
 

平成２８年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

開催日及び場所 平成２８年１０月５日（水） 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２８年４月１日～平成２８年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １１件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件 ０件 

審議案件 １１件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：平成28年度LC/MS/MSシステム一式保守 

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100％のため。 

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：株式会社帝国理化 

予定価格  ： 3,561,840円 

契約金額  ： 3,561,840円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成28年4月1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１応札となり、株式会社帝国理化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 

落札率が100％ということなのですが、その辺の経緯につ

いて御説明をお願いできますでしょうか。 

 今回、保守の価格については、メーカーのカタログで、仕

様ごとに金額が示されているということでした。落札業者に

なる帝国理化もそれを勘案して入札価格を決めていると確

認しています。加えて過去の入札結果など、当社のホームペ

ージで公表している過去の予定価格なども帝国理化のほう

で考慮され、入札価格を決めているということでした。 

定価証明というものが付いています。この定価というの

は保守に関する定価が存在することになるのでしょうか。 

はい、ここのメーカーであるA社のほうで価格を定めてい

るということです。今回、落札している業者はその代理店と

なっており、こちらのほうでは予定価格を決めるときに定価

証明がやはり必要になってきますので、根拠となるものとし

て定価証明を取得しておりますので、その価格となっており

ます。 

このA社から今回のシステムについて既に購入されて、そ

れの保守ということですか。 

A社というのはこのLC/MS/MSシステムを製造している業者

でございます。 

そこから購入された機械について、保守契約のために入

札をして、結果として帝国理化が落札をしたということに

なるのですか。 

はい。 

帝国理化のほうは、今回の保守についての定価の存在と

情報を知っていたということですか、これは公表されてい

るのですか。 

メーカーのカタログで仕様ごとに価格が決まっていると

いうことを聞いています。ただ、代理店のほうでこの価格に

必ずしも縛られているというものではありません。 

定価証明を予定価格にそのまま組み込んだということに はい。 



 

なりますか。 

何らかの手直しというか、独自の考え方でこの定価証明

に対して価格設定をするようなことはされなかったのでし

ょうか。その他の市場価格等との勘案をして、この定価証

明に対して何％割り引くとか、そういう手続をする必要は

なかったのでしょうか。 

この案件ではないのですが、やはり当初国立衛研として予

定価格を算出するということで、定価証明だったり過去の納

入実績だったりを勘案してやらせてもらっています。ただ、

定価証明に何％掛けるとかいうことは、過去に議論したこと

はあります。そうしたとき、果たして何％掛けるのかを決め

られなかったというのも変な話になるのですが、こちらのほ

うで根拠になる割引率というものが示せなかったのです。と

いうことで、根拠として変な話ではあるのですが、定価証明

の額を使うということで当研究所の中では整理させていた

だいております。 

工数とか、そういうものも分からないのですか。 これはあくまで保守でして、故障発生時に連絡をするとい

うことですので、なかなか工数を見るのは難しいところで

す。仕様書の期間内に発生する全ての修理費用について

保証しなさいということです。やはり、工数となってく

ると発生する頻度でははかれないということです。 

市場価格に照らしてどうだ、というジャッジメントは一

定程度する必要があると思うのですが、その辺のことはい

かがですか。保守であってももちろん工数は掛かるわけで、

予定される工数をある程度一定レベルに見て、市場価格に

照らしてどうかというジャッジメントは一定レベルすべき

だと思います。いかがですか。 

例えば、導入したての機械ですと故障頻度というのは低い

かと思います。であれば、割引率なり何なりというのは考え

られるかと思うのですが、最初リースで入れているものをリ

ースが終わって買い取ったというものでして、6年経過して

いる。使用頻度も非常にあって、多分故障も通常の導入時よ

りかは増えている。そういうところで、工数を逆に考えると

定価証明よりも高くなる可能性も出てくるというところも

あります。検討はしたいと思うのですが、どの線でというの

は検討させていただけたらと思います。 

おっしゃることはよく分かります。ただ、定価証明どお

りにそのまま予定価格にしてしまいましたということだ

と、予定価格をこういうように設定したというところの説

明がなかなか厳しいのではないかと思うところがありま

す。その辺、市場価格と照らし合わせた時、当然何らかの

前提条件は予想しなければいけませんが、こういうように

してこの定価証明について、しょせん参考値ですから、参

考値を基にこういうように予定価格を設定しましたと説明

できる何らかのロジックが必要ではないかと思います。 

はい。 

こちらのAB SCIEX社に対して今回の応札者は代理店とい

うように先ほど御説明いただきました。代理店をやってい

るお店というのはほかにあるのでしょうか。 

恐らくという回答になりますが、ございます。 

今回応札してきた所は1者しかなかったわけですが、もし

かすると複数来て競争になった可能性はあったということ

ですか。 

はい、可能性としてはあります。もともとこれはリース品

を購入したものでして、最初から帝国理化がやっておりま

す。実際、他社のほうでできないかというようなことも検討

はしているのですが、途中から別の代理店が入った場合、な

かなか満足なサービスを提供できないおそれがある。そのた

めに入札に及び腰になっていると聞いております。 

よその代理店が及び腰になっているということですか。 はい、そうです。加えて先ほど申し上げましたとおり、リ

ースから含めて 6年間ぐらい使っておりますので、故障の頻

度も増していると。そういったことから、その点も他社参入

が困難な状況になっているのかと考えております。 

このLC/MS/MSというのはこの研究所以外、国の研究所、

あるいは民間の企業等でも使う可能性のある機械なのでし

ょうか。 

恐らく使っている所はあると思います。 

そういった所も恐らくはこういう金額でやっている

んだということですか。 

はい、そうだというように考えております。 

6年目ということで、リース期間が終わったあとの比較的

古い機械ということなのですが、リプレイスしたほうが保

今、正に御指摘いただいたとおりです。今後、新しい機械

を買うことも検討しているところです。 



 

