは実効性があるのかなというのが思うところでありま

して、これは毎回書いていることだから書いているという

感じなのでしょうか。 

 あからさまに言ってしまえば、富士通が入札に来なくな

ったら困るわけですよね。そういうことを考えると、そも

そも指名停止処分というのをうたっても空脅しという感じ

はあるのですけれども。 

ここで明文化しておかないと、仮にそういう事態になった

ときに、全く何も発動できなくなるというのはあるかと思い

ます。 

資格停止処分自体は別にうたわなくても、行政処分です

からできるのではないですか。実際、SLAが定着したのはこ

こ数年ですよね。その前はSLAという言葉すら普及していな

かったですけれども、指名停止はなされていたわけで。 

 入札資格の停止とか本当にやるつもりあるのですかとい

うようなことを書いておいて、もう片方のペナルティーの

ところの表は結構甘めの数が並んでいるとなると、何かSLA

として、互いを律するという、規律を求めるという、そう

いうところがなくなってしまって、とりあえずこういうも

のを作ってあるがという書類に落ちてしまうのではないか

と思います。 

 SLA自体は機密のものという扱いは余りされていませんか

ら、いろいろなところの事例を調査して、よりよい関係構

築をできるようにしていただけるといいと思います。特に

今回、１者応札で、この分野は富士通が実際に多いので、

そういうものだからこそ、ユーザー側もベンダー側もお互

はい。 



いを律しているのですということが明らかになっていかな

いと、やはり説明責任としてどうかと思います。 

194ページに入札公告があります。「（４）参加表明締切」

というものが上から８行目にあります。 

 この「参加表明締切」というのは、ほかの調達では余り

見ないのですけれども、これは表明しないと、入札できな

いのであれば、実質の締め切りになってしまいますよね。 

だとすると、その説明会が11月28日で、この参加表明締

切りが12月５日ですから、ぴったり１週間しか検討期間が

ないことになって、ちょっとこれは厳し過ぎやしないか、

短すぎるのではないかと思うのですけれども。 

こちらは興味のある方をまずは参加表明していただいて、

その中で資料閲覧とかもしてもらうに当たっては、内部の情

報は一応セキュリティー的なものがあるので、そのあたりを

漏らさないというような制約をしてもらったりするためで

す。 

それは入札の前までに、資料を見たければ、見に来てい

いですよということでいいのではないですか。ほかの調達

もやっていますよね。その時に、ほかに漏らしてはいけま

せんという資料があれば、その都度そういう念書をとると

いうのではだめなのですか。 

この説明会の後、１週間以内に表明しないとならないと

いうことになると、今回、実際、１者応札になってしまっ

たわけですけれども、札を入れてくれるところを自ら狭め

ているようにも見えるのですが。 

ほかの案件で見たことがない項目だったので、目を引い

たのですけれども、今、すぐに何かお答えがということは

難しいようでしたら、少し、調査されて、次回以降の調達

に生かしていただければと思います。 

はい。 

297 ページの割引率なのですが、割り引く金額の率では

なくて、割り引いた後の払う金額の率、割合という意味で

すよね。 

はい。上から40％引き、41％引きと。割引というイメージ

というか、割り引くために、標準価格に掛けるパーセンテー

ジということになっています。 

これは、別に決められた行政用語とかではないですよね。 はい。これはそうですね。中でこうメモとして使っている

言葉だと思います。 

なるべく普通の日本語で、誤解なくつながるイメージの

言葉にされたほうが、後から勘違いすることもないと思い

ます。ガイドラインとか通達とかで決められている言葉以

外に関しては、普通の言葉のニュアンスにされるほうがい

いのではないかと思います。 

 はい。 

参加表明の関係なのですけれども、その前の入札説明会

に「出席申込期限」というものを入れていますよね。194

ページの（３）出席申込期限、11 月 27 日午後５時となっ

ていますが、この申し込みを怠ったら入札説明会にも出席

させない、参加表明締切を怠ったら、入札書もあるいは総

合評価のための書類の提出も受け付けない、そういうよう

なことをされていらっしゃるのですか。 

この出席申込期限につきましては、直近の入札におきまし

ては、この文言を落とすようにして実施しております。 

先ほども質問が出た参加表明締切りですけれども、参加

表明をしないまま、１月12日に総合評価のための書類の提

出をし、入札書を提出したらこれは扱いとしてどうなるの

ですか。 

今までそういう事例がなかったので、検討をしていません。 

 

