
平成２７年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２７年１０月９日（金） 厚生労働省専用第２１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４月１日～平成２７年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １１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 １１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 ：国立ハンセン病療養所におけるインフラシステムの運用保守業務一式 

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、落札率が低いため。 

発注部局名 ：医政局医療経営支援課 

契約相手方 ：グローバル・テクノロジー・デザイン株式会社 

予定価格  ： 20,973,751円 

契約金額  ： 9,787,392円 

落札率   ： 46.66％ 

契約締結日 ： 平成27年4月1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、株式会社グローバル・テクノロジー・デザイ

ン株式会社が契約の相手方となった。落札率は、46.66％である。 

意見・質問 回   答 

当初は説明会の実施が予定されていなかったとお聞きし

ているのですが、その辺はどういう経緯だったのでしょう

か。 

 インフラシステムの運用保守業務は、昨年もその前の年も

やっておりましたが、そこでは入札説明会は開催されており

ませんでした。やはり、広くこちらの行いたい業務の内容に

ついて詳しく説明する機会を持ってほしいという御指摘も

ありましたので、それを踏まえて、この調達のときから開催

いたしました。 

グローバル・テクノロジー・デザイン社は前回も契約し

ているということですが、前回の調達額は587万1,000円と

記載されております。今回、約3～4倍の約2,000万円で予定

価格が組まれており、かなり実績額と予定価格の開きがあ

るのですが、この辺はどういう考え方なのですか。 

予定価格を積算する上で必要となる工数の見積りを別途

コンサルティング業者にお願いしました。そのコンサルティ

ング業者と相談しながら、この作業であればどれぐらいの工

数が必要かという話を伺った上で、工数を頂いた後にその工

数に対して積算資料で公表されている一般的なSEの単価な

どを掛け合わせていったところ、今回の予定価格になったも

のです。 

恐らく、この予定価格というのは前年の調達のときか

ら、2,000 万という数字はそれほど変わっていないとい

う理解でよろしいですか。それとも、今回は下げている

のですか。 

この調達時においては、前年の調達内容よりも少し加わっ

た部分があります。今までハンセン病療養所においては、ポ

ータルサイトや掲示板の機能がなかったのですが、それを前

年度中に構築したため、その保守も合わせてやっていただく

ということで、予定価格もですが、実際の契約金額も少し高

めになっております。 

前回の調達内容から比べると、予算を高くしてもよろし 実際に行っていただく業務の内容としては、前年度よ



い状況だったということですか。 りも少し増えているということです。 

今回については、予定価格の約半分以下という入札価格

になってしまいましたが、この理由はどういうところにあ

ると分析されていますか。 

履行業者からもいろいろお話を伺いました。もちろん営業

努力はあるのですが、人員をなるべく絞る、使うソフトをな

るべく効率化して使っているなど、そういう経営努力をして

おり、昨年度も実際に業務をやっていただいている中で特段

トラブルもなかったものですから、契約上問題ないと判断い

たしました。 

50％以上も予定価格との間で開きがあり、予定価格の意

味があまり無くなってしまっているのではないかと感じて

しまうのですが、その辺はいかがですか。 

予定価格を積算する上で必要となる工数、それに対しての

単価というものは、ある程度客観性を持たなければならない

と思い、主観で決めるにはなかなか難しい部分もあり、そう

いう意味では、対外的に公表されている積算資料や外部の第

三者の方の御意見を踏まえた工数を、なるべくこちらとして

は参考にせざるを得ない部分があると思っております。一方

で御指摘のように差が開いているという現状もありますの

で、そこは来年度調達に向けて、どういう予定価格の積算の

在り方があるのか相談していきたいと思っております。 

確認なのですが、低入札価格調査はなさったということ

なのですか。 

落札した業者に対しては経営の安定性や契約の金額、

その妥当性などをヒアリングした上で、こちらとして総

合的に判断しました。 

低入札価格調査を行った調書が無いようなのですが、

どういうことですか。 

 