守するより安いということはないのでしょうか。 

入札の経緯を見ますと、9日の公告から26日の入札という

ことで、最近の調達ではかなり短い公告期間になってしま

っています。こちらは何か意図といいますか、理由はある

のでしょうか。 

特に意図はありません。10 開庁日以上確保するというの

が規定ですので、それにのっとってやっているところです。 

最近、1か月以上取るというのも結構、ルールではもちろ

ん10日以上でかまわないのですが、かなり長めに取ってじ

っくりと、うちでも応札できないかというように民間の事

業者の方が考えられるような、よりアローワンスを与える

ようにしていることも多い。できれば、少しでも長く公告

期間を取るようにお願いします。 

例えば政府調達などは 50 日と決められておりまして、案

件によって長めに取るということもしております。これにつ

いては過去何年かやっておりますことと、あとはホームペー

ジに予定価格、あるいは契約額を掲載していることから、情

報を取ろうと思えば取れる環境にはあるというように考え

ております。加えて年間契約ということで、ちょっとこの時

期立て込むものですから、10 日以上という考えでやってお

ります。 

この質量分析装置自体は5年、あるいは6年前に一般競争

入札か何かで入札されたのですか。 

はい、一般競争入札で、リースで調達しております。 

当初のリース期間中は、落としたものを帝国理化がメン

テナンスをするということで、抱き合わせでなさっていた

のですか。 

これを開札したのが平成 21 年度で、その当時の書類が保

存期間満了のため廃棄しているところです。ただ、通常、我々

がやっておりますのは、リース会社からリースをした場合で

もアフターサービスの体制をきちんと構築しているかを求

めております。恐らく、その当時、そういうメンテナンスを

帝国理化が担うような形になっていたのではないかと考え

ているところです。 

メンテナンスとシステムの納入とはバラバラに競争入札

をされたのですか、それとも一緒ですか。 

書類が残っておりません。確定的なことは申し上げられな

いところです。 

前年度の保守は同じようにされたのですか。 平成 27 年度の保守につきましては、同様に保守としてや

っております。帝国理化が同様に 100％で落札しているとこ

ろです。 

内容を見ると、連絡を受けた際には作業員を設置場所に

派遣するという内容だとすると、どこがやっても余り変わ

らないなという感じがするのですが。 

はい。 

点検サービスも余り変わらないので、競争の働きがなさ

そうに思います。 

正に御指摘のとおりだと考えております。他社が途中

から加わるというのが及び腰になっている点は先ほど申

し上げたとおりなのですが、例えば果たして本当にここ

しかできないのかというところを確認するという意味で

も、公共調達委員会のほうで別の案件に関して本当に 1

者しかできないのかどうかを確認するため、公募という

手続を取ってはどうかという御指摘を頂いたことがあり

ました。このため、保守に関しても本当に 1 者しかでき

ないのかを、例えば公募で募るというようなことも検討

してまいりたいと考えております。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 ありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：教育訓練給付制度情報管理・検索システムの政府共通プラットフォーム移行に係る 

設計・開発業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、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  ：287,452,800円 