締め切りと書いてあるから、締め切ってしまったらだめ

だなと思ってやめたかもしれませんよね。もし、そういう

機能を働かせているのだとしたら、やはりおかしいだろう

と思いますね。 

 だから、１週間でもって締め切っているのと同じですよ

ね。その総合評価のための書類を提出し、そこで決断させ

て締め切っているのと変わらないですよね。 

 事実上の入札参加の制限になっており、入札障害になっ

ていると思うので、これは改めなければおかしいのだろう

はい。 



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 ：被用者年金一元化に伴うシステム開発（総合テストフェーズ２）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 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：株式会社日立製作所 

予定価格  ：1,890,739,065円 

契約金額  ：1,890,739,065円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成27年3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 

この案件については、随意契約をされているということ

なのですが、その理由としまして、著作権があるからとい

うことでございますけれども、具体的にどのような著作権

があるのかというのを御説明願います。 

具体的なというと、著作者、著作者人格権とか、そういう

お話の内容でしょうか。それともどういった部分に著作権が

及んでいるのかということでしょうか。 

ソフトウェアについて、日立製作所しか使えないソフト

ウェアがあるわけですよね。その部分について、どのよう

な機能があるソフトウェアなのかを教えていただけます

か。 

具体的には、年金の法律に書いてある事項、これを全て業

務プログラムにしてございます。 

 それ以外については、かつてはアセンブラ言語を用いて開

発をしておりましたが、現在はコボルに切りかえていってお

りまして、全てほぼ９割方ぐらいは、コボルのプログラムに

なっています。 

 年金給付システムというのは、基盤自体も日立製作所のハ

イタックという、いわゆる業者独自で開発しているメーンフ

レーム型のコンピューターになっておりますので、そこに搭

載されているミドルウェア、いわゆる基盤になるようなソフ

トウェア、これらも全て日立の著作物になっております。そ

れをベースにしてプログラムを私どもの業務をやるため独

自に作っているのですけれども、それは日立さんに委託しま

して、昭和40年代からずっと積み上げてきているということ

があって、それに係る設計書類、あるいは実際組み上がって

いるソフトウェア、そういった知的財産というものがいまだ

に日立の方に帰属しているというような状況でございます。 

 ですので、ちょっと歴史がございまして、いわゆるロジッ

クというのですか、いろいろな論理があると思うのですけれ

ども、単純に言えば、１＋１＝２というような誰がつくって

も同じというようなルートではなく、いろいろなパターンの

中から日立がそれ用に一つの論理を組み立ててきていると

いうものの積み重ねででき上がっているものだと御理解い

ただければと思います。 

大規模システム開発案件で、その中に著作権が組み込ま

れている。著作権があると、どうしても随意契約になって

しまう。随意契約になると、競争性がないため価格が高止

まりになるリスクをどうしてもはらむ。そういう一連の流

れにならざるを得ないのですが、この流れが、いつかは断

ち切れるのですか。 

いわゆるそれが業務システムの最適化という、うちが抱え

ている問題になろうかと思います。 

 社会保険オンラインシステムと我々は総称で呼んでおりま

すけれども、高井戸には年金を支払うためのシステムがあり

ます。それから、被保険者の記録を管理しているものが三鷹

にございまして記録管理システムというものです。こちらは

NTTデータなのですが、これも昭和50年代から作ってきたも

のという歴史があります。 

 今、こういった情報システムの分野というのは、規格が随

分統一されて、非常に汎用性のあるコンピューターというの



が市場に出回っているので、そういったものをどんどん活用

していけば、調達価格も抑えられるしというようなことがあ

りまして、かつて、社会保険庁のときから業務システムの最

適化計画というものを立てております。 

 現在、まずはその先行として、三鷹にございます記録管理

のシステムをいわゆる競争性のあるものに転換していくと

いうことで、順々に調達が始まっております。 