厚生労働省の取扱規程上、100分の60が低入札価格調査の

基準となる金額です。その金額を定めた上で、低入札価格調

査を行うタイミングも前もって設定しておかなければなら

なかったと思うのですが、今回に関しては、実際にいろいろ

と調べた中で履行されない恐れがないと判断はしましたが、

調書を作っていなかったということです。 

それは、全省的な理解なのでしょうか。今まで出てきた

調達案件で低入札価格調査を行って記録が残っていないと

いうのは少し考えられないです。部門間で差があっていい

問題なのでしょうか。事務局からでも結構ですが。 

低入札価格調査の場合は、そもそも入札公告の際に低

入札価格調査の適用になることを明記し、予定価格調書

でも低入札価格調査の適用対象となる金額を定めてお

き、決められて手続きとして行うものです。今の説明は、

その辺りの手続きを失念してしまったが、実行上は担当

者も心配だったので確認をしたということで、正式な手

続きではないが、担当としては実行上の確認はしたとい

う説明だったと思われます。 

そういうことでしょうか。 はい。こちらとしては実行上となりますが、低入札価格調

査の内容に準拠した形で調査しました。 

低入札価格調査に相当する調査をしたということなので

すが、積算根拠等や入札の内訳はどのように比較されまし

たか。 

入札金額については、本当に履行ができるのかということ

で、いろいろヒアリングをしました。積算の根拠の御説明も

頂いて、こちらとしては前年度の実績も踏まえて履行できる

と判断して契約いたしました。 

ヒアリングした上で安心できるということは現場の

感覚としてはあったのかもしれませんが、説明責任とし

て考えますと、今までどおり入札の内訳と積算根拠等を

比較して、どこの人月に違いがあるのかとか、何の機材

に違いがあるのかなどを確認しないと適切かどうかを

説明できないと思います。今後は適切に低入札価格調査

を行っていただき、書類の形でもきちんと残しておいて

いただきたいとお願いいたします。 

 次なのですが、サービスデスクの要件が記載されてい

ます。こちらは、いわゆるサポートを行う所でしょうが、

いわゆるサービスレベルアグリーメントのような契約

は特にしていないのでしょうか。 

サービスデスクの内容については、何か障害があったら対

応する窓口を設置するということを求めております。これは

全体の契約の中に含まれておりますので、全体の契約金額の

中にこういう対応の経費も含まれていると承知しておりま

す。 

例えば、問合せにどのぐらいのスピードで答えるのかで

すとか、あるいは運用が入っている場合には、その稼動率

を入れてサービスレベルアグリーメントを通常作るのです

サービスデスクの特記事項としては、問合せ実績について

はおおむね1か月当たり30件程度という26年度の実績を掲載

しております。問合せ内容についても、四半期の定例会でき



が、そういう契約をしないでおくと導入業者の側からすれ

ばどのぐらいが適正のサービスなのだということがはっき

りと厚生労働省側に伝わっていない不安もあると思います

し、厚生労働省側からすれば、このぐらいの所だったら正

常な範囲なのだということが分からないので、やはりどこ

まで業者に頼るといいますか、強く求めていいのかがはっ

きりしなくて運用中にトラブルが起きたときに責任のなす

り付け合いになってしまうと思うのですが、そういうこと

に対する対処はどうなさっているのですか。 

ちんと報告するということで、こちらとしては一定のチェッ

クをしております。もちろん、何かトラブルがあったら随時

対応するということになっておりますが、御指摘のように、

確かに責任の分解点を明確に定める必要があると考えてお

りますので、そこは参考とさせていただきたいと思っており

ます。 

特にサポートのような、物が付いてくるのではなくて、

人が何か仕事をするというのは何かトラブルが起きた後で

すと、決着点がなかなか見えずにトラブルが泥沼化しやす

いですので、ソフトウェアやサービスの世界では、だんだ

んとこういうものを契約するようになってきていますの

で、厚生労働省でもそのようにお願いしたいと思います。   

また、こちらには、契約金額の半額以上、あるいは核心

となる業務を再委託してはならないという文言がないので

すが、通常、厚生労働省内外に問わず公共調達では再委託

でそのように制限を掛けることが普通なのですが、今回、

特に書いていないのは何か理由があるのでしょうか。 

御指摘のように、一般的に再委託というのは非常に限られ

た条件の中でしかできないとこちらも承知しております。確

かに仕様書に記載がありませんので、そこも少し検討したい

と思っております。 

開札結果ですが、厚生労働省内の他の部局と異なるフォ

ーマットであり、例えば、落札率がここには書き込まれて

いなかったりしています。今回、落札率が書かれる欄がも

ともと無かったということが低入札価格調査を忘れるとい

うことにつながったりしたと思うので、こうした事務的な

書類も今後の点検の対象としていただきたいと思います。 

承知いたしました。 

低い落札率でも大丈夫だと思ったのは、例えば、工数が

少なかったのか、あるいは1工数当たりの単価が安かったの

か、機材の使用価格が少なかったのか、その点はどうだっ

たのでしょうか。 

こちらが見積もっていた予定価格の工数よりも少なかっ

たです。 

工数が少なくても大丈夫だという結論は、どこで出たの

でしょうか。 

前年度に契約をしている業者で、でほぼ同様の工数で

行えていたということでしたので、大丈夫ではないかと

判断いたしました。 

同様の工数で足りるということだと、そこは次の予定

価格に反映されないとおかしくはないのでしょうか。 

こちらとしては、なるべく客観的な資料を予定価格の積算

に用いたいと思ってはおりますが、御指摘いただいたとお

り、そういう実績も踏まえて予定価格の積算方法について検

討していきたいと考えております。 

（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２】 

審議案件名 ：障害者自立支援給付支払システム(自治体システム分)のインターフェイス改修等作業に関する業務委託 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約をしている案件中、公募を実施しているため  

発注部局名 ：社会・援護局障害保健福祉部 障害保健福祉部自立支援振興室 

契約相手方 ：平成26年度インターフェイス改修等作業入札参加グループ（代表者株式会社日立システムズ）  

予定価格  ：1,300,320,000円 

契約金額  ：1,299,816,558円 

落札率   ：99.96％ 

契約締結日 ：平成27年3月24日 

（調達の概要） 

公募を行ったところ、平成 26 年度インターフェイス改修等作業入札参加グループ（代表者株式会社日立システムズ）

のみ応募があったことから、随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 



契約解除通知がありますが、結局は契約解除という結末

になったのですか。 

経緯ですが、非常に短納期になったということで、私

どもの当初の契約の考え方としては、一定期間、動作保

証の期間を設けて、それで実際に自治体が導入して、バ

グですとか、あるいは同時並行で国保中央会のほうでシ

ステム改修をやっておりまして、これと、うまくフィッ

トしないとデータのやり取りができないものですから、

そこの部分については、アフターサービス的な位置付け

で一定の瑕疵担保期間を設けさせていただこうと。そう

いったアフターサービス分については、当初の納品のと

きにその分の価格を転嫁していただき、その分をお支払

しようと思っていたわけですが、そういうことで契約は

一旦、結ばせていただいたのですが、私ども内部の話に

なりますけれども、支出の段階でそれはいかがなものか

と。要するに、先に、未来に払うものを事前に渡すとい

うのは、支出の審査の関係上、非常に問題があるのでは

ないかということで、随分議論いたしまして、なかなか

そこは意見がかみ合わず、私どもとしても、そこは審査

される担当課室の御指示に従い、最終的には契約を解除

させていただいたということです。 

そうすると、保守・運用部分についてはお支払になら

ないという理解ですか。 

はい、そのとおりです。 

そうしますと、パッケージソフトを大量に地方自治体

のほうにお配りになったのですね。 

やっております。 

そうすると、契約解除の意味が、実際にソフトウェア開

発と、そのパッケージソフト化する作業というのは全て完

了して各市町村に配布されたということで、おおむね完了

して、今も稼働しているのですか。 

配布は私どものほうでやることにしておりまして、こ

れは様々なマニュアルなども用意しながらやらないと

いけませんので、まだ本格稼働までには至っておりませ

ん。ただ、納品はなされておりまして、そこの検証も終

わっております。 

契約解除に至ったのには、何か複雑な事情があったよう

な気がしているのですが、いかがですか。 

私どもとしては、契約もさせていただきましたので、当

然そういった瑕疵担保期間なり動作保証期間の分を事前に

価格に転嫁していただいて、請求があり、それについて支

出ができるものだと思っていましたけれども、そこは残念

ながら内部の話ではございますが見解の相違がございまし

て、できなかったということです。その後の事業者との調

整は大変難しい部分がございましたが、大きなトラブルに

はなっておりません。これは非常に国家プロジェクトとし

ても重要なことだということで、そこは事業者の方にも協

力的にその後のケアについても、今やっていただいている

という状況です。 

公示を2回されているのですが、その理由は何ですか。 当初の公示の案では、入札参加グループが応札する、落

札するというような記述がなかったため、結局、不調とい

うことになってしまったものですから、再度、公示をさせ

ていただいたということです。 

このソフトウェアについては基本的に他の会社が持って

いらっしゃるのをプラットホームとしてお使いになって、

今回、改良されたということだと思うのですが、1枚当たり

25万円で納品ということになるのですが、今後も新たな更

新が必要になる場合については、同じように1枚当たり20～

30万の価格で、他の会社のほうにお支払にならざるを得な

いということですか。 

これは事業者の話によりますと、軽微な改正について

は不要ですと言われております。ただ、非常に大きな法

律改正などが伴うものにつきましては、そこは相当大き

な改修が必要なので、そのときは、また別途、相談させ

てくださいということを聞いております。 

 

