
平成２７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２８年３月２８日（月） 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２７年１０月１日～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 ２６８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 ：国立感染症研究所村山庁舎/戸山庁舎、国家検定・検査業務品質管理システム厚生労働省統合ネットワー 

ク移行業務一式 

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、落札率が著しく低いため。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：株式会社アスネット 

予定価格  ： 3,732,480円 

契約金額  ： 297,000円 

落札率   ： 7.96％ 

契約締結日 ： 平成27年12月22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株式会社ア

スネットが契約の相手方となった。落札率は、7.96％である。 

意見・質問 回   答 

今回の落札については、資料にあるとおり、低落札案件

であったということで、10％を切るというような7.96％で

したけれども、これについて取りあえずどのようにお感じ

になっているかをお話いただけますか。 

こちらはまず、予定価格が373万2,480円ということで、計

上しておりますが、このシステム自体がA社に20年ぐらいお

世話になっておりまして、ある程度はA社は落としてくるの

かなというイメージはあったのですが、今回限りの案件でし

たので、A社から見積書を徴収して、ある程度その金額を目

安にして、予算額をいただいてこの予定価格にも反映をさせ

ました。実際のところ開札を行ったところ、うちとしては初

めての取引になりますが、株式会社アスネットがこの金額で

落札しました。さすがにうちとしてもあまりに落差があった

ので、開札後に個別にヒアリングをして、こちらでできます

かという話でお伺いしたのですが、国土交通省さんで実際に

このような業務の実績があるというお話を伺っておりまし

て、実際の作業も大体、明日で終わる見込みになっておりま

す。実際の作業としては問題はないのかなと捉えておりま

す。 

パフォーマンスは特に問題なく、工事が完了するという

ことですか。 

はい。 

予定価格との開きが 90％以上ありましたので、この予定

価格の算出方法についてお聞きしたいのです。予定価格調

2庁舎にわたる部分と実際に接続されているものが機器と

してかなり多数に及ぶものがありますし、うちの施設は特別



書を見ると、非常に簡単な見積り、作業費ということで、

予定価格として計上されていますが、この日数 90日の算定

根拠はございますか。 

な建物でして、ある程度入室制限がかかる部屋などたくさん

ありますので、かなり日数としては時間がかかるだろうとい

うことを見込んで、大体3か月ぐらいかかるのではないかと、

そういう判断をさせていただいての90日でございます。 

A社ら頂いてある見積書をかなり参考にした形で見積り

を取ってしまったということですね。 

そうです。役務の内容ですので、相場が大体いくらなのか

うちとしても分かりかねるので、かなり参考にさせていただ

いている部分はあるかと思います。 

この入札結果から見ると、A社がその見積りのときには

300数十万円の予定価格を出していたのでしょうか。 

はい、ということでございます。 

それで実際に入札したのが○万円ということですので、

恐らくA社はこれで入札できると確信して入札をされたの

かなと想像しますが、いかがですか。 

はい、私どももそのような考えであったのではないかと思

います。 

そうすると少し公平性に欠けるのかなとも感じるところ

がございますが、A社からだけ見積書を取られたのですか。 

そうですね。これは4月でしたでしょうか、予算要求をさ

せていただいているときに取っているのが確かA社の見積書

だけであったと思いますので、ほかは確か取っていなかった

かと記憶しております。 

業務についての見積りが非常に難しい案件であるとする

ならば、最低もう1社ぐらい見積書を取るということです。

できればA社は、そういうわけにもいかないでしょうが、も

う1社ぐらい見積書を取って市場価格、実勢価格を反映する

ような予定価格の内容にすべきではないかなと思っており

ます。予定価格が余りにも形骸化し過ぎている案件だなと

は感じてはおります。少し改善をしていただければと思い

ます。 

分かりました。 

ただいまの御指摘とかぶる所はあるのですけれども、や

はり予定価格の積算に関して、人月単価に関しては標準的

なものを御利用だという記録があるので分かるのですけれ

ども、どうしてこの人日、人月量なのかがないと、式の中

に出てくる値の根拠がないので、説明責任を問われた場合

にちょっと説明責任を負えないようなことになると思うの

で、掛け算のそれぞれに関する根拠を記録にして残すよう

にお願いをしたいと思います。 

分かりました。 

それは何と言うか、翻って次の調達、それこそ人事異動

があった後なども、効率の良い調達をするために確実に必

要となる資料だと思いますので、よろしくお願いします。 

はい。 

それから今までのやり取りの中でA社のシステムなので、

A社が入れてくるだろうと考えていたということだったの

ですが、だとすると一般的には参考見積りを取るのに、更

にその別の会社から取るべきなのではないかと思うのです

が、そういう議論は所内ではなかったでしょうか。 

はい、この仕様書は簡単に書かせていただいておるのです

が、実際このサーバーのネットワークの設定など、当初の時

期からもA社が関わっている部分もあるので、ほかでこの書

き振りでちょっと分かりにくいとは思うのですが、ある程度

の透明性を出して、複数の業者に参加していただくことを前

提にして、この仕様書を書かせていただいて。でも1回その

入札に入る前にこのアスネットもそうですが、応札したいか

考えているという話がありましたので、現場に御案内して、

確認していただいたというのが、何と言うか、実績としては

ございます。 

やはり調達に来るだろうと予想されるところに見積りを

もらって、それを基に予定価格を作るというのは、先ほど

の指摘のとおり公平性に欠けるのではないかということで

す。今回正にそのパターンなのですが、参考見積りとして

出した金額よりもよほど低い金額で実際には札を入れてき

ているということで、きっとスタートはここだろうという

ことを知っている人であれば、こういう行動を取るのはあ

る意味で合理的なのかもしれないですよね。そう考えると

やはり、よその所、A社を含む含まないで言うと、できれば

はい。 



含まずに。というのは最初から予想される入札者であると

いうことですね。予決令等に示されているとおり、2社以上

から取るようにお願いしたいです。 

今回、大きな金額が最初の入札で予定価格の積算で出て

しまってはいるのですが、履行期間が極めて短いことから

も、それほど大規模なシステムではないわけですので、中

小の所の見積りを出してもらっておくというのも次回以降

は良いかもしれません。そうすると上振れが防止できるか

もしれないです。 

分かりました。 

最後に伺いたいのが、今回、公告期間が著しく短いので

すが、ウィークデーで10日程度ですよね。2週間ということ

で、これは昨今は50日ぐらい取るのが普通な中で、極めて

短いと思うのですが、どうしてなのでしょうか。 

事務局から説明いたします。政府調達協定がありまして、

システム関係はこの年度だと予定価格で1,300万円以上、こ

の場合は50日以上の公告を取らなければならないという形

での国の統一のルールでやっているところです。 

では今回はそれよりも下ということなので、多少短くて

もということなわけですね。 

 はい。 

（分科会長の意見） 

調達仕様を読む限り、それほど困難なというか、先端を

走るようなシステム開発などではないので、今後も中小の

所が参入してくる可能性はあると思うのです。そのために

もそういうことを勘案した予定価格の積算、ある種の不慣

れなと言いますか、今まで官の調達に余り来なかったよう

な所の方に不利益がないように、可能な限り、今回は適切

だったということなのですが、少しでも長い公告期間を取

って、説明に時間をかけられるようにお願いしたいと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

【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ハードウェア・ソフトウェアの賃貸借及び保守一式(拠点機器その3) 

資格種別  ：物品の製造・物品の販売・役務の提供（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中、低入札価格調査を実施していること、また、落札率が著しく低いた

め。  

発注部局名 ：労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ：東芝ソリューション株式会社 

予定価格  ：2,643,014,192円 

契約金額  ：1,032,083,424円 

落札率   ：39％ 

契約締結日 ：27年11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、２者応札があり、東芝ソリューション株式会社が契約の相

手方となった。落札率は 39％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は落札率が 39％ということで、落札率が非常に低

