
 

平成２８年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２８年７月１日（金） 厚生労働省専用第１４会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部 教授 

審議対象期間 原則として平成２８年１月１日～平成２８年３月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件 ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係るアプリケーション保守業務一式 

(平成27年度～平成30年度) 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ： 3,533,876,000円 

契約金額  ： 3,477,600,000円 

落札率   ： 98.4％ 

契約締結日 ： 平成28年2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、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが契約の

相手先となった。落札率は 98.4％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が98.4％という非常に高いものになりましたが、

どのような理由があったのか、教えていただけますか。 

本調達事案については、全くの新規ということではな

く、継続事業です。実績がある事業だということが 1 つ

です。 

 この調達案件に係る予算額について、一般に公表され

ておりますので、予算額からある程度の推測をされてい

るのではないかと考えております。 

積算資料のアプリケーション保守業務の「その他」です

が、これは何が入っていますか。これは単純に割り返すと、

これがもし人件費であるならば、人月○万という数字が出

てくるのですが、ほかに何か入っているのですか。 

「その他」として、いろいろ項目があり、1 つは社内テス

ト環境のために掛かる経費、それと次期事業者への引継ぎ等

の関係の経費といったものが「その他」の中に含まれており

ます。 

これは人件費ですか。 社内テスト環境等で一部人件費もありますが、社内テスト

環境ということで、主に環境ですので機器、ハード等の準備

といったものに掛かる経費も含まれております。 

もし、そういうことであるならば、「その他」という項

目で1本でまとめないで、どういう機器が調達されたのかに

ついても、ここに明細を上げるべきではないかと思います。 

はい、分かりました。 



 

社内テスト環境とは、例えばどのようなものですか。 

 

これは社内環境ですので、受託者において、例えば、その

プログラムの改修をこちらから依頼した際に、当然プログラ

ムを組んでいただく、作成していただくわけです。それを受

託者側のハードの環境において、そのプログラムが正常に稼

働するかどうか、動くかどうかといったテストをやっていた

だくことも 1つありますので、そういったハード環境と考え

ています。 

今の説明だと、機器の調達とは受け取れません。人件費

ということですか。 

この事業のために、ハードを受託者のほうで用意していた

だくことになりますので、そのハードに掛かる経費というこ

とです。 

ハード自体を調達するのですか。 こちらが調達するわけではなくて。 

調達しないということは、これは人件費ですか。 受託者側でコンピュータを用意していただきますので、リ

ースなのか購入なのか、ちょっと分かりませんけれども、受

託者側の経費です。 

受託者の経費ということは、この予算の中とは関係ない

話です。関係するのですか。 

今回、このプログラム保守ということで、こちらから

こういうプログラムを作ってください、改修してくださ

いというお願いをする調達案件ですので、受託者側で作

ったプログラムを、ちゃんと正常に動くかどうかという

のを、受託者側の内部で。 

それは機器を購入するということですか。 購入というか、レンタルで。 

レンタルといった使用料も入っているということです

か。 

はい、使用料ということです。 

これは非常にラフな「その他」になっていますので、も

う少し分かりやすい明細にして、予定価格を調書としてい

ただきたいと思います。 

はい。 

今回、予定価格あるいは最終的な契約金額も、前回の調

達の半額近いのですが、それはどのような背景からか、教

えてください。 

前回につきましては、契約期間が 5 年ほどありました。こ

のアプリケーションの改修の前提となる労働基準行政シス

テムという大きいシステムが 1つあります。これが大体 5年

単位でシステム全体を見直して更改しておりますので、前回

は、その更改に合わせた調達で 5年となっておりますが、今

回については、次期更改が、このときは平成 30 年の 5 月を

予定しておりましたので、そういう意味で次期公開に合わせ

た契約期間となっておりますので、そういう意味では前回よ

りは半分ぐらいになっています。 

仕様書に拡張性等要件があるのですが、メインフレーム

を廃止し、オープン化する等いろいろ書かれております。

このシステムは、ほかのシステムとの接続はあるのでしょ

うか。 

ほかのシステムというと、まず 1つは労災保険の給付のシ

ステムも 1つありますので、そういう意味では財務省の会計

センターと ADAMSという支払のためのシステムがあります。

それとの接続が 1つあります。 

そういった場合、時々ですが、オープン化によって責任

境界の分界が分かりづらくなるときも、なきにしもあらず

なわけなのですが、今回のシステムではそういう心配はな

いということでしょうか。 

責任分担という意味では、分かれていると認識しておりま

す。 

続いてサービス提供時間です。サービス提供時間に「受

託者(アプリケーション保守業者)が作業指示を受ける時

間)については」から始まる所です。そこに「当日処理すべ

き業務が終了していない場合は」という条件が付いてくる

のですが、これの主語といいますか、誰が終了していない

かが不明なのですが、これは受託者ですか。それとも厚生

労働省側の作業が終了していないということでしょうか。 

これは受託者です。 

それは明示したほうがいいと思います。常識的には受

託者だろうという雰囲気はあるかもしれないのですが、

厚生労働省側の仕事が終わっていないときは待ってい

ろというようにも見えますので、これは明確にお願いし

再委託については厚生労働省において再委託の要件が定

められておりますので、基本的にはそちらに基づく要件とい

うことにしております。 



 