今回の手続についてですが、今回、非常に短い期間で大

規模の調達ということで、早く着手して欲しいというのが

あったのだと思うのですが、かつてであれば特命随契でや

ったかもしれない案件だったという認識で正しいでしょう

今回のシステム開発を受けることのできる事業者に

ついては非常に限定されていると思っております。公募

理由書の中にも書いてございますけれども、そのシステ

ムの改修をやる事業者の公益的な JAHISというグループ



か。 がございまして、そこで受けていただくのがベストだと

思っておりました。ただ、そうは言っても公正性という

か透明性の確保をするため官房会計課のほうからいろ

いろと御指導いただきまして、調達のルールに従ってき

ちんと公募をしてやろうということでございました。 

確認調書、検査調書がありましたが、これはどういう

ものですか。 

 

これは支払をさせていただくに当たり、納品の段階ま

での業務については、ちゃんとやっていただいていると

いうことで、それについての確認調書という整理です。

したがいまして、実績報告につきましても、当初の計画

とは変わっておりまして、動作保証の部分などについて

は除かれた実績報告という形になっているところです。 

そうすると、解除したということを前提として、解除さ

れて、その将来に執行する分を除いた履行された部分に限

定して確認調書を作成し、それから検査調書が作られたと

いうことになるのですか。 

そのとおりです。 

そうすると、どこまでやってどこまではやらないという

ような確認書か何か作られるのですか。 

特にそういったものは用意しておりませんけれども、実

績報告ということで、受託者から報告を受けておりますの

で、確認できると考えております。 

その工程確認と金額の割り振り、それからその査定み

たいなものは調書か何か作られるのですか。 

そういう具体的な調書については、特段、用意してござ

いませんけれども、そこは実際にどこまで払えるかという

ようなことについては、支出の審査部門と御相談させてい

ただきまして、その実態を踏まえて、ここまで払えるでし

ょうという御審査はやっていただいております。 

合意解除なので、どうやって精算するか、今後残され

たものはどうなるのか、そういうきちんとしたドキュメ

ントを作るべきだと思うのですけれども。 

 

なかなか前例もないということで、いろいろと正直申し

上げますと、悩みながらこういう形でいいのかということ

を相談しながらやらせてもらいまして、そこは将来に向か

ってトラブルが起きないように、受託事業者とも十分に協

議しながら、行ったところです。ただ、今、御指摘の点に

ついては、正にそのとおりだと思っておりますので、そう

いった今回の実績報告と当初計画が立てられた差分とでも

いうところを明らかにいたしまして、きちんと、こういっ

た中身でこの分がこのように支払われたのだということを

記録で整理するようにしたいと思います。 

事業者は瑕疵担保責任は負わないのですか。 要するに、一般にいわれる瑕疵担保責任は、今回の納

品におきましても、そこはございます。私どもが当初に

予定しておりました非常に予測困難なバグ等への対応

ですとか、あるいは国保中央会が現在、改修しているシ

ステムに更に合わせるためのアップデートといったも

のについては、契約解除した関係で、除かれております。

納品の段階で、それがきちんと動くことについての瑕疵

担保は、当然、残っていると捉えております。 

今までのことを伺っていて、何となく瑕疵担保責任を果

たしてもらうということと、サポートをするということと

が、何か混ざって解釈されているように聞こえます。瑕疵

担保責任は飽くまでも製品の品質が、もともと約束したも

のに達しないものについて直したり、あるいは保証する金

額を払うというものですから、製品のサポートですとかア

ップデートとかは瑕疵担保責任では求めることもできない

し、応じられないと思います。一方で逆に、どういうもの

であれ、きちんと動かないではないかというようなもので

あれば、それはサポート契約とは別で、瑕疵担保責任を負

っている者が履行すべき義務ですので、そこはきちんと切

り分けてください。 

また、今回の案件では瑕疵担保責任の条項が契約書にそ

 



もそも書いていないですから、それもちょっと例外的です

ので、今後はその辺りも注意して手堅い契約書作りをお願

いしたいと思います。 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査及びＤＰＣ制度の在り方に係る検証等の補助業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：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、最も契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：保険局医療課 

契約相手方 ：株式会社健康保険医療情報総合研究所 

予定価格  ：1,489,546,927円 

契約金額  ：1,100,736,000円 

落札率   ：74％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ１者応札となり、株式会社健康保険医療情報総合研究所が契約の相

手方となった。落札率は74％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で、結局1者のみの応札ということにな

ったのですが、説明会には何者ぐらい参加していたのです

か。 

入札説明書は6者取りに来ていたのですが、実際に説明会

に来たのはこの業者のみでした。 

健康保険医療総合研究所というのは、今回だけではなく、

何年か前から継続してサービスを提供していると伺ってい

るのですが、何年ぐらい前からこのサービスを提供してい

るのですか。 

この制度が始まったのが平成15年ですが、当初からこの業

者が落札しています。 

資料を見る限り、健康保険医療情報総合研究所の見積書

に基づいて、予定価格を設定していると読み取れるのです

が、この研究所は15億1,500万円で見積りしています。厚生

労働省の予定価格は14億8,900万円ということで、大体同じ

ぐらいの予定価格を設定しています。その辺はいかがです

か。 

ずっと同じ業務をやっていただいているので、一番信頼で

きるという点で、この会社から見積りを取っています。その

上で、見積りの中から、我々が今年度やろうとしている業務

を考慮して、これは不要だから削除しようと削ったり、年々

病院数が増えておりますので、実際のデータ収集の人員がも

う少し必要ではないかと増やしたりをしています。実際にこ

の見積りを基にしているのは事実ですが、我々の方で今年度、

次の年度でやろうとしている業務を考えつつ金額を設定して

いるということです。 

入札価格については、平成15年からどのような金額の推

移になっていますか。 

平成21年度からの情報が手元にありますが、大体年間5億程

度で推移しています。実際、病院数は増えているのですが、

ノウハウがたまってきているので、その点でいろいろな収集

や分析に必要なデータベースといったところの効率化を図る

ことができ、金額を上げずにやってきていられると聞いてお

ります。 

今回11億ですが、これまで5億だったのですか。 以前は1年契約でやっておりました。平成23年度までが1

年契約でやっておりまして、平成24年度、平成25年度か

ら2か年でやっております。 

そうすると、大体同じぐらいということですね。 そのとおりです。 

予定価格については、今回随分大きい金額ですが、前回

の執行額は今回の入札額とほぼ同じです。これを参考にさ

れると、今回の予定価格は少し高過ぎたかと思うのですが、

そういう点は検討したのでしょうか。 

病院数が増えていることと、改定を挟むとどの程度工数が

かさむかで、我々としても分からないところがあります。確

実に仕事が増えている中で、前回と全く同じ水準で考えるの

は危険という考えはありました。 

確認ですが、内訳が出てくるのですが、ページの一番上

にA、B、C、D、Eとありますが、これは何ですか。 

これは作業員の単価になっております。落札した業者の

作業員 A～E の単価です。 

 