契約金額  ：280,800,000円 

落札率   ：97.69％ 

契約締結日 ：平成28年6月15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 97.69％である。 

意見・質問 回   答 

総合評価落札方式で落札されていますが、入札者が結果

として1者ということになりましたが、その辺の経緯につい

てご説明いただけますでしょうか。 

 説明会の参加者数は4者となっておりますが、実際に提案

書を提出してきた所は1者でした。説明会に参加したのです

が、提出してこなかった所にヒアリングをしたところ、開

発期間が余りにも短すぎるということで、そこについては

札入れや提案書を作るのは難しいと聞いております。 

落札率が97％と非常に高いのですが、この辺の理由はど

のように分析されているでしょうか。 

予定価格を立てたときに、一応コンサル業者を交えて予

定価格のほうは、いろいろ精査して立てていたようなので

すが、実際に落札率が97.69％と高いこととの因果関係は、

把握できておりません。 

落札率が非常に高いことと、先ほどおっしゃったように、

開発期間が非常に短いとなると、これまでの納入実績から

考えて、富士通さんが非常に有利な状況が出てきてしまっ

ていると思いますが、その辺はいかがですか。 

入札金額のほうが先ほども説明したように、把握できて

いないのですが、もともと入札公告が3月25日となっている

わけですが、仕様書の中身の関係やPMOなどで結構修正など

があったため、ぎりぎりになってしまいました。 

この 9 か月という開発期間については、これはかなりの

スピードで開発していかないといけないという期間だった

のですか。 

当時の担当者に聞いた限りなのですが、今回、富士通が

落札しているわけですけれども、富士通としても約 11 か月

ぐらいの開発期間は必要だということは聞いています。 

どうしても日数的には富士通さんに結果的に有利に働い

てしまったことになりますか。それから、これは再委託を

されています。A社ほか2者に対して、再委託されておりま

す。半分以上は委託先があるということで、申請書が必要

だということなのですが、この資料には入っていないので

すね。これはどういう経緯だったのでしょうか。 

そこについては私どもも確認しております。当時の提案

書のプロジェクトの体制図は、再委託先としてB社などの名

前があったわけですが、実際には再委託承認書が提出され

ていないということで、その理由としてどういうものがあ

るのか確認したのですが、そもそもB社などは、富士通から

の資本金が入っており、富士通のグループ会社という認識

でいたということで、そのグループについては再委託には

当たらないと理解していたため、通知書のほうを提出して

いなかったと確認しております。 

厚生労働省側でもチェックされなかったということです

か。 

それについては、横の連携が取れていなかったというの

が正直なところですが、我々のほうは提案書の審査をして

おり、雇用保険課では契約のほうを行っていた中で、この

再委託の部分がうまく我々のほうから伝えられていなかっ

たというところで、ちょっと横の連携がきちんとされてい

なかったということになります。 

こういった場合のフォローアップの方法ですが、どのよ

うに考えていらっしゃいますか。 

そこについては、今回この中央監視委員会の御意見を踏

まえて、雇用保険課のほうと調整しようということで、今

後の展開についてはこれが終わった後に確認する形にして

おります。 

それでは、最初の工期の問題と、この再委託申請の問題

について、少しフォローしてください。 

はい。 

既に指摘のあったとおり、履行期間が非常に短いとい

うところが、いろいろな意味の問題の源になっているか

のように思われます。仕様書を見る限り、正直なところ、

1 か年ではなくて債務負担行為で 2 か年とか 3 か年やる

のかなと思うぐらい、結構大きいシステムのように思い

ました。 

 ですので、短くなることで、事実上厚生労働省本省の

調達によく参加している業者に有利になるように、外側

からは見えてしまうことがあると思います。是非、本省

側の都合で履行期間が短くなってしまったということ

が今後はないようにお願いしたいと思います。 

 それから、さっき再委託に関しての御指摘があったの

ですが、金額はどのぐらい再委託になっているのでしょ

確か大体6割ぐらいが再委託になっていたと思います。 



 

うか。あるいは割合でももちろんいいのですが。 

再委託の金額が２分の１を超える場合は、再委託の申請

を出していただくことになっていますので、次はお願いし

ます。それから、評価に関してなのですが、どの委員の評

価を拝見しても、結構厳しいというか、低評価というか、E

や D という評価が結構付いています。これはやはり不安に

なるわけですが、実際の履行開始になる段階、あるいはそ

の前ぐらいのタイミングで、この点について、取った金額

以上には働けないでしょうけれども、その範囲内でもう少

し改善できないかといった、交渉というか話合いはあった

のでしょうか。 

技術審査委員会の中で各委員の方から御指摘があって、

特にセキュリティのところなど、きちんとセキュリティが

働くかどうかというところが、提案書からはちょっと見え

にくいという御指摘などもありましたので、取りあえず入

札が終わった後、富士通に業者が決定した後は、評価委員

の方からこういった低い御指摘がありましたので、そこに

ついてはきちんと盛り込んで対応するようにということ

で、担当のほうにはお伝えしております。 

先ほど再委託の関係で申請書とか履行体制図というの

は、事後にでも出されたのですか。それとも口頭での聴取

りで、「あっ、そうだったのか」ということだったのです

か。 

その体制図につきましては、提案書の中にもともと入っ

ており、我々のほうでは体制図を持っていたわけなのです

が、契約をする側の雇用保険課さんのほうに、そちらの提

案書そのものをお渡ししているわけではなかったものです

から、富士通さんと雇用保険課側との契約だけとなってお

り、その再委託の部分というのが雇用保険課側には伝わっ

ていなかったと。我々のほうがきちんと情報をお伝えして

いなかったということになっております。 

ただ、契約時の担当をするのは雇用保険課ですよね。そ

の契約書の中に、再委託をする場合には承認申請しろと書

いてある。当然、雇用保険課としても分かっていなければ

いけないし、同じ契約の相手方である富士通も分かってい

なければいけません。今はそういう申請書というのは事後

的にも取ったのですか。取っていないのですか。 

まだ書類自体は提出いただいておりません。準備しても

らうようにはお話はしていますが、まだこちらのほうに提

出という形で指示はしておりません。 

事後的にでも出されたほうがいいと思うし、それから変

更することもまたあり得るわけで、その場合の変更処理も

必要だと思うので、それは取るべきだと思うのです。 

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３】 

審議案件名 ：シニアワークプログラム実態調査事業  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社ブレインワークス 