い案件となっております。低入札価格調査を見ると、出

精値引きはしたものの十分、利益を上げられるというコ

メントもあるのですが、厚生労働省が出した予定価格と

実際に落札した価格の 60％程度の開きなのですが、これ

についてどのように分析されているのかを教えていた

だけますか。 

まず、予定価格なのですが、意見招請時に仕様書の案

を取りに来た企業が全部で 8 社ありました。その 8 社に

対して見積書の依頼を行いました。実際に出てきたのは

3 社です。このうちの 1 社については異常に価格が低か

ったものですから、参考にするにはどうかなと支援業者

とも話合い、残りの 2 社の見積書を参考に予定価格を立

てました。 

最後に参考にしたのが2社ということなのですか。 はい。 

それは東芝ソリューションは入っているのですか。 東芝は入っておりません。低かったものですから。 

今回と大体同じような金額を出していたということです

か。 

それよりも、若干高めに出てきているのですが。ほかの2

社と比べると。 

実際に落札した業者の見積書を参考にはしなかった。 はい、そうです。 



どちらが市場価格を反映しているのですか。 それは何とも言えないです。 

予定価格が余り機能していないと、非常に形骸化してい

るのではないかという感じに思えるのですが、もう少し精

度を上げるような何か方策はありませんか。 

今回、8社にお願いして出てきたのが3社だったので、も

う少し粘り強く提出を依頼すれば良かったかもしれません

けれども。 

厚生労働省さん自体としての見積りを何らかの形で検証

する手はずはないものなのでしょうか。見積書が非常に高

いものだったと仮に仮定しても、これは高過ぎるというジ

ャッジをする手段はないのでしょうか。 

ジャッジといいますか。今回のシステムに関しては、工

程管理支援業者、技術支援業者の2社がシステムの支援業務

に入っておりますので、そこと相談しながら製品の価格に

ついては、予定価格などをそういう所と相談しながら決め

てはおります。 

それは東芝ソリューションも入っているのですか。 入っていません。 

東芝ソリューションから出された最終的な入札価格が市

場価格を反映しているという理解かという気もしますが、

いかがですか。 

先ほども言いましたように、支援業者とも相談しながら、

そこの支援業者である程度の調査はしておりますから。 

そうですか。予定価格の見積りの明細があります。これ

で予定価格を算出されたということだと思うのですが、金

利が④に入っていて、それから 19番目に手数料、20番目に

利益と 3項目がほぼ利益の範疇のものが入っておりますが、

この 3 つはそれぞれどのような性質があるのですか。これ

全体としてはリースの価格明細という意味ですよね。4 年 5

か月のリース総額を算出しましたという表になっておりま

すが、4 番目の金利は分かりますが、19、20 番の手数料、

さらに利益というように、ここで金額が計上されておりま

すが、これはどういう趣旨なのですか。何か明確な考え方

がおありになるのですか。 

積算資料に月間の物価資料、2015 年 6 月号の算出例があ

ります。それを基に積算したものです。手数料は購入価格

の年当たり 1％を適用する。利益については、同じように購

入価格の1年当たりの適用パーセンテージ1％となっており

ますが、これを参考に算出いたしました。 

こういうものの積算方法というのは、こういうものなの

ですか。 

リース、レンタルの場合の算出例ということで記載され

ておりますので。 

金利と手数料と利益を 3 項目入れているロジックが少

し分からないところがあります。細かい話ですが、あと、

この表の一番右側の数値の項目の中で、小数点があった

りなかったり 3 桁ごとにカンマで区切られていなかった

り、非常に数値が見にくいです。何桁か、非常に大きな

桁数だと思ったら小数点があったり、この辺を統一され

たらいかがでしょうか。 

 率は小数点以下何桁、今は 3 桁になっていますが、数

字については小数点は書かないとか四捨五入あるいは

切捨てとする等、統一性がないと非常に読みにくいデー

タですので、その辺を改善してください。 

ありがとうございます。改善させていただきます。 

ただいまの御指摘についてですが、補足意見というか、

別に正しいことが書いてあればどうでもいいではないかと

お役所の方は思わないかもしれないのですが、しかし、世

の中、一般にこの議事録が公開されるに当たって、桁を絶

対に間違わないで読み取ってもらうように情報公開すると

いうことも 1 つのアカウンタビリティですし、それこそ信

頼を勝ち得ていく一歩だと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

はい、分かりました。 

これは前回の調達があるお話で、前回は 31億円以上の予

定価格で、結局、落としたのは今回と同じ東芝ソリューシ

ョンです。そのときも 75％程度の落札率で、そのときは確

か 23 億 9,000万円ぐらいです。とすると、今回の調達はさ

らにそれよりも 3 億円ほど高く予定価格として積んでいる

のですが、これはどうしてなのですか。 

前回の契約額に対して今回予定価格が 3 億円高いといい

ますと。 

現行システムの調達金額が出ており、それと今回のもの

が一段上の表にあります。比較すると 3 億円アップという

先ほども説明しましたとおり業者から見積りを取った結

果が、今回予定価格 26億円、前回実際に契約したものが 23



ことで予定価格を立てられています。ある意味 ITの世界な

ので、下がっていくことはあっても上がっていくことは余

りないかと思うのですが、どうして 3 億円積増しされたの

ですか。 

億円です。出てきた見積りを参考にしております。 

先ほどの御説明の中で 3 社から見積りを取られて、一番

低い金額であった東芝ソリューションが、ある意味外れ値

であろうと考えて取り除いたということで。 

はい。 

今回のものは、2社の平均値若しくは何らかの加重をした

上ということなのだと思います。しかし、そのうちの 1 社

である別の会社も今回いざ出してきた金額はといったら低

入調査の対象になる金額で出していますよね。 

はい。 

まるっきり参考見積りが参考にならないという言い方は

不適切かもしれませんが、実際の入札とマッチしないとい

うことになっています。これについては何か情報を得てい

らっしゃいますか。 

実際、見積りで出てくる、東芝ソリューションを除いて

出てきた段階でいろいろ見てみたのですが、製品は定価ベ

ースで出てきているものがほとんどだったものですから、

それに支援業者の協力を得て、一般的というのでしょうか、

現在だったらこれぐらいまでの価格なのではないかと、こ

ちらで再度数字を置き直して、それで算定したものが今回

の 26 億です。 

今回、参考見積りを取ったところが、いざ参入してく

るというか入札してくると、何というか合理的にはそれ

よりも低い金額で入れてこなければ変といえば変です

よね。自分で取りたいとすれば。そういう意味で参考見

積りを取るときにどのぐらいそれを参考にするのかと

いうのは難しい点であることは事実かと思います。 

 ただ、今回は開発とかではなくて賃貸借ですので、非

常に値引きしやすい分野だと思います。やったことのな

い仕事をやるのは値引きしづらい、工数が難しい、何を

借りればいいかが分からないとなると思うのですが、こ

ういう契約の場合は見積りよりも相当大きく値引かれ

るということが一般的のようですので、今後、少なくと

も前回の調達よりも上がっていたら、これは少しおかし

いので、3 億円積増しする理由は何だろうという感じで

精査していただければと思います。 

あと、技術審査委員会設置要綱があります。この中で

アドバイザーが設置されております。アドバイザーの役

割はどこに書いてあるのでしょうか。 

特に要綱の中ではうたってはいないですけれども、お願

いしている先生が全員 IT関係に強い先生ではないものです

から、事務局から説明すると予断を与えてしまうというこ

とで、毎回 CIO 補佐官に、システム関係で疑問があった場

合は補佐官に説明してもらうということをお願いしており

ます。 

技術的な情報の提供のためにということですね。これ

は、やはりアドバイザーの役割というのは何なのか、要

するに設置要綱の、委員会の一員とは言わないかもしれ

ませんが、こうして誰に頼むのだということまで列挙さ

れているわけですので、アドバイザーを置くのであれ

ば、その人は何をやるのかとか、この人は採点する人な

のかどうかということをきちんと明示しておかないと、

やはり官の行き過ぎた介入があったのではないかと見

えますので、今後はそういうところを明確にするように

していただきたいと思います。 

 揚げ足取りのようで恐縮なのですが、IT に強い方だけ

ではないということが不安な審議委員会構成なのです

が、どういうことなのでしょうか。 

 

副委員長の先生が ITの専門なのですが、弁護士の先生は

今回の入札に当たっての公平性とか、そういうところの観

点から見ていただくということです。 

そういう役割を期待したわけですね。分かりました。 

それでは、また次なのですが低入札価格調査の結果が出

ています。今回、ノウハウが蓄積されているということ

と、保守以外の製品部分で値引きしているということが

今のところ、仕様の要求書でサポートができるようなも

のということは書いておりますので、余りにも古いような

物だと賃貸借の期間にサポートが切られるおそれがありま

すので、そこら辺は一応、ハードで向こうが提案してきた



書かれております。例えば、非常に古い在庫品を押し付

けてきているという形での不利益は生じていないでし

ょうか。 

 