 やはり、その著作権とかの問題があったのですけれども、

そういったものは全て入札に切りかえていっておりまして、

まずはそちらを先行するという計画です。 

 それが終了してから、次にこの年金給付システムのほうに

着手しようということで考えておりますが、実際にこれが競

争性のあるものにしていけるかどうかというのは、まだこれ

から検討を進めようという段階でございます。順々に段階を

追って取り組みはさせていただいているということで御理

解いただければと思います。 

随意契約の場合に、調達の効率性を担保するための１つ

の方法として、予定価格を厳格に設定するという方法があ

ると思うのですけれども、その予定価格調書を見ますと、

ほかに資料がいろいろおありになるのかもしれませんが、

余り厳格な予定価格調書にはなっていないように思うので

すが、その辺はいかがでしょうか。182ページ、183ページ

にございますけれども。 

この予定価格につきましては、見積書の精査という観点

で、予定価格を立てております。まず、業者に見積もりを出

してもらって、日本年金機構のシステム部門と、日本年金機

構のシステムの支援業者の両者で精査します。その上で、更

にシステムの専門家が入ったシステム開発委員会というも

のがございまして、そこは外部有識者であるとか、CIO補佐

官とかが入っているのですけれども、その委員会に諮って、

承認を受けたものを予定価格として採用しています。 

そうすると、このほかに膨大な予定価格の資料があると

いう理解でよろしいですか。 

はい。実際にそのシステム開発委員会に諮っている資料と

しましては、WBSといいまして、実際、この開発なり作業を

やるのに、一体どのぐらいの時間、人が必要なのかと、非常

に詳細な見積もりがございます。 

 実際に、１つ１つの作業について、日本年金機構や支援業

者がこの開発委託予定業者の日立と直接に交渉しながら、妥

当性検証というものを踏んで専門的な見地から見ていただ

いていますので、開発委員会にかけさせていただいている資

料というのは、もっと分厚いものになります。 

188ページなのですけれども、再委託に係る承認申請書が

あるのですが、その２ページ目なのですけれども、契約金

額が「御提示いたしかねます」となっていまして、余りこ

ういうものはほかで見ないのですけれども、これはルール

上認められるものなのでしょうか。 

これについては、基本的には、やはり金額を出していただ

くべきものなのですけれども、そこは業者の戦略上の問題も

ありまして、金額は開示できないということになっていま

す。 

 ただ、特定者の随意契約で、この１者としか契約をするこ

とができませんので、引き続き金額を出してくださいとお願

いはするのですけれども、現状、このような形で認めざるを

得ないということになっています。 

その国のルールと企業の戦略的な方策とを見たときに、

国のルールのほうが劣位にあるというのは違和感があるの

ですけれども、そういうものではないのでしょうか。 

入札の案件であれば、日立も金額を出してくるのですけれ

ども、随意契約については、現状、出してこない。 

それ自体は、予決令は会計法には特に抵触しないという

ことなのですね。 

法令には抵触はしないです。 

ユーザーというか、お金を払う側には、本来は開示して

いいのではないかと思うのですが。こういう委員会に出て

くるときに、金額を黒塗りにしてきたというのは分かるの

ですけれども。 

再委託の金額を開示させるようにしていくべきなのでは

ないかということでコメントいたします。 

 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６】 

審議案件名 ：平成26年度倫理審査委員会認定に係る補助業務 

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、一者応札であり、また、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ：医政局研究開発振興課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：66,684,686円 

契約金額  ：16,092,000円 

落札率   ：24.1％ 

契約締結日 ：平成 26年 12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、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 24.1％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