どこかにそういうことの記録を残したほうが良いと

思います。私が見たところでは、内訳の所に、例えばこ

れがプログラマーで、これがマネージャーでという説明

がないので、皆さんが人事異動された後に、担当される

方が、これは何だろうということになりますので、これ

は何の単価なのかということも一緒に記載をお願いし

ます。 

承知いたしました。ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

昨年度は応札者が 2 者でしたので、もう 1 者からも見積

りは取った方が良かったのではないかと思います。もう 1

者からも見積りを取っていれば、もしかしたら応札してい

たかもしれません。 

 

【審議案件４】 

審議案件名 ：平成27年度医療費情報総合管理分析システムの機能改修 

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ため。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：日本システムウェア株式会社 

予定価格  ：65,549,088円 

契約金額  ：30,240,000円 

落札率   ：46.13％ 

契約締結日 ：平成27年4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、２者応札があり、最も低い入札価格を提示した日本システムウ

ェア株式会社が契約の相手方となった。落札率は、46.13％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

予定価格及び入札価格とも1億円以下の案件ですが、履行

期間が1年になっています。少し長いような印象があるので

すがいかがですか。 

調達内容ですが、各調査課システム医療費情報総合管理分

析システムという中に、幾つかサブシステムがあります。そ

のサブシステムごとに改修を行うため、それぞれ納期をずら

していますので、全体的には1年掛かっています。 

低入札価格調査の調書で「システム機能の改修のほかに

通年の保守サポートも含んでいることが仕様に含まれてい

るが、理解しているか」というところで、「はい、理解し

ております」となっておりますが、これはどういう意味で

すか。 

改修の後に、ホームページにツールを載せております。そ

れを保険局調査課で行っている統計調査の報告者がホームペ

ージからダウンロードして、調査課に提出するという調査事

業があります。その中で、ダウンロードしたシステムのツー

ルが少しおかしいとか、どういうふうにやったらいいのかと

いう問合せを、いわゆる保守と考えております。それについ

て、対応が可能かと確認したところ、対応可能との回答が得

られたというものです。 

工数が変わる可能性があると書いてありますが、これ

は仕様書には書いてあるのですか。 

調達仕様書の別添として、作業内容の具体的な内容を記

載しております。1 つのサブシステムの中で、データ削除

やデータ抽出の依頼があると書いてあります。その回数は

何回生ずるか分からないということで、工数が変わるとい

う形で記載しています。 

1つ確認ですが、「サポートを含む」のサポートの具体的

な業務というのはどういうものがあるのですか。 

具体的な問合せ者というのが、地方公共団体だったり、健

康保険組合だったり、いわゆる医療保険の保険者であるわけ

ですが、そういった方々からどのようにインストールしたら

いいかとか、インストールの方法を手順書どおりにやってみ

たが起動しないとか、報告ができないとかいう問合せを調査

課の方で受けて、それを改修業者に伝えて原因を確認しても

らうというサポート体制をお願いしています。 

駆けつけ対応というか、何か困っている所に行っても

らうとか、あるいは本省に来てもらうといったものとは

違うわけですか。 

場合によっては、本省に来てもらうことはあるかもしれ

ませんが、基本的にはこちら側からメールや電話でやり取

りする形です。問合せのもとに行くことは、まずあり得ま

せん。 



それでは、SLAを結ぶほどのことではないということです

ね。分かりました。今回、低入札価格調査で積算根拠と入

札の内訳等を比較できたわけですが、特に、最初の開発の

フェーズの所で人月が少ない内訳が応札者側から出てきて

います。一般的にはシステムの開発や改修となると、その

設計の部分が一番手間を掛けるべきということで、そこを

いい加減にすると、その後失敗しやすいというのはいつも

言われることです。そういう点では、初期フェーズが軽い

というのは少し不安を感じます。実際の履行状況はどうで

しょうか。 

履行状況については、こちらに来てもらってWBS等で進捗状

況なり、毎週報告してもらっています。密接にコミュニケー

ションを取って、問題のないように対応していっているとい

う認識です。 

（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 ：1XYから児童相談所全国共通ダイヤルへ接続するためのシステム開発等一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えることから、再委託の妥当性について、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 ：株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

予定価格  ：6,402,945円 

契約金額  ：5,702,400円 

落札率   ：89.1％ 

契約締結日 ：平成27年3月12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、再委託で事業をされているのです

が、株式会社エネルギア・コミュニケーションズとの取引

の役割を説明していただいてよろしいですか。 

役割は、今回 189 という番号に変えたのですが、この

契約については、ドコモ、ソフトバンク、au などの各社

と契約を結んでおりますが、そのうちの 1 つとして、エ

ネルギア・コミュニケーションズと事業者としての契約

を結んでいるということです。 

エネルギア・コミュニケーションズというのは、地域の

通信事業者ということですか。 

そのとおりです。 

そうしますと、NECに再委託をしていますが、これは極端

な言い方ですが、NECと直接に契約するということは可能で

すか、できないのですか。 

NECは通信事業者ではないので、その契約は難しいです。 

この通信設備の保有者はNTTですか。 NTTコミュニケーションズが保有しております。 

実際の通信事業者についてはエネルギア・コミュニケー

ションズがしているということですか。そうすると、エネ

ルギア・コミュニケーションズと契約をして、作ったNEC

が作業をやるという理解ですか。 

そのとおりです。 

随意契約理由書についてですが、今回の契約受託者は、

あくまでもエネルギア・コミュニケーションズですから、

随意契約理由書は、そこと契約しなければならない理由を

書いていただきたいと思います。随意契約理由書には、エ

ネルギアの名前が1か所も事実上出てきませんし、これでは

随意契約の理由としては不足しているというわけです。次

回以降は、随意契約の理由書に関しては、なぜその受託者

でなければいけなかったのかというところを記載するよう

お願いします 

分かりました。 

（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６】 

審議案件名 ：平成27年度地域若者サポートステーション事業 



資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、全国で事業を展開し、全体の規模で契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：職業能力開発局キャリア形成支援課 