ものも支援業者が全部チェックしておりますので、極端に

古いものはないかと思っております。 

きちんと支援事業者でチェックをしたということです

ね。 

はい。 

先ほどの参考見積りですが、具体的にこの 3 社は幾らと

幾らと幾らが出たのでしょうか。 

約○億○万円、約○億○万円、○億○万円です。 

分かりました。その中で東芝を抜くというのは、例えば 5

社ぐらいあって上下抜くというのは分かりますが、3社で下

だけ抜くというのはどういうことなのでしょうか。 

ほかの所はほとんど製品の定価で出てきているのです

が、この時点で東芝ソリューションは値引き額を含めて出

してきたので、それを基に計算すると不落になる可能性も

あるので、ここの部分、東芝だけ少し検討の外において、A

社と B 社を参考に積算、予定価格を立てさせていただきま

した。 

そういう作業は今までもやっていらっしゃるのです

か。定価で出してくるものだけを上げて、値引き等も考

えるようなものは、まず排除しておこうという慣行があ

るのですか。 

そういう慣行はないと思います。今回支援業者と話して

いて、この価格ばどうなのという部分で東芝を検討の外に

置いたということだと思います。 

そういう考慮を働かせていいようなものなのですか。

これは、価格で見ると一番下と真ん中との価格差は約○

億、一番上と真ん中の価格差は○億ですよね。価格差だ

けで見ると何か異常に高いです。異常に高過ぎるからこ

ちらを除くという判断でもいいと思うし、そういういろ

いろ考慮するのはやはり余り賢明ではないので全部や

っておくかということも合理的な判断の 1 つだと思いま

す。 

 あらかじめ予定価格を出して参考見積りを取るという

のは、恐らく物価資料とか、定価か何かで決まってこな

いだろうから参考見積りを取ろうというのだろうと思

うので、にもかかわらずそういうような配慮を予定価格

設定の段階でするというのは、何か少しおかしいのでは

ないかなという感覚は生じませんか。 

普通に考えればそういうことなのかもしれませんが、何

分 IT の部分については弱い部分もありますので、どうして

も専門的にやっている支援業者の話に耳を傾けてしまうと

いう側面はあるのかと思います。 

もう 1 つ、両方とも定価でやっている、定価でやってい

るものがなぜ○億も違うのですか。今の支援業者の御説明

だと片一方は値引きも入れてしまって異常に安いから、こ

こは外そうみたいな話で、両方、後の 2 つは定価ベースで

やっているから、そこで予定価格にしておけば不落になら

ないだろうから、こちらが好ましいというような御説明だ

ったと思います。だとすると、なぜ○億も差があるのでし

ょうか。 

○億の差のうちの約半分については、高い方は保守で高

く見積もっているという部分があります。 

保守みたいなものは、定価みたいなものはないのですか。

それとも作業工程を多く見積もっているということです

か。 

保守の場合人権費に係る部分なので多分、各社それぞれ

に決まった定価といいましょうか価格があるかと思いま

す。 

何かその説明では全然納得がいかないのです。機器は定

価で大体そこでは何億かの差しかない、保守で○億も差が

ある。それはそれでも機器のほうが定価で余り変わらない

から、機器のほうだけで予定価格の水準を出してしまって、

1 つだけ排除して 2 つで決める、その合理性が少しよく分か

らないのです。 

機器といっても、やはり性能のすごくいいものから悪い

ものまであると思うので、うちとしては見積書だけしか予

定価格を立てるときに取っておりませんので、どういう製

品を相手が選んできたかということが分からない部分もあ

りますので、定価と申しましても機器によっては差が出て

くるかと思います。それと、保守については、やはり人件

費に関わる部分ですから A 社のほうが、その分は人件費が

高く、B 社は低く抑えられるというところでの差が出てくる

と考えております。 

仮に保守についても○億も差があれば、これは差があり

過ぎるからおかしいという判断をしてもおかしくないと思

はい。 



うのです、機器について同じ判断をするのなら。だからそ

の合理性がきっとないのだろうと思うし、実際にどのよう

な機器を選ぶか分からないというのは、実際に落札してみ

て初めて、一般競争入札だから、それは見積りの段階では

余り関係ないはずのものですよね。 

今後は余り事前の操作みたいなものは、本当に合理的基

準でもって一括して分かるようなものは別として、すべき

ではないのではないかと思います。 

はい。 

今の 3 社の見積りの結果を伺うと、やはり私も問題を

感じざるを得ません。特に外すべきだったのは、むしろ

上のほうだったということです。中央値が○億で低いと

ころが○億、高いところが○億でしたら明らかに高いと

ころがドーンと飛び出てしまっていますから、これは全

部を使った平均であるだとか中央値を使う、あるいは、

同じことなのですが上下を外して考えるということの

ほうが、オリンピックの点数何かでも上下を取り除くと

いうことはよくやりますが、自然なのではないかと思い

ます。 

 ただ、上下を取り除くというのは、それこそ今例で出

したオリンピックのように審査員がたくさんいる場合、

今回の場合は審査員ではなくて見積りを出してきた人

たちですが、見積りを出してきた側がたくさんいる場合

は、そういう外れ値、両端を取るという作業をしてもむ

しろ自然になるからいいと思うのですが、3 社しかない

場合は取り除くのは相当な恣意性をもたらしてしまう

ので、やはり説明責任としては問題なのではないかと思

うので、それは改めていただきたいと思います。 

 あと厚生労働省といえば、JEED の不適切調達がすぐに

話題に上ってしまいますが、あのときも結局のところ

は、やはり行政は執行しなければならない、仕事が進ま

ないわけですから不落にするということはある意味困

るわけです。そういうところがあってのプレッシャーは

分かるのですが、だから予定価格を低くするわけにはい

かない、不落になっては困るからむしろ上振れするぐら

いのほうがいいという発想ですと、どうしても入札業

者、あるいは参考見積りを出してくれと言われた業者

は、多め多めに出してくることになってしまい、正に高

い見積もりを出してきた社は○億ぐらいと言っておい

て、○分の○未満の○億で入札という、裏切りではない

かもしれないけれど戦略的行動を取ってくるわけです。 

こうなってくると、結局のところ厚生労働省側が、そ

んなにこれに時間をかけられないにもかかわらず、結局

1 から全部積算しなければ予定価格を積めない。要する

に参考見積りを信用できないという落ちになってしま

うと思うのです。そういうことは互いに国民にも行政に

も、そして入札業者にとっても余り効率的ではないです

ので、結局、話は戻ってくるのですが、これは低過ぎる

だろう上過ぎるだろうというのを余りに少ないサンプ

ルの中で判断されるのは慎まれたほうがいいと思いま

す。以上、意見です。 

 

（分科会長の意見） 

この案件については特にありません。 

 

 ありがとうございました。 

【審議案件３】 

審議案件名 ：毎月勤労統計調査オンラインシステムの過去の集計結果を修正する機能等の改修業務 



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、低入札価格調査を実施していること、また、落札率が著しく低いた 

め。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社グリフィン 

予定価格  ：14,895,090円 

契約金額  ：1,903,500円 

落札率   ：12.8 ％ 

契約締結日 ：平成 27年 11 月 16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、５者応札があり、株式会社グリフィンが契約の相手方とな

った。落札率は12.8％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

低入関係の説明をお願いします。 価格が非常に安く入札をされたことを受けて、低価格調

査を行いました。この金額の根拠を質問等を投げさせて

いただいたのですが、仕様書に書いてあること、仕様書

でこういう改修をしてくださいという内容を示したもの

については、すべき作業としてきちんと認識をしていた

だいていたということから、いわゆる想定が甘いとか、

簡単にやってしまおうと思っているようには見られなか

ったために、この額で問題がないというか、入札をこれ

は駄目ですと言える状況にはなかったということになり

ます。 

予定価格調書があって、それからグリフィンの見積書が

契約と同時に出ていると思いますが、これの工数を比較し

ますと、かなり激減しているということですが、その中で

設計の部分、あるいは製造の部分についてもかなり工数は

減っています。特に設計のところで工数は見積りのほうで

は、厳密にしますと、0.5人月、予定価格のほうにしますと、

合計で3～3.5ぐらいあるのですが、基本設計は余りしなく

てもいいという理解でよろしいのですか。 

結果的にそのようになってしまったのですが、当初、参

考見積りを取った段階では、現行ベンダーと、このシステ

ムに関わったことがある者とプラス 1 社に頼んだような

形で見積りを取りました。 

 見積りを 3 社から取ったときの視点としては人件費の

単価の差がありますので、工数で比べたところがあるので

すが、見積りを取る際には仕様書を渡して見積りを取るわ

けにはまいりませんので、こういった改修を考えていると

口頭で説明した上で見積りを取ってもらい、3 社とも金額

の差異等はありましたが、工数の大きな差はありませんで

したので、設計等もこれで妥当であろうと思い、提出しま

した。 

 仕様書を作った際に、仕様書の必要な改修内容に盛り込

むべき内容が足りず、実際に開札後にグリフィンと話をし

た際に、仕様書はきちんと読み込んでいただいており、こ

ちらでやってほしいと思ったとは、その仕様書の書き振り

では読み取れなかったということは、こちらの記載方法に

も問題があったということで、グリフィンに「安すぎでし

ょう」と言えなかったのは、そういう経緯もありました。 

 実際に現行ベンダーが見積りを取っておりますので、こ

ういう改修をしたというときに、現行ベンダーはどうして

も行間を読んでくれると言いますか、ある程度問題意識を

持って、こういう所も見越して改修すべきだろうというも

のを工数に組み込でいたところ、新規で入ってくる業者は

そうではなく、読み取れるものの中で工数を組んだことに

なります。結果的には安い額で落ちてしまいましたので、

こちらが想定しているものをやってくださいと。一部はや

っていただきましたが、押し通すことはできず、書き切れ

なかった部分はできなかったということになりますので、

実際にはこちらの落ち度もあったと考えており、見積りの

差異等の差異というのは、考慮しているものに差異はあり



ませんが、結果的に書類として出ていったものに差異が出

てしまったと考えています。 

今後、できなかった業務については、どうなるのですか。 できなかったと言いますか、機能としては設けられたの

ですが、修正をしようとしていますので、直した内容をシ

ステム内に前後で持ちたいという願望があったのですが、

それを履歴として管理することはできなかったので、それ

は外出しに修正に使ったファイルで管理していく、運用面

でシステムに機能としては設けられなかったので、業務面

でやっていくということに当面はなると思います。 

定期的なシステム更改もありますので、そういった際に

テーブル構成少し見直したりということは、今後していけ

るかとは思いますが、新たに同じ内容でもう一度改修をす

るのは難しいと考えていますので、今後のシステム更改の

見直しとか、業務面でうまくやっていこうと思い、そうい

う計画を立てているところです。 

いずれはやらなければいけない機能追加ということです

ね。 

今いろいろ調査の動きもありますので、システム自体を全

体的に見直さなければいけない局面になっておりますので、

そういった中でうまく織り込んでいき、直していける部分は

直していきたいと思っています。 

参考見積りを 3 社から取られたと言われましたが、価

格的には大体どのぐらいだったのですか。 

3社取りまして、大体○万円ぐらいのものと、○万円と○万

円というのが出ておりました。 

グリフィンからは取られてないのですね。 グリフィンは今回初めて知った会社になりますので、見積

りは取っておりません。 

本来の実勢価格は大体どのぐらいだったのですか。予定

価格ということですね。 

予定価格自体は出していただいたものになりますが、落札

額としては 1,000 万円前後のものが出てくるのではないかと

思っていました。大体同じような工数の同じような見積りが

出ておりましたので、そのぐらいで来るのかと考えていたと

ころ、実際には想定していたものの 5分の 1、6分の 1ぐらい

の額で落ちてしまいましたので、実際は本当に心配したので

す。 

5 社のうち 3 社が低入調査対象になるわけですね。 対象でした。 

予定価格について、あるべき予定価格の算定方法ですが、

その辺は今回のいろいろな事例を参考にしつつ、何らかの

改善をしていかなければいけないと考えますが、その辺は

どのような対策なり、考え方をされるのですか。 

見積りを取る際は、先ほども申し上げたとおり、工数ベー

スで確認をするようにしています。人件費でどうしても額の

差異が出ますので、工数で見ています。個々の工数について

大幅に違えば、想定がどう違うのかは確認するようにしてい

るので、大幅な見積りの差異は余りないものと思って、自分

は動いてきていたのですが、今回こういう結果になりまして、

実際に見積りどおりに入札はされないということで、そこは

もう少し突っ込んで見積りを取った業者と話すように。今ま

た改修が動きますので、見積りを取っているところですが、

もう少し詳細に内容について想定していることについて、何

がこんなに多くなるのか。多くなる部分というのは聞いてい

るし、ほかに比べて大幅に少ない所に対しても、なぜそんな

に少なく見積もれるのかというのと、何か考慮漏れがないの

かも含めて聞くように今回からしているところです。 

せっかく項目ごとに工数を取られておられるので、実際

にこれはどういう内容かということを詳細にヒアリング等

をして精度を高めていただきたいと思っています。 

 