予定価格  ：26,531,740円 

契約金額  ：3,348,000円 

落札率   ：12.62％ 

契約締結日 ：平成 28年 5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、３者応札があり、株式会社ブレインワークスが契約の相手方と

なった。落札率は12.62％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

入札日が2月26日で、契約締結日が5月18日とかなり遅れ

てしまったのですが、その辺の経緯はどのようなものだっ

たのでしょうか。 

この入札が2月26日なのですけれども、かなり低入札とい

うこともあるので、個別にこちらのほうからも質問をしたり

低入札に係る調査に少し時間が掛かりました。3月の終わり

ぐらいに、結局、契約相手先として妥当であるという承認を

頂いたので、そこから改めて契約締結に向けての手続を進め

ました。こちらも実施計画を先に頂いたので、それと、実際

に今後の予定を細かく連絡を取り合いながら進めていった

ために、ちょっと時間を頂きました。 

低入札価格調査について手間取ったという御説明でいら 低入札価格について手間取ったというよりも、やはり想定



 

っしゃるのですが、どのようなところが手間取られたので

すか。 

よりもかなり低い金額でしたので、その体制上問題がないの

か、その仕様書の記載内容の誤認がないのかを、何度もこち

らのほうで確認したので、あとはこちらがすぐに時間が取れ

ないときもありましたので、少し時間が掛かったという感じ

です。 

予定価格の内訳書とブレインワークスのほうから出

された見積書を比較しますと、ブレインワークスさんの

ほうはかなりラフな見積書になっており、内容を少し見

させていただきますと、例えば、予定価格調書の積算内

訳がありますが、シニアワークプログラムの事業実態調

査員の配置という項目があるのですが、これで約○万円

ぐらい予算を取っていらっしゃいます。 

この事業というのは、ブレインワークスさんのほうに

は欠けているように思うのですが、その辺はどのように

理解されているのですか。全くないということではない

ですけれども、調査という言葉はもちろんあるのです

が、例えば数量 9×2 万円で 18 万円とか、余りコスト的

に掛けていない調査のように見受けられるのですが、か

なりの落差があるのですけれども、この辺はどのように

解釈されていらっしゃるのでしょうか。 

そちらにつきましては、確かにおっしゃるように、ちょっ

とラフな見積りでしたので、実際も履行体制を、まず提示し

ていただいています。業務に当たる際の履行体制というもの

を出していただいているのですが、実際にその調査に当たら

れる方がお二人で、その責任者がお一人とあるのですが、調

査担当のお二人が専門でやっているようでもなさそうでした

ので、ちょっとこちら以外にももう一人、直接窓口になる方

がいらっしゃって、実際にどのように業務を進めていくのか

というお話を伺った上で、それであれば問題ないのかなと思

いました。 

予定価格の積算内訳を見ますと、相談員が 2 名で 1 日の

単価が○円、1 か月 20 日間の 12 か月という予算が取られ

ていて、相談員にお支払いになる予算が万円と計上されて

おり、この辺は非常に予算的にはかなりお取りになって事

業を進めていくのだなという印象を受けたのですが、それ

はなくてもいいのですか。 

これまでの実績からも47都道府県ありますので、こちらと

してもかなりボリュームがある作業なのかなとは考えて、こ

の予定価格にしているのですが、ブレインワークスさんの話

を伺ったところ、担当制にして進めていきますということで

した。 

予算の設定のときに、人件費として課長の人件費を年額

○万円、係長が年額○万というように予定されていらっし

ゃいますけれども、少なくともこの2名が専任されるという

意味合いで予定されているのですか。それとも一部の時間

を使うという意味ですか。 

こちらが予定価格を積算した段階では専任でされた場合と

いう前提です。 

かなり次々と工数を掛けてこの調査をされるという理解

ができるのですが、本当に落札率が12％でこの事業が当初

予定どおりの事業として成り立つのかどうか、非常に疑問

に思うのですが、どうでしょうか。 

金額としては、こちらのほうとしても心配な部分はありま

したので、ただ、いろいろお話を伺う限りでは、可能な限り

低コストで進めていきたいと。あとは高齢者に関する事業を

これから積極的に取り組んでいきたいという、事業者さんに

意欲などがあり、こういう積算になりました。 

5 月からですから半分近く過ぎているのですが、現状は

どのような状況でいらっしゃいますか。 

初めての事業に携わるということもあり、当初、若干手間

取ったところはあるようですけれども、現時点で特に問題は

なく、各都道府県のシニアワークプログラム事業の受託者さ

んともやり取りをしているような状況です。 

落札率12％は内容としては各テーマ想定されるレベルか

ら落ちるリスクはかなりあるように思うので、その辺を十

分に調査されて、落札者を決定されたようですので、問題

ないことをお祈りいたします。 

ありがとうございます。こちらとしても当初の金額のこと

など、やはりちょっと気になることもあるので、できるだけ

密に連絡を取るようにしています。 

では、常時モニタリングをして、間違いがないかどうか

確認してということになるかと思います。 

ありがとうございました。 

例えばですが、今回の予定価格の積算根拠を見ます

と、いろいろな地域で実地調査をするような形で、どの

ような開催のされ方をしているのかを調べるようなこ

とが見て取れるのです。しかし、今回出てきたブレイン

ワークスの内訳を見てみますと、到底旅費にもなりそう

にないし、人件費の一部にもなりそうにない金額にしか

なっていないということで、ここで大丈夫だと判断され

た根拠をお聞かせ願いたいのですが、いかがでしょう

例えばデータの集計に掛かる費用等でしたら、昨年度ま

では受託者が持っているサーバー等に各受託者がデータ

を送って、その中でツールを動かして、処理をするという

方法を取られていました。今年度については、こちらから

も集計ツールのお話はしたのですが、直接エクセルをやり

取りして、余りお金の掛からない方法でやりますという確

認が取れたこと。 

 実態調査、直接遠方に出向いて調査するものについても、



 