ます。 

 さらに続きですが、再委託の条件です。再委託に関し

ては、半額以上の再委託は禁止とすることが多いのです

が、今回探してみたのですが、そういう条件が入ってい

ないように思われるのですけれども、何か理由は特別あ

るのでしょうか。 

昨年度までの調達案件を見ますと、調達仕様か、あるい

は契約書のところで再委託に関する条件ということで、枢

要部分を再委託してはいけないなど、金額ベースで半額以

上を再委託してはいけないといったことが記載されていま

す。平成18年の財務大臣通知で、各省庁にそういうルール

を作りなさいという指導があって、各省庁でルールを作っ

て、それ以降は契約書か仕様書に入れていたように思うの

ですが。 

契約書のほうに再委託に係る条項が第 8条、第 9条とあり

ます。「再委託第 8条、乙は本業務の全部又は主要部分を第

三者に委託することはできない」。2項として「乙は本件業

務の一部を再委託するときは様式一号により、甲に再委託に

係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならな

い。ただし、当該委託が 50 万円未満の場合は、この限りで

はない」と、金額については 50 万円未満というのは、契約

書のほうで明記しております。 

そうではなくて、半額以上の再委託を認めないという

のは、少額再委託とは、問題意識が違うものだと思うの

です。要するに、丸投げの仕事をしてはいけませんとか、

責任感と言うとちょっとあれかもしれませんが、自分の

分からない仕事を請負ってしまって、ほかに仕事の横流

しのようなことをするような、無責任なことをやっては

いけない、あるいは上請のようなことをやってはいけな

いといった理由で、半額以上はいけないという原則が生

まれたはずだと思うのです。 

私の質問の意図としては、あえてそういう意図で全省

庁で統一して、そういうルールを作って、通知が出てい

るはずなのに、今回は入れていないというのは、何か意

図か背景があったのですかという質問です。 

確かに、その通知というものはあります。省としての再委

託のルールというものも 1つありますが、それが仕様書と契

約書に明記していないというのは、実際には事実なのです

が、入れるべきであるということであれば、今後、入れてい

きたいと思っております。 

では、入っていないことは、特に他意はないということ

ですね。それを入れると調達ができなくなるという危惧が

あったということではないということですね。この辺りは

やはり、何年か前のＪＥＥＤのこともありますから、調達

できないかもしれないと思ったから、手心を加えたという

ような契約書になっているように思われてはいけないわけ

ですよね。去年度まではどの契約も明記していたはずです

ので、その点はやはり何か変化があるというのは、何かの

シグナルではないか、あるいは背景があるのではないかと

思われてしまうと、そんなことはなかったはずなのにとい

うことで、やはりよろしくないと思うのです。次回以降は

仕様書や契約書のほうで、御注意いただければと思います。 

はい。 

今の関係で再委託の承認をしていますが、その再委託の

承認に当たっては、今の基準に基づいて承認するか、承認

しないかを決めているのでしょうか。 

受託者側から申請を頂きまして、こちら側で、先ほど言わ

れたいろいろなルールがありますので、そのルールについて

は契約書又は仕様書に明記されていない部分はありますが、

実際には内部で承認の判断をする際には、そういったルール

に基づいて再委託を認めるかどうかという判断は行ってお

ります。 

審査調書がありますが、前回、こういうことがあったの

で、このように配慮したということですが、今回はどうい

う意見があったのでしょうか。 

 このときにおいては、まず 1 つは 1 者応札という実

態がありましたので、なぜ 1 者応札なのかということで、

1 つは仕様書が分かりづらいのではないかということが

ありましたので、できる限り不明瞭な部分を具体化する

ことが 1 つです。 

それと、公共調達委員会の委員の方からの御提案で、業

務量が分かるような数値化したものを入れたほうがいい

のではないかという御意見がありましたので、幾つか業

務量についても仕様書のほうに明示しております。 



 

今回もやはり1者応札でした。1者応札で説明会には何者

かきっと来たのだろうと思うのですが、今回はどういうこ

とで、説明会には参加したけれども応札しなかった業者は

どのようなことを言って、次にそれは反映されるのか、さ

れないのか、その辺りはどうなのですか。 

本件の調達に際しまして、今、言われた受託者以外の業者

で4者ほど仕様書を受け取りに来て、お渡ししております。

この4者のうち説明会に来られたのは2者なのですが、4者に

ついて、なぜ応札していただけなかったかということを照会

させていただいています。1つは、そもそもの入札資格がな

かったというのが1者、それと総合評価落札方式であるため

と、恐らく提案書や書類を作らなければいけない、整えなけ

ればいけないということの煩雑さで、応札していただけなか

ったという所が1者ありました。あとは、会社の事情により

応札できなかったということと、あと1者は回答いただけな

かったということで、計4者です。 

納得できるような説明がない回答に終始したということ

なのですか。 

はい。 

この35億もするような規模のシステムについての対応と

して、何となく納得がいかないような感じです。総合評価

落札方式では面倒臭いみたいだとか、資格がないとか。も

ともと先行している業者の強さということに、やはり、な

ってしまうのでしょうか。 

冒頭に申し上げましたが、この調達案件が新規のものでは

なくて、継続しておりますので、そういう意味においては、

やはり前回調達に関わった業者が有利に働く部分はあるの

かもしれないと思っております。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：日本バイオアッセイ研究センター実験設備メンテナンス業務 

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、最も契約金額が大きく、1者応札のため。 

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：柴田科学株式会社 

予定価格  ：61,065,000円 

契約金額  ：60,480,000円 

落札率   ：99％ 

契約締結日 ：平成28年1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、１者応募となり、柴田科学株式会社が契約の相手先となった。

落札率は 99％である。 

意見・質問 回   答 

一般競争入札で、1者の応札であったということですが、

説明会のほうには何者ぐらい来られたのですか。 

 1者のみです。 

1者しか来られなかった理由というのは、どういうことを

お考えでしょうか。 

この動物実験の吸入試験というのは、非常に国内でも限

られたメーカーしか対応できないということが要因である

ということです。 

国内には、限られた会社、大体何者ぐらいお在りになる

んでしょうか。 

正確に把握しているわけではないですが、3者とかそのぐ

らいです。 

3、4者ぐらいということですか。その残りの2、3者が参

加されなかった理由はどのようなことが考えられるのです

か。 

この公告をしている期間の問題とか、また、非常に緻密

な入札で、入札があること自体は把握されているのだろう

と思うのですが、この仕様書等々を見た上で断念されてい

るのではないのかなということです。 

仕様書ですが、ざっと見る限り、非常に不明瞭ではない

かと感じるのです。例えば、仕様書にあります、使用詳細、

長期吸入実験設備で、詳細は別紙の通りと書いてあります

が、この別紙というのは、この図面のことを指すのでしょ

うか。 

はい。 

何を、業者さんがやればいいのかということは、分かる

のですか。 

このときのキーになっているところというのは、この図

面で言うなら、各部材の番号を書いているところですが、

この部分を見て実際にどういうことがやるのかという形に



 

なります。 

これで業務範囲が明確に示されているということになり

ますか。 

業務範囲自体は、これで分かるはずです。 

私が先ほど申し上げた業務内容が不明瞭だということに

ついては、不明瞭ではないということですか。 

不明瞭かどうかという、これ、非常に細かく書いてある

ので、かつ、余りにも抜き出しとして非常に細かい部品単

位まで書いてあるので、分かりにくいことがあるのだろう

と思います。今年度の仕様書については、別紙でもう1枚起

こして、上から順番に分かりやすくという形にしています。 

日本バイオアッセイ研究センターは、これは以前にも行

っている事業者ですか。 

日本バイオアッセイ研究センターのこの実験設備に関し

ては、毎年同じような仕様の実験設備のメンテナンス、吸

入試験設備についての改修をしています。 

柴田科学株式会社がほぼ毎年、この業務を取られている

ということですか。 

はい。 

  今、私が申し上げた仕様書の業務内容が不明確となる

と、どうしても既存業者が有利になってしまうという傾

向があるので、新たな参入を促すためにも、もう少し仕

様書のほうを詳しく書いていただいたほうがよろしい

かなと思います。 

 それから、前回の調達の金額が、○万と伺っているの

ですが、今回、約○万程度予定価格を下げてしまった理

由というのは、どういうところにあるのでしょうか。 

最終的には、1つは海外から調達しなければいけない検出

器です。26年度と27年度で額が違うというのは、例年試験

を行うに当たり、そういうメンテナンスの業務を行ってい

るのですが、試験対象となる物質が違いますので、メンテ

ナンスを行う内容も違ってきます。そのため、価格が変わ

ってくるということもあります。 

 

先ほどの業務範囲が分かる資料が前年度とは違うと、そ

ういう意味ですか。 

はい。 

今回の、この調達 1 回目は、不調ということだったわけ

ですけれども、全く誰も説明を聞きにも来ずという形だっ

たんでしょうか。 

説明会には1者来ています。 

柴田科学ですか。 そうです。 

結局、入札の会場には現われなかったと。 はい。 

その辺の事情は、何か調査されてますでしょうか。 海外性の露点計測器というものがあって、これの発注が

この工期中に実際に入手できない。実際に、このメンテナ

ンス業務を終えられないということで、結果的には応札を

されなかったと聞いています。 

金額というよりは、そういった要機種を満たせないとい

う判断だったわけですか。それでは、きちんと合理的だと

思います。1 回目と 2回目の間が随分空いているように感じ

られるのですが、11月 18日に入札日があって不調になった

ことがはっきりした後、これだけ空いているのは、何か事

情があるのでしょうか。 

本来日本でも販売している機器ですが、それの販売時期

が、日本で入手できる時期を把握した上でずらしていると

いうことです。 

それを調べて待って、その上で再度と。分かりました。

この 2 回目のほうになった後の場合は、仕様は少し変わっ

ているのでしょうか。つまり、柴田科学は 1 回目のときに

はできないということで来なかった。今回は来たというこ

となので、できるように仕様が少し変わったと考えていい

のでしょうか。 

露点検出器が工期内に調達できないということで、1回目

は入札に参加しなかったのですが、それが実際に本当に調

達できないのかとか、そこの部分を交換しない場合、どの

ように実験に対して対応するかと、その辺を検討するに当

たっていました。次の調達まで時間を要してしまったとい

うことがあり、次の調達、2回目の調達を行うに当たっては、

露点検出器を調達するのに数か月かかるということで、そ

れを調達するのが難しいということがあったので、その部

分を外しても、実験自体は行うことができるということが

判明したので、そこの露点検出器の部分を外して調達を2回

目を行っています。 

今の関係ですけど、これを外して、しかし予定価格に

は反映されなかったのですか。 

予定価格でも反映しております。 

それは、どこを見れば分かるのですか。 先ほど御質問あったように、毎年度仕様が異なりますの

で、若干金額が異なるというのがありますが、今回、前回



 