この事業については、具体的に、どういうことをやる事

業なのですか。倫理審査委員会の審査を三菱総研が行うの

ですか。 

質の高い審査ができる委員会かどうかを判断するもので

す。 

倫理審査委員会というもので、厚生労働省が認めたもの

があるということですか。 

いえ、主に医療機関です。臨床研究というのは、人を対象

とする医学系の研究ですので、高い道徳性とか倫理性が求め

られているため、臨床研究を行う場合には、各医療機関の中

に倫理審査委員会というものを設置していただくのが通常

です。そこで判断していただき、その研究にゴーサインを出

します。 

それは、厚生労働省が指針で示している要件を満たせば、

誰でも設置できます。報告を義務付けておりまして、だいた

い、日本に1,300ぐらいあるということは把握しています。 

 ただ、その審査の質に、かなりばらつきがあるようだとい

うことが分かってきましたので、質の高いところを認定しよ

うという事業です。 

今、「認定」をいう言葉をお使いになりましたけれども、

認定というのは、厚生労働省がその倫理審査委員会に対し

て、何らかの認定をするのですか。 

はい。質の高い倫理審査委員会である認定証を医政局長名

で発行します。 

各病院には必ずあるということですね。 ほぼあると思いますが、小さな病院であると、その地域の

大きな病院に外部委託をすることができます。 

そうすると、この倫理審査委員会の認定をするのは厚生

労働省で、情報を集めるのが三菱総研ということですか。 

はい。 

１回不調に終わったため、公共性のある組織という文言

を仕様書から外して、再度入札をしたら、三菱総研が応札

してくれたということのようですが、その間、約１カ月間

要しています。そのため、予定価格の積算について、４カ

月で積算していたものを３カ月に修正しなければならなか

ったにもかかわらず、そのままの予定価格で入札を行って

います。これはどうなのですか。 

そこまでは正直考えていなかったというのが正直なとこ

ろです。 

 

これは低入札になっているので、実質的な影響はなかっ

たということだと思いますが、その辺は少し注意していた

だければと思います。 

今後は気をつけたいと思います。 

入札の経緯及び結果を見ると、公告日が11月26日で、入

札日が12月11日です。これが短かったために１者になって

しまったという可能性はないでしょうか。 

問い合わせは７者ほどありました。実は当日の朝までもう

一者応札する気でいたのですが、当日の朝、やめますとおっ

しゃってきました。理由をお伺いすると、各倫理委員会から

の問い合わせに対応できるだけの人的なリソースが無いの

で辞退したいということでした。 

本件の仕様書ですが、これを読んだだけでは何をするの

かよく分からないというところがあるのかなと思います。

はい。倫理審査委員会というものがどういうものであっ

て、現状がどうなのかということが一般的には広まっていな



応札する側が、イメージが湧かないのではないかと感じま

した。そのあたりはどうでしょうか。 

 この業務内容は、要するに厚労省が認定するための事務

局みたいな、補助事務を受託するような、そんなイメージ

ですよね。 

いかと思いますので、確かに読んだだけでは分かりにくいと

いうことはおっしゃるとおりかもしれません。   三菱総

研に関しましては、内閣府で平成22年に倫理審査委員会の全

国調査の委託を受けたという実績がありましたので、比較的

なじみのある分野であったということもあり、応札していた

だけたのかと考えています。 

再度の入札の際に、公共性の高い機関であることという

要件を消したようですが、どんなところをイメージしてい

たのですか。どんなところが応募してくるだろうと。 

 最初は、病院機能評価機構であるとか、そういった財団、

あと日本医学会とかを想定していたのですが無理ですとい

うことを言われました。 

（分科会長の意見） 

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 ：平成26年度「厚生労働科学研究委託事業（中枢神経系に作用する物質の迅速検出方法の開発 

に関する研究）」 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、最も契約金額が大きいため  

発注部局名 ：医薬食品局監視指導・麻薬対策課 

契約相手方 ：独立行政法人国立精神・神経医療センター 

予定価格  ：150,000,000円 

契約金額  ：150,000,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 26年 12月 25日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ４者応募があり、企画書を評価した結果、最も高い評価であった独立行政法人国立精神・神