契約相手方 ：株式会社K2インターナショナルジャパン 

予定価格  ：42,380,000円 

契約金額  ：42,379,999円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

企画競争を実施し全国から評価点の高い複数の業者を選定した。その中の一者として株式会社 K2インターナショナルジ

ャパンと会計法第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 

今回の事業は随意契約で調達されているのですが、予定

価格の調書の根拠はどのようになっていますか。 

予定価格に関しては別表 1～4 という形になっています。

別表 1に関しては、Sランクから E ランクということで事業

費を分けていますが、これは主に昨年度の進路決定実績、サ

ポステを利用していただいて、就職等に結びついた方の数に

よって、事業費をランク分けしています。具体的には別表 1

の等級は Aランクになるのですが、昨年度、A ランクの条件

が 200以上ということで、K2 インターナショナルさんは 217

の実績を挙げていますので、この規模の事業規模が適正だと

いうところで応募していただいているところです。 

実際の予定金額は約4,200万円ですが、具体的にどのよう

に算出したのですか。 

別表 1～4 を全て足し上げた数になります。具体的に申

し上げますと、別表 1 が A ランクで 2,150 万円。別表 2

の「チャレンジ体験支援」ですが、こちらは全国 160 の

応募枠のうち、60 か所についてチャレンジ体験といっ

て、いわゆる職場体験なのですが、それにかかる費用を

上乗せします。こちらが 558 万円。 

 別表 3 ですが、これはチャレンジ体験支援の実施の上

限の箇所数というところで、160 のうち 60 しか選定しま

せん。そのうち K2 インターナショナルが選定されている

神奈川県は 2 か所となっており、神奈川県内の応募者の

中から、就職実績が高い上位 2 か所を選定しています。

あとプラスして上乗せするのが別表 4 ですが、これは集

中訓練プログラムといって、例えばサポステの利用者と

いうのは、なかなか生活習慣が整っていない、昼夜逆転

しているというのがありますので、合宿等を含んで集中

的に訓練をするということですが、1～6 か月によって金

額が変わっています。K2 インターナショナルは 6 か月の

訓練を 3 回応募されており、また、合宿期間ということ

で、右の方に 1 か月につき 40 万円とありますが、こちら

も加算します。これらの総額が予定価格となっています。 

恐らくこの事業については、毎年同じ事業者さんが繰り

返し実施する形態にならざるを得ないと思いますが、どう

ですか。 

そうです。毎年、多少入れ替わりはありますが、継続団体

が多いというのが実態です。ただ、こちらに関しては、やは

り事業の性質から、それだけノウハウがある所ということ

で、まずこちらに応募する条件として、地方自治体の推薦が

必要という形になっています。ですので、まず自治体のほう

で、コンペ形式みたいな形で推薦する方を選んでこちらに挙

げていただいて、その中から選ぶという形になっていますの

で、自治体の方でもしっかり選定をしていただいています。 

今回多くの事業者から、このK2インターナショナルが案

件として挙がってきたのは、たまたまなのでしょうか。そ

れとも、ほかと比べて問題が大きい部分があったからなの

でしょうか。 

契約金額が一番多いからかと。チャレンジ体験支援という

60か所しか実施しないもの上乗せ部分や、集中訓練プログラ

ム事業、合宿形式のものも積極的にやっていまして、ほかよ

り額が一番多かったのではないかなという認識です。 



それでは、特段ここに問題が報告されている案件ではな

く、また、ここが全事業者を代表しているわけでもないと

いうことですね。 

はい、そのとおりです。 

今回は企画競争で、質を評価したいということが書かれ

ているのは納得いくところではあるのですが、やはり費用

対効果も考えるべきかもしれません。 

既にこれは1回目ではない調達ですので、なるべく早く総

合評価など、より競争性の高い方式に移行できないか、検

討していただければと思います。 

 

参加しようとしてきた業者さんというのは、ほかにはど

うですか。 

こちらは全部で160か所募集しまして、170の応募がありま

した。 

その160事業者のうちの1者が、このK2インターナショナ

ルジャパンということですね。 

そうです。 

（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 ：ハローワークシステムに係るシステム部門支援業務一式(平成27年度以降) 

資格種別  ：役務の提供等(A又はB等級) 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、比較的契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：職業安定局労働市場センター業務室 

契約相手方 ：デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

予定価格  ：1,621,870,579円 

契約金額  ：1,512,000,000円 

落札率   ：93.2％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ２者応札があり、総合評価点の最も高いデロイトトーマツコンサ