と比べて、○万ほど落ちているのですが、そこの○万円分、

それがそこの露点検出器の額を減らした部分には当たるの

です。 

今の御説明は、前回の調達と、今回の調達との話ではな

くて、入札不調になって、再度入札をする、その中間に何

かあったということですか。 

はい。資料には、付けていませんが、11月の入札の際に

は、予定額、約○万円で、予定価格調書は作成しておりま

す。そこから、先ほど申し上げた通り、予定額を○万円ほ

ど下げて、調達をさせていただいているという次第です。 

この予定価格調書は、これは後のものということですか。 はい。お手元の労災勘定、徴収勘定の公共調達委員会の資

料ですけれども、このときには、○万円ぐらいの予定でか

けており、この時点では入札の予定時期を 9 月にしており

ました。その後の事務処理、中身の検討等でちょっと遅れ

ていますが、初回の調達では、この○万前後を予定してお

りました。ただ、1 回目の不調を受けて、先ほどの交換設備

部品の見直しを行い、本日の資料の調達概要書に書かせて

いただいている 6,100 万、こちらに金額を下げさせていた

だいているということです。 

分かりました。この今の審査調書のことですが、審査調

書では、前回の調達の経験を勘案して、メンテ会社に対し

て、入札公告の案内を行うということがあったんですが、

それはされたんですか。 

当初、公共調達委員会に説明させていただくに当たり、

入札が少ないということで、1者だということで、公告後に

そういうメンテナンスを行っている会社に案内を行うよう

にさせていただいていたのですが、いろいろと内部的な事

情もあり、特定の会社にこういう調達があるということを

伝えるということ自体を避けるようにということがあった

ので、特定の会社にこういう調達があるという話をするこ

とは行っていません。 

それは、しなかった。また、1者応札だったと、こういう

ことなのですか。 

そうなります。 

提案ではないのですが、1 者ごとにこの会社に声をか

けていきましょうというのは、ちょっとさすがに問題が

あるかと思うのですが、こういった技術系のところは、

大体同業とか、近しい会社同士の共同体といいますか、

協会ですとか、あるいは関連の学問分野の学会などがあ

るので、そういったところで周知するという手はないか

なと思いましたので、一応、コメントを差し上げます。 

 

（分科会長の意見） 

確かに入札の公正性を重んじようとすると、事前に特定

の会社に案内をするというのは好ましくないという考慮も

分からなくはないけれど、このように不調が続いたり、1者

応札が続いたりするというのは、それもまた残念ではあり

ます。どうすべきなのでしょうか。疑問点として残すこと

にします。 

 ありがとうございました。 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：労働局共動支援システム端末におけるインターネットエクスプローラーバージョンアップ作業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性について確認する必要があるため。 

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：1,010,880円 

契約金額  ：1,010,880円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 28年 2月 1日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

 



 

これは業者選定の結論としては、おそらく富士通になる

のかもしれませんが、その前の手続といたしまして、富士

通でなかったらどういう業者さんで、どれだけの費用でで

きるということの見積りとまではいかなくも予想算定資料

というようなものはあるのですか。 

実際資料はないです。 

今説明をしていただいて、恐らくそうであろうという

ことですか。 

はい。具体的な金額幾らということまでの資料はないので

す。例えば、さっきお話した要素を考えたときに、より割高

になるのだろうという感覚のようなものです。 

現実にほかの業者さんに確認したわけではないですか。 はい。そこまでの手続は行っていません。 

そういった業者は、確かに技術的なこと、それから恐ら

く経費についても同じ結論になるかもしれませんが、その

業者選定の公平性、透明性、それから競争性とかを考えた

ときに、企画競争では無理なのですかというふうな疑問も

あるのですが、その辺はいかがでしょうか。 

企画競争は実際できるかできないかと言われると、可能だ

とは思います。ただ、このIE11へのマイクロソフトのライフ

サイクルポリシーが切り替わるのが1月の中旬か何かにもう

決まっていて、その作業を実施しなければいけないことを把

握したのが、前年の11月の下旬くらいだったものですから、

期間もなくて。ちょっと費用面とかも一応考えて、企画競争

というよりかは随意契約でやってしまったというのが実状で

す。 

これは理由としては、契約の性質というよりも、緊急性

があったということですか。 

緊急性は要していたものになります。実際1月中旬よりも作

業時間が2週間ほど後ろにずれてしまっているのですけれど。 

そうすると、公表されたのが12月ですか。 公表自体はその前年、今から言うと一昨年の11月から12月

です。 

そこから実際に行わなくてはいけない期間はどれく

らいあったのですか。 

実際それでやる期間というのは一昨年の12月なので、1年ち

ょっとありました。 

それだけあったのですか。 うちのシステムがその調達支援業者とかが入っていない、

業者間もそういう情報提供がなかったこともあって、こちら

が把握したというのが、昨年の11月末ぐらいだったのです。

こちらの不手際ではあるのですけれども。 

そうすると、何かこの会計法 29 条の 3 第 4 項の契約

の性質が競争を許さないと、そういうところで今回の随

意契約の理由書を結論づけていますけれども、むしろそ

の緊急性があったということのほうがよろしかったの

かなという感じもいたします。その性質が本当に競争を

許さないという、本当にそうなのかなと思うところもご

ざいます。 

結論といたしましては安易に随意契約という方式を

取らずに、せめて企画競争方式の選定が可能だったかど

うかということの手続を、ほかの業者さんも含めてヒア

リング等で確認をするという作業も一つには必要であ

り、その契約の性質自体が本当に競争を許さないのかと

いうことも含めまして、少しは競争できるのではないか

という感じもいたしますので、その辺はきちんとおやり

になっていただいて、企画競争方式のほうにもっていけ

るかどうかにつきましても、十分御考慮いただければと

いうふうに思います。 

ありがとうございます。 

積算の内訳がありますが、こちらはどなたによる積算で

しょうか。どこか別の業者によるものなのか、省内で作っ

たものなのかということなのですが。 

予定価格調書でございますが、こちらは契約相手方の富士

通株式会社からのもともとの見積りを基に作成しておりま

す。 

この後出てくる富士通から来ている見積書と事実上同じ

ような内容ですね。 

はい。そこのところの各項目を当てはめて、作成しており

ます。 

私の感覚としては、正直なところ、これは技術力を全

く要しない類の仕事なので、そういう意味ではこういう

人日が出て来て、この金額であれば妥当かなという気は

するのですね。今既に御指摘のあった、より競争性の高

分かりました、ありがとうございます。 



 