前回の落札価格を見ますと、1億円未満でした。今回の予

定価格は1.5倍近くになってしまっているのですが、この段

階で、これは上振りしすぎではないかという議論はなかっ

たのでしょうか。 

前回というのは前回改修のことをおっしゃっているのです

か。 



平成24年8月9日に調達したものが出ていて、そのことで

す。 

改修の内容が大幅に違いますので、純粋に比べにくい部分

はあります。実際にこのときには大幅な機能追加もしており

ますので、今回より改修幅、改修量という部分が影響範囲が

大きかったものになりますので、そこは純粋に10倍ですとは

なかなか言いにくい部分です。それぞれの見積りを取る際に、

この機能を改修することによって、もちろん触わる部分は1

か所でも、どの範囲に影響が出るか、どこを触わらなければ

いけないかというのは変わりますので、そこは必ず影響調査

をベンダーにしてもらっています。もちろん、こちらの説明

の足りなさはあるやもしれませんが、大幅な見込み違いは、

今回と前回に関してはないと認識しております。 

前回の調達とは全然違う内容だということですね。 おっしゃるとおりです。 

少し細かい話ですが、開札調書がありまして、こちらの

適用欄が決定になっているのですが、今までこの委員会で

見てきたものですと、低入調査が入る場合は保留になって

いて、省内で手続が終わった後、決定となったような気が

するのですが、これはいきなり開札の日に決定してしまっ

たのでしょうか。 

低入調査後に決定しました。 

では、これは本当は「保留」と書くべきなのですか。 本来は開札調書では、適用は保留にしておくべきというこ

とで、保留と入るべきものだと理解しております。 

ちゃんと決裁が省内で通った上で決定したわけですね。 はい。 

今後はなるべくほかにそろえて記載していただけれ

ばと思います。 

分かりました。 

低入札調査についてですが、入札額が安価な理由とい

うことで、調達仕様書に記載した改修内容に関して、最

小限の作業内容で費用の積算を行ったものですという

ことで理解できたということが、省側での報告として書

かれているわけです。 

 この調査結果を最後まで読んでも、これですと、「い

や、勘違いではありませんよ」と応札者側が一言いえば、

それで終わりになってしまうのです。それは低入調査を

やる意義がないのではないかと思われます。低入調査は

単に行政側に不備がないことを言い訳するためのもの

ではなくて、いわゆる安物買いの銭失いにならないとい

うことを目標としている部分は大きいと思います。です

から、取りあえずこちらは納得したという報告だけを残

すのではなくて、聴取内容そのものを記録したり、厚労

省内の別の調達ですと、相手側からも、どうしてこのよ

うに入れましたという説明をした文書も取っておりま

すので、そういうのをきちんと取って、向こうの内訳も

含めて文書として保存して、次回の調達のときに、それ

こそ今回のように予定価格と落札の金額が随分違うな

どということがだんだん減っていくように参考にする

資料として、そういうものを取得しておくことをお願い

したいと思います。 

 あとはコメントですが、参考見積りを取るときに、完

全な仕様書を渡すわけにはいかないというのは、もちろ

ん理解できるところです。しかしながら、曖昧な仕様と

いうのは、業者側からするとどうなるのかというと、全

部リスクに移りますので、どんどん上に積んでいく方向

に行動をとりがちになってしまいます。バランスは難し

いところではあるのですが、何が欲しい、何をしてほし

いのだという点に関しては、なるべく曖昧さがないよう

 



にすることと、今はこういうものが動いていますという

説明をきっちりする。どう作るかはもちろん入れる人の

考えるべきことですし、余り書きすぎても何が幾つ必要

なのだということが分かりすぎてしまうという意味で

も良くないかもしれないので、今、何があるのかという

ことと、自分たちは何ができるようになりたいのだとい

う 2 点はきっちり誤解のないように言って、見積りを取

るようにしていただくといいかと思います。それでも、

どうしても高くぶれると思うのですが、少しでも現実的

な金額に落ち着くように、そのようなアプローチをお願

いしたいと思います。 

 あとは今回は調達概要の書き振りが若干不足していた

という反省があったということで、大学の教科書に使え

そうなストーリーではあるのですが、正にそういうこと

につながってしまいますし、それが結果的に継ぎ接ぎの

システムを作ることになって、それが非常に安定性を損

なったり、場合によってはセキュリティー上の問題の元

になるので、そういうことは今後はないように御注意願

いたいと思います。これもなるべく文書化して、人事異

動があった後でもきちんとつながるようにお願いした

いと思います。 

 別の案件でもそうですし、IT の調達というのは、今

回もそうですが、参考見積りを取っても、その業者が実

際にはそれよりずっと低い金額で入れてくるというの

がありますので、それもかつての案件とか省内のいろい

ろな案件等を精査して、どのぐらいのところで入れてく

るのだろうか、あるいは見積りというのは、どのぐらい

リスクを加味して上に出してくるのかというところを

省内で勉強する機会を作れたらいいかなというのが私

のコメントとして申し上げます。 

先ほどの続きですが、価格的に5分の1から6分の1ぐらい

になってしまった。出来上がったものも省が考えていた機

能というか、そういうものの5分の1、6分の1でのものにな

ってしまったということになるのですか。 

5 分の 1、6 分の 1 まではならずに済んだというところ

です。実際に適正価格というのは何でしょうという問題が

ありますので、幾らだったらきちっとしたもの、こちらの

想定したものができるかという難しさはありますが、今回

それでも予定価格調査のときから、こちらが危惧している

ことというのは、ずっと伝え続けた部分でしたので、その

危惧していた部分はクリアするような形で設計をしてい

ただけたものと思っています。 

 実際にやりたかったものの 5 分の 1、6 分の 1 と言った

ら、そこまで低いものにはなってないとは思いますので、

先ほどのお話のとおり、適正な価格とは何かというのは考

えていかなければいけないのかなと。IT 部門というのは、

価格の判断の難しさが常にありまして、そこは見積りを取

るたびに悩ましく思っている部分ですので、もう少し調査

ができればと思っているところです。 

ただ、本件は入札の公正さという問題よりは、どちらか

というと、自分が欲しいものをどのように表現したら伝え

られるかという、そちらの問題であったようですね。 

どこまで具体的に書くといいのか、具体的に書きすぎると、

もっとこのようにすればいいのにという提案を頂けなくなっ

てしまうのかという難しさもあって、でも、書き振りが足り

なかったというのは重々承知しているところです。その後、

仕様書をもう1本作っているのですが、そこは今度はなるべく

詳細に書いて、記載内容についての相談も、こんな感じで書

くと意味が通じるかという書き方の相談はベンダーにしたり

しております。 

例えば説明会を2回、3回開くとかそのようなことですり 仕様書に記載する内容をどこまでオープンにして、ベンダ



合わせみたいなものがだんだんできてくるということはな

いのですか。 

ーであったり、見積りを取って提示して確定していってよい

のかと言いますか、ベンダーに対してもがっつり示して「こ

れで分かりますかね。このように読み取ってもらえますか」

という相談をどこまでしていいのかという部分も非常にあ

り、この件もありましたので、今はもう少し出して相談をし

ているのです。この件のときにはどこまで出して相談してい

いのかというのが分からず、ほぼ出さずに、ベンダーにはこ

のように記載するというのは、余り出さず動いたという経緯

がありました。公平性というのもありましたので。その後は

この反省を踏まえて関連して見積りを取ってくださる所に

「書き振り問題ないですかね。意図は伝わりますか」という

確認は取るようにしています。 

入札に応じる人に正確に伝わらないと意味がないですよ

ね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

要求仕様を満たさないような契約になってしまうのか、

あるいは要求仕様を満たさないことが判明した段階で落札

者であっても契約をしないことにするのか。いずれにして

もかなりの無駄が生じることが明らかです。そういう意味

で、これはとても良い研究素材みたいな気もします。 

ありがとうございました。 

【審議案件４】 

審議案件名 ：就職支援におけるIT化推進事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、1者応募であるため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ：21,155,094円 

契約金額  ：20,980,999円 

落札率   ：99.2％ 

契約締結日 ：平成27年10月13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、アクセンチュア株式会

