
平成２７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２７年１２月１８日（金） 厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部 教授 

審議対象期間 原則として平成２７年７月１日～平成２７年９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 ：労働保険適用徴収システムに係る機能改修業務（滞納整理関連機能の改善等に係る改修） 

資格種別  ：役務の提供等で「情報処理」又は「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 ：アルファテックス株式会社 

予定価格  ： 96,735,600円 

契約金額  ： 42,984,000円 

落札率   ： 44.4％ 

契約締結日 ： 平成27年9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、２者応札があり、最も低い入札価格を提示したアルファテック

ス株式会社が契約の相手方となった。落札率は 44.4％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札調査を実施している案件ですが、開札調書を見ま

すと、２者の入札がありまして、どちらも予定価格よりも

大分乖離した入札価格を出してきています。その辺はどの

ように分析していますか。 

予定価格の積算に当たりましては、徴収システムの改修案

件、他の案件からAP保守、いわゆるアプリケーションを保守

している業者を含めて、今回こういう改修についてはどのよ

うな要件が必要か、どのように影響があるかということを調

べまして、それに基づきまして工数を把握し、その工数に基

づいて物価資料等のSEの単価を掛け、それについて支援業者

が入っておりますので、そこにも確認を求めて、予定価格を

算出しているところです。 

 それから、予定価格より大分低い金額で２者が応札してい

るという状況につきましては、通常、徴収システムのアプリ

ケーション保守をしているところは富士通でございますが、

アルファテックス社というソフト会社につきましては、昨年

から競争に参加しておりまして、昨年１回、このアルファテ

ックス社が落札して改修しているという状況もありまして、

この２者の競争性が今、徴収システムの改修においては働い

ているということで、当方としては考えています。 

工数等の把握ですけれども、この資料を見る限りにおい

ては、予定価格の方につきまして、工数で112人月と。アル

ファテックスが今回落札された低入札価格調査の見積もり

を見ますと43人月ぐらいで、人月でかなりの開きが出てし

アルファテックスは１回、昨年改修しておりますので、徴

収システムの検証環境、開発環境はそろっているということ

で、多分、アルファテックスの見積もりの中の人月について

は、その分を大分低くしているのではないかと思っていま



まったということも要因の一つにあると思うのですが、こ

の辺はどうですか。 

す。 

まだ契約期間が満了していませんけれども、今のところ

は特に問題なく作業が続いているということですか。 

スケジュールどおり進んでいると思っております。 

今回の場合は、入札者側が特段に安くしてきているとい

うよりも、やや積算のほうが高かったのではないでしょう

か。両者とも低入札価格調査額以下ということもあるので

すが、そのほかに大きな出精値引きをしているにもかかわ

らず、本件だけで黒字となるということが出ていますので、

少なくともその出精値引き分というのはオーバーだったの

かなと感じられます。 

前回の入札も低入札になっておりますので、積算の仕方

について、やや検討が必要なのではないかと思いました。

具体的には、予定価格内訳が、機能の追加・改修などの作

業についてあるわけなのですけれども、例えば各プロセス

についてどのぐらいの工数が必要になるのかといったとこ

ろからも、要するに違う切り口からも積算をしてみて、検

証をしてみるなどということも考えられるのではないかと

思います。特に今回は、要件定義、設計、実装、テスト、

トレーニングと結構長くかかるものになっておりますの

で、単に機能で分析するのではなくて、それぞれのフェー

ズごとでも確認をしていただくとすれば、少々客観的に見

直しができるのではないかと感じました。 

今のご指摘も確かでございます。ただ、当方も、工程管理

の支援業者も入っておりまして、ここでは単純に機能ごとの

積算をしておりますが、フェーズごとの積算もやっておりま

す。 

なお、今月初めに改札したものについては不落になってお

りまして、それで２回応札した結果、ようやく予定価格より

下回ったということもありますので、この予定価格の作り方

については、当方としては妥当なものだと思っています。不

落になる事案もあるということを補足で御説明させていた

だきます。 

（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 ：労働保険適用徴収システムに係る機能改修業務（延滞金関連機能の改善等に係る改修） 

資格種別  ：役務の提要等のうち「情報処理」又は「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こと、また、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  ：99,500,400円 

契約金額  ：23,976,000円 

落札率   ：24.1％ 

契約締結日 ：27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、２者応札があり、最も低い入札価格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 24.1％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