いものにというのはもちろんよろしいかとは思うので

すけれども、一方でここまで単純な作業の場合ですと、

企画書を作るほうがかえってコスト高になって、それだ

とやりたくないというのも業者側としては起き得ると

は思います。ですので、私としては今回は適切なのでは

ないかというふうに思ってはおります。 

ただ、本当にそうなのかというのが年月がたつと変わ

っていくと思いますので、随時ほかの方法はないかとい

うことを調べていただくのはもちろんのことと。あとは

今回、バージョンアップが必要となるという事実認識が

遅れてしまったということでしたので、結構世の中では

大変だ、大変だと皆言っていたことなので、恐らく現場

の方々は、このバージョン古いけど大丈夫なのかなとい

うのはあったのではないかと思いますので、風通しをよ

くして、調達を行う立場の方に、早く情報が行くように

するといったところにエネルギーを注いでいただけた

らいいかなと思います。 

（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４】 

審議案件名 ：ハローワークシステム地方LAN設備導入等一式（平成28年4月開始分） 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、最も契約金額が大きく、1者応札のため。 

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  ：14,753,664円 

契約金額  ：12,823,920円 

落札率   ：86.92％ 

契約締結日 ：平成28年1月21日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、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86.92％である。 

意見・質問 回   答 

このハローワークシステム地方LAN設備導入につきまし

ては、基本的には富士通しかできないものなのですか。 

いいえ、一般的な機器を搬入するものですので、広くどこ

の業者も可能だと思っております。 

可能なのですね。 はい。 

今回はたまたま、そうしますと 1 者応札になってしま

ったということですか。 

入札書は5者取りに来ておりまして、でも、実際の札入

れのほうは1者になってしまったという状況になってお

ります。説明会も1者しかきておりません。 

説明会にも1者で、入札も1者であったということですか。

入札の資料を取りに来られた方が、入札に実際に来なかっ

た理由はどんなところにあるのでしょうか。 

入札辞退者のヒアリングを行ったところ、まずそこの導入

時期に人員の体制が確保できなかったと言う所と、もう1つ、

この導入にあたってほかの保守業者との連絡調整等がござい

まして、それに対応できる人員の体制が確保できなかったと

いう理由を聞いております。 

保守業者さんというのは富士通ということですか。 具体に申し上げますと、安定所公開回線事業者とか統合ネ

ットワーク事業者、ほかに機器の保守の今やっている富士通

との調整等、3者ともいろいろな導入に関して調整が必要とな

ってきますので、その辺りの対応が、ちょっと体制的に厳し

かったということです。 

総合的に判断しますと、富士通しか基本的にはできない

ということになりますか。 

過去2者応札があった事実もありますので、当方としては富

士通でなければいけないとまでは考えてないです。 

再委託申請書の一番下のところに、導入経費が、導入

費用、契約金額のところで導入費用が○万、再委託金額

こちらは賃貸借、保守料まで含めますと、恐らくここまで

いかないと思うのです。導入費に限って見まして、ちょっと



 

が○万ということで、部分的な契約金額に占める割合が

65％でありますというふうになっております。この部分

に関する委託金額は、契約金額の 2 分の 1 を超えている

という記載がございます。実質的に賃貸借契約及び保守

料以外の部分に付く導入経費については、富士通さんよ

りもその下請け業者さんが 65％下げをやられていると

いうことだと思いますが、その辺はどのように判断され

ていますでしょうか。 

65％超えていると言うのは、今回搬入する機器の互換性の確

認とか、いわゆる上流工程については富士通が確認して、や

はり実際のネットワークの構築とか、現地での職員との調整

とか搬入、こういった具体の作業がやはりどうしても委託先、

ノウハウ持っている所が作業量としては多くなってしまうこ

とから、これは過半数2分の1を超えることはやむを得ないの

ではないかということで理解しております。 

今回かなりのパーセンテージが A 社への再委託というこ

とになっているわけなのですけれども、今後の調達ではこ

の A 社のほうが入札できるような環境作り、ほかの会社で

ももちろんいいのですけれども、というようなことという

のは何か考えられていますでしょうか。 

いわゆる導入部分を切り離して調達するというようなイメ

ージでしょうか。そうなりますと、やはりこれ毎月調達案件

がございまして、既にこの地方施設の増設については地方LAN

のほかに、端末の導入とか統合ネットワークの増設、あと安

定所公開回線とか、複数の機器の導入が必要な所は、できる

限り細分化して調達しているところでございます。ちょっと

これ以上の分割は業務の負担が大きくて、難しいと考えてい

るところでございます。 

入札公告なのですが、競争参加資格があるのです。こち

らに普段は指名停止を受けていない者、受けている者は駄

目だという文言が入っているのですが、今回は入っていな

いのですが、それについては何か事情があるのでしょうか。 

恐らくあえて外したことはないと思うので、何かのミスで

落ちてしまったのではないかなと思います。 

では今後は戻すということですか。  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。 

 ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：平成27年度教育訓練給付の受講効果等に関する調査研究事業 

資格種別  ：役務の提供等（Ｂ、Ｃ又はＤ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 ：職業安定局雇用保険課 

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  ：9,471,798円 

契約金額  ：8,640,000円 

落札率   ：91.22％ 

契約締結日 ：平成28年1月12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

相手先となった。落札率は 91.22％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で、1者応札という結果でございました

けれども、説明会等にはどれぐらいいらしたのですか。 

入札説明書を受け取りに来た業者は、全部合わせて5者ご

ざいました。申し訳ございません、説明会につきましては何

者来たかまでの記録が定かではなかったものですから、ここ

で回答は難しいです。 

それで最終的に1者になってしまった理由というのは、ど

ういうところにありますか。 

聴取をしましたところ、今回調達に係る期間が営業日で10

日間となっておりまして、提案書を作るまでの日数がやはり

短かったというのが、一番の理由でございます。それ以外は

事業体制整備を作るのがちょっと難しいという御意見もご

ざいました。 

それは、どうしてこの公告から入札までの期間が約20日

ぐらいございますけれども、もう少し長めに取れなかった

のですか。 

こちらにつきましては履行期間を見ていただければその

とおりなのですが、2か月半ぐらいしか調査期間や分析期間

がないということで、本来であればもう少し長めの期間を取

って、入札公告をかけるべきであったのですが、諸処の事情

によってというよりは、うちのほうの事務の作業が遅れたた

めに、ここを短縮せざるを得なかったというところでござい

ます。 



 

これはこれまで何回かやられている事業なのですか。 いいえ、昨年度が初めてです。 

サーベイリサーチさんも初めての業者さんということに

なりますね。 

はい。 

この仕様書から提案書が提出されておりますけれども、

やはりこれだけの提案書、書けるものなのですね、この仕

様書で。 

サーベイリサーチセンターといいますのが、過去にも類似

の調査・分析をした実績といいますか、経験を有している事

業所でありまして、そういうふうな経験を基に、過去の資料

等を参考に作成されたのではなかろうかと考えております。 

事前のチェックリストというものがあることは御存じだ

と思います。調達事務に関するチェックリストの中で、1

つ備考欄にコメントが入っている欄がこの案件に対してあ

るのですが、委員会が会議形式で開催されているかどうか

というところで、委員の都合により持ち回りだったという

ことでした。これは認められているということなのですが、

この辺についてはどういう、今後どんな対策を練られてい

らっしゃいますでしょうか。 

実は今年度も同様の調査、調査の中身は違いますけれど

も、同様の調査を行わせていただく予定でございます。こち

らについては事前に委員の方には大体この辺りのスケジュ

ールを空けていただけるようにお願いをしているところで

ございます。そこについては会議をきちんと開催するという

方向で、今きちんと準備を進めているというところでござい

ます。 

既に御説明のあったとおり、サイズの割には短い期間

の履行になってしまったので、次回以降似たような調達

のときにはなるべく早目に試算等をお願いします。 

 あと入札日が 12 月 25 日ということで、事実上年末の

押し迫まったところで、一般の民間企業さんですと、そ

ろそろ片付けという時期ですから、このタイミングも今

一つよろしくなかったのではないかとも思われますの

で、こちらも御検討願います。 

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６】 

審議案件名 ：児童相談所一時保護所の更なる質の向上のための調査研究事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、最も契約金額が大きく、1者応募のため。  