社と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

企画競争ということで、原則としては複数社からの企画

書の提出ということになると思うのですが、今回について

は、当初の仕様書で説明会に参加した業者は何社だったの

でしょうか。 

株式会社アクセンチュアを含め7社です。 

予定価格の決定方法ですが、その辺りはどのようにされた

のですか。 

1 回目の予定価格については、積算の一部については業者

から見積りを取っております。それ以外の部分については、

過去の実績や当省の標準単価等を勘案して積算をしておりま

す。 

その見積りは、アクセンチュアさんからはお取りになっ

ていらっしゃるのですか。 

当初の見積りは違う2社から取っております。 

それを参考にして、基本的には予定価格を作られたとい

うことですか。 

はい。 

企画競争ということで、競争性が一定レベル担保されな

ければいけなかったにもかかわらず、結果として1社となっ

てしまったのですが、複数社の企画書を提出するためには

何が欠けていたのでしょうか。 

率直に仕様書をかなり入札しやすいように変更したつもり

ではあったのですが、正直な話、業者の方から言わせると、

ちょっと採算ベースに合わないという声がありました。 

  仕様書に対して見積価格が非常に低かったということで

すか。 

最初の2社の見積りを取った際には、○万○円と○万○円と

いうことですから、前者から見ればちょっと赤字なのかもし

れないのですが、後者は場合によっては入札をしていただけ



たのかなと考えております。 

基本的には採算が取れないから、余りいい仕事で、儲か

らない仕事だからということだったのですね。 

はい。 

その辺りの予定価格の複数社、もう少し参加者を多くす

るために、参考見積りを入手したあとに実際に予定価格を

設定する方法なのですが、その辺に何か問題点はなかった

のでしょうか。 

仕様書についても具体的に業者の方と相談することもでき

ないものですから、ある程度概要を示してしか見積書を取っ

ていないものですから、その辺で難しかったところがありま

す。 

では、それほど低い金額だとは思っていらっしゃらない

のですか。それとも、もう少し高く予定価格を上げておけ

ばよかったと思っていらっしゃいますか。 

もともと、この委託事業の予算額というのが約2,460万とい

うことでしたので、その範囲内でということで、まず考えて

おりました。 

結果として、アクセンチュアさんが企画書を出して、そ

れが特に良好な企画書だったということで採用されている

ということですね。 

はい。 

今回の最初の調達が、14営業日公示期間があったという

ことなのですが、結構このプログラムは試作をした上で試

験投入して、効果検証をしてということですと、準備期間

として随分短いような気がするのですが、これについては

何か意見はありましたか。 

やはり、当初の仕様書では、14営業日しか公示期間を取っ

ていないから、企画書を作成するに当たっては短かすぎると

いう意見がありましたので、2回目の仕様書の際には具体的に

申し上げますと、26営業日取らせていただきました。 

確かに、その点は改善といいますか、対応していただけ

たと思うのですが、それをした段階で既にもう数か月消費

してしまっていますので、仕事のボリュームをそのままに

して公示期間を延ばしただけだと、業者としては1年がかり

の仕事だったのが半年がかりでやることになるので、余り

負担減にならないのではないかと思うのですが。 

そこは、ですから具体的な委託事業の内容を、当初は職業

紹介率をアップさせるために開発したアプリケーションをシ

ステムに実装可能なレベルまで繰り返し検証、実証するとい

う、かなり高いハードルだったのですが、それを職業紹介成

功率までは求めないけれども、アプリを開発した上で、求人

に対しては適当な求職者が紹介されたかどうかを検証し、そ

のアプリで至らなかった問題点や課題、あるいは今後どうい

った点を考慮すれば職業紹介成功率が上がるのかというよう

な感じで、委託事業の関係の概要のハードルを少し下げさせ

ていただいたという状況ではあります。 

今御説明いただいて、何となく伺う前よりはイメージは

できてきたのですが、それでも結構大きなお仕事ですね。 

はい。 

やや手を挙げづらい、難しい先端的なお仕事だなという

のが、感覚的なものなのですがありました。これは、前回

の調達というので、野村総研がやっている仕事があります

が、ここでの知見は何かいかされるとかはないのでしょう

か。 

平成26年度事業の成果物については、マッチングロジック

のスキームや考え方が中心で、具体的にアプリケーションの

開発のプログラムそのものではないということと、あとは1

つは落札業者が異なる場合に、当該成果物に捉われない新た

な知見や技術も期待されるということから、あえて今回の仕

様書には平成26年度の成果物に準拠すべき旨の記述はいたし

ませんでした。 

1年であっても、半年であっても、結構これは難しい仕事

だと思うのと、あとは前回そうやって得た知見がせっかく

あるという事実からすると、これに縛られる必要はないも

のの、このようなスキーム、ロジックがこれまでに分かっ

ていますということで、これを利用して結構ですというと

ころまで言わないことには、手の付けようがない仕事のよ

うにも見えるのですね。 

分かりました。落札業者には、当然平成26年度の成果物を

その後お渡しし、参考にしていただいたわけですが。 

この平成26年度の成果物は、そんなに機密性の高いもの

なのですか。 

いえ、これは特に。 

公告と同時にもうオープンにしてしまうか、もう公告す

る前からでも国民の財産ですからといって公開してしまっ

てもいいぐらいのものだと思うのですが、その上でこれを

うまく使ったらいいソフトができませんかということでい

えば、それだったらコーディングをすればいいだけだから

手を挙げてみようという人もあったかもしれないなと、今

お話を伺って思いました。せっかくの前回の調達があるの

はい、分かりました。 



で、そういったものも効果的に活用して、次のお金の有効

な使い方をしていただけますようお願いいたします。 

細かいことなのですが、企画競争の理由書の最後のほう

のところですが、総合評価落札方式では、あらかじめきち

んと評価の基準を考えておかなければいけないし、比較し

て評価せねばならないということが難しいということなの

ですが、企画競争であっても結局2社以上来たら比較してき

ちんとやる基準が必要になりますので、これは理由として

は不適切かと思いましたので、次回以降御検討ください。

以上です。 

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。 

ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム開催事業 

資格種別  ：役務の提供等（A、B又は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 ：社会・援護局 

契約相手方 ：株式会社ステージ 

予定価格  ：8,083,389円 

契約金額  ：7,999,560円 

落札率   ：98.96％ 

契約締結日 ：27年10月6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、株式会社ステージが契約の相手方となっ

た。落札率は、98.96％である。 

意見・質問 回   答 

この案件については、説明会の参加者が先ほどの説明で5

社いらっしゃって、そのうち4社が結局入札をしなくて、ス

テージさん1社だけだったということですが、その理由はど

んなところなのでしょうか。 

こちらは、平成 20 年から実施をしており、この間、何社

かに継続して実施をしていただいているのですが、予算等が

余り変わってなくて、同じ金額でずっと推移しております。

そういったところで、なかなか魅力のあるような事業、要は

利益の上がるものではないというところを業者さんが判断

をされたのではないかと思っております。 

公告期間についても特に問題はなさそうなのですが、仕

様書について実際に入札しようとしている方から見ます

と、業務内容の具体性が少し足りないような感じも見受け

られますが、その辺りはいかがでしょうか。今回で終わり

の案件なので、そのことは次回にはいかされないとは思い

ますが。2 ページにわたって書いてありますが、これだけ

ですと少し分かりにくかったのかなと思いますが。 

例年に沿いまして、同様の形で見直しを図りながら実施し

ておりましたが、私ども厚生労働省のホームページに実際の

事業を毎回報告書の一部として内容の説明と、厚生労働省経

由のYouTubeで事業の全体を毎年更新して、広報の一環で実

施しております。そういった資料もありますので、そういっ

たものを補足する形で説明会のときにも説明させていただ

きますので、そういったところでは文章にできないところで

はきちんと配慮するつもりで臨んでおりました。 

結果として、3回不落で4回目にやっと落札できたという

ことで、落札率は98.96％に高止まりしてしまったというこ

となのでしょうが、もう少し参加、あるいは入札してくれ

る業者に広く周知できればよかったのかなと考えておりま

す。その辺りを、ほかの案件でも参考にしていただいて、

いろいろな参加者が参加できるような形で公告をしていた

だければと思います。 

 

最初の調達概要書を見ますと、入札日が5月29日なのです

が、契約締結日が10月6日ということで、普通は大体契約ま

で1週間ぐらいしかかからないのですが、どうしてこんなに

長くかかったのかを教えていただけますか。 

事業計画書と経理計画書を提出していただくということ

になっておりますが、その内容で事業計画書の中で当方の内

容について、中国残留邦人の広報の中で捉えたときに、必ず

しも好ましくないような案件が入っておりました。具体的に

は、オープニングで講演する映画上映の内容について中をよ

く見させていただいたりしたときに、なかなか残留邦人の歴



史を正しく反映していない部分があったりといったところ

で、事業の内容で業者さんといろいろお話をしておりまし

た。要は、私どもが求めているものが高くなってしまうとい

うところがあり、そういったところの折合いを付けていくの

に、3か月間という期間を要してしまったということです。 

必要なものを得るために、価格以外の部分での交渉があ

ったということですね。 

はい。 

このプロジェクトは今回限りということのようなのです

が、今後もきっと社会・援護局が様々な催しを執り行うこ

とはあろうかと思いますので、是非調達の説明、仕様、そ

の他参考資料でなるべく何か月もかけて内容を説得しなけ

ればならないということがないように、いろいろと工夫を

していただければと思います。 

はい、承知いたしました。 

非常に事細かいことですが、仕様書の最初のページの

シンポジウムは 400 名ということだったのですが、仕様

書には参加予定人数が 500 人程度とあります。それか

ら、開催時期が 10 月中だったのが 11 月 14 日になって

いるのですが、これは厚生労働省側としては了解した上

でそうなったのでしょうか。 

はい、了解いたしました。講演というか、劇を実施したの

ですが、劇の実施と会場の選定が難しく、劇の実施ができる

会場ということで選定したところ、400名規模になりました。 

では、やってしまってからこうでしたというのではなく、

きちんと事前に協議はあったわけですね。 

はい、了解をした実施です。 

 

開札調書を見てみますと、今回3回目までがかなり大きく

予定価格を上回っていて、4回目で突然ドスンと落ちて予定

価格に収まっているわけです。ここで一番大きい懸念にな

るのは、予定価格を暗示するような行為が厚生労働省側に

なかったかということなのですが、そのようなことはなか

ったでしょうか。 

全くありません。 

最後に明細見積りが応札者側から出てきております。

一般競争入札で、こういった見積りが出てくるというの

は珍しいと思うのですが、これは何か出てくる、あるい

は出させた経緯はあるのでしょうか。 

総合評価落札ということで、先方と話をしながらこう

いった内容でできるということで、実施のためにこうい

う事業をきちんとやっていこうということでお互いに作

ったものです。 

落札から契約の間で、いろいろ詰めをしていた中で出て

きた資料ということですね。 

はい。 

これは、過去10回やったのですか。 はい。 

平成20年からというのは、その前にもやっているのです

か。 

いえ、平成20年度に法律を施行したときに、3回実施して

おります。法律の施行後ということで、オープンのときでし

たので、大々的に3回実施したということです。 

過去の落札者は、ステージ以外にも何社かやったのです

か。 

ステージは今回が最初で、過去には電通さんや毎日新聞社

といった業者さんが実施いたしました。ちなみに、平成26

年度が電通で、平成25年が毎日新聞、その前が電通ですね。 

そういう大手の所は、今回は説明会にも来ないで。 説明会には来ていただきましたが、実際には応札していた

だけなかったということです。 

もう終わってしまうし、魅力がないと感じたのですかね。 今年が最後ですというのは、業者さんには申し上げており

ませんので、そこは私どもも分かりません。 

予算がどんどん減ってきたということはあるのですか。 過去7年実施しておりますが、ほとんど同額で推移をして

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６】 

審議案件名 ：社会保障分野における番号制度に関わるサポート業務 

資格種別  ：－ 

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

発注部局名 ：政策統括官(社会保障担当) 