経センターと会計法第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 

実際にこの研究テーマは３カ月という短い期間の中で成

果物として出てくるようなものなのですか。 

ここは既にこの迅速検査法の実績がある程度ございまし

て、それをいかにして臨床的に応用していくかというところ

の、最後の一押しのところをやろうということで、今回の研

究テーマを決めていましたので、短い期間でもある程度実績

が出せるだろうということで、今回、採択をしました。実際、

今回の研究の中で、危険ドラッグの分析法のほかに、もう一

つ、どのように地域によって製品のばらつきがあるかという

調査もしてもらうようになっていまして、そこも十分成果を

上げていますので、短い期間でありましたけれども、そこは

我々が期待した成果というのは出ていると考えています。 

この１億5,000万の予算のとり方ですが、予定価格調書で

81ページに明細がございますが、これを説明していただき

たいと思います。特にこの消耗品費１億1,300万、これはど

ういうものなのでしょうか。 

今回の研究におきましては、研究現場でいろいろな試験を

するに当たって、薬品や消耗機材といった消耗品が必要にな

ります。 

今回の研究は、かなり広範囲のいろいろな研究機関でやっ

ています。と申しますのは、危険ドラッグにつきましては、

結構地域的な偏りというものがありため、メインは国立精

神・神経医療研究センターですが、国立医薬品食品衛生研究

所ほか、７つの都道府県の研究所でも研究しておりまして、

また、物質ごとにいろいろな試験をやって方法論をつくって

いくという形になるものですから、どうしても薬品だとか消

耗機材がたくさんそれぞれの研究所で必要になってしまうと

いうことで、その積み上がりがこういった数字になっている

というところです。 

そうすると、具体的にはどういったものでしょうか。消耗

品代というのは。 

具体的な名称までは分からないのですが、試薬の類です。

それから消耗機材ですと、例えば溶出試験器など、いろいろ

な分析機器があるのですが、その機器にセットするときに使

うような機材は使い捨てのものがありますので、結構費用が

かかるというところがあります。 



そうすると、この契約の場合はどうしても予定価格がマ

ックス、価格の効率性を担保する手段になりますけれども、

その辺はどのように考えていらっしゃいますか。１億5,000

万なのか、１億3,000万なのか、その辺をきちんと設定した

考え方とか、そういった経緯とかをお話ししていただけれ

ばと思います。 

基本的には、研究者の側からこれぐらいかかるというもの

を出してもらうのですが、それについても、来たものをその

まま受けつけるというわけではなく、評価委員会のほうで、

その価格の妥当性も含めて評価をしております。 

我々の立場からすると、なかなか出てきたものが本当にそ

れぐらいかかるのかどうなのかというのは、判断しづらいと

ころがございますので、その辺は評価委員会の先生のお知恵

を伺いながら、判断をしているところです。 

79ページの「委託先選定理由について」ですけれども、

総合評価落札方式を選択しなかったという理由のところ

が、ちょっと不明瞭というか、よくわからないと感じてい

ます。２の企画競争方式を適用する理由の第２パラグラフ

の３行目当たりからですが、総合評価落札方式で契約の相

手を選定した場合、一律に技術点と価格点の合計により選

定を行うこととするため、総合的に見て、課題解決のため

の効果的な提案を評価することが困難であると、これは具

体的にどういうことなのでしょうか。 

総合評価の場合、もちろん技術点も加味はされますが、価

格の要素である程度決まる部分があります。そうなった場合

に、こちらの求める仕様を詳細にして、安いから質が落ちる

ということのないようにしっかりとした仕様を作らないとい

けないということが必要になると思います。 

 ただ、一方で、行政の側でそういった細かい詳細な仕様を

作ることによって、逆に研究者が持っている自由な発想を縛

ることになってしまうというデメリットもあります。そこを

勘案して、価格点を加味する総合評価ではなく、企画競争と

いう純粋にその研究の中身で勝負できるような形がいいので

はないかという判断をいたしました。 

企画競争という随意契約でいくということであれば、予

定価格を厳格に設定して、予算の効率的な配分を考えると

いうことを留意していただきたいと思います。 

はい。 

１ページ目の調達概要書の６番なのですが、契約金額が

15,000万円で消費税等を除く金額を15,000万円と書かれて

いるのですけれども、これは消費税を計算しないでいいと

いうことでしょうか。 

本来であれば、委託費の場合は、費用をまず計算して、そ

れに８％を消費税として掛けるのが一般的ですが、今回の場

合、相手が独立行政法人で課税法人ではないため、税抜額と

契約金額が同額となっております。 

４者応募があったということですが、それはどこなので

すか。どこかに資料があるのですか。 

資料は今回添付していませんでした。ここ以外に応募して

きたところは、いずれも国立大学でした。採択しなかった３

つの課題ですが、１つは全く分野違いでリハビリテーション