発注部局名 ：雇用均等・児童家庭局総務課 

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  ：13,634,000円 

契約金額  ：13,625,723円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成 27年 12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、三菱ＵＦＪリサーチ＆

コンサルティング会社と会計法第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 

今回の案件については、企画競争で応募者が1者のみとい

うことでしたが、企画競争ですから契約候補者というもの

が存在すると思いますが、これはどういう所を当初想定さ

れていたのでしょうか。 

こちらのほうで、実際三菱 UFJのほうが最終的に決まった

のですが、社会的養護の関係などでも、ほかのこういう銀行

系の業者さんが入札をされていたりとかそういうものもあ

りましたので、何者かはそういった系統で、経験のある方と

かいろいろ少ないかもしれないけれども応募をされるかと

は思っていました。 

三菱UFJ以外の所にお声掛けした業者さんはいるのです

か。 

それで特に、事前にこちらが提示をしたときに照会があっ

たのも結局この三菱UFJだけで、その後も説明会にお出でい

ただいたのも三菱UFJだけだったのです。ですから、もう後

はこちらのほうとしか対応するしかなかったというような

状況でした。 

それは、企画競争と言いながら実質競争になっていな

いのですが、何かほかに、もう何者か企画書を出してい

ただく業者さんを見つけることはできなかったのでし

こちらのほうでは、その段階ではこちらからお声掛けは特

にしていません。 



 

ょうか。 

一応、公示という形で発表はされているということなの

でしょうけれども、三菱UFJだけにはお声掛けをしたという

ことですか、勝手に見つけてこられたのですか。 

こちらのほうで公示をして、定められた期間募集をかけて

という中でやりまして、特にその間については、個別に業者

さんとかに対してお声掛けとかはしていませんので。 

三菱 UFJ のほうは、事前の特に連絡なく公示に基づい

て入札をしてきたということですか。 

あと、去年の9月28日に説明会がありまして、企画書

提出が10月14日ということで、公示から見ると1か月ぐ

らいあることはあるのですが、これはもう少し長くはで

きなかったのでしょうか。 

こちらのほうも、具体的にこれをお願いしようという話が

出てきたのが年度の後半でして、その後、具体的に内容を詰

めたりとか、内容的に、こちらも保護所に対しての転居者の

研究というのは幾つかあるのですが、こちらのほうでお願い

をして調査研究をやってもらうというのは、今までやってい

なかったので、その辺りで、実際に契約に向けて内容を詰め

たりとか、いろいろその後調査の期間とかもありましたの

で。実際、全国の児相に対して調査をするものでして、結構、

ほかの案件などで児相のほうにいろいろ調査が行っている

のですが、調査期間が短いと児相サイドも割ともう、ある方

は調査疲れということも言われていたのですが、回答とかで

精度が低いものがきてしまったりとかいうことも起こり得

るので、その辺りで調査期間を取っていただくことも考え

て、余り最初の募集の期間は最低限のところでということで

やりました。 

今回、企画競争を選定された理由をもう少し説明しても

らってよろしいですか。企画競争は随意契約の範疇に入り

ますので、その理由を明確にしていただきたい。 

こちらのほうに実際にお願いするに当たって、内容的

にある程度こちらのほうとも御相談しながら。ただ実際

には、第三者評価というところで、視点的にも今の児相

の現状がどうかというところを子どもの目線から見たと

きに、環境的なものとか、いろいろな職員の体制とかが

どういうところかを検討していただくことがあったの

で、中でも外部の方も呼んで委員会形式で協議をしたり

とか、そういうところについて提言をしていただけるよ

うにということで、その企画でお願いをしました。 

これは、総合評価落札方式ではいけなかったのですか。 当初から企画競争でというところでうちのほうは進めた

ようなところはあります。 

それは業者さんありきということではないのですか。 明らかにこういう業者さんがいるという、こちらで特に想

定していたわけでもなく、もう少し何者か来ていただけるか

と思っていたら結果的に1者しか来られなかったという状況

です。 

予定価格を取るときは業者さんの見積りは取られて

いましたか。 

これは取っていないです。 

今の御説明ですと、積極的に企画競争を選択する理由は

今一不明瞭かと思います。なぜ総合評価落札方式で、価格

等も考慮したベースで選定作業ができなかったのかの、明

確な御説明がちょっと不足しているように思えます。 

はい。 

 どうしても業者さんありきということであるとすると、

予定価格のほうも高止まりになってしまう可能性が非常に

あるので、できれば総合評価落札方式にしていただいて、

価格のほうも競争性を持たせるという方向に進めていただ

きたいと。今回の御説明でいけば、ほかに明確な企画競争

が必要だという理由が、今の説明では受けられなかったの

で。 

分野的に、それほど研究者がいたりとかいろいろ積極

的にやってもらえる所でもないというのもありまして、

あと、いろいろ外部の委員にしても、結局、ある程度名

前が出てくるのが大体限られている状況もあったりしま

すので、そうしたところで、昨年やっていた中では企画

競争でという話でそれは進めていました。 

少し競争性という面も考慮していただいて、今後調達の

ときに検討をしていただければと思います。 

はい。 

内容についてなのですが、企画書の提出が10月14日ま

でということだったのですが、その後、実際に評価委員

会が開かれたのが11月27日で、12月1日になってようや

く契約ということで、入札後にどうしてこれほど評価ま

でに時間が掛かったのかを教えてください。 

こちらのほうでちょうどいろいろほかの業務等に対応し

ながらではあったのですが、委員の方を選定して、あとちょ

っといろいろ調整するのに時間が掛かってしまったという

ところです。 



 

やはり、すぐに作業に入ってもらわないと、応札者側

に、事業をどのようなスピード感やリソースでやってい

いのかが不確定になって、リスクが高まるというのと、

純粋に、履行期間が短くなってしまうので大変になる、

質が下がる可能性があるので、応札を受けたらすぐにで

も評価をして選定を進めていただくようお願いします。 

それから、先ほどの御説明の中で、調査疲れが調査さ

れる側にあるということで、なるべく期間を絞って実施

することをお話されましたが、調査疲れしているのは調

査される側の話ですよね。ですから、調査を行う応札者

の話ではありません。つまり、調査疲れされている調査

される側の方々の繁忙期でないところを選べるように

するなら、履行期間を短くするのだと逆効果で、むしろ

長く取っておいて、調査される側の都合に合わせて調査

に出向けるようにしなければならないのではないかと

思うのですが、いかがでしょうか。 

先ほど私が調査疲れと言いましたのは、公示期間を短くし

たところのお話としてしたところです。ただおっしゃるよう

に、その後の、結果的にこちらで業者さんにお願いした時期

がもう少し早くできていれば、確かに調査期間自体ももう少

し本来であれば長く取れたのかなというのもあるので、そこ

はちょっと私が言っていたのは矛盾していたかもしれない

のですが、ただ趣旨としては、調査の期間を本来長く取るた

めに公示の期間を短くしたという趣旨で発言しました。 

 

 