 今回は24％と非常に低い落札率であるのですが、これも

先ほどの事案と同じように、予定価格の工数と富士通が出

してきた見積もりの工数に約２倍の開きが出てきてしまっ

ておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

こちらの案件につきましては、AP 保守業者をやっている

富士通が落札したということで、先ほどのアルファテック

ス社の案件とは少し違うと思っております。いわゆるアプ

リケーション保守をやっておりますと、改修業者で違う業

者が来ると、やはりアプリケーション保守の役務もふえて

くるということがあって、この案件だけでは、富士通とし

ては、多分ほかに入ってこられないための、戦略的なとい

う言葉を使うとあれですけれども、社としての方針として

この金額を出してきているのだということで、とはいって

もアプリケーション保守業者が受注しているということ

で、性能は保たれると私どもは考えているという状況です。 

この案件につきましては、全くの第三者的な開発業者が

参入することは技術的に難しい案件なのですか。 

アルファテックスも、去年全く第三者的に入ってきてお

ります。調達しようとするところが開示資料を見て開発し

ていただければ、問題ないもの思っております。 



低入札価格調査の結果の中で、調査結果の（１）のとこ

ろで、ベースとしてはパフォーマンスに問題がないからい

いだろうというようなことで書いてありますが、若干申し

上げさせていただくと、余りに出精値引きを大手の企業が

してしまいますと、どうしても財務的な体力がない中小業

者は排除されてしまうという不公平感もあるので、それを

一体どう考えるかというのはなかなか難しい問題ではある

のですが、少し頭の片隅に置いていただきたいなと思って

おります。 

はい。 

今回の積算には、積算資料を御利用になっていると思う

のですが間違いないでしょうか。 

はい。 

今回の案件は2,000万円を超える結構規模の大きいも

のですが、こういう大きいものになってくると、応札す

る側の企業も小さいソフトハウスではなくて、今回の応

札者のように大きいところが来ることが多いかと思うの

です。そうすると、人月単価がこれよりもずっと高い、

そして必要人月が低いという傾向が出てくるかと思うの

で、予定価格がこれだけ大きいときには、試しにJECCと

かその他のより高い人月単価で、より短い工期のところ

というのも引いてみてはいかがかと思います。今回その

積算の掛け算が、掛ける数と掛けられる数がたまたま両

方とも上がり下がりしたので、ほぼ同額になっているの

だと思うのですけれども、今後は大きい規模のものにつ

いては積算資料以外のものも当たっていただければと思

います。 

あと、今回、低入札価格調査の対象になっているので

すが、先ほどの案件とは違って、入札の内訳書を見ると

妥当な金額で積算されていたものの、戦略的な入札をし

てこられたため、低入札になったと考えてよろしいので

しょうか。 

はい。 

先ほどの指摘にもあったのですが、75.7％を値引きして

落札というのは、確かにその後の保守の仕事で巻き返せば

いいというのはあるのかもしれません。商売としてはそれ

でいいのかもしれないのですが、やはりロックインされる

ということは、今後この業務に関して、あるいはこの周辺

業務に関して、他の業者が入りづらいという状況につなが

りますし、あるいはもっと言えば、国民の払った税金がそ

ういう形で後から余計に取られていく形にもなりますの

で、なるべく多くの業者が札を入れやすいように、お願い

したいと思います。 

今回の案件の方が先ほどの案件よりも先に開札をしてお

りまして、今の富士通がほかを寄せつけないというのには

多分限度があって、先ほど説明した案件では競争性が働い

てアルファテックスが落札したという状況です。 

全くほかの業者が入らないということはないようには、

今後も気をつけていきたいと思っております。 

 資料１、資料２の案件で、受注した業者がたすき掛けに

なっていますが、昨年はどうだったのですか。 

昨年は、アルファテックスが１案件のみ受注して、あと

は AP 保守の富士通が受注しているという状況で、交代交代

ということではございません。 

労働保険適用徴収システムに対する改修業務というの

は、今年は何件ぐらいあって、去年は何件ぐらいあって、

それぞれこの両者の関係はどうなのでしょうか。 

昨年は大きい案件で７、８件ありました。そのうち１件

をアルファテックスが落札しています。 

他は富士通ということですね。今年はどのぐらいなので

すか。 

今年は今のところ４件で、３対１の状況で、富士通が３

です。 

分け合っているという関係はないだろうということなの

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。 

 

 



【審議案件３】 

審議案件名 ：ハローワークシステム平成27年度ハローワークインターネットサービス等に係るシステム改修業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ・Ｂ・Ｃランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、1者応札であるため。 

発注部局名 ：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  ：496,203,000円 

契約金額  ：486,000,000円 

落札率   ：97.9％ 

契約締結日 ：平成 27年 9月 4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97.9％である。 

意見・質問 回   答 

この案件につきましては、４回目の応札で、予定価格の

上限ほぼいっぱいぐらいで落札をされた案件です。これは

富士通しか入札していないという案件でございますけれど

も、これはやむを得ないということでしょうか。 

公告期間も確保しておりますし、結果的に１者の応札にな

ったものと思います。入札説明書の受領は６者ありまして、

説明会にも３者参加していたところです。 

評価結果内訳で、厚生労働省の職業安定行政関係業務の

遂行への協力として、オンライン手続を行っているかどう

かというところがあるのですが、これは技術評価的な項目

ではないようにも思うのですが、いかがですか。技術評価

の項目としては、少し毛色が違うポイントかなと思うとこ

ろもあるのですが。 

趣旨としましては、この上の段にある加点項目に障害者法

定雇用率の推進ということで入れておりますけれども、国の

施策としまして、障害者の法定雇用率と同様に、オンライン

申請、電子申請を推進するような企業に加点をしたいという

意図がございまして、この項目を追記しました。必須項目で

はなく加点で、重要度も「小」ということですけれども、施

策を推進する立場として、この項目は今回の調達に限らず職

業安定局の公共調達全てに入れておりまして、今後も入れさ

せていただければと考えております。 

外部委員が４名と行政側職員３名の計７名の委員会にな

っているのですが、最終的な評価の取りまとめが行われた

表を見るとＡ委員からＥ委員までということで５名しかい

ないのですが、これはどういうことでしょうか。 

外部委員１名と内部委員１名が欠席でございました。しか

しながら、審査委員会の運営要領では、外部委員が半数を超

えている場合、開催すると規定しておりますので、今回４人

中３人が出席して審査していただきましたので、審査は有効

ということで、正しく評価していただいたと思います。 

今回、保守運用も調達概要に入っているのですが、まず、

入っているということの理解で間違いないでしょうか。普

通の言い方だと運用保守ですかね。例えば、運用要件、保

守要件が載っているのですが、運用も保守もあわせて調達

していると考えていいのでしょうか。 

今回の調達には運用保守業務は入っておりません。したが

いまして、SLAという項目も存在しておりません。調達仕様書

の第11の保守要件という記載の部分になりますが、こちらは

運用保守業務の内容を記載したものではなく、開発業者がそ

の後の運用保守事業者に引き継ぐに当たって、きちんとした

ドキュメントを作成して引き継ぎなさいということを記した

ものでして、開発業務の作業の一環だと考えております。 

入札書の提出場所等の記載があり、（４）のところに参

加表明の締め切りというのがあるのですが、これは参加表

明を事前にしないと入札できないということでしょうか。 

こちらの記載なのですが、前回、６月24日開催の委員会の

場で御指摘を受けまして、その後の調達では記載をなくして

いるのですが、この調達はその前に公告をしていたものでし

た。 

その後は反映していただいているわけですね。 はい。 

開札調書を見ますと４回にわたっているわけなのです

が、２回目か３回目ぐらいで不調という扱いにすることも

多いかと思うのですが、今回４回目まで繰り返したという

のは、何か理由があるのでしょうか。 

再入札については、業者に対応する意向があるかどうかを

確認してやっておりまして、一応３回目が終わった後で、も

う一度しますかというのを確認して、まだやりますというこ

とでありましたので、４回目を実施したということです。 

半分を超える金額を再委託していますが、その理由の確

認が足りないように思いますが、いかがでしょうか。 

再委託については、それぞれ機能ごとに必要なスキルを保

有した再委託事業者が実作業部分を実施しておりまして、191

頁では、２番のところにプロジェクト管理や総合的な品質管

理部分を除くとありまして、このベンダーの方は、システム

全体に及ぶ影響を的確に判断しながら、既存機能との互換性



も鑑みて、総合的な企画判断を行うということで説明をいた

だいておりまして、問題ないものかと認識しております。 

この書類として残る文書だけを拝見しますと、やはり作

業内容に精通していて必要なスキルを持っていない会社に

再委託されては困るわけで、当たり前の理由というか、一

般的過ぎますね。どうしてこの受託者が落札したものが再

委託を過半数の金額にわたってしなければならなくなった

のかの理由がないですね。そこを明らかにしていただかな

いと、２分の１以上を再委託してはならないという意図か

ら反してしまうと思うのです。 

今後、申請書を業者に出していただく際に、そのあたりも

理由を求めていくようにしたいと思います。 

（分科会長の意見） 

承認申請書のフォーマットがありますね。１から６まで

あって、そこに３番で委託を行う合理的理由が書いてあり

ます。４番に委託する相手方が、委託される業務を履行す

る能力というのがあって、この４番については書いてある

のですが、３番の合理的理由が書いていないです。半分以

上を第三者に再委託するというのは、本来だったら自分は

やる能力が半分以下しかないのに応札をして契約をとるわ

けですから、そうしたら、もっと合理的な理由を書いてく

れないと困るのではないかということだと思います。 

ありがとうございました。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：平成27年度派遣先による派遣労働者の雇用管理改善に資する体制の普及・促進のための派遣先責任者講

習モデル事業（北海道・東北地域） 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施している中で、最も落札率が低いため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社アイ・シー研修センター 

予定価格  ：10,311,730円 

契約金額  ：2,379,456円 

落札率   ：23.1％ 

契約締結日 ：平成27年8月3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者の応札があり、株式会社アイ・シー研修センターが契約の