か。旅費に限らなくていいのですが、積算根拠で積んであ

るものが、全然あるいはほんの一部分ぐらいしかブレイン

ワークスから出てきている内訳に載っていないと。項目的

にもそうだし、金額的にも随分小さい。これだと、自分た

ち厚生労働省側が調達しようとしていた内容のことはでき

ないのではないかと判断するほうが自然だと思うのです

が、ここで大丈夫だと判断された理由を教えていただけま

せんか。 

こちらとしては 10 か所程度を想定しているという話をし

ております。もちろんどこに行くかというのは、その地域

事業のほうの実施状況にもよるのですが、こちらとブレイ

ンワークスとの検討で行く先を決めます。その旅費につい

ても、例えば遠方だと沖縄ということもありますが、近い

所だけではなく、遠方も検討しているという話でしたの

で、確かに見積り上はものすごくざっくりしていますし、

不足しているのではないかということもあるのですが、き

ちんとそこはやらせていただくというお話を頂いており

ます。 

ただいまの単価で沖縄にどうやって行って帰ってく

るのだろうというのは、非常に疑問になったりもしたの

ですが、入札してきたのだから、いいと言われれば、い

いのかもしれませんけれども、でも一方で、取りあえず

やってみたで済むものではなくて、きちんと意味のある

結果を残さなければいけないと思うのです。 

例えばこの内訳書について見ても、どうしてこういう

ことになるのかというのは、もう少し聴き取りをしてい

ただかないと低入札調査にならないのではないかと。そ

れこそ聴き取りをして、おしまいになっているように見

えるので、これでは低入札調査とはいえないと、ちょっ

と厳しいのですが、私はそう感じます。 

ほかの案件に関しては、どうしてこうなったというの

は、もう少しきちんと聴き取っていますし、例えば内訳

にこだわるわけではないのですが、しかし、例えばです

が、数量幾つと書いてあっても、一体何の単位か書いて

いないのです。人月がこれなのだとか、そういうことが

全然なく、いきなり、数量、単価、金額となってしまっ

ています。 

はい。 

どのように取っていいのかが、少なくとも私には分から

なかったぐらいなので、担当部局では常識とされているも

のがあるのかもしれませんけれども、記録に残してきちん

としておかないと、「担当者が異動になってしまったので

分かりません」とかいうことになりますので、今後の参考

とできる書類を残すという意味でも、緻密な調査をしてい

ただきたいと思います。 

はい、分かりました。今の見積りの数量の単価の話ですが、

やはりこちらとしても2とか12とか書かれていてもよく分か

らなかったので、そこは低入札調査の実際の確認事項の所で

人日であるということは確認はしております。ただ、おっし

ゃるとおり、後で確認事項の紙を見なければ分からないとい

うことはありますので、これからは改善してまいります。 

実は最初に開札調書を見たときに 3者中 2者が低入対

象なので、これは積算が盛りすぎで根拠をアップデート

する必要があるのかなと思ったのですが、一方でこの後

に付いてきている応札業者からの内訳を見る限り、本当

に仕様が伝わっているのだろうかというほうに、むしろ

私の考えが向いていきました。 

 よくよく考えてみると、予定価格が 2,600 万円を超え

るような調達で、この要求仕様のページ数が問題になる

というわけではないですが、どの程度の調査をやってほ

しいのだ、どのようなフィードバックを現場にしてほし

いのだということが、ほとんど分からないという仕様で

は、ここに書かれたことだけやればいいですよねという

ことになると、こういう低入札の価格になってしまうの

だと思うのです。 

例えば調査でも、本省のほうでこのような調査をして

ほしいということが仕様にきっちり書かれていないと、

取りあえずネットで聞けばいいかというような感じに

なってしまったり、あるいは電話で聞いて、これでおし

はい。 



 