契約相手方 ：日立製作所、株式会社システム環境研究所 

予定価格  ：807,954,048円 

契約金額  ：807,948,000円 

落札率   ：99.99％ 

契約締結日 ：平成 27年 9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、日立製作所、株式会社

システム環境研究所と会計法第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 

一般競争入札を選定しないで、比較的競争性の低い企画

競争を選定されたわけですが、今回、企画書を出されたの

は1社ということで複数社ではないのです。公示日が7月9

日、企画書提出期限が7月30日と非常に短い中で、企画書の

作成をしなければいけないスケジュールになっておりま

す。これでは、やはり1社しか企画書の提出はできないと思

いますが、その辺はいかがでしょうか。最初からこれは日

立さんを想定された企画競争であったように穿った見方を

すると、そういう見方をされてしまいますが、いかがでし

ょうか。 

説明会に来られたのは 10 社ほどでしたが、前もって内容

をある程度お話して、どのぐらいの事業ができるかなどの相

談に対しては、今回 3社ほど相談をさせていただいておりま

す。それぞれやる気は当然あったのですが、今回この件は中

間サーバとかシステム的な専門性プラス医療保険制度、制度

的な中身が分かる人ということで、両サイドに分かれるよう

な事業内容がこの 1つの事業の中にあって、ほかの 2社に対

しては、システム的なことは詳しいのですが、制度、各保険

者等からの問合せに対して回答を作れるという、制度面に非

常に不安があって、結局、直前まで検討はしましたが手を挙

げられないということで、日立１社になりました。 

 若干補足をさせていただきます。実は最後まで残った会社

はもう 1 社あります。そこにはなぜ今回最終的に判断ができ

なかったのか、確認のためお話をお聞きしたのですが、今回

の最初の理由にも書いていますが、初めての経験で、実際ど

のぐらいのボリュームか想定できないと。その際に辞退した

会社は、それを全部責任を取ることがとてもこの金額の中で

は対応しきれない、ということを考えて幹部を説得できなか

ったと言われました。日立のほうは、そのままいけるという

幹部の判断だったと思います。ということもあって、もう 1

社のほうはぎりぎりまで悩んだみたいですが、最終的には無

理だという判断をいただいております。 

その予定価格の設定方法はどのようにされたのですか。 それもその3社とお話をしている中で、本当にマイナンバ

ー制度が始まるということで、どれだけの問合せが来るかと

いうのは全く読めない状況の中で、このぐらいのSEがいて、

このぐらいの制度を理解する人がいてということで、人数の

相談をしている中で積み上げていった結果になります。 

日立しか最終的には企画書を出さなかったということで

すが、その降りられた2社というのは、どの程度の見積りを

されたのですか。 

1社はもう少し多くないと駄目だという話で、最後まで残

ったのは、このぐらいの価格でいけると言っていたのは2つ

だったということです。 

公示日から企画書提出期限までが3週間しかない中で、企

画書を作成するというのは非常に困難を伴うと思うのです

が、もう少し長くできなかったのですか。 

7月のマイナンバーカード交付までには何とかセンターを

開きたいという思いもありまして、もともとは2週間程度の

ところを、調達委員会でもう少し長くしてほしいという話が

あって20日になった状況です。 

降りた2社については、期間について短いから、企画書の

作成時間が足りなくて降りたわけではなく、予算と見合わ

なかったというわけですか。 

1社は予算が完全に見合わないというのと、1社は先ほど申

し上げたように、責任を持てる自信がないと。問合せがどれ

だけ来るか想定がつかない中で、システムとセンターに人を

そろえるのはこのぐらいでできるだろうと思いますが、オー

バーしたときにそれを賄いきれる自信がないということを

おっしゃっていたのです。 

できればもう少し提出期限までの期間を1か月、2か月ぐ

らい本当は欲しいのかなと思いますが。あと契約書の中で、

損害賠償分担条項があります。この中で、業務分担を詳し

く述べたものが契約書の中にはないのですが、これはよろ

しいのですか。どちらがどういう業務分担をされるという

この後の実施計画書などでは明確に出されているのです

が、先ほど申し上げたもともと 2つのシステム的な話と、制

度的な話が完全に分かれている、二分化したような中身がこ

の中に含まれているので、契約書に書き込むまではしていな

かったということです。 



ことを明確にすべきではないかと思いますが。 

それが仮に何らかの事故が起きたときに、お互いに責任

のなすり合いになる可能性もないとは言えないので、その

辺はどうですか。これから契約書の別表という形で入れる

ことは可能ですか。 

それは加えることは可能です。 

その辺は少し御検討されたほうがよろしいかと思い

ます。 

検討します。 

今回は厚生労働省と民間の2つの企業の3者での契約です

が、これはどちらかが仕事を全くしなかったり、何かミス

があった場合でも、残った分の仕事というのは確実に機能

するというか、厚生労働省側としては、その分は問題なく

調達できたことになるのですか。 

片方が駄目な場合でも、きちんと全てを網羅できるよ

うな覚え書等は作っております。 

 

一括で取るべきものなのですよね。要するに、分割して

調達できるものではないという考えなのですよね。 

はい。 

契約の主体に乙丙と並列であって、既に指摘があったと

おり、責任分界がはっきりしないというのは、やはり問題

ではないかと思うのです。少し前の調達で、もっと数が多

く、ぞろぞろ並んでいたのもあったのですが、これはどち

らかが、あるいは結託した場合でもいいのですが、とにか

くどちらかが何か契約を履行できないということになった

場合、誰が責任を取るのかというのがはっきりしないです

よね。丙のほうはすごく金額が小さいのに、乙の再委託者

先という形にはなっていないのでしょうか。 

金額という問題よりは、それぞれ制度を受け持つ担当と、

その技術面担当です。技術面を持つというのは日立ですが、

その日立のほうが情報を発信するウェブサイトを構築した

り、電話を受け取るコールセンターを持ったり、そういう仕

組みも持つので額が大きくなっているのです。中身の制度と

技術はそれぞれ2社で分かれているということで、並列にな

っているということです。 

やはりこの1つの塊のプロジェクトということで、全体と

して納品してもらわないと困るということであれば、最終

責任者は誰なのだということがはっきりした契約になって

いるべきだと思うのです。ですから、今回こういう形で始

まったということではあるのですが、最近、最後に本当に

トラブルが起きたときにどうなってしまうのだろうという

のが不安になる契約がたまに見られるので、そういうのは

避けられないか検討して調達していただくようにしてほし

いと思います。御存じのとおり、少し前には、特許庁など

でいろいろと動かないシステムとして世の中で叩かれたウ

ェブもありますし、大きなプロジェクトとか複数の当事者

が関わると、必ず責任分界が不明確になって、それはプロ

ジェクトそのものの遅滞につながっていくこともよくあり

ますので、是非ともその点は今後は御検討願います。 

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。 

 ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：介護保険サービスにおける認知症高齢者への提供に関する実態研究事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：契約金額を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 ：老健局認知症室 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：39,826,000円 

契約金額  ：39,819,600円 

落札率   ：99.98％ 

契約締結日 ：平成 27年 8月 14日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第５項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 