相手方となった。落札率は、23.1％あり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入札の状況について説明していただけますか。 はい。今回の予定価格は1,030万程度を予定しておりまし

たところ、実際の契約金額は230万程度となっております。

落札業者がアイ・シー研修センターというところなのです

が、同様の講習の事業をやっておりまして、既に拠点となる

事務所を持っていたということや、周知の方法としてホーム

ページ等を活用することが考えられるのですが、そういった

周知の方法も既に体制が整っていた事業所であったと。そう

いった経費がかからないということで、入札の価格も低くな

ったと聞いております。 

モデル事業という表現をされているのですが、モデル事

業というのは、ほかの地域の模範になるような事業という

意味ですか。どういう意味でモデル事業なのですか。 

派遣先の責任者の講習事業、責任者講習というものは、ま

だ今までやったことのない事業ということで、まずモデル事

業として民間の事業者の方にやっていただいて、そのノウハ

ウを蓄積して、実際にできるかどうかというものを考えてい

きたいと考えているもので、まず、できるかどうか、どうい

った事業をしていくかということを検討するための、まさに

モデル事業としてやっている状況です。ですから、ほかの５

地域の情報も集めて、検討委員会というものを設けまして、

そこで報告してもらい、その結果を踏まえて実際の事業につ

いてしていくという事業になっています。 



この派遣先責任者というのは、人材派遣会社の人のこと

ですか。 

人材派遣会社の方は派遣元と呼んでおりまして、実際に人

材派遣会社から派遣された先の事業所の方にもそういった管

理をする責任者を置くということになっておりまして、その

先のほうの責任者になります。 

派遣を受けている側が責任者を置かなければいけな

い、その人たちの講習会ということなのですね。 

 それで、モデル事業という言葉と、低入札にひっかか

ったということは、非常に矛盾が大きいかなと思うので

す。というのは、せっかくこういったお金をかけて新規

の事業のノウハウを蓄積するためにやっていただくと

いうことからすると、やはりそれなりの設備と人材とお

金をかけて、きちんとした事業を行った上でそういった

ノウハウにするということが、どちらかというといいの

かなと思っておりまして、どうしても一般競争入札とな

りますと、こういったことにもなるので、私の考え方と

しては、総合評価落札方式でいかれたほうが本当だった

らよかったのかなとも考えておりますが、いかがでしょ

うか。 

今回のこの事業所につきましては、既に体制が整っていた

ということで、その体制については、実際にこの事業を運営

できるかどうかという部分についてはしっかりと見ていると

ころです。ですので、金額が低かったので事業が十分に行え

ないのではないかという問題はないのかなと考えておりま

す。 

アイ・シー研修センターの見積りでは、テキストの作成

費は仕様書で言うところの最低人数140人を想定した見積

りになっているのですが、予定価格調書を見ますと630部と

いうことで、かなりの人数の開きがある。業者としては、

140人を講習すれば問題ないという認識でいるようにも感

じるところがあるのですが、テキストの開発費というのは

あるのでしょうか。新しく作成する必要があるのでしょう

か。それとも既存のテキストを印刷するだけなのでしょう

か。 

この会社は既に同じような講習をやっていたので、テキス

トは既にあったものを使っておりました。さらに追加で必要

な部分だけを印刷といいますか、コピーをして使うというこ

とで、低い入札額、テキスト代になっております。 

仕様書の３頁あたりに最低人数は 140 人と書いてありま

して、予定価格の方は 630 部で予定されているのですが、

これはどういうことを想定されているのですか。 

最低140人は集めてという最低基準だけを設けまして、実際

に北海道・東北ブロックでは630人ぐらい集まるかなというこ

とで予定価格を見積もっております。 

低入札調査の調査結果がありますが、経営状況という

欄に赤字であったことの理由が書いてあります。（５）

の①ですが、100名以上の講習の対応があったけれども、

講習の受講料は講習後に受け取ったから、売り上げがず

れてしまったため、今期の決算には間に合わなかった、

なので、売り上げが足りないがために赤字になりました

という記載がございますが、これは間違いだと思いま

す。講習があって用益提供が完了したとき、その月で売

り上げを計上して、売掛金なり未収金なりを立てるとい

うのが会計の原則ですので。 

はい。 

今回、低入札価格調査になってはいるのですけれど

も、ほかの複数の会社が入れた結果はそれほど予定価格

と乖離が大きくないと思いますので、積算には問題ない

のではないかと思います。 

 こうやって地域を分けていただいたことも、きっとた

くさんの応札者が出たことと関係あるかと思うので、今

後もそういった形でたくさんの応札があるように努め

ていただきたいと思います。 

 それで、低入札価格調査の結果についてなのですが、

普通は応札に詳しい人というのが聴取対象者になろう

かと思うのですが、今回、聴取対象者が顧問となってい

ます。一般的には経営者など経営トップの人に、迷いが

非常に小さい会社のようで、この顧問の方が講師をしたり、

実際に動いているようなので、その点は大丈夫だと思います。 



あったときに答えてあげるような、かなり上の立場の人

が顧問と言われると思うのですが、この方は低入札価格

調査を行うにあたり、現場感のある方なのでしょうか。 

テキスト代やアドバイザー代の給与が妙に低いとい

うことと、ボリューム感が本当に応札者側に伝わったか

どうかが不安な応札なのですけれども、これはもう既に

終わっている事業でしょうか。まだ続いていますか。 

まだ続いておりますが、12月までの結果を報告してもらい

まして、１月に検討委員会を設けようとしておりますので、

３分の２ぐらいは終わっています。 

その中では特にトラブル等は。 トラブル等はありません。規模的なものも理解していただ

いていましたので、大丈夫かと思います。 

（分科会長の意見） 

 この案件については特にありません。 

ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：建設労働者緊急育成支援事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、1者応札であるため。 