 そういうことであればその点については理解したのです

が、やはり、1者応札というのは、なかなかアイデアが新し

く出てこなくなることのもとにもなりますし、不効率のも

とにもなりますので、できるだけ、既に御指摘があったよ

うに、なるべく公示の期間も長く取れるようにお願いしま

す。 

はい。 

（分科会長の意見） 

これまでの発言でもう問題点は出ていると思うのです。

一方では、調査期間を長くするために公示期間を短くし、

しかしながら実際には、契約が 12月 1 日まで放置されるよ

うな、両方とも何かマイナスに働いているように思うので

す。調査期間も短くなってしまったし公示期間も短くなっ

た。公示期間が短いために 1 者応札になって、場合によっ

ては企画書の中身も薄くなってしまうという弊害ばかりが

生じたと思うので、今後は、このような調査案件について

はこの辺りを十分配慮してやっていただきたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：感染症サーベイランスシステムの調達仕様書等作成支援業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：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 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

予定価格  ：24,641,388円 

契約金額  ：6,426,000円 

落札率   ：26.08％ 

契約締結日 ：平成 27年 12月 11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。４者応札があり、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究

所が契約の相手先となった。落札率は 26.08％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は低入札調査の案件になっていますが、そこの辺り

の説明をお願いします。 

調査結果ですが、ポイントとしては、非常に総工数が

3 分の 1 程度、予定価格を立てていたものよりも低かっ

た。ここについて、エヌ・ティ・ティ・データ経営研究

所に聴取した内容です。長くなるので簡単に簡潔に申し

上げると、今回、このエヌ・ティ・ティ・データ経営研

究所について大きなポイントが 2 つありました。 

1 点目は、「国、自治体が持つ感染症情報の共有が医



 

療情報連携ネットワークの活用に期待でき、必ず受託し

たい」という思いが非常に強かったということです。国、

地方自治体などでいろいろ医療関係の情報、これをいず

れ政府として統一的に行っていくという意味で、これか

ら今後受注していく上で知見を広げたいということで、

何としてもこれを受注したいという強い思いを述べてい

るところです。 

 2 点目は、政府共通プラットホームについてです。こ

ちらについてもエヌ・ティ・ティ・データ経営研究所で

すが、政府共通プラットホームの移行についても IT 企業

のほうでの実績がないということで、今後いろいろなシ

ステムが政府共通プラットホームの基盤に移行すること

を前提に、ここも知見を蓄えていきたい、人材を育成し

ていきたいという非常に強い思いがありまして、価格的

にも非常に破格で応札をしていただいたことが大きな要

因になっています。 

あともう1点としては、直接的にはシステムとしての仕

様が一致しているわけではないのですが、感染症研究所

の感染症情報システムに携わった事業者がありますの

で、ここにも接点があるということで、幾らか知恵をも

らえれば作業の効率化ができるという二次的な副産物の

観点から、非常に費用を低減してできるという主張をさ

れていたところです。我々もお話を聞いて、ほか仕様等々

について誤認識はないことを聞きまして、入札調査はエ

ヌ・ティ・ティ・データ経営研究所で履行は問題ないと

判断したところです。 

開札調書があります。その中で4者の入札がありました。

このうち、予定価格の6割に満たない業者さんが3者ありま

した。順位で言うと、最後の4位の順位だけが低入札調査の

対象にならないという状況だったのですが、予定価格の積

算方法についてはどのように考えているのでしょうか。 

現状として、開札調書低入札価格調査基準額は 1,368

万強となっていまして、今回の低入札価格調査に値する

のは全部で 2 者あります。上位のエヌ・ティ・ティ・デ

ータ経営研究所、それとＡ社です。また、Ｂ社も予定価

格の線を少し上回るところですが、近似値という結果に

なっています。 

 予定価格の積算についての基本的な考え方です。基本

的には、事業所管課部局から、また政策統括官情報政策

担当という部署がありまして、こちらと相談しながら想

定工数を立てていただきます。これに対して積算資料と

いう資料がありまして、こちらについては市場価格にな

ります。人月についての想定工数を弾いた上で、積算資

料という市場価格調査の資料がありますので、こちらの

単価をプロジェクトマネージメントの○円を適用してい

るところです。 

 あとは、基本的な考え方については、本当はこちらを

先に御説明するところですが、なかなかこのシステム関

係、先ほど低入札調査でも御説明しましたが、システム

関係、あとは医療情報の連携などを踏まえるところです

と、非常に業者さんが価格勝負を、大きく赤字でも何と

か今後の受注、ほかの類似案件などの調達を視野に入れ

てきて価格を入れてくるというところで、予定価格を立

てるときにこの部分を反映するか、それともまた、新規

の業者さんが入ってくることをきちんと念頭に予定価格

を立てるかというところは、非常に正直悩みどころで苦

悩しているところです。今回のこの予定価格については、

新しい業者さんにも入ってきていただけるようにという

前提で、基本的には、想定工数と価格を見て赤字覚悟で



 

入ってくる業者さんとか、そこら辺のところまでは実は

考慮していない積算にはなっていますが、基本的には新

規業者さんが入るべき想定工数と単価で積算しているの

が現状です。 

エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の報告書を見ます

と、これはA社への再委託があるという理解でよろしいです

か。 

はい。こちらについては、低入札価格調査の段階では250

万円の見積書で、調達支援の部分について結構大きな枠取り

をして再委託を検討していたところです。先ほど申し上げた

とおり、エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所そのものが、

人材育成であったり、この件について知見をやりたいという

ことでしたので、結局のところ、事業を実施していく過程の

中でエヌ・ティ・ティ・データ経営研究所のほうでほとんど

対応しまして、再委託のほうでも、幾らかこちらの再委託先

の業者さんには御尽力を頂いていたところではありますが、

再委託の金額未満の中の世界での委託だったと伺っていま

す。規模はちょっと違うのですが、当初の調査ほど委託内容

としてはやっておらず、助言の世界。 

委託申請書はこのファイルの中にありますか。 はい。契約書のほうに実は委託条項の関係があります。再

委託8条2項がありまして、「様式1により甲に再委託に係る承

認申請書を提出し」となっていますので、委員の御指摘のと

おり、基本的には承認申請書を前提としています。ただし、

この契約書のほうで2項ありますが、50万円未満になった場合

にはこの限りではないということなので、一応、承認申請書

のない限りでの金額の範囲の中での委託内容となっていまし

て、基本的にほかはエヌ・ティ・ティ・データ経営研究所で

回されていると伺っています。 

ということは、50万円未満だったということですか。 はい。もうほとんどは基本的には、そもそもの基盤として

いるシステムが別物の携帯のシステムになっているので、も

らえる知恵というのも限界がありますので、エヌ・ティ・テ

ィ・データ経営研究所人材育成という観点で知恵を付けるた

めで、基本的には自分のところの余った人材で回していると

伺っています。 

今の契約書の再委託の所ですが、こちらで半額以上の委

託を禁止するというのが今回入っていないのですが、これ

は特に理由はあるのでしょうか。 

こちらについては、契約書に付随する形で仕様書を添付し

ています。仕様書に再委託事項がありまして、「受託者は、

受託業務の全部又は受託業務における総合的な企画及び判断

並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできな

い。契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契

約金額の 2 分の 1未満とすること」としています。本件につ

いても、この再委託の部分は、基本的管理企画部分について

は引き渡していませんので、また金額も、もともとは調査時

は 250万円でしたので、2分の 1を切っていたということで、

調査結果の段階では特に問題はないことを判断した次第で

す。 

工数が小さくなっているということなのですが、勉強し

てということになると工数が減るのは何となくつながらな

いような気がして、それについては低入札価格調査で何か

ありましたでしょうか。 

も一度、低入札価格調査から御説明します。「具体的な費

用面の効率化については、必ず受託したいとの考えで今回の

応札金額を提示したことが主な原因であるが、他の要因とし

ては、当調達入札説明書受領時から、既に仕様書における要

件分析等を当社にて進めており、これら要件分析等を要した

費用は入札金額に加えていない」となっています。我々とし

ては要件分析も予定価格の中に積算を入れていますが、この

業者さんは非常に何としてもこれを受注したいということ

で、もう入札説明書から要件分析をやっている。その工数は

入札金額に反映させていないということでこの調査結果にも

記載しています。説明が足りず申し訳ありませんでしたが、

ここも工数減の要因だと考えています。 



 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 ありがとうございました。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：平成27年度介護保険事業状況報告システム改修業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、1者応札であり、落札率が高いため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：ゼッタテクノロジー株式会社 