ルティング合同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 

入札参加者は2者ということになっていますが、説明会に

は何名ぐらいいらっしゃったのでしょうか。 

入札説明会には5者来ています。 

この提案書を出すためですが、これはどんな調査研究を

すれば、提案書を提出できるのでしょうか。過去にハロー

ワークシステムの構築経験、あるいはコンサルティングの

経験がない企業というのは参加可能ですか。 

まず提案書の作成に必要になるインプットという意味で

は、仕様書と総合評価の基準については当然開示していまし

て、そこの評価項目に見合った提案を出すという意味では、

資料閲覧で情報提供を行っていますので、こちらを基に提案

書は作成可能だと認識しています。 

資料というのは、どういう資料ですか。 資料に閲覧資料の一覧が載っています。まずハローワーク

システムの内容が分かるように、設計書、過去の会議の議事

録、要件検討の経緯、システムのマニュアル類、過去のハロ

ーワークシステムの開発経緯、最適化計画、そこで作成した

業務フロー、データ体系、そういったものを情報として閲覧

に供しています。 

この資料を基に提案書の提出は全て可能、全てに開放さ

れているという理解でよろしいですか。 

そのとおりです。 

予定価格の積算方法ですが、複数者の見積りの平均値を

取られているということで資料に2者ありますが、このうち

1者は今回入札された事業者であるデロイトトーマツコン

サルティングという理解でいいですか。 

そのとおりです。 

もう1者ぐらい多く見積りを取るという可能性はないで

しょうか。 

実際のところ見積りは 3者から取っていたのですが、そこ

は工数が非常に多かったので、予定価格を作る上では除かせ

ていただいたという状況です。 

何かそれを除く合理的な理由があるのですか。 予算の上限があるのですが、非常に工数が多いもの

を平均に入れていくと収まらなくなってしまったとい



うことで、一度算定はしたのですが、最終的にはこの 2

者を採用したということです。 

予定価格調書の内訳の表があるのですが、それぞれの数

字が何を指しているのか、単位は何なのかというのが全く

書かれていないので説明をお願いします。 

一番左側の表は、工数の算定をしたものです。真ん中の表

は、必要となる人数について記載していまして、右側の表が、

1 人当たりの時間数です。 

それで、その右端の表は「計」という欄があるわけです

が、横の管理担当と管理担当補佐というのが5桁の数で、合

計欄は4桁の数で、大幅に減ってしまうのですが、これはど

ういうことなのでしょうか。 

エクセルの中の計算式を見ればすぐ分かるのですが、今は

分かりません。 

やはり次の方というか、次に似たような調達をする方で

すとか、あるいは何か関連した業務をする方が参考にする

とき、何の表だか分からない表になっているというのは絶

対に良くありませんし、担当者の方ですらすぐに思い出せ

ないというのは、やはり何か相当おかしいか、あるいは複

雑過ぎて難しいかだと思うので、きちんとこの表は何を表

したもので、どういう単位ですとか、この式はこのように

出していますというメモを下に付けるとかして、可読性を

高めていただければと思います。その辺りは説明責任とい

う点で重要かと思いますので、よろしくお願いします。 

はい、申し訳ありません。 

最後の審査調書ですが、前回の調達状況は無しとなって

いるのですが、ハローワークシステムというもの自体は随

分長い歴史を持っていますので、ぴったり同じものではな

くても、これに似たとか、あるいはこれの部分となるよう

なものがあれば、そういうものを参考に載せていただける

とよろしいかと思います。そうすれば見積りの妥当性とか

も検討可能になると思いますし、今後の調達にも役立つと

思われます。よろしくお願いします。 

はい。 

これは運用業者、保守事業者、もともとこれに参加

できない業者もいらっしゃるわけですよね。このシス

テムの開発業者であるとか。 

そうです。 

それは、どこに書いてあるのですか。 調達仕様書の 14 ページになりまして、左側の(6)という所

に、応札できない事業者というか、条件として 3つ提示して

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８】 

審議案件名 ：ジョブ・カード制度の活用を促進するための周知広報用ポータルサイトの開設及びジョブ・カード電子

化ソフトウェア等の開発・提供に係る業務 

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 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：301,876,316円 

契約金額   ：59,220,720円 

落札率   ：19.62％。 

契約締結日 ：平成27年4月16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、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、19.62％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

この調達については、低入札価格調査の対象になってお

り、落札率が19.62％です。予定価格が約3億円のところ、

契約価格が約6,000万円ということで、余りにも大きな開き

予定価格を作成するに当たっては、事前に複数の業者、2

者から見積書を取っています。その結果が3億円という数字な

ので、確かに結果を見れば大きな開きはありますが、準備を



があります。調達の内容を見ると、ポータルサイトの開設・

運営、それからソフトウェア開発、ジョブ・カード電子化

ソフトウェア、それからジョブ・カードデータベースソフ

トウェア、とその3つになるのですが、低入札価格調査で先

方が作成した価格内訳書があります。この金額でエヌ・テ

ィ・ティ・データは見積りを出していますが、これは根本

的に想定誤りというものはないのでしょうか。 

するときには可能な限り複数者からの見積りということで偏

った数字にはならないよう努めたところです。ただ、今後に

ついてはひとつ契約金額が固まりましたので、これを基に大

きな差がないように見積りと予算額、要求、予定価格の作成

をしていきたいと思っております。 

見積りはどちらの会社から取られたのですか エヌ・ティ・ティからは取っておらず、他の２者にお

願いしました。 

それが約3億円くらいの見積金額だったのですか。 直接3億円というわけではなかったのですが、2つの見積り

を合わせて、この数字にいたしました。 

予算の効率化から考えると、予定価格が非常にぶれてい

ると思いますが、これはどういう解決策がありますか。 

 

この件に関してであれば、ひとつ契約金額が固まった

ので、今後これほど大きくずれることはないと思ってお

ります。今回、運用が始まっていきますので、そのとき

に実際に掛かる経費などを基に、今後はもう少し正確な

数字を出していけるかと思っております。 

最初のソフトウェア開発の要件定義を厳密に行って、そ

れで事業に必要な予算を取っていくという基本的なところ

をきちんとやっていただければと思います。 

はい。 

今回、開札調書を見ると、4者中の3者が低入調査の対象

となる金額になっております。また技術点を見ると、下位2

者は非常に低い技術点となっているわけですが、これらか

ら要求している仕様がもしかすると伝わりづらかったので

はないかという心配がありますが、何か応札者側あるいは

説明会に来た業者からそういった声はなかったでしょう

か。 

特にありませんでした。 

富士通と東芝が出した見積りが予定価格に近いものとい

うことだったわけですが、そういう意味ではその2者と今回

の安く入札してきた3者というのは、全くその仕様の解釈が

違っているという可能性はないでしょうか。 

落札したエヌ・ティ・ティ・データと事業を今、進めてい

るところですが、お互いの認識について齟齬があるとは思っ

ておりません。落札しなかった他社についても仕様書は最低

限必要なものは全て満たしておりますし、大きなずれがあっ

たとは考えておりません。 

取りあえず履行に今のところ不安はないということです

ね。 

ありません。 

低入札価格調査の結果によると、機器の初期購入、そう

いったコストが掛からないということで安くなるというこ

とだったのですが、内訳を見ると機器と保険料を加えたと

しても、乖離というのは埋まらないような気がするのです。

この辺りはエヌ・ティ・ティ・データの言うとおり、ノウ

ハウでカバーできるものと考えていいのでしょうか。 

はい。今現在、事業が進んでいるところですが、エヌ・テ

ィ・ティ・データは事前にジョブ・カードについてよく理解

しておりますし、問題なく進めているところです。 

 

契約書についてですが、再委託の項目があります。厚労

省の場合、ほとんどの調達は契約金額の半分以上を第三者

に委託できない、あるいは根幹の部分を委託してはいけな

いという再委託の規定を付けることが普通ですが、今回の

案件ではその契約が入っておりません。これは何か理由が

あるのですか。 

根幹のところの再委託は本件でも認めておりません。です

が、今回ポータルサイトの開発と運用、ソフトウェアの開発

と運用も入ってきますので、内容としてはいろいろなことを

進めてきますので、その分、再委託はしたほうが効率的に進

められることも考えられるので、ある程度割合が高くなるの

もやむを得ないものとして、このような契約書にしておりま

す。 

それでは意図的にそういう半額以上を再委託してはいけ

ないというのを入れなかったということなのですか。 

割合については確かに入れておりませんが、事業の根幹部

分について再委託をしてはならないということは守っており

ます。 

今後はトラブルがないように、必要な部分は契約書に盛

り込むようにお願いします。 

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９】 



審議案件名 ：高校生に対する就職ガイダンス事業 

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、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ：職業安定局若年者雇用対策室 

契約相手方 ：学校法人大原学園 

予定価格  ：262,065,386円 

契約金額  ：155,520,000円 

落札率   ：59.3％ 

契約締結日 ：平成 27年 4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者応札となり、学校法人大原学園が契約の相手方となった。落