発注部局名 ：職業能力開発局 

契約相手方 ：一般財団法人建設業振興基金 

予定価格  ：600,243,154円 

契約金額  ：558,133,416円 

落札率   ：93.0％ 

契約締結日 ：27年7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、一般財団

法人建設業振興基金と会計法第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 

今回の企画競争で契約した建設業振興基金とは、どうい

う内容の事業を行っている財団なのでしょうか。 

これは国土交通省から補助金が出ておりまして、あと、建

設産業の 50 ほどの団体から出捐金を得ておりまして、それ

を基金としまして事業を行っているのですが、行っている事

業については、中小の建設業団体の借入金に係る債務保証と

か、あとは建設業界の近代化とか情報化、そういったことを

進める事業を行っている団体です。昭和 50 年に発足して、

今は一般財団法人ですが、もともとは国土交通省の公益財団

法人でした。 

この事業につきましては、教育訓練をされるというわけ

ですけれども、この建設業振興基金は教育する施設という

ものをお持ちなのですか。 

富士教育訓練センターという建設業に特化した職業訓練

を実施する施設が静岡県富士宮市にあります。そちらは、こ

の財団が所管をしています。 

そこを所有されているということですね。 そうです。 

では、今回の案件につきましては、建設業振興基金がそ

こに生徒を集めて教育訓練を行うということですね。 

この事業は拠点を全国に幾つか設けております。今年度は

全国に15カ所ございまして、その１カ所は富士教育訓練セン

ターという静岡県富士宮市にありますが、全国にそれ以外に

14カ所、大体ブロック単位に１カ所ぐらいはありまして、首

都圏ですと東京に３カ所、神奈川に２カ所です。関西ですと、

大阪、兵庫にそれぞれ１カ所ずつ拠点がありまして、そちら

で独自に訓練をやっているという形になっています。この建

設業振興基金が地域の建設業団体の支援を受けながら、その

地域で訓練も行っているといった形です。 

その拠点というのはどういう意味でしょうか。そこに建

設業振興基金の施設があるという意味ではないのですね。 

施設ではありません。例えば北海道ですと、北海道建設業

協会というところに拠点を設けまして、そちらで間借りして

やっている形なのですが、建設業振興基金の職員がそちらに

配置されまして、そちらの協会の職員と連携をしつつ、協力

を得ながら、職業訓練のカリキュラム等々を構築して職業訓

練を実施し、さらには就職支援も行って、就職に結びつけて

いくといったスキームです。 

そうすると、このお金はその拠点の方には行くのですか。 建設業振興基金が管理をしておりまして、例えば北海道の



それとも、建設業振興基金の管理のもとで全て、建設業振

興基金から外に出ることはないのですか。 

拠点にかかった経費については、建設業振興基金が請求を受

けて払うといった仕組みになっています。 

ということは、委託をするのですか。 委託ではなく直轄です。北海道で言いますと、北海道の建

設業協会に拠点を設けまして、そこに職員も配置しまして、

その職員が協会からいろいろと支援も受けながら事業を行

っていくという形なので、委託ではございません。 

そうすると、お金を出すときは、請求をもらうのですか。 そちらで、細々とかかったお金は出てきますので、それは

拠点に配置された職員が請求します。 

交付金として払っていくということですか。 そうです。その職員が基金に請求を上げて、それで支払わ

れていくという流れです。 

そうすると、全体で年間 600 名の募集があって、そのう

ち６割が職業訓練にいくと。360 名で、中央拠点及び地方

拠点が 180 名ずつというふうに読めるのですが、そういう

形ですか。 

必ずしもそういう形ではないです。 

というのは、この６億円の予算で教育訓練者を360名とい

うのは、かなり少ないかなと思っているところもございま

して。 

資料の94頁に拠点の記載があります。中央拠点が１カ所、

これが建設業振興基金で、地方拠点が15カ所、こちらに拠点

がありまして、この拠点でやっていて、先ほど例として申し

上げたのが、北海道の北海道建設業協会というところです。

この拠点のどこでどういう訓練をするかというのは、ここで

はまだ出てきていなくて。 

そうすると、全体で何名ぐらい受講される方がいらっし

ゃるのですか。 

600名の定員を予定しておりまして、訓練を終了するの

が360名程度ということです。 

そうすると、６億円で360名の訓練をするという意味です

ね。 

そうです。それにつきましては、45ページの積算内訳とい

う資料の左上の方です。１の事業費の（１）が訓練経費とな

っています。600人で初年度訓練修了見込み率が60％で360

人が訓練を実施し終わるという形です。360人掛ける１人当

たりの訓練経費が一月30万で三月という計算で、3億2,400

万円ぐらいはこの訓練経費でかかるだろうということで積

算をしています。 

企画競争で実施した経緯を教えてもらっていいですか。 最初は公募ということで審査にかけさせてもらったので

すが、そこの段階で、ちょっとこの事業は公募するには理由

が弱いということで指摘を受けまして、改めて企画競争とい

うことで審査を受けて、御了解いただいたということです。 

今回、公示日が３月６日で、提出期限が３月20日なので

すけれども、結局、契約締結日が７月１日ということで、

とても時間がかかっていると見えるのですが、どうしてで

しょうか。 

今年度初めての事業でして、企画書が選定された建設業振

興基金が地方拠点を募って実際に確定をするまでに時間が

かかったというところがあり、４月１日からとはいかなく

て、７月１日ということになった次第です。 

では、それまでに既にここに頼むことは決まってはいた

ということなのですね。 

企画書の段階では予定ということで、確実ではなかったで

す。 

今回、１者しか企画書を出していないということですね。 はい。１者です。 

まだ決定ではないのだけれどもということですか。 そうです。 

先ほど、例えば地方拠点が、あるいは拠点になりそうな

ところが幾つかというお話だったので、そうだとすると、

幾つかのブロックに分けるとかしたら、もう少しいろいろ

なところが企画を出せたのではないかという気もするので

すが、いかがでしょうか。 

47都道府県全てに拠点を置くということであれば、そうい

うブロック方式も可能かなとは思っておりましたが、47都道

府県全てに拠点を置くには、今年度600人の事業なので、な

かなか人件費ばかりかかってしまってそこまでいかないと

いうことで、ある程度集約した形で拠点を設けるのがベター

かなということを考えておりました。こちらとしては、大都

市圏に数カ所と、地方としてはブロック単位に１カ所くらい

配置できれば、バランス的にうまくいくのではないかと思っ

たので、全国一つの業者１カ所に委託をして実施するのがベ

ターかと思って、このような方式を今年度は採用していると

ころです。 

例えばなのですが、九州・沖縄だけでも４拠点あるとい 地方の建設業の団体というのは、なかなかそういった企画



うことなので、九州・沖縄ブロックということで一つ独立

した調達にすると、この４つのうちの２つが、よりよい企

画を持ってくるということはないのかなと思ったのです

が、どうでしょうか。 

するような力がないといいますか、余裕もないということが

ありまして、恐らくそういう企画をお出しになるようなこと

は難しいということもあったので、やはり中央でまとめてや

っていただけるような団体を一つ選定してやるのがベター

かなというところで、今年度はこんな形になっているところ

です。 

現実の現場としては、工事に関しては徹底的にこちらで

積算して設計して入札をさせないと、いろいろとトラブル

のもとになるというのは過去の経緯であるというのは存じ

ているのですけれども、恐らくそういう発想に基づかれる

と、中央できっちり管理監督しろという形になるかと思う

のですが、一方で、だんだんと時代も変わってきて、民間

にもいろいろノウハウがたまってきているのかもしれませ

んので、そのあたりの情報収集は今後もよろしくお願いし

ます。 

承知しました。 

（分科会長の意見） 

この事務を担当する部局のお考えというのはよくわかる

のですけれども、公募による随意契約が難しいだろうから

企画競争にしたと、その競争性を導入しなければいけない

というところでやりながら、事実上は競争を制限しようと

しているというのは、衣の下からよろいが見えるようなと

ころがあると思うのです。 

 例えば、３月６日の公告で、説明会を11日にやって、企

画書を３月16日までに出すことですが、体制も何も整って

いないから、結局それは無理です。もともとこの基金が根

底にあって、そこに発注しようと思っておられたら余計に

そうだと思うのですが、そういうことはやはりおかしいの

ではないかと思うのです。もしそれでやるのだったら、公

告と入札説明会の時期ももっと余裕を持つべきでしょう

し、それから、企画書の提出期限も相当先にすべきでしょ

うし、この契約自体は７月になっているわけで、企画競争

の提出期限をもっと先に延ばすことはできたわけですね。

そういうことをさせないでおいて、ここにやらせようとい

うことでやっているというのは、形式だけを整えたという

ことになると思うので、こういう方式はおかしいと思いま

す。 

実質的にも競争させて、なおかつここしかなければ仕方

がないと思うのです。だけれども、体制が整うまで待って

あげて、契約を７月１日にするなどというのは、本当に何

をやっているのかなと国民は思うのではないでしょうかと

思います。 

今後につきましては、一般競争入札に移行する方向で検討

することにしています。 

【審議案件６－１】 

審議案件名 ：国立医薬品食品衛生研究所情報ネットワークシステム一式賃貸借 

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 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社JECC、日立電線ネットワークス株式会社 