の話のようなものを持ってこられたので、これは完全にだめ

でした。ほかの２者につきましては、実績が乏しいのではな

いかというところが１者、迅速な分析法ということを求めて

おりましたが、成果がその迅速な分析法というような形には

ならないのではないかというところ１者で、いずれも採択に

至らなかったものです。 

企画書を提出させ審査するという作業はしたのですか。 しております。事前評価委員会のほうで、複数の委員が審

査するという規定がございまして、実際に複数の委員が審査

をして、それを評価委員会で諮って了解をいただいています。 

74ページが事前評価書なのでしょうか。 74 ページは事前評価書の結果をまとめたものです。もちろ

んこれ以外にもあと３者あります。ここには添付はしなかっ

たのですが、４者並列したものもあります。 

評価委員 A、B とあってお名前も書いてありますが、これ

はこの方２人で審査するということですか。 

73 ページに、委員の一覧がございまして、この中からその

研究に該当する分野の専門家を複数選びまして、その先生に

まず評価をしていただき、その結果について委員会で了解を

いただくという形になっています。 

そうすると、４者については、この方２人が全部やると

いうことなのですか。 

そうです。 

事前評価委員会の一覧を見ると、国立精神・神経医療研

究センターの名誉院長が入っていらっしゃいますよね。 

はい。 

この方は、このセンターを対象として審査する場合には、

当然、公正さを疑われるので、御自分から一旦辞退される

ということなのでしょうか。 

そうです。 

（分科会長の意見）  



この案件については、特にありません。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法翻訳（和文英訳）業務 

資格種別  ：「役務の提供等（翻訳・通訳・速記）」（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社エム・ケイ・ワイ・アソシエイツ 

予定価格  ：1,595,991円 

契約金額   ：172,800円 

落札率   ：10.8％。 

契約締結日 ：平成27年１月21日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ６者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社エム・ケ

イ・ワイ・アソシエイツが契約の相手方となった。落札率は、10.8％である。 

意見・質問 回   答 

このエム・ケイ・ワイ・アソシエイツというのは、よく

翻訳業務で受注されている業者なのですか。 

本入札案件の２カ月前に開札が行われた案件で初めて入札

に参加した業者でして、それほど毎回のように翻訳業務の説

明会等に出席される業者ではありません。 

落札率が10％ですので、恐らく赤字で入札をされていると

思いますが、その辺の理由は把握されておりますか。 

直接は業者の方に聞いたわけではないので、確定的なこと

は申し上げられないのですが、この会社は法令翻訳を専門と

する業者でして、法令の翻訳に関して他社以上のノウハウの

蓄積があるのではと考えております。 

 また、先ほど申し上げたのですが、この会社は本入札案件

の２カ月前に開札が行われた案件で初めて厚生労働省の翻訳

業務の入札に参加した新規の企業でして、受注実績づくりの

ために安く入札額を見積もる等、特に大きな企業努力を行っ

た可能性もあります。 

納品は済んでいると思いますが、仕事としては特に問題

はなかったのでしょうか。 

内容に関しましては、麻薬、覚せい剤の取り締まりに関す

る法令でございますので、厚生労働省の麻薬取締業務をして

おります、地方厚生局麻薬取締部の国際情報課というところ

に内容確認を依頼したところ、特に問題はないという回答で

した。 

翻訳といっても、これは小説とかの翻訳ではなくて、法

令そのものの翻訳であるという認識でよろしいですよね。 

はい。 

いろいろな法文の英訳が、これまでに厚労省以外でもな

されているので、翻訳メモリと呼ばれているソフトウェア

を使って、かなり機械化した翻訳が可能です。このぐらい

の規模であれば、翻訳者が１人つけばできると考えられる

ので、このぐらいの金額なのかなという気はします。です

から、いわゆる戦略的安値というのとは違って、それでで

きると思ったから入れたのではないかと私は思いました。 

 これは本委員会の管轄するところではないかもしれませ

んが、厚労省がいろいろと和文英訳のようなものを調達す

ることが多いようであれば、こういう日本語の文章であれ

ば、こういう言い回しを英文ではするというのをデータベ

ース化して、それが翻訳メモリと呼ばれるものですが、渡

せるような状態にしておけば、簡単にそういった業務が間

違いなく進みますので、お互いクライアントたる厚労省側

も楽になるのではないかと思いました。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 この案件については、特にありません。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：食品製造におけるHACCPによる衛生管理の普及のための調査及び手引き作成事業 