まいにしたらいいのかなぐらいに思われてしまえば、そ

れはどんどん安くなります。 

予定価格と仕様の細かさという点でもアンバランス

を感じるし、いわゆる低入札調査の内容という点でも、

緻密なところが欲しいと思いますので、今後の調達の際

には、その点に御注意いただきたいと思います。 

 特に「事例報告書の報告内容、構成、ページ数等につ

いて、想定している内容を御提示いただきたい」とある

のですが、これは本末転倒で、要求仕様で、調達仕様の

ほうでこれを明示するべきで、それを根拠として応札者

は「では、お幾らで請け負います」と入札するべきだと

思うのです。 

何も仕様のほうに書かないでおいて、最終的に調査の

段階になってから「お宅はどう思っていましたか」と聞

くというのは、調達する側としても問題のある態度だと

思うのです。厳しいことをいろいろと申しましたが、是

非とも検討して改善していただきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

この予定価格の積算をされた方は、この内容を熟知して

いるのだろうと思います。ただ、その積算と要求仕様とは

きちんとマッチしない、整合的でないというところにやは

り問題があって、要求仕様から積算をしたのか、積算のと

ころから要求仕様の概要を作ったのか、何かちょっと疑問

に思うような感じです。しかし、今の議論で尽きていると

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28年度各種技能競技大会等の推進事業 

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 ：中央職業能力開発協会 

予定価格  ：630,013,000円 

契約金額  ：630,012,976円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成28年4月1日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、１者応募となり企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、中央職業能力開発協会

を会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

この事業については、今回落札された中央職業能力開発

協会さんがずっとやられている事業でいらっしゃるのです

か。 

はい。 

いつ頃からですか。 少なくとも過去5年間はずっと中央協会のほうに委託をし

ていると認識していまして、もともとは補助金事業として中

央職業能力開発協会が行っていた業務を、委託費として、国

の業務として、委託するようになったと記憶しています。 

これは、ほかに想定されるような事業者さんというのは

いらっしゃるのですか。いつも1者応札を繰り返されてきた

と思うのですが。 

アビリンピックなどを開催している高障求機構なども、あ

れは障害者の大会ではありますが、技能競技大会を実施して

いるということも考えられますので、そういったところはも

しかしたらできるかなというのはあると思います。 

どうしても1者応札が繰り返されてきますと、価格がなか

なか下がらないということになると思います。競争性が阻

害されて、なかなか下がってこないということになると思

うのですが、この5年間、価格はどのように推移してきたの

最近の5年間というのは、今は手元に資料がないのですが、

3年間でも大丈夫でしょうか。平成25年度の委託契約金額が5

億6,800万、平成26年度が4億7,000万、平成27年度が6億6,000

万。 



 

ですか。 

これは、いろいろ年度によって事業内容が異なるために、

予定価格も違ってくるということですか。 

はい。実は技能グランプリという、技能検定1級資格を持つ

方のための競技大会というのは隔年開催でして、それと国際

大会があるのですが、技能五輪全国大会というのは、技能五

輪国際大会の予選会という位置付けでやっていまして、技能

五輪国際大会というのは2年に1遍開催されることになってい

まして、その国際大会の開催とか、技能グランプリの開催が

ない年というところで、予算の上下があるという形になって

います。 

価格の競争性を担保することが、この調書を見ても分か

るのですが、部内でも議論されているということで、総合

評価、価格要素も入れて競争性を出そうということで、移

行を検討されていると書いてありますが、その辺の経緯を

教えていただけますか。  

この技能競技大会の競技課題というのは、毎年かなり競

技者の切磋琢磨によって、レベルが向上してきているとい

うのがあります。競技課題を検討する上で、これまでのレ

ベル以上のものを、また毎年作っていくという形でブラッ

シュアップをしていくのですが、やはり製造系ですとか建

設系といった職種が非常に多くあるので、専門的な知見を

有している方々に、競技課題を作っていただいているとい

う現実があります。 

 例えば今おっしゃられましたように、総合評価と申し上

げても、今の企画、仕様書のままで、実際に価格部分の見

積りが取れるかどうかというのは、非常に難しい部分があ

りまして、例えばそれを、どのように価格部分を反映させ

るかというと、競技課題の内容がある程度固まった上で、

それに使う、例えば工業系であれば機材だとか、資材だと

かいうものの、ある程度特定ができるような形をとるべき

なのかなと思っています。 

 ただ、私どもも非常に専門的な工業系、あるいは建設系

といった知識ですね。ここがなかなか、そこを仕様書に落

とし込めるだけのノウハウというか、知識というか、そう

いったものが、難しいところがあって、そこをどのように

考えていくかというのが、非常に今、頭を悩ませていると

ころです。 

1つの方策としては、総合評価で企画部分というところ

を、まずしっかり見ていくことが重要なのだろうと思うの

ですが、現仕様書の中においても、例えば通常4年後の全

国大会の開催地を決めるに当たって、当年度の委託事業者

に対して、技術的助言を求めるというようなくだりがあり

ます。これと同じように、現受託者に対して、例えば平成

29年度の仕様書の中に、更に次年度、平成30年度の競技

課題についても、当年度中に検討しておいて御報告を頂く

ような、そういった項目が入れば、例えば平成30年度の

調達を掛けるに当たって、我々が専門的な知識とか、資材

調達のノウハウがないという状況だったとしても、一応価

格を設定するに足りるだけの情報を仕様書に落とし込め

るのではないかと考えているところです。 

予定価格調書の内訳をざっと見させていただきますと、

消費税の計算の所で、例えば海外航空券については消費税

が掛からないにもかかわらず、最後に8％掛けて予定価格が

計算されていますので、掛かるものと掛からないものをき

ちんと区分けをしていただいて、予定価格を算出いただけ

ればと思います。 

はい。 

今回、この随意契約というか、企画競争理由書を拝見す

ると、40種目以上の競技を同時に行う技能競技大会という

のができる所は、事実上ここしかないだろうということが

念頭にあるようですが、そういう理解で間違いないでしょ

こういった40種目以上の競技課題の作成とか、そういった

ことをできるのがここだけだと認識していまして、今申し上

げたとおり競技課題の作成というのは、事実上、技術委員会

と言われる委員会の中で決定していくものでもありますの



 