予定価格  ：36,547,200円 

契約金額  ：21,741,696円 

落札率   ：59.5％ 

契約締結日 ：平成 27年 7月 8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者の応札があり、日立電線ネットワークス株式会社が契約の

相手方となった。落札率は、59.5％である。 



意見・質問 回   答 

この調達の具体的な中身ですけれども、これは今まで27

年9月末までは同じシステムが動いていたのですね。 

はい。 

それを賃貸借契約が切れるので、同じものを使うのでは

ないのですか。 

 同じものについては、再リースができる部分については随

意契約で行いました。再リースができないもの、ライセンス

や機器の保証が切れているようなものに絞って入札を行っ

ています。 

これはファイナンス会社からの賃貸借契約ですか。 はい。賃貸借です。 

今回の調達で落札しました日立電線ネットワークスは機

械の会社になっておりまして、ここの会社と直接賃貸借契約

が結べないということで、JECCが間に挟まって賃貸借を行う

という契約になっております。 

そうすると、今回の日立電線ネットワークスにつきまし

ては、実際に機器の納入はされているのですか。 

はい。機器の納入はこの日立電線です。 

仮にNECキャピタルソリューションが落札された場合は

どのようになるのですか。 

NECキャピタルについては、兄弟会社でNECネクサソリ

ューションズという機器部分を担当している会社がござ

いますので、そちらのほうと連携して機器の納入を行う

予定であったと伺っております。 

予定価格調書を見ますと、これは実際に納品するので

はなくて、賃貸借契約の案件という理解なのですかね。 

はい。賃貸借の案件と機器の運用支援をあわせた入札にな

っています。 

では、実際に機器の更新は、この契約の中でするのです

か、しないのですか。 

この契約の分については新しい機械に更新をするもので

す。機器全体では、まだ使える部分については、経費を落と

すため随意契約で再リースをしています。 

賃貸借契約の予定価格算出根拠というところで、①に定

価2,523万円の価格証明ということで、日立電線ネットワー

クス株式会社の方から出していただいていますが、この価

格証明を見ると、サーバー一式の値段だと思います。 

この機器の価格を24カ月リースにすると月割りになると

いうことでいいですか。 

リースということになりますので、金利や固定資産税分も

加えて、それをリース期間で割って月額にするということで

やっています。 

リース会社が応札してきて落札した場合、それはものを

実際に貸してくる側に再委託するという形になるのです

か。 

そこのところは再委託といいますか、リース会社が物件を

買い取って、そのまま入れてくることもできると思います。 

価格証明書があるのですが、これは先ほど出てきたリ

ース金額を計算するために提出させたものと考えてい

いですか。 

はい。 

納入実績証明書というのは何のために求めた資料なので

しょうか。 

①の基本額の計算になるのですが、この定価というところ

に販売掛率を掛けるという数式になっております。販売掛率

の確認を行うために、千葉県のこの病院に照会を行ったもの

です。 

その率を出すための根拠として使ったわけですね。 はい。 

（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６－２】 

審議案件名 ：ネットワークシステム用機器一式賃貸借 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、競争性のない随意契約を締結していることから、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 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社JECC、日立電線ネットワークス株式会社 

予定価格  ：31,806,240円 

契約金額  ：31,806,240円 

落札率   ：100％ 



契約締結日 ：平成 27年 9月 10日 

（調達の概要） 

 機器の賃貸借契約の期間が終了することに伴い、再リースするための随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

見積書に基づいて予定価格を算出していますが、この価

格の妥当性というのはどのように検証しているのでしょう

か。過去、27年９月までの賃貸借契約については、どのよ

うな価格で契約されていたのでしょうか。 

随意契約になる前の４年間の契約については入札で行っ

ております。引き続きそれを再延長する部分になりますの

で、その値落ちする額を反映させた金額と考えております。 

それは今までの契約価格からすると、どのような状況に

なるのですか。 

細かい切り出しというのは、正直難しいところなのですが。 

そうすると、特に検証されていないという意味ですか。 見積書の方に物件明細をつけていただいておりますので、

こちらのほうで、この明細の積み上げであるということで確

認を行っています。 

予定価格調書の右側の備考欄を見ますと、本件は競争性

のない随意契約を予定しており、契約予定業者の見積書に

基づいて積算を行いましたというようなコメントがあるの

ですけれども、これはそれなりの合理性があるから、こう

いうやり方をされたということですね。これはもう価格の

算定のしようがないので、見積書をそのまま採用するしか

ないということですか。 

実際のところ、そうなってしまいます。 

分かりました。では、今までの賃貸借契約金額とそれほ

ど大きな差がないというような理解でよろしいのですか

ね。今回の案件については、そういう比較もできないです

か。 

最終的には月額当たりで１割程度安くなっているというと

ころで、いいのではないかと考えております。 

（分科会長の意見） 

この案件について、特にありません。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成27年度水道施設設置状況等基礎調査 

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、1者応札で落札率が100％であるため。  

発注部局名 ：医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 

契約相手方 ：株式会社日水コン東京支所 

予定価格  ：7,020,000円 

契約金額   ：7,020,000円 

落札率   ：100％。 

契約締結日 ：平成27年6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、１者応札となり、株式会社日水コン東京支社が契約の相手方と