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、一者応札であるため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：公益社団法人日本食品衛生協会 

予定価格  ：6,076,204円 

契約金額  ：4,104,000円 

落札率   ：67.5％ 

契約締結日 ：平成 26年 12 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、公益社団法人日本食品衛生協会が契約の相手

方となった。落札率は、93.2％である。 

意見・質問 回   答 

この案件についてはHACCPの手引書の作成ということな

のですけれども、総合評価落札方式であったにもかかわら

ず、１者しか応札をしていませんが、その辺の理由はどの

ように考えていらっしゃいますでしょうか。公告日が11月

13日、入札日が12月22日なので、十分な期間をとられてい

るようにも思いますが。 

該当する事業者は複数あると認識をしていたのですが、１

者しか来なかった理由というのは、こちらのほうではわかり

かねるところでございます 

説明会には何者いらっしゃったのですか。 入札説明会には１者です。 

説明会には、入札業者１者だったのですね。 はい。 

手引書作成なので、業務としてはそれほどの難易度はな

いようにも思うのですが、結果として１者であったという

ことです。過去にも同じような手引書の作成事業というも

のはやられていらっしゃいますか。 

はい。過去にも手引書の作成を行っておりまして、その際

は２者来ております。 

この日本食品衛生協会ですか。 はい。そこも含んで２者です。 

前回落札したのも、同じですか。 そうです。 

１者ですと、競争性が担保できないということで、落札

率は結果として67.5％なので、高い落札率ではなかったの

ですけれども、もう少し何らかの工夫をされて、入札に参

加される業者を少なくとも２者以上にしていただきたいと

は思っておりますが、何か方策はございますか。 

今、すぐの方策は思いつかないのですけれども、何かほか

の参考となり得るような事例があれば、それを踏まえて、今

後、検討していきたいと思います。 

７ページのところで、「10.その他」というのがあるので

すが、「受諾者」という文言が幾つか出るのですが、これ

は「受託者」の間違いではないのでしょうか。 

はい。受諾者と受託者が混在しています。受託者ですね。 

こういう文章は丁寧にチェックをお願いします。 はい。 

予定価格と契約金額に差がありますが、積算上、どこが

違いになったかとかは検証されましたでしょうか。もし、

まだということであれば、今後、やっていただければいい

のではないかと思います。 

 と申しますのは、HACCPは、今回は漬物、生菓子、焼き菓

子、豆腐、麺類に限ってやっていると思うのですが、ほか

の食べ物でもある可能性はあるわけです。なので、将来、

そういう別の食べ物、あるいは同じものかもしれませんが、

HACCPに関する調査とそれから手引書の作成などというの

は、十分あると思うので、そのときの調達で参考になるよ

う、今回、応札されたところの積算の内訳から、どのあた

りが特に乖離が大きかったのかという検証をされておいた

らいいと思いました。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：希少・難治性疾患登録データベース特定疾患登録システム改修業務 

資格種別  ：「役務の提供等」（Ａ、Ｂまたは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。  

契約相手方 ：富士テレコム株式会社 

予定価格  ：61,368,354円 

契約金額  ：14,834,361円 

落札率   ：24.2％ 

契約締結日 ：平成 26年 12 月 10日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ３者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社三菱総合