予定価格  ：4,295,592円 

契約金額   ：4,212,000円 

落札率   ：98.05％。 

契約締結日 ：平成28年１月20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、ゼッタテクノロジーが契約の相手先となった。

落札率は98.05％である。 

意見・質問 回   答 

今回の案件については、一般競争入札1者応札、落札率が

非常に高い。しかも開札調書を見ますと、不落があって、3

回目で落札しているという状況なのですが、このゼッタテ

クノロジーは、これまでも何回かこの同じ事業の案件につ

いては作業されていらっしゃるのでしょうか。 

昨年度もゼッタテクノロジー株式会社が受注をしていま

す。 

調達仕様書を見ますと、特に問題のあるような仕様書で

はないというふうに思いますので、入札者の制限はここで

かかるということはなかったと思いますが、結果として1

者しか応札してこない理由というのは、どんなところがあ

るのでしょうか。 

考えられるものとしては、やはり改修に要する期間が短い

ことが考えられるのです。この期間について、なるべく前倒

しできないかという検討はするのですが、ここで改修を要す

る様式について、国保中央会で定まってからではないとシス

テム改修の方向が出せないということで、その手続きがどう

しても 12月末になってしまうということを聞いていまして、

これ以上、前倒しすることがなかなか難しいため、期間につ

いては 1 月になってしまったということがあったと聞いてい

ます。 

これは今後も同じように毎年おやりになる事業なのです

か。 

毎年決まっているわけではないのですが、定期的に制度改

正というのに含まれますので、こういったことはまた考えら

れると思っています。その際にも、様式については国保中央

会が決めてからということになってしまいますので、これ以

上前倒しは難しい面があると聞いています。 

1者応札ですので、この予定価格に非常に近い価格で落札

されておりまして、これが本当に市場的に適正な価格かど

うかというのは、1者しか入札していないので分からない状

況であるということだと思いますが、何らかの形で数者の

入札ができるような形にするような方策はございませんで

しょうか。 

可能な限り期間を確保できるように工夫はしたいと思って

いるのですが、毎回毎回、制度改正があった際には、国保中

央会議のほうに例えば打診して、期間を 1 か月でも前倒しに

して、参加しやすい環境を整えたいとは考えております。 

説明会から入札日までというのが結構短かくて1週間ぐ

らいしかない。そして年度末ということで応札しづらい環

境にあることは事実かと思うのです。国保中央会というの

は厚生労働省の指導対象に入る団体ですよね。つまり、今

回の支出負担担当官の管理というか、指導先ではないかも

しれませんが、厚生労働省としては指導する相手方になる

かと思うので、国保中央会が作ってくれなければこれが作

れないのだという事実を、もう少し重く受け止めてもらっ

て、早くそういうものを確定するように指導していただく

などの、調達そのものというよりは厚労行政の話になって

しまうかもしれませんがそういった前哨的な取組で、こう

したシステムが問題なく動き続けるようにしていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

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。 

 ありがとうございました。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：平成27年度One Healthアプローチに関するシンポジウムの開催に係る運営等委託業務一式 

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、落札率が低いため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社アウルズ 

予定価格  ：6,135,092円 

契約金額   ：2,101,464円 

落札率   ：34.25％。 

契約締結日 ：平成28年2月4日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、５者応札があり、最も低い入札金額を提示した株式会社アウル

ズが契約の相手先となった。落札率は34.25％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が非常に低い、通常であれば低入札を調査の対象

になる案件ですが、これだけ落札率が低かった理由という

のは、どういうところにあるのか、調査されていますか。 

予価格の積算の考え方ですが、この会議を行うに当た

っての想定工数を、仕様書等々、事業所管部局のほうか

らの聴き取りを換算しまして、想定工数を立てたものに、

人件費については労働局のホームページ等の平均賃金に

単価を使用して積算するというのが大きな要因になって

います。また、備品の借り上げ等々はホームページ等を

利用して、市場調査をしてその価格を積算しているのが、

大きな予定価格の作りになっています。 

 続きまして要因分析ですが、開札状況については、委

員の先生からの御指摘のとおり 5 者入っています。この

中で、予定価格を下回っているものが 3 者で、価格が御

指摘のとおり低め、5 割を切っているものが 3 者という

状況です。ここについての要因分析ですが、まず履行状

況から御説明しますと、問題なく検査を行いまして、履

行は確認を取っているところです。この要因分析につい

ては事前に積算内訳を頂いており、ポイントを申します

と、基本的に予定価格を我々は準備する機材等々、あと

はそれに必要な人件費は網羅的に積算しているのが予定

価格の前提の考え方になっています。 

 これは新しい業者も当然入ってきていただくという前

提で立てているところですが、会議運営を非常に手掛け

ている会社ですと、持っている使用機器であったり、例

えばこれは一般論の話ですが、自前の会議室等々も持っ

ているというような場合ですと、予定価格よりも大分、

下回る形で価格を業者で判断し、入札してこられる場合

があります。これはいろいろ原価消却を考えて、実際の

ところは価格はあるではないかという議論はあるかと思

うのですが、そこは業者さんの御判断のところではあり

ますが、状況としてはこの業者さんのほうの積算内訳に

関しては、基本的に必要なプロジェクターであったりパ

ソコンであったりというようなものについては、基本的

に価格には入れていませんでした。また人件費につきま

しても、基本的に自前の職員で対応できるようなところ

は積んでおらず、そういう部分が大きく価格の下げ幅に

なったところかと考えているところです。 

その先ほどおっしゃった予定価格の内訳で、積算根拠の

一番上の人件費の統括責任者の38日というのはどういう数

字なのでしょうか。 

こちらの38日については事業所所管課からいただいている

数字を書いて計上しておりまして、この38日については、開

札日の翌日から履行完了日までの営業日をカウントしまして



 