なった。落札率は100％である。 

意見・質問 回   答 

今回は、一般競争入札で入札が３回行われた結果として

落札率が100％になってしまったという案件ですが、まず、

これは１者しか応札者がいなかったという理由として、資

料を拝見すると、公告日から入札日まで２週間程度の時間

しかとっていないということなのですが、説明会には何者

ぐらい参加したのですか。 

説明会には３者参加しました。 

２頁ぐらいしか仕様書がないのですけれども、これでこ

の調査内容について十分な説明があったとは思えないとこ

ろがあります。そのため、３者のうち２者については入札

から外れてしまったというようなことはないでしょうか。 

説明会当日、会場でもわからないところ、例えば業務のは

っきりしないところがあれば説明するようにはしています。 

これは水道用水の供給事業者1,500事業者の耐震化率及

び耐震化計画などの調査分析ということになっております

けれども、予定価格調書とかを見ますと、アンケート調査

こちらの耐震化調査なのですけれども、別途、日本水道協

会というところで水道統計の調査をしておりまして、そちら

のほうでデータの集計をしております。厚生労働省での今回



ということは特になさらないで、調査員が何らかの調査を

するということになるのですか。 

の契約の業務内容については、日本水道協会からそちらのデ

ータを受領いたしまして、今回の耐震化の進捗率等を把握す

るためのデータの集計あるいは分析といったものとなってい

ます。 

では、もととなるデータについては、日水コンが日本水

道協会から入手するということになるのですか。 

データの入手は日本水道協会と厚労省水道課の方で直接や

りとりをしております。日本水道協会の方からデータが集ま

りましたということで連絡が来ましたら、こちらで受領いた

しまして、そのデータを今回の委託先である日水コンのへお

渡しして、分析、集計等をしてもらうという形になっており

ます。 

そうすると、調査というよりも、むしろ分析のほうにウ

エートが置かれた事案ということですか。 

はい。こちらに付随して、これまでとの経年の比較、耐震

化の推移等も確認いたしますので、その中で確認事項とかが

あれば、部分的な調査などはあるのですが、比重としては、

分析、取りまとめの方が業務としては主になっています。 

日本水道協会と日水コンというのは、これまでも何回か

同じような事業をしているのでしょうか。 

昨年度も日水コンがこの業務を受託しておりまして、こち

らについては昨年度のやり方等は把握できているような状況

であったかと思います。 

もう少し何らかの競争性を持たせるようなことが考えら

れるような気がするのですが、その辺はいかがですか。 

昨年度、公共調達審査会のほうで入札者数を増やす努力と

いうものを聞かれまして、厚労省水道課としましては、一般

の入札のホームページだけではなく、水道課のホームページ

ですとか業者に対する周知というのは、今年、力を入れたと

ころでした。ただ、説明会に来られた方がその後入札まで来

られないというところの分析はしておりませんでしたので、

御指摘のように何かしらの要因があるかもしれませんので、

そこは次に向けて検討させていただきたいと思います。 

仕様書のほうも、もう少し具体的にお書きになったほう

がよろしいのかなという気はいたします。 

 

例えばきょう審議している案件のほぼ全てが１カ月以上

の期間を公示から入札まで見ているわけで、法令には合っ

ていると思うのですが、昨今の中では非常に短いと思いま

す。また、仕様書がシンプルで、正直なところ、これを見

て分析がどの程度の粒度、細かさでなされるのかが分から

ないと思います。そのため、来てみて去年のサンプルを見

せてもらって、これは２週間では準備できないということ

になって、みんな手を下げたのではないのかなと予想せざ

るを得ない訳です。 

ですので、仕様を出すときに、こういうものを想定して

いるのだという去年までの報告書ですとか、さまざまな計

算に使ったツールといいますか、ワークシートのようなも

のを提供できる用意があるとかを明示するなどして、もち

ろん公示期間を長くすることも検討していただいて、より

競争性を高めていただきたいと思っています。 

 毎年この会社が実施しているというイメージがあるので

すが、それは間違いでしょうか。 

把握しているところですと４年は継続してこの会社が実施

しています。 

そうですよね。分析が主ということなので、他の業者で

もこれはできることだと思うのです。実際に現場で地面を

掘り返してという内容だとなかなか難しいとは思うのです

けれども。ですので、多くの業者に参入していただけるよ

うに情報提供をお願いしたいと思います。 

ありがとうございます。 

（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８】 

審議案件名 ：平成27年度能力開発基本調査業務 

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者応札で最も契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：職業能力開発局基盤整備室 

契約相手方 ：株式会社サーベイリサーチセンター  

予定価格  ：48,890,000円 

契約金額  ：46,980,000円 

落札率   ：96.1％ 

契約締結日 ：平成 27年 7月 10 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、株式会社サーベイリサーチセンターが契約の相

手方となった。落札率は、96.1％である。 

意見・質問 回   答 

去年は２者応札で、今年は１者になってしまったという

ことですが、今年は説明会には何者参加したのですか。 

入札説明会には５者参加しています。 

４者が入札に参加しなかったということですけれども、

その分析はどんな感じで行われていらっしゃいますか。ど

のように考えていらっしゃいますでしょうか。 

まず評価項目の部分が原因で考えられるかなというのがあ

ります。ただ一方で、前回、入札のほうまで来なかった業者

に対して直接聞いているということではないので、そのあた

りもまた検討する必要があるかと考えています。 

公告から入札まで十分な期間をとっているので、特に問

題はないと思っておりますけれども、仕様書につきまして

は、去年から非常に内容を充実させた仕様書を作ったとい

うことですか。 

仕様書ではなく、評価項目のほうを変える形で、業者サイ

ドがより幅広く参加できるような形で見直しを図りました。

能開基本調査の回収率の推移といったものを付けています。

こちらをご覧いただくと、実は平成25年度から26年度にかけ

て、かなり回収率が伸びたといったものがありまして、ここ

の背景を分析したところ、いわゆる調査ですので、送ってた

だそれが返ってくるのを待っているだけではなく督促をする

ことによって、より回収率を上げるといったことをこれまで

もやっていたところですが、少しそのタイミングを早めたと

いったことを昨年行いまして、そうしたところ、より意識の

高まりが早かったのか、回収率がぐんと伸びたといったこと

がありました。 

今年度の仕様書はこれから作成するということもあります

が、そのようなところには盛り込むといったことも考えてご

ざいますので、先ほど申し上げた評価項目に加えて、そうい

った仕様書の充実も図っていきたいと考えています。 

基本調査で使われる企業票ですとか、あるいは封筒に使

ってもらうロゴマークなど、そういったものは落札者には

電子的に渡すなど、使いやすいものになっているのでしょ

うか。 

ロゴマークに関しましても、使いやすいように電子媒体で

お渡ししています。 

 

では、それが障壁になることはないということですね。 はい。 

既に何度か実施されていて、必須項目が多いということ

でしたので、そうであれば、それを要求仕様に明記すると

いう形にして、最低価格落札方式にしてしまうというので

もいいのではないかと感じました。 

と申しますのは、必須項目が多いのは、それだけやらな

ければいけないことが明白だという言い方にもなります

し、ほかと差をつけるとしたら価格ぐらいしかないという

ことであるならば、むしろ適合するやり方は最低価格落札

方式かなと思った次第です。 

最低価格落札方式でというのは、これまでも指摘をされて

いるところです。ただ、回収率の方で、今回は上がったとい

うのがあるのですが、実はこの調査におきましては、事業所

調査であれば、今は58.9％ですが、70％がまず目標になって

おります。個人調査のほうは45.8％なのですが、これも60％

を目標として掲げておりまして、これは総務省の統計法の中

で位置づけられているものになりますので、総務省からは、

回収率の向上は引き続き努力してくださいということを逆に

言われているところです。 

総合評価の中で、先ほどの督促の提案も向こうから出てき

ており、これまで何度もやっていますが、まだ改善の余地が

あるような場所があると考えています。オンライン関係の調

査でも、スマートフォンとかタブレットの利用が広まってき

ているところで、そういう人たちに対してもアクセスしやす

いような形での工夫もしているところでして、まだ我々とし

ては、直ちに最低価格にといったところはもう少し早い部分



もあると考えています。 

ただ、当然ずっとこの総合評価でやるかと言われれば、そ

うではなく、ノウハウというものでもう少し見えてくるもの

があれば、仕様書に書き込むようなことをしていって、引き

続き、最低価格落札方式への移行も検討していきたいと考え

ています。 

総務省その他からの回収率の向上の依頼というのは十分

理解できるところではあるのですけれども、一方で、こう

いうものは全部集めれば意味があるかというと、統計学的

に余り意味のあるものでもないと思いますので、現実的な

線でバランスをとっていただけるようにご検討いただけれ

ばと思います。それが難しいのかもしれませんが。 

 