研究所が契約の相手方となった。落札率は24.1％で、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

341ページのところに、この最初の契約と２回目の契約で

の「変更契約理由書」というものがありますが、契約を変

更しなければいけなかった経緯について説明をお願いしま

す。 

このシステムですが、平成25年度に開発に着手しまして、

その25年度におきましては、医療費助成の対象になる難病の

56の疾病についてシステムプログラムを開発しました。その

後、26年度に難病の法律が新たに成立しまして、その法律に

基づいた医療費助成制度を開始するということが決まり、最

終的には医療費助成の対象は、300まで拡大することになって

いるのですが、まず110の疾病でスタートすることになりまし

た。25年度に56の疾病を対象にしたシステプログラムを開発

し、26年度に110の疾病に対応した改修を行うというのが今回

の調達の内容でした。 

 その仕様の変更が生じた理由ですが、56の疾病が110になる

ので、その追加した疾病のデータ項目をシステム上追加する

のですが、このデータ項目は病気ごとに定めており項目の作

成は厚生科学研究の研究班にお願いしていたところ、今回の

調達の業者が決まった後に研究班から提示されたデータ項目

が最初に56の疾患について作成した時から大幅に変更があっ

たということが一つです。 

 もう一つですが、このシステムでは患者の疾病のデータを

入力して、それを医療費助成の申請手続に使うものですけれ

ども、この患者の疾病のデータを入力した時に、医療費助成

の支給対象者となるかならないかという診断の機能をシステ

ムに組み込む予定でしたが、この診断の判断基準を研究班の

方で完成できなかったために、今回の調達でシステムプログ

ラムに反映することができない状況になりました。 

これらの理由から、当初予定していた仕様から変更を行うこ

とになりました。 

変更された仕様につきましては、システム開発の工数が

増えたのですか、減ったのですか。 

自動診断の部分につきましては、最初やることになってい

たものがやらなくなったということで、その部分は明らかに

減になったのですが、疾病のデータ項目数が大幅に増えたた

めに、その対応に係る作業が増えたことから、最終的に工数

としては若干増えたことになります。 

業者の方から見積書を出していただいたところ、当初の金

額の中でこの変更契約の内容ができるというお返事をいただ

きましたので、この内容で変更契約を締結させていただいた

ところでございます。 

今回の件については、契約を変更しなければならなくな

った原因が、どちらにあったのかという事実関係を明確に

して、変更契約の予定価格に反映させるのがベターなので

はと考えておりますので、御検討ください。 

 

低入札調査についてですが、業務にあたる方々の兼業状

態というのは確認されましたでしょうか。 

102ページの（２）ですが、７名体制で行い、開発チーム、

テストチーム、移行・教育チームと、チームの名称は変更が

あるのですが、５名の方が専任で担当するということで、体

制を確保しているということを確認しています。 



 また、業務の遅延があった場合は、速やかに補充できる体

制を整えているということを確認しておりまして、履行体制

に問題はないと判断しております。 

専任で担当するというのは、今回の７名の方々は、よそ

のプロジェクトと兼務しているということはないというこ

とですね。例えば、何人割り付けましたと言っても、ある

SEの人が厚労省のこのプロジェクトをやっているのである

が、同時並行で、他の省の別のプロジェクトもやっていて、

片方に、今、ミーティングに行ってしまっているから、こ

ちらは止まってしまったとなどとなって、どんどんプロジ

ェクトが遅れていって納品ができないとか、品質が下がる

というものが多いですね。なので、兼務するプロジェクト

があるかないかというのを、低入札調査では御注意いただ

くといいのではと思います。 

はい。こちらにつきましては、専任の５名で兼務していて

問題はございません 

専任５名ですか。７名のうちの５名で、残り２名は専任

ではないということですか。 

 

はい。残りの２名につきましては、プロジェクトの全体管

理者と設計開発テストの総括の担当者です。実働部隊の者は

専任で５名です。 

では、５名で足りるということで御判断したということ

ですね。もちろんこのチームは、並行して行う業務はない

ということですよね。 

はい。開発段階、テスト段階、移行業務段階によって、チ

ームの名称は変わるのですが、この５名が継続して見ていた

だくということを確認しています。 

 

それぞれのチームの存在時期は時期的に異なっていると

いうことですか。そうでない場合は、実質ダブルで仕事を

させることになるので、懸念があるのですが。 

はい。基本は一部移行段階での重複はあるかもしれないの

ですが、基本的には段階ごとにチームの看板が変わるという

ものです。 

変更契約をしたことについてですが、今回は受託者が安

くやってくれたのでよかったのですが、一般的には変更と

なると、大体不利な条件が突き付けられますので、今後は

綿密な計画をお願いしたいというコメントです。 

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。 

 

 

 

 １４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） 