企画競争の入札をお考えになったときに、契約候補者、

想定される業者というのがあったと思いますが、それは三

菱総研を含めて何社ぐらいあったのですか。 

いわゆるシンクタンクと言われる所から企画書が上がって

くると思っております。正直三菱だけではなく、実際に説明

会には5社来ていただいて、そちらには資料をお渡ししており

ます。実際に企画書を頂戴できたのが三菱ともう1社だけだっ

たという状況です。 

ただ、5社が説明会に来られたというのは、一応、インフ

ォメーションを出したということですね。 

公示の形でお知らせをしたということです。 

特に個別にはということではないですか。 はい。 

三菱総研が最終的に落札をされたわけですが、予定価格

の作り方はどういうふうにされたのですか。数社からの見

積書等を参考にされていますか。 

こちらのほうで積み上げの形で付けてあります。実はもう

少しこれは高い値段でやりたかったのですが、省内幾つかの

3 億円ぐらいの塊を各課室で分配して事業を実施する形にな

っております。私どもの必要な各課から積算をして、取りま

とめの課との調整を踏まえてこの額で妥決したものです。外

部からの見積りというのは一切取っておりません。 

最終的に5社が説明会に参加されて、2社しか残らなかっ

たということですが、その辺の理由は何でしょうか。 

個別にお話を頂戴したわけではないのですが、委員が恐ら

く御懸念されているだろうという公告期間が 16 日間しかな

かったというのが 1 つ原因としてあるのかもしれません。額

があまりにも安かったとは私どもは受け止めてはおりませ

ん。非常に高額ではないにしても、同様の調達案件と比べて

も、大体類似の額になるのではないかと思っております。 

企画競争理由書の中で、一般競争入札はできないと、

一般競争入札の中の総合評価落札方式は検討されたの

ですか。 

この事業のほかにも、こういった類似の研究事業をやって

いるのですが、局内で検討して、初年度については額で我々

が想定しきれないような低価格で入ってきている所を採択せ

ざるを得ない状況になるというのは、法定の介護報酬の改定

を扱っている以上、一定の質の担保が必要だろうと考えてお

ります。金額を加味して、なおかつ質を評価するという、私

どもそこまで今年度は細かく評価基準等の作成が困難だった

のですが、来年度以降同様な調達を行う場合には、それも視

野に入れて検討すべきだとは考えております。 

再委託に係る承認申請書が出ています。「委託を行う合

理的理由」を拝見しますと、本当に合理的な理由なのか。

業務内容を見ますと、これは項目的に言うと、もう今回の

調達のほとんどが含まれてしまって、金額も半額を超えて

いるわけです。これは本当にここに直接調達を掛けたほう

が得だったのではないかと思ってしまうのですが、そのよ

うなことはないでしょうか。 

結局、こちらの事業というのが多くの介護サービス事

業者に、実際の調査票を印刷してお送りして、それを回

収して集計することになっております。どちらかという

と、むしろ実動部隊が投げて返してきて、それを集計に

回してというところが、費用面では使う部分の過半を占

めてしまうのですが、実際はその調査をどうやって設計

するかというところがこの事業の肝です。 

 逆に私どもにそれだけのマンパワーと期間があれば直

接本当は国で調査票から設計を起こすべき業務なのかも

しれませんが、そこを委託して、更に一番マンパワーの

必要な実際の集計や発送、そういったものに再委託とい

うことで、実際再委託の所に直で流しても、そこで調査

票を設計するだけの能力はないのではないかと私どもは

思っております。ただ、この再委託の承認申請書、再委

託の申請がある中で、要は履行能力の中で、これだけを

読むと確かにまた丸投げして過半数を持っていきますと

読めるのですが、実際はそうではなくて、そういった役

割分担はさせていましたし、そこは私どもとの直接マ

ン・ツー・マンで、フェース・トゥ・フェースでお話を

させていただいて、一応役割分担を決めていましたので、

契約の合理性には問題ないと受け止めております。 

そういったことこそ、後世にというか、この後も伝え

ていかないと、金額的に大きいが、あるいはほとんどの

仕事は委託にしてしまうが、まあいいんだねということ

で、これが前例になりかねませんので、こういった再委

正直申し上げて、調査票を何枚刷って、結局、一番かかる

コストというのは、発送とか郵便代が結構ばかにならなかっ

たりもするのですが、それで結局幾らまくかというのに依拠

するところがあって、それが契約書を作成する段階で、実は



託に係る承認申請書が出てきた場合は、この申請を許可

するという書類もきちんと作って残しておいていただ

きたいと思います。 

 今回、事前に確認したところでは、そういうものはな

いという話ですので、それはやはり問題だと思います。

今伺ったところでは、理由としてはきちんとしたものが

あることは分かるわけですが、そういったものが残って

いないと、だんだんと再委託はできるものだという方向

になってしまいますから、その点は対応をよろしくお願

いします。 

 今回の場合、再委託先から更に再々委託のように、次

のところがあるのですよね。サーベイリサーチセンター

とワコーに再々委託し、更にそこから、どんどん細かく

分かれていく。これ自体は業務の効率性ということから

したら不自然なことだとまでは思わないのですが、なぜ

そうなったのか、その理由はどうしてなのかということ

をきちんと発注者側として把握しました、それでいいと

責任を持って言えますということを記録として残して

いただきたい。それを拠り所に今後、後に続く方々も調

達をしていくと思いますので、よろしくお願いします。 

 契約書について、今の再委託契約に関してです。ほと

んどの契約では、一部再委託を行う場合には、それを金

額等の上限で制約を設けることが多いのですが、今回は

特にそういうのがうたっていないのですが、何か理由が

あるのですか。最初から半額以上の再委託になるだろう

と思っていたということですか。 

そこまで精緻に固められなかったというのがありまして、先

生が御指摘のように、こういった場合も想定し得る形で、通

常「2 分の 1 以下」とか書いてあると思うのですが、こうい

った場合もある程度織り込んだ上で委託契約書を作成させて

いただいたところです。問題だと言うのであれば、来年度以

降、そこまでカッツリしたものを作った上で調達を掛ける必

要があるかと思います。それは宿題にさせていただきたいと

思います。 

再委託の上限に関しては、会計課からの通知で、全省で

そういったシーリングを設けることになっていたと思いま

すので、統一的にそういったところはやったほうが問題は

ないかと思います。 

はい。 

企画競争の評価基準があって評価点が出ますよね。評価

判定というのは、5、6 人の委員の総得点で判断するのです

か。それとも委員ごとに、2社だとすると、A先生は甲社に、

B 先生は乙社ということでやるのですか。それで 3 勝 2 敗

とか、あるいは総得点。 

今回は総得点かつ 0 点というのがないというのが条件で

す。 

そういうのは失格でしょうから、その上で 0 点がない

ものについては。 

総得点でやらせていただきました。 

委員が付した点数を全部合計して、合計点が多いほうを

そこにしましょうということになるのですか。 

総得点で高いほうを検討することになります。 

きっと、委員の頭数でやるというのはありますよね。例

えば、5 人なら 3 人のほうが投票したほうが、それがそこ

を選ぶというのもあるでしょうし、こういうふうに細かく

点数をやって、総得点というのはもちろんあると思います

が、総得点でやっているということですか。 

はい。 

総得点にする基準はどこに書いてあるのですか。 これは外向けに書いてあるものは実はなくて、不文律的に

そういうものだと私は逆に思っていて、委員がおっしゃった

ように、そういうやり方も確かにあると思います。 

カウントの仕方というか、採点をどうまとめるかで結果

が変わってしまうのです。結構、ほかの調達ではきちんと

これを総得点で比較するとか明文化しておりますので、今

後はそのようにお願いします。 

ありがとうございました。 

恣意にならないようにしないといけませんよね。あると

きは頭でやって、あるときは得点とか 

はい。 



（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８】 

審議案件名 ：厚生労働省ネットワークシステムの更改に係る調達支援業務及び工程管理支援業務 

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、1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 ：デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

予定価格  ：312,608,592円 

契約金額   ：300,240,000円 

落札率   ：96.04％。 

契約締結日 ：平成27年10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、１者応札となり、デロイトト－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96.04％である。 

意見・質問 回   答 

この調達案件につきましては、以前、他の社が落札され

て、辞退されたと伺っているのですが、この辺の理由、経

緯はどのようになっているのでしょうか。 

他の社が、当時、平成27年4月の開始で契約締結する予定で

事業を進める予定でしたが、事業を始めるに当たり、私ども

のほうの認識とその社の認識に齟齬があり、事業を進めるに

当たりまして私どもが求める内容につきまして、その社の側

で事業を進めることが困難であるという判断があり、その社

の側から辞退があったところです。 

この案件につきましては 3 か月以上遅れたというこ

とになりますか。 

はい、御認識のとおりです。 

当時、2社応札されたということでしたが、その中にデロ

イトトーマツさんは入っていましたか。 

そのときは入っておりませんでした。 

そうすると、今回、新たにデロイトトーマツさんが入札

に参加してきたということですね。 

はい。 

今回、1社しか入札をされていないのですが、説明会の参

加者を含めて参加者は何名だったのですか。 

参加者は全部で 12 社ほどです。 

11社が辞退されたということですが、その辺の理由はど

のように分析しておられますか。 

説明に来ていただいたものの、調達案件の規模と、現在、

自社のほうでアサインできる人間が他のプロジェクトに入っ

ていて、なかなか今回のネットワークシステムの支援業務に

充てることが難しいということで断念したと、何社かから伺

っています。 

例えば、前回、辞退した社は仕様書を御覧になり、実際

にやる段階になって、ちょっと違うということで辞退され

たということですが、今回につきまして仕様書のほうには

特に問題はなかったのですか。 

仕様書につきましては基本的に変更はしていないのです

が、入札説明会のほうで認識が誤っているところを正すため

に、この仕様書の考え方について説明会で説明させていただ

いたところです。 

提案書がございますけれども、その表紙に「提案書骨子」

という文言がございます。さらに、これだけ大きな案件に

ついての提案書としては非常に枚数が少ないという印象が

あるのですが、ほかに細かい提案書というものはあるので

すか。 

これ以外にも基本提案書と、総合評価につきましては基礎

点と加点の方式で最近はすることになっていまして、それぞ

れ提案書の提出がございました。 

それは何ページぐらいだったのですか。 350ページほどございます。 

そんなにあったのですか。 はい。 

それから、加点方式で245点という加点になっていますけ

れども、満点で700点と。255点というのは、採用できる程

度の技術力を評価したということですか。 

総合評価の基準につきましては、内容につきましてある程

度厳し目に採点を行っています。今回、デロイトトーマツに

つきましては、700 点中 255 点ということで 3 分の 1 程度で

はありますが、一定の事業が遂行できるものということで、

デロイトトーマツで問題ないと判断したところです。 

これ、何らかの基準点というのは明示されているのです

か。何点クリアすれば採用できると。 

こちらにつきまして、技術点につきましては複数者応札で

あった場合に、どちらか高いほうを技術点について取得した



会社であるということで判断しています。何点以上であれば

大丈夫という基準は、こちらでは設けていませんでした。 

あまり高い点数がなかったので大丈夫かなと、点数だけ

見ればですね。でも加点なので、この程度でも大丈夫だと

いう御判断をされたということだと思います。 

 