（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 ：平成27年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 

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こと、また、落札率が最も 

低いため。  

発注部局名 ：社会・援護局障害保健福祉部 

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  ：49,680,000円 

契約金額  ：14,904,000円 

落札率   ：30％ 

契約締結日 ：平成 27年 6月 18 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、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30％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

予定価格のところで明細がございますけれども、この中

の調査事務局運用の項目なのですが、これはどういったこ

とを想定されて1,100万円を計上していらっしゃるのでし

ょうか。 

この調査につきましては、委託業者の方に調査事務局を設

けまして、そちらのほうで疑義照会の対応ですとかを一手に

引き受けているというところで、それに係る費用をここに計

上しているところでございます。 

これは非常に大ざっぱな項目で、もう少し正確に見積も

りをされたほうがよろしいのかなという気がいたします

が、いかがでしょうか。 

今後検討させていただきます。 

落札率が30％ということで非常に低くなってしまったの

ですが、三菱UFJリサーチは非常に出精値引きをされた結果

としてこういう結果を出してきたのだと思いますが、もう

一者の応札額の１億2,000万という金額につきましては、ど

ういったことを想定されての金額とお考えですか。 

直接聞いたわけではないので推測にすぎないのですが、こ

の処遇状況調査とは別の調査を当課の方で実施しておりまし

て、この会社はその26年度調査の受託業者を引き受けていた

だいたところでございます。そのときの疑義照会の件数です

とか調査にかかった対応状況などを踏まえまして、この金額

を出してきたのではないかと思っております。 

そうすると、入札額に非常に大きな開きがあることの原

因として、仕様書に問題があるということはないでしょう

か。 

ここは、一度業務を受託したことを踏まえての違いなのか

もしれないのですけれども、このもう一者は別の調査のとき

の回収率等を踏まえて、もっと回収率ですとか有効回答率を

上げていくためには、調査対象者に対するさらなる疑義照会

とか電話対応等、督促業務ですとか、そういったところに力

を入れていく必要があるというような形の仕様書になってお

ります。ですので、そういった督促業務ですとか疑義照会業

務により多くの人員を割くことに主眼を置いておりますの

で、そういった面で経費が非常に高くなってしまったのでは

ないかと考えております。 

もう一者の技術点は非常に高くて、三菱 UFJ リサーチよ はい。 



りもかなり高い技術点でしたね。 

評価基準票についてなのですが、必須の欄に○がついて

いるのですが、そこで×がつくと何があっても使わないと

いう意味だと理解しているのですが、それは合っています

か。 

そのとおりです。 

その横のほうを見ていくと、加点項目として○がついて

いるところも使われているのですけれども、これはどう考

えるといいのでしょうか。41 頁なのですけれども、１－３、

実施方法などを見ますと、「事業実施方法が事業目的・内

容と整合し」というところは基礎点 10 で、多分これは 10

点満点で 10 点とれなければ絶対だめという項目なのかな

と思うのですが、その下の２つの項目は加点 10、10という

のがあるのですけれども、これは零点でもよいという意味

なのでしょうか。 

加点についてはゼロ点であっても、そこは採択可能となっ

ております。 

そうすると、１－３、１－４の項目とか、２－１、２－

２、２－３のところは、全部必須ではないということです

ね。 

はい。ここの評価基準票の書きぶりが非常にわかりづらい

形になっているのですけれども、必須項目というのは、基礎

点で点数がついているところの５カ所になります。 

今度からは、必須のところは必須の項目だけに○をする

ようにお願いします。やはり評価委員の方が間違えて考え

るといけませんし。 

はい。 

落札した三菱UFJリサーチは、特に事業の目的理解と能力

評価において著しく低い点がついていますね。ほかの項目

より重要と思われるその２点で低い点数なのですが、今の

ところトラブルや問題は発生していないでしょうか。 

今のところ大きなトラブル等は発生していないのですけれ

ども、今、調査票の回収を行っているところでして、これか

ら集計というところになってきますので、そこら辺はさらに

これからも注視していく必要はあると考えております。 

２者の提案内容に大きな差があったというイメージはあ

りますでしょうか。 

大ざっぱなところについては、さほど差はないように思う

のですけれども、ただ、仕様書というか企画書の厚さを見ま

しても、かなりボリューム感がもう一者のほうはありまして、

さらに個別の集計をどうやるかとか、督促をどうやるかとか、

そういったところについてかなり細かく具体的に記載してい

るというところの違いは明確に見えて、その結果が評価点に

あらわれてきているとは思います。 

特にこれは見る順が決まっているということはないので

しょうか。つまり、この評価委員が一堂に会していて、ざ

っと見て、はい、見終わって次というふうになるのでしょ

うか。 

プレゼンテーション方式をとっておりまして、まず UFJ が

説明して、その後、もう一者が説明してと、入れかえ制で説

明する形です。 

開札調書についてなのですが、これは他の案件と随分違

う形式なのですけれども、何か理由はあるのでしょうか。 

これは前例を踏襲しているというところで、特に理由はあ

りません。不具合があれば修正するようにいたします。 

予定価格との差であるとか、税金を入れた額、入れてい

ない額だとか、あと、低入札調査の基準額との差などが、

分かりづらいと思いますので、それは改めていただいたほ

うがいいのではないかと思いました。 

はい。 

これはワープロか表計算かでやったのかもしれないです

けれども、総合評価の点数で落札できなかったほうの応札

者の価格点が、予定価格を上回っているので零点というこ

とになっているのですが、この場合、技術点は評価する必

要がないはずですし、仮にしたとしても合計点は出すべき

ではないと思うのです。よくあるパターンとして、表計算

的なものでやったときに、合計欄を横２つ足してしまうな

どということになって、仮に落札者である三菱UFJの価格点

がもう少し低かった場合は逆転して、予定価格を超えてし

まっている業者を間違えて落札者としてしまうような可能

性もあるので、そういう事故がないように注意をお願いし

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１０】 

審議案件名 ：医療保険者等向け中間サーバー等ソフトウェア設計・開発等業務 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、最も契約金額が大きいため。  

発注部局名 ：政策統括官付情報政策担当参事官室 

契約相手方 ：株式会社日立製作所、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本電気株式会社、 

富士通株式会社の４者の連盟契約 

予定価格  ：5,671,589,000円 

契約金額  ：5,671,080,000円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成 27年 6月 15 日 

（調達の概要） 

株式会社日立製作所、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本電気株式会社、富士通株式会社の４者と随意契約を