札率は、59.3％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

この事業は各高校など、そういう所での会場を借りて実

施しているのですか。 

高校でやる場合と、あとはどうしても場所を確保できな

い、あるいはたまに2つの高校を一緒にやるというのがあり

ますので、そういう場合は別の会場を借りて実施するという

ように２つのパターンがあります。 

高校の選定はどのようにされていらっしゃるのですか。 これについては都道府県労働局という我々の出先機

関が調査を掛けて、「今年受けますか」というような

ことを聞いて、その結果を受けて選定しています。 

今回は大原学園さんがテキストなどを作成されていると

いうことですか。 

例年、テキストはこの委託事業の中で作成して、それを毎

年リバイスする形で対応しております。前年度のものを渡し

て大原学園が必要な修正した上で、印刷を掛けているという

ことです。 

中身については基本的には厚生労働省で作成されている

ということですね。 

過去からずっとやっているものなので、もちろん我々もチ

ェックはいたしますし、もちろん大原学園もチェックします。

我々が全部作って渡すというよりも、去年から引き継いでい

るものを使っているということで、時点修正などを掛けてい

るということです。 

開札調書を見ると、低入札価格調査の対象になっており、

今回3者が入札を行っていますが、大体ほぼ似たような数字

で入札されておりまして、予定価格についてはそれより

40％ぐらい高い数字が出ています。その辺りの40％の差と

いうのはどのように分析しているのでしょうか。 

今回、低入札価格調査の過程で大原学園の金額の内訳と予

定価格調書を見比べて、大きな所は外部の会場借上げでした。

そこを多く積み過ぎているので、その辺がもう少し精査すべ

きところだったと認識しております。 

こういったセミナーの中で学校法人大原学園という名前

というのは一切伏せているのでしょうか。 

そのようなことはございません。どの事業を行うに

しても厚生労働省委託事業受託者大原学園と表明する

ことを禁止しているものではございません。 

今回、予定価格が非常に大きくなったのは先ほどの話で

すと、会場借上げの所を厚く積み過ぎていたということで

したが、逆にほかの点については最初にこちらで計算した

ものと出てきたものとは大体一致していると考えてよいの

でしょうか。 

ほかの部分も含めて照らし合わせたのですが、会場借上げ

で金額の開きがあったところがやはり一番大きく、この会場

借上げ部分を埋めれば、落札率 80％台にはなります。それ以

外についてもコーチの旅費、宿泊料も若干の開きはありまし

たので、そこも改めて精査すれば、80％から 90％ということ

は可能かとは思いますが、まずは会場借上げの部分が大きい

かなと思っております。 

前回の調達と比較すると今回は非常に金額が跳ね上がっ

ているように見えるので、前回の調達結果を参考にしなか

ったのかと思えますが、その点はいかがでしょうか。 

ご指摘のとおりです。本来そこで見直すべきところが多々

あったかと思うのですが、見直さないまま実施してしまいま

したので、その点も含めて予算の削減も掛けており、来年は

適切な落札率になるのではないかと思っております。来年し

っかりやりたいと思います。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：平成27年度若年技能者人材育成支援等事業 



資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、１者応募であり、最も契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：職業能力開発局能力評価課 

契約相手方 ：平成27年度技能者人材育成支援等事業共同企業体 

予定価格  ：3,371,369,745円 

契約金額  ：3,054,363,628円 

落札率   ：90.6％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

企画競争を行ったところ、１者応募となり企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、平成27年度技能者人材

育成支援等事業共同企業体と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

この中央職業能力開発協会というのは、どういう組織な

のでしょうか。 

職業能力開発促進法という法律に基づきまして、職業

訓練等を実施する団体です。 

法律に基づいた団体ということですね。 はい。 

今回、契約については、そこの中央職業能力開発協会と、

それから47都道府県と、合計で48を相手に契約をされてい

るという形ですね。 

はい。 

企画競争理由書を見ますと、まだ内容についてはそれほ

ど確立されていないというような内容が書いてあります。

最後のパラグラフに「25 年度の創設以来、実績やその

評価についてまだ十分に行えるだけの蓄積がなく、どの

ような取組をどのような規模で実施するのかといった

価格に関連する画一的仕様を作成する段階に至ってい

ない」と述べているのですが、全国で 30 億円規模の非

常に多額な予算を取られているので、それは、この文章

とちょっと矛盾するように思います。どの程度、事業と

して骨子が固まっているのでしょうか。 

 