うか。 で、そこの部分をどのように今後、仕様書に反映させられる

ような形で開催していくのかというのが、ここの課題だと思

っています。 

企画競争理由書を見ますと、その大会実施に係るノウハ

ウ、実績が傑出しているということが載っているのですが、

ほかがやっていないのだから、傑出も何もここしかないと

いうことではないのですか。 

書き方はこういう書き方で、平成 28 年の調達をさせて

いただいたということで、もし今後こういうことを書くよ

うであれば、やはりその点は気を付けたいと思います。 

何か体言止めなども目立ちます。もう少し理由書とい

うのは、ほかの部局もあると思いますので、参考にして

いただくといいかもしれません。私としては金額の競争

性というか効率的な運用というのは、もちろん重要だと

思うのですが、どちらかというと行事といいますか、こ

ういうことの趣旨からすると、やはり内容が重要なのか

なとも思います。 

そういう意味で企画競争というのもありなのかもし

れないと思うのですが、一方でずっと中央協会が請負っ

ているという意味では、例えば先ほど出題の難しさとい

うのを御指摘になりましたが、だんだんアイディアの枯

渇といいますか、ずっと同じ所がやっているからこその

クリエイティブな、そういったアイディア出しが行き詰

まっていくというのは懸念されるところだと思います。 

そこがどこまで枯渇するのかというのは、御指摘いただ

いた部分というのは、正にそのとおりかもしれません。た

だ、実は中央職業能力開発協会というのは、WorldSkills 

International という国際大会を運営する加盟団体の 1

つになっています。これは国が登録するのではなくて、団

体ごとに登録する形になっていて、例えば各国でも、韓国

であれば韓国も同じように 1 団体が登録していたりする

のですが、ここで WorldSkills が 2 年に 1 回の大会の運

営に係る、競技の内容ですとか競技ルールというものを決

めていくわけですが、こういったもののノウハウに準拠し

た形で、技能五輪全国大会というものが運営されていくの

が、実を言うと先ほど冒頭に申し上げましたとおり、全国

大会というのは予選会のためにやっている、つまり全国大

会で勝ち上がった人間が国際大会に行くというような形

を と っ て い る の で 、 や は り そ う い う 意 味 で も 、

WorldSkills に近しい所が、大会の内容だとかルールに

基づいて、あるいはグローバルスタンダードみたいなもの

をちゃんと踏まえた形で、国内で行われている全国大会の

ほうに、そういったスタンダードを反映させていくという

役割があるのではないかなと考えていまして、今、正に非

常に有難いお言葉を頂いたわけですが、そういった意味で

は内容を一番、競技大会の金メダルに近付けていける団体

ではあると思います。 

正直、非常に難しい部分ではあるのです。レベルが上が

っていってしまっているので、突き詰めていくとメダルを

取るというだけでなく、どこまでも高いレベルに行くとい

うのは、青天井な部分があって、なかなか難しい部分であ

るのですが、そこは技術委員の先生方、この前、実は若年

ものづくり大会というのが沖縄で開催されましたので、私

も行ってきましたが、そこは非常に苦慮されているとおっ

しゃられていましたが、そこはやはり3人寄ればではない

のですが、内容を専門家同士で考えていただければ、何か

しらいい知恵が出てくるのではないかと思っています。 

正にそのような 3 人寄ればという感じで、複数の応札

できそうな団体が出来ることも重要だと思うのです。つ

まり例えばですが、国際大会への派遣団体として中央協

会が、これは非常に合理的だし、事実としてちゃんと機

能していると思うのですが、そこの委託を受けて、ある

いは並行してということで、例えば工場等で働かれる技

能者の技能の分野、土木の分野、建設の分野などという

ように分けて、それぞれの業界団体のほうで実際の運営

を行うようにするという切り分け方もできるのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

業務量の問題で申し上げると、やはり 41 職種。あと、

実際には全国大会は 41 職種ではありますが、若年ものづ

くり競技大会ですとか技能グランプリという職種が、それ

ぞれ 14 職種と 30 職種ありまして、必ずしも重複してい

ないものを含めれば、大体 50 前後あると思うのです。そ

の全てとは申しませんが、極端なことを言えば、理容と美

容というのは実は業界団体が違ったりもしますし、あと、

料理と言えば 1 つの括りではあるのですが、日本料理と

西洋料理という形で、かなり業界の中でも団体が分かれて

いるところです。 

そういった観点からすると、1団体に1つの契約という

形で契約を結ぶというのは、50前後の契約が生じてしま

うものも当然出てくる。50前後の契約という形になって

しまって、さすがに契約業務に関して非常に難しい部分が



 