行った。 

意見・質問 回   答 

これは不落の案件で、開札調書がありますが、最終の入

札価格が80億円で、予定価格との開きが約27億円、率にす

ると30％以上の開きがあったのですが、その30％の開きの

調達価格を結果として値引きしてしまったということです

ね。その理由はどういうところにあったのですか。業者側

がこれをのんだ理由としては。 

予定価格から大分超過をしているという中で契約をしてい

くためには、コンソーシアムのほうから提案されている機能

というのがいろいろあるわけなのですけれども、その機能全

てを実現するとこれだけの額になるということで 87 億円を

提示されているのですが、そのとおりでは我々は契約できま

せんので、本当に必要な機能とかに絞って、機能的には実現

したいのだけれども、ほかの機能を使って実現できるものと

かは落としてもらって、それで何とか 57億になるようにして

いただくという交渉をして、結局、予定価格に近い価格にま

で落としたということになります。 

それは、仕様は変えていらっしゃらないということです

ね。 

仕様書に書いてあることには反しないように。 

それで、当初、日立製作所のみが入札をされて、今回の

随意契約の段階で３者を連れてきたということになります

けれども、その理由は文書でいただいてはいるのですが、

具体的に言葉で説明していただいてもよろしいですか。 

地方公共団体向けの中間サーバーというものを総務省が先

行でつくっていますので、全く一からやろうとすると、その

ための設計に余計な工数がかかるということを考えておりま

したので、できるだけ流用できるところは流用して提案して

くださいということを言っておりました。 

 仕様書のほうでも、流用していただきたいということ、そ

れから、まだ総務省でも地方公共団体向けの中間サーバーは

できていないわけですけれども、あらかじめ流用した部分に

ついて瑕疵がある場合については、その責任も負ってくださ

いという形の仕様書にしておりました。そうしますと、総務

省の中間サーバーをつくっているベンダーというのがいまし

て、そこが流用する部分については責任を負うという形をと

らざるを得ないので、各ベンダーがそのまま入ってくるとい

う形をとらざるを得なくなったということで、コンソーシア

ムという形になりました。 

そのほうがコスト的にも非常に安く済むということです

か。 

はい。流用ができるということです。 

わかりました。そうすると、当初想定した予定価格は、

ある意味、正しかったということになるのですかね。56 億

円という数字、これは本来であればもうちょっと上げるべ

きだったということですか。それとも、適正だったという

ことですか。 

予算を組んでいたときに想定していた機能があり、そして、

実際に調達するときに出していただく機能があり、その間に

法改正がありまして、求める機能というものが予算の見積も

りのときとは違っていました。 

しかし、それは予算額におさめなければいけないという現

実もありまして、機能はできるだけ絞った形にする必要があ

りました。最低限のものだけれども、機能は満たしていただ

くというぎりぎりの調整をしたつもりです。 



コンソーシアム形式というふうに言うべきかどうか、正

式な名前はわかりませんが、合同で入札してきたわけなの

ですけれども、日立が入札の代表者であるという理解で間

違いないですね。 

間違いないです。 

代表者というのは、ここではいわゆる主幹事会社のよう

な感じで、よそが不手際を起こした場合、例えば人が足り

ないとか、期限に間に合わないといったときに、この代表

者が責任を負うのでしょうか。 

この契約書の条項の中には、例えば４者の中で１者が脱落

しましたというような場合の細かい条項は記載していないと

ころですので、そこは、そういった場合のことも含めて、今

後検討していくところで考えています。 

私も注意して契約書を見てみたのですけれども、第２条

のところで書かれているのは、乙、すなわち日立はそれぞ

れ適切な者に対して伝達する責任を負うというだけで、伝

達係ということになっているわけです。この巨大なシステ

ムの大事業を、責任不在で本当にゴールインできるのかと

いう不安を持たざるを得ないというところがありました。 

 それに付随することなのですが、損害賠償について、契

約書でこの賠償範囲が各企業の分担のみしか責任は負いま

せんということになっています。ITシステムですから、つ

ないで動いてやっとゴールインなわけなのですが、それぞ

れはきちんと作りましたと言って置いていかれたのでは、

全然役に立たない可能性が出てくる。これは、先の特許庁

でもありましたが、あり得ることですね。１者でやっても

そういうことがある。ましてやこのコンソーシアム状態に

なっていると、責任を負う人は今回の契約ではいないとい

う形式ですから、かなり不安な感じになってしまいます。 

 こうしたシステムを部分ごとに、機能ごとにばらばらに

しては非効率だから一括して国で調達することにしたと最

初の概要説明でありましたが、結果としては逆にリスクを

増してしまったのではないでしょうか。むしろこの資料に

ある各社業務概要ごとに、各社が得意としている、今まで

の調達でも彼らが多くのものを入札してとっていっている

ところごとにでも分けて、確実にそこの部分のリスクは負

わせるという方が、国民に対しても説明責任を果たせる契

約になったのではないかと思います。今後、この巨大なシ

ステム、複雑なシステムについては、一括調達というのは

どういう結果になるのかということをよくよくご検討いた

だければと思います。 

また、プロジェクトをぴったりの年に始めなければいけ

ないのは、もちろん行政の立場としてはわかるのですけれ

ども、できないものはできないということで、止めなけれ

ばいけないこともあると思うのです。先ほど出た特許庁の

例もそうですけれども、できないのに走り続けたら、もっ

と損害を出してしまった例はたくさんあるわけです。そこ

はぜひとも冷静な御判断をしていただきたいと思います

し、そういったことを外に説明していただくということも、

きっと国民に対して重要な発信になると思いますので、そ

れでも走れという言う国民がどれほどいるのかというの

は、私は疑問です。これは個人的な考えですが。 

はい。 

今の契約書の指摘、これは恐らく妥協の産物でこうなっ

たのではないかとも思うのです。しかし、乙ら、複数者が

いるわけですけれども、その責任範囲かどうかわからない、

あるいは結局不明であって、あるいはどこかが倒産してと

いうこともあるだろうと思いますが、そういう場合のリス

クヘッジを契約書でしないというのは、やはり問題ではな

いかと思います。 

提案書の内容の方が仕様書を上回っている部分もありまし

たので、そういうところは落としています。 



 あるいは、それぞれが分担という概念にそぐわないもの

もある場合に、この契約でどうするのかなとも思います。 

 もう一つ、価格と内容を折衝する過程において、やはり

求めている仕様を少し下げたということはないのですか。

それもなされないと、きっとこの金額とならない。 

提案された内容のほうが、こちらの最低限考えていた内

容よりは高かった。こちらとしてはそうしてもらいたいの

は山々だけれども、価格が追いつかないのだったら、そこ

は削っていこうということですね。ただ、技術点の評価は、

提案された内容によって技術点を評価しているのではない

ですか。 

技術点はあくまでも技術点として見ますので、お金とはち

ょっと違うと思います。 

提案された内容に沿って技術点は評価してということに

なってしまいますね。だから、評価された技術と実際につ

くられたものというのは、やはり違ってくるわけで、もし

そうだとすると、そういうやり方でいいのかなという気も

します。価格が競った場合などは、もしかしたら違ってく

るのかなと思います。 

今回は応札者が１者しかいなかったので問題ありませんで

したが、もし複数者であれば、確かにそういうことがあった

かもしれません。 

（分科会長の意見） 

本件の問題は、例えば JVだと全員が連帯責任で全部を負

うことになるわけですけれども、この契約内容は分担とな

っているところがやはり問題であると思いました。 

 

 

 

 ２８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） 