38日ということです。基本的にその間は総括官に張り付いて、

事業所管轄との折衝を必ず短期間のスパンで、実行していた

だくということで38日を組んでいます。 

予定価格を作るときに、業者から見積書を何者かいた

だいているということですか。 

業者からのほうの見積書は取り寄せてはいません。基本的

に仕様書自体は入札公告をしてから仕様書を業者に場合によ

っては必要があれば、見積書を取り寄せて、市場調査が難し

いものに関しては取り寄せるような事例はあるのですが、基

本的には想定工数の積算が可能なものについては、想定工数

を立てまして、その上で人件費単価等については労働局のホ

ームページ単価等を使用して、積算しているところで、今回

の案件については業者の見積りは取り寄せておらず、契約書

段階での内訳明細の際、その中の金額を確認させていただい

てということです。 

38日というのは、特に業者の数字ではなくてということ

ですか。 

はい、そういうことです。事業所管轄課のほうでのスケジ

ュール感覚から見て、実際に担当者同士の交渉を行う日数は、

38日かなということで分析していただいているところです。 

非常に落札率が低い結果と、結果的になりましたが、今

後、どんなふうにこの状況を、次回の予定価格に反映させ

ていくとお考えでしょうか。 

御指摘のとおりです。非常にこの予定価格、特に会議の上

については消耗品等々の取り扱いについては、新規業者の参

入の上でという点も御説明させていただく一方で、入札説明

会に来られた業者が前回来られた業者などの場合があれば、

見積書を取り寄せることによって、またより市場価格のレベ

ルもアップしていくと思いますので、そのような見積書も取

り寄せることによって、予定価格をもう少しより細かく分析

できるように努めていきたいと思っております。 

今回5者中3者が低入調査ではないのですが、6割未満とい

うことになっているわけなのですが、一方でその残りの2

者は、予定価格を上回っているということになっていまし

て、極めてばらつきが大きいと。ということは、一般的に

は応札する側がイメージしづらくて、どういうことをやっ

たらいいのだろうというのがはっきりしないせいで、ばら

ついてしまったという可能性があると思うのですが、この

点はいかがでしょうか。 

この点は御指摘を踏まえまして、今年度実施するものにつ

いては、より詳細な仕様書の内容ということで対応してまい

りたいと思います。 

今年、既に終わっているわけですよね。3月20日に終わっ

ているということなので、そちらのほうでも仕様で分かり

づらいところがなかったかなどというのを、時間の許すと

きなどに、調査していただいて、役立てていただいたらい

いかなと思います。 

はい。ちょうど今、本年度のものを作成中ですので、その

点も踏まえて詳細に確認したいと思います。 

今回すごく運が良かったのではないかと思いますのは、

非常に調達が押し迫まっていて、3月 20日のイベントのた

めに 2月 4日の入札ということになっていたわけなのです。

なので多くの場合、このパターンだと高止まりするか、あ

るいは不落・不調になるかということもあると思うので、

このぐらいでできるというのは、ちょっとラッキーだった

パターンではないかと思いますけど、もう少し早めに声を

かけられるようになさってはいかがかなと思います。 

はい。 

やはりイベントの実施の日程とかは決まっているもの

の、場所は今回は決まっていない状態での調達ですよね。

ちょうどこの3月20日といえば、多くの卒業式もあるころで

すし、400人規模の会場が押さえられないというリスクもあ

るかと思います。そういった点も踏まえて、スケジューリ

ング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。 

ありがとうございました。 

 

【審議案件１０】 



 

審議案件名 ：普通乗用自動車(燃料電池自動車)の交換購入一式 

資格種別  ：物品の販売（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、落札率が高いため。  

契約相手方 ：東京トヨタ自動車株式会社 

予定価格  ：7,772,920円 

契約金額  ：7,754,560円 

落札率   ：99.8％ 

契約締結日 ：平成 27年 12 月 18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東京トヨタ自動車

株式会社が契約の相手方となった。落札率は 99.8％である。 

意見・質問 回   答 

MIRAIという自動車については、トヨタしか製造していな

いということで、これを仮に一般競争入札で行ったとして

も、ちょっと私、逆行するような質問になってしまうので

すが、仮に一般競争入札でしたとしても、ほぼトヨタのほ

うから定価での入札が予想されるという状況なわけです。

むしろ随意契約にしたほうが値段交渉ができたのではない

かというような考え方もあると私はそんなふうにも思うの

ですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

実際は一応同じディーラーですが 2 者入ってきて、形的には

競争入札的な形にはなっているのですが、確かにおっしゃる

とおり、実質的には価格面で競争が成り立たないので、随意

契約で価格交渉をするということであってもよかったかなと

いう感じはします。 

会計法 29 条の 3 第 4 項のところに、正しく、この契

約の性質が競争を許さない場合に、これは正に該当する

のではないかと思うのです。私もこれは本当に正しい判

断かどうかというのが分からないところもあるのです。

こういった契約については、その辺も価格交渉という面

も入れて、契約方式の選択をしていただいたほうがいい

かなと思います。 

 あと、調達の目的というのはどういうところにあるの

ですか。 

調達の目的ですが、政府全体で各省庁で燃料電池車を導入す

るという方針が決められており、それに基づいて調達をさせ

ていただいています。そして燃料電池車ですので、CO2 の削

減という観点から申し上げますと、ガソリン自動車ですとど

うしても若干の CO2 が発生するということがあり、燃料電池

車ですと、そういった CO2が発生しないという、非常に環境

に良いという側面がありまして、政府全体の方針という観点

と、当省で CO2 の削減という観点から、調達をさせていただ

いています。また、概要にもありますとおり、経年劣化によ

り自動車自体にも運行に支障をきたしている状況があり、交

換購入をするという計画があり、それと併せて政府全体の方

針と CO2 の削減という観点から、燃料電池車の調達をすると

いうことになったところです。 

利用の方法はどんな利用の仕方をされるのですか。 利用の方法ですが、幹部が優先して使用する車と、省全体

の共用車があり、これについては幹部が優先して使用する省

内の共用車として利用させていただいています。 

今回は1者しかないということなので、こうならざるを得

ないということは分かるのですが、一般論としてこれはか

なり高級車である、多分、国民サイドから見れば、血税を

使って、高級車を買っているのだというふうには見えるの

ではないかと思うのです。先ほどの御説明ですと、要する

にそれは厚生労働省の事情ということではなくて、政府全

体の方針で、それに応えたのだという支出だと考えてよろ

しいわけですか。 

御指摘のとおりです。 

特に厚生労働省で、何か実験を行っているというわけで

すか。 

厚生労働省のほうで実験を行っていることではありませ

ん。 

これは1台だけ購入しているわけですか。 はい、1台購入しています。 

今後の官用自動車は、全部こういう燃料電池になってい

くのでしょうか。 

今後についてはまだ燃料自動車自体が広く流通していない

という観点と、御指摘いただきましたとおり価格的にも非常

に高止まりしているという現状がありますので、現時点では

今後、燃料電池車をすぐに導入するという計画はありません。 

なるほど。省庁の数と掛ける 1 台ということが、どのく

らい CO2 削減やエコロジカルな効果を生むのか大変興味深

い試みであると思いますので、今後、厚生労働省というよ

 



 

りは、日本政府の取組がどうなるのか楽しみだなと思いま

した。 

多少迷うところではあるのですが、トヨタの MIRAI しか

ない、その仕様を全て満たすのは MIRAI しかないと。ただ

仕様の中にトヨタ MIRAI と書いても、そのままでもよさそ

うに思うのですが、これはどうしてこういう抽象的な書き

ぶりになるのでしょうか。 

基本的には入札の時点で、流通している燃料電池車という

ものが MIRAI のみではあるのですが、入札に参加いただける

業者の数が増えればという観点で、抽象的な仕様にさせてい

ただいています。結果として入札時点で流通している燃料電

池車というものが MIRAIしかないという状況でしたので、ト

ヨタの MIRAI ということで、仕様書に書かせていただいても

よかったのかということは、御指摘のとおりと考えておりま

す。 

（分科会長の意見） 

こういう抽象的な書き方をすることによって、何か公正

らしさを装って、実は不公正なことがされているのではな

いかということを国民は疑うかもしれない。かえってよく

ないのかもしれないなという印象を持つのです。どっちが

正しいかよく分からないのだけど、これは MIRAI しかない

ということをここでも書かれているのですが、ほかの商品

の調達などで、本当は競合商品があるのに、競合商品を排

除して、機能的にはほとんど変わらないのに、その商品を

特定する。公正らしさを装って、その実、不公正なことが

されているという例もないわけではないので、本件などは

かえってきちんと書いたほうがいいのではないかなという

気もするのですが、感想です。 

 ありがとうございました。 

 

 

 ８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） 