今のお話の確認ですが、要するに、とにかく調達した内

容の最低限、押さえなければいけないことが押さえられて

いれば、まずそこで「よし」ということで、それができて

いない所があったら、それは不合格ということで不採用に

なるということですね。 

はい。 

そこで、きちんと全ての項目を満たした上で、プラスア

ルファがあったときに様々な判定で加点されていくという

理解で、よろしいのですね。 

はい。 

ということは、C判定というのが付いても、これは不採用

になるという判定ではないということですね。 

こちらはあくまで加点なので、当省にとって有益な提案が

あれば加点していくという方式ですから、C であってもそれ

は採用となります。 

加点のほかに、もう 1つ基礎点というものがございまして、

こちらにつきましては全て満たしていない場合、1 つでも満

たしていない項目があれば、それは不採用という形で技術評

価をやらせていただいています。 

同じように基礎点のところの質問ですが、それぞれの必

須項目をきちんと押さえてあるものについては10点加点す

ると、おまけのようなのがあるのですが、これは何なので

しょうか。 

10 点の根拠と申しますか、こちらにつきまして、基礎点に

ついては最低でも満たしていなければいけないということで

す。点数が高くても、どちらかというと加点で評価したいと

いうところもありましたので、最低の 10 点で点数を設定させ

ていただいています。 

あまり、それはどうかと思いますね。つまり、調達仕様

に合っていないものは買ってはいけないものですし、調達

してはいけないものですから、それは失格にするべきであ

って、0点か10点かの差ではないと思います。つまり、ほか

のものについて採点するわけですよね。 

はい。 

失格のものかどうかというのも、同じ土俵で10点付ける

か0点付けるかですよね。 

はい。 

これって、まるでテストで名前を書ければ10点あげます

と言っているようなものです。これは妙な採点だと思いま

す。調達仕様に合わないものは不採用、以上ということで

いいのではないでしょうか。採用してもいいと、採用する

かもしれないなというのに10点あげるというのは何か妙な

システムだと思います。これ、今、10点だから別にいいで

はないかと思われるかもしれませんが、700点中の600点あ

げますということになったら、どうでしょう、ばらつきが

一気に減るわけです。今回、1者応札だから問題ないのです

が、2者以上の応札になったときにばらつきが減るというこ

とは、つまり、評価する際に差が出なくなるということで

す。恣意的に、こういうふうに取りあえず何点あげますと

いうのは、点数のばらつきを狭めることになって指標の機

能を下げます。ですから、こういう加点の仕方はやめたほ

うがいいですね。実は、予想として690点満点になってしま

ったから、困ったので10点足したとかおっしゃるのかなと

思っていたのですが、そうではないのですね。 

本当は、そちらなのです。 

そうであれば、そういうふうな調整の仕方よりも、700

点満点になるように取った総点数掛ける1.幾つというふう

に、調整する係数を掛けるほうが一般的だと思いますので、

今後はそちらで検討してみてください。 

はい。 

それから、1つ確認ですが、技術審査委員会のメンバリン はい。 



グを見ますと外部有識者と書いてあるのが1人しかいなく

て、しかも官の側、文部科学省の方ですよね。 

委員長を外部として、過半数を外部委員にするという方

針になっていたかと思いますが、これは問題ないのでしょ

うか。 

事務局のほうから御説明させていただきます。技術審査委

員会について、外部委員を 2 分の 1 以上にするようにという

ことは、調査研究や広報といったところについては先行して

開始していたのですが、システムにつきましては当初のとき

に、そこまでやるように周知が図られていなくて、まだシス

テムに関してこの頃は徹底されていなかったところです。今、

やっている調達についてはシステムについても2分の1以上、

外部委員を入れるようにはしています。これは少し古い案件

で、このときはまだ 2分の 1 にはしていなかったので、この

ケースは、まだその方針が徹底されていなかったときの案件

ということです。 

今後、こういった似たような案件が出てきたときには、

新しい基準になっていくと認識してよろしいですね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

 この案件について、特にありません。 

 ありがとうございました。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：データヘルスの効果的な実施推進事業補助業務 

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、低入札価格調査を実施していること、また、落札率が著しく低いた 

め。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社データホライゾン 

予定価格  ：17,623,001円 

契約金額  ：1,177,200円 

落札率   ：6.68％ 

契約締結日 ：平成 27年 10 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、３者応札があり、株式会社データホライゾンが契約の相手

方となった。落札率は6.68％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

データホライゾンさんは厚生労働省さんの仕事の中で、

これまでも似たような業務をされていたことはあるのです

か。 

データホライゾンは、保険局としては調達は確か初めてだ

と思います。ただ、ほかの国民健康保険組合さんや協会けん

ぽさんで、こういった保険事業の調査をやっている実績はあ

ります。 

今回の非常に極端に低い落札率6％ですけれども、これで

十分ペイすると判断されたのでしょうか。それとも、取り

あえず取っておこうということだったのでしょうか。どう

分析されていますか。 

今回ですが、調査項目のほうにつきましては当室のほうで

設計していますので、そういったところもあると思いますが、

正直に考えると、今回、初めてというところもあったので、

多分、そういったところがあったのかなと思います。ペイで

きるというところではなくて、今回、初回だということだっ

たのかなと認識はしています。 

履行期限が今月末になっていますけれども、現状ではど

のような状態でしょうか。 

今回、3月23日に後期高齢者支援金の加算・減算制度検討WG

を開催していて、そこで資料のほうも提出していただいてい

ます。それと一緒にWGに提出した資料も含めて報告書を、今

週の木曜日までに提出していただくように、今、調整をして

います。 

最終的なパフォーマンスにつきましては、まだ不明だと

いうことですね。でも大体、もう感触はつかめているとい

うことですか。 

こちらのほうでも、調査票とかワーキング資料の分とか議

事次第というのも、大体、あらかた目を通していますので、

あとは概要を書いたりとか、そこのところで調整させていた

だこうと思っています。 

予定価格の算定に少し問題はなかったのでしょうか。 会計課でございます。予定価格算定につきましては事業所

管課ではなく会計課経理室のほうでしています。予定価格に



つきましては、調査の日数は想定していた人日に対しまして、

実際のところ人事院の給与平均支給額を利用させていただい

ていますが、主任研究員であったり研究員の方の単価を基に

算定させていただいています。この調査は知見のある方、な

い方というのもあるのですが、実際のところ、この調査をす

るに当たって必要な日数と単価を乗じた金額を予定価格と考

えていて、今回のデータホライゾンさんは、今、保険局から

説明がありましたが、知見を持たれています。また、会社の

ほうもやる気があるということであったために低入札という

金額になりましたが、我々の予定価格につきましては特に問

題はなかったものと考えています。 

今の積算根拠についてですが、今回、入札してきた業者

は全社、低入札価格調査基準額未満ということですので、

そういう意味では積算のところに実際の作業との乖離があ

った可能性が高いと思います。ここで人日が記されている

わけですが、どういった作業をやるはずで何人日だったと

いうメモでも残していただいて、それで今後、似たような

ものがあったとき、これは前回調達がないのですね。少な

くとも審査調書によりますと「前回なし」と書いてあるの

で、次はこれが前回になると思いますから、そのときに参

考にできるような体制を整えていただきたいと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

ありがとうございました。 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：食品に残留する農薬等の成分である物質の試験法の開発・検証に関する試験GC-MS/MSによる農薬等の一 

斉試験法(茶:溶媒抽出法)の妥当性評価試験(1期) 

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、落札率が著しく低いため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社日清製粉グループ本社 

予定価格  ：7,673,746円 

契約金額  ：872,640円 

落札率   ：11.37％ 

契約締結日 ：平成 27年 11 月 6 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、７者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社日

清製粉グループ本社が契約の相手方となった。落札率は、11.37％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が非常に低い状況ですが、この辺はどのように分

析されていますか。開札調書を見ますと上位5位までが460

万となっていて、これから判断するに、市場価格につきま

してはこの辺かなというふうに推察できますが、結果とし

て予定価格のほうが760万となっています。その辺の760万

の妥当性につきましても説明をお願いできますか。 

会計課でございます。予定価格の積算につきましては、

こちらの事業所管課ではなく、会計課経理室のほうで予

定価格を算定しています。予定価格の内訳につきまして

は人件費、事業費、諸経費で構成されていて、人件費部

分につきましては、職業安定局のほうでホームページに

記載されています派遣労働者の平均月額単価を使用し、

これに伴って試験の想定コースを立てた金額を人件費と

しています。事業費の分析対象化合物につきましては、

民間のホームページから市場価格を調査し、こちらの市

場価格を 88 万 800 円と置いているところです。以下、製

品費から試料購入費につきましては過去の実績がありま

すので、こちらの実績値から数字を算定しているところ

です。また、印刷製本があります。こちらにつきまして

はホームページの市場調査を行って計上している金額で

す。 

 我々は仕様書、また過去の実績等から予定価格を算定



していて、妥当なものと考えているところですが、一方

で開札結果は委員の方々から御指摘いただいたとおり、

日清製粉をはじめ、以下、240 万から 600 万円ほどの入札

金額で大きく差が開いています。こちらについても日清

製粉などでは、もともと食品を扱うということで非常に

知見があり、また、こういう業務を取り扱いたいという

ことで、非常に力を入れて札を入れてきているものと認

識しています。ただし、委員の先生の御指摘のとおり、

このような開札結果がございますので、また予定価格を

算定するときにはこのような事業実績等々を鑑み、予定

価格の算定のほうに活用していきたいと考えています。 

今回の積算内訳を拝見しますと、人件費のところで何

人日ですね、こちらがどのぐらい必要なのか分かりづら

いというか、はっきりしないところかと思いますので、

今回の調達の執行結果で可能な限り情報収集して、この

辺りもアップデートしていただければと思います。あ

と、開札調書を拝見しますと 6 社中 5 社が、いわゆる低

入調査対象になるかもしれない。今回は金額が小さいの

で低入対象ではないわけですが、60％未満の金額という

ことになっていますので、今、申しましたような人日の

ところが気になったわけです。 

それと、開札調書のほうの話題ですが、7位のところ

ですけれども、これは予定価格を超えていますので、こ

こは順位なしが妥当かと思います。つまり、上から順々

に何らかの理由で請け負えなかった場合に、繰り上がり

当選はないはずですので、7位と書かれていますが、こ

こは順位なしというふうに今後は扱っていただければ

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。 

 ありがとうございました。 

 

 

 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） 