この事業ですが、取組として大きく2つに分かれておりま

す。まず1つが、ものづくりマイスター事業と呼ばれるもので

して、これは、一流の熟練技能者による職業訓練を実施する

事業です。それと一体となって進める事業がもう1つありまし

て、それが、技能振興の事業です。技能振興の事業は、この

理由に記載していますとおり、今現在国が行っている技能振

興施策とはまた別の、地域のニーズに合った、より効果的な

技能振興施策がこの事業の中で生まれてくるのではないかと

いうことを期待しております。この事業を調達する際、総合

評価落札方式で調達しようとする場合には、どの地域で、ど

ういった規模で、どういった内容のものをやるということを

仕様に落とさないと調達には耐えられないのではないかと考

えておりまして、企画競争方式で実施したところです。 

47 都道府県それぞれの特徴が存在するという意味です

か。 

はい。 

47都道府県それぞれの地場産業であるとか特色をいかし

てということなのだと思うのですが、そうであれば、都道

府県別とまでは言わないまでも、エリア別で調達すると、

もう少しいろいろなところが企画を出してくれるというこ

とはないのでしょうか。 

この事業は、全国 1つの業者を調達するという方式で 27 年

度に調達しました。平成 25 年度、26 年度は、各都道府県ご

とで調達を行ったところです。そういった経緯もあって、平

成 27年度に全国 1 つで調達する際には、25年度、26 年度は

各都道府県で事業実施ということになっていたのですが、地

域限定を特にせず、全国で幅広くやってくださいということ

なので、エリアでこういったイベントをやるなどというのを、

27 年度は提案していただこうと考えておりました。 

つまり、今回、全国一括で調達されたということですよ

ね。 

はい。 

今回応札してくれたところ以外は応札がない、という

前提があるのでしょうか。 

幅広い団体に競争に参加していただこうと考えまし

て、平成 26 年度までは、これは事業主団体に限って調達

をしていたのですが、その制限を取りました。さらに、

事業内容が幅広いものですから、1 者だけで行うのは厳し

いかもしれないということで、ジョイントベンチャー方

式も認めたと。平成 27 年度の調達に当たっては、なるべ

く幅広く競争に参加していただけるように取組を行った

ところです。 

例えば北海道・東北エリア、関東エリアなどと分ければ、

もっとたくさん入札があったのかなと想像するのですが、

この事業は、先ほど説明しましたように 2 つの事業か

らなっています。その地域の技能振興については、その



そういう可能性はないでしょうか。 地域ごとのバリエーションといいますか、その地域のニ

ーズを一番よく知る事業者が、そのニーズに即した今ま

でなかったような企画を出してくれるだろうという、地

域の独自性、企画力のようなものを引き出したいという

一面があります。もう 1 つ、ものづくりマイスターと言

っている部分ですが、端的に言いますと、非常に優れた

技能者であって、豊富な経験を持っていて、後進の指導

に一肌も二肌も脱ごうという意識を持った方に登録をし

ていただきまして、企業、高等学校といった所からの要

請を受けて、内容を教えられるマイスターで時間などの

都合がつく方をマッチングして行っていただく、あるい

は、それに必要な材料の手配ですとか、教材の手配など

も、いろいろコーディネートをするというのが、この事

業者にやっていただく仕事なのですが、こちらは我々の

当時の考え方では、例えば労働者派遣事業のようなビジ

ネスモデルを回していたノウハウを持っている所であれ

ば、十分参加する力というのはあるだろうというもので

した。また、いわゆる人材ビジネスに携わっている所で

あれば、地域における技能振興についても一定のノウハ

ウを持っているのではないかと考えました。 

 更にものづくりマイスターの部分に関して言いますと、

こちらは、その地域ごとの独自性というよりも、もう少

し広がりを持った形で、広域的なマッチングができる、

それも政治的にできる力を持っている必要があるだろう

と。そういう意味では、もう 1 つの地域における技能振

興とは違うビジネスノウハウを持った所でなければいけ

ないだろうということで、全国 1 社体制で全国政治的に

ものづくりマイスターを回してもらいたいが、地域にお

ける特性をいかした取組というものを引き出せるように

するにはどうしたらいいかということで、1 社体制でやっ

てくれる所があれば、それに越したことはありませんが、

全国的規模で労働者派遣をしている企業というのは複数

ございますので、そこのところは十分、複数者の入札と

いうのはあるのではないかと。それから、地域における

独自性を引き出すというところでいくと、JV 方式を認め

ることによって、全国 1 社だから画一的な地域における

技能振興しかできない、ということにはならないのでは

ないかということで、今回こういう制度を導入したと。

導入に至るまでは、そういう議論をしていたというとこ

ろです。 

2 つの違った事業が 1 つの事業になっているというと

ころが、この調達の難しい点なのかなと理解いたしまし

た。もしも来年度以降、いろいろ改善できる余地があり

ましたら、2 つの事業を分けて調達し、例えばものづく

りマイスターのほうは全国一括であっても、そうでない

方はエリアを分けるとかにより、更に競争性が高まると

か、複数の企画が集まることにより、より良い企画が集

まるように検討していただければと思います。 

 

 契約書を見ると、47 の協会と中央職業能力開発協会

との連名の契約になっているわけですね。中央職業能力

開発協会と各都道府県の職業能力開発協会とは、組織的

にはどういう関係にあるのですか。 

名前が似ているだけで、直接の関係はありません。人的な

関係、資本の関係、そういったものはありません。ただ、中

央職業能力開発協会の会員については、各都道府県協会の代

表者がそれぞれ会員になるという規程になっておりますの

で、その関係だけです。 

中央職業能力開発協会の会員が、各都道府県の会員では 各都道府県協会の代表者が、中央協会の会員になっていま



ないのですか。 す。 

その代表者が会員なのですか。それとも、各都道府県の

職業能力開発協会が会員なのですか。 

代表が会員です。会長や副会長がなっております。 

そういう代表者でなければ、この中央職業能力開発協会

の会員にはなれないのですか。 

いいえ。会員は、一般企業や事業主団体もなっていますが、

各都道府県協会は必ず中央協会の会員になるということにな

っています。 

この契約を見ると、中央職業能力開発協会が引っ張って

きたものを、そのまま各都道府県の開発協会のほうにお金

を流しているような感じに見えるのです。これは、従前か

らもこういう契約なのですか。 

平成 27年度から、このようになっております。 

それ以前の26年、25年も、やはり中央職業能力開発協会

が取っていたけれども、実際にやっていたのは各都道府県

の職業能力開発協会ということではないですか。 

平成 26 年度は、厚生労働省と 48 の各団体と直接個別

に契約をしておりました。 

 

中央職業能力開発協会を、平成 27 年度は一旦そこで

代表に入れていると。 

そうです。 

中央職業能力開発協会が、平成26年の47の団体に加わっ

て代表になってやってきたという形になるわけですか。26

年度は、中央職業能力開発協会は契約者の一員にはなって

いなかった。 

いいえ。中央職業能力開発協会も受託者の 1人でした。 

それでは、26年度も48の団体で実施していて、今回は、

その１者が代表になったということなのですか。 

はい。 

「応札要件」に(9)「事業共同組合での入札について」と

ありますが、今回は、事業共同組合と考えられているので

しょうか。 

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１１】 

審議案件名 ：平成２７年度離職者等再就職訓練事業（単年度契約） 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、全国で事業を実施し、全体の規模で契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：職業能力開発局 

契約相手方 ：大阪府  

予定価格  ：712,687,063円 

契約金額  ：712,687,063円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 27年 4月 1日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項の規定に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

随意契約理由書ですが、「委託先として都道府県等しか

存在せず」とありますが、その理由が明確ではないと思う

のです。この法律でいきますと、国と都道府県が能力開発

に関する事業をするということなのですが、民間の事業者

に対して直接国が事業を行えないというのは、なぜですか。 

直接民間と契約をしないという点についてですが、多

くの職業訓練ニーズに対応するためには、数多くの訓練

コースを設定しなければなりません。それに当たりまし

て、1 つのコースを 1 つの民間企業に国から直接契約して

いては、今、全体のシェアとして 6,000 コースぐらい実

施しているのですが、それを全て契約しなければいけな

いという方式になってしまいます。そのために、各地域

の実情に応じてそのコースの内容を設定するように運営

している都合もありまして、都道府県に、その選定から

民間との契約事務について委託という形を取らせていた

だいていまして、それが、職業訓練の確保・提供義務を

果たすという役割をしているものですから、都道府県の

みを対象とするという形で実施しております。 

そういうことも理由書に入れていただければ、分かりや はい。 



すいかと思います。 

契約書が付いていて、再委託の第 12条があるのですが、

ほかの契約ですと半額以上を再委託してはいけないとか、

根幹的な部分を委託してはいけないということが書かれる

のですが、今回の場合は、都道府県が更に根幹的な部分を

委託する前提なので、そういう条文を入れなかったという

理解なのでしょうか。 

そのとおりです。この契約書の記載内容について、省の統

一様式を活用しているものですから、この再委託という条項

は記載しているのですが、実際のところ、民間教育訓練機関

との契約事務をまた他の機関に委託して実施させるというこ

とを、そもそも予定はしていないので、実行上は 1件も実績

はないのですが、条項上は記載しているというところです。 

厳格に言えば、都道府県が応札というか、受託して、

都道府県が民間の職業訓練業者に業務を再委託するこ

とになるのですね。そのため、ここでは、そういうもの

を禁じるわけにもいかないということですね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

 

 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） 