出てくるのではないかなというのはあります。団体ごとに

パワーバランスがあるので、なかなか一方の団体にこの業

務を運営させるという形で委託をしてしまうよりは、やは

り幾つかの団体が競技委員の中に入っていますので、そう

いった形で、この場合であれば中央職業能力開発協会が音

頭をとって委員会を構成していくというのは、1つの先人

の知恵なのかなと思っているので、そこは1団体1契約と

いう形はかなり難しいかなと思います。 

1団体1契約というのは、それこそ行政の負担が余りにも

大きくなって、かえってコスト高になる可能性があると思

うので、そこまではとは思うのですが、現状はそういう形

で経緯があるということは理解しました。なるべく今後と

も可能な所がないか、御検討を継続的にお願いしたいと思

います。 

はい。 

少し視点が違うかもしれませんが、これを見ていると、

なんとなく御説明で聞いているのも踏まえると、何か中央

職業能力開発協会に全てを丸投げしているような感じがす

るのです。仕様書作成についても、国として知見もノウハ

ウも余りないし、よく分からないところがあるから、その

分も含めてこの協会に企画競争でやってもらうみたいな感

じだと思うのですが、これは国の事業としてやっていくこ

とが、それで賢明なのかどうかなと。逆に補助・助成みた

いなことで考えていったほうが、本来からすると適切なの

ではないかなと。審査する能力も何もない国がどうするの

か、丸投げしているだけなのかという印象を避け難いと思

うのです。これは全く印象に留まるのですけれどね。そう

すると、この予定価格なども実はきちんと立てられない、

仕様だってきちんと決められないではないのでしょうか。 

中央職業能力開発協会の補助金が、どうして委託費になっ

たのかという経緯ですが、多分昔のことなので、正直分から

ないところではあるのですが、委託費から補助金に戻すとい

う流れは、今の行政の中身からいっても、なかなか難しい部

分があるのかなとは思っています。もう1つには予算上、私ど

ものほうで例えばこれまでの積み重ねと申しますか、そうい

ったものが全くないわけではなく、我々が委託費として積算

してきた経費の中で、この競技大会がうまく回ってきている

ことからすれば、この競技大会の積算をする能力というのは、

あるのではないかなと思っています。そういったことからす

ると、競技大会の課題というところの、特に専門的な分野に

おいて、私どもで精緻に競技の課題を全て決めるというのが

難しいというように考えていただければ、非常に幸いなとこ

ろです。 

とすると、その部分についてはコンサルティングを別の

所にやってもらうという方法もあるのではないかなと思う

のですけれどね。 

今おっしゃられたように、例えばコンサル部分だけを切

り出してというのはあると思うのですが、建設系、工業系

というような、かなり生業というか、料理とかそういった

ものも多岐にわたって、この内容をコンサルできるという

のは、なかなか難しいのではないかなと思っています。 

 コンサルをするという観点とは違うかもしれませんが、

競技委員会というものをどのように運営していくかとい

うこと。それを例えば本省の中で回していくということ

も、検討したのです。ただ、やはり実際には、競技委員の

方々というのは大体 5名から 6 名程度、1つの競技にいて、

先ほど申し上げたとおり 50 程度の職種の分野の中で競技

大会の委員会を回していくというのは、なかなか業務負担

上も大きいものがある。我々の係、2 人で回しているわけ

なので、契約業務や調達業務の合間を縫って、更にそこか

ら調達のための、競技課題の内容をしっかりと確認してい

くというのは、なかなか難しい部分もあるというのは御理

解いただければと思っています。 

（分科会長の意見） 

 全体を通じて考えると、何かとても便利な団体の存在だ

なと思うのです。何かどこかで改善する余地があるのでは

ないかなという印象を抱きました。 

 ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係る技術的支援等業務一式 

資格種別  ：－ 

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

発注部局名 ：労働基準局労働保険徴収課 



 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ：103,694,040円 

契約金額  ：103,694,040円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成28年4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 

一番最初は一般競争でされて、それが不調に終わったと

いうことですか。 

はい。 

その後、平成26年7月に再度入札をし、アクセンチュアが

入札し、契約をされたということですか。 

はい。 

それで国庫債務負担行為は、この2回目では効力がないと

いうことで、契約はしてしまったにもかかわらず、厚労省

さん側としては単年度契約にせざるを得なかったと、こう

いうことですか。 

はい。 

随意契約理由書がありますが、その中の随意契約の理由

なのですが、予算予決令の第102条の4にありますが、財務

大臣に協議しなくてもいい例外的な例として載っておりま

すが、これのどこに当たるのですか。どこに当たるとお考

えになってこの随意契約をされたと理解すればよろしいで

しょうか。 

私どもとしては、契約の性質、又は目的が競争を許さない

場合ということで解釈をいたしました。 

もう少し詳しくお願いできますか。契約の性質、若しく

は目的が競争を許さない。 

当初は一般競争入札をして国庫債務負担が駄目というこ

とで、単年度契約でずっと契約をしてきたわけです。 

厚労省さん側でのミスに基づいた、ミスということでは

ないですが、いわゆるミスです。それが国庫債務負担行為

にはならなかったにもかかわらず、3年近い契約をしてしま

ったというミスがあったということです。そういう事態が

起きて、アクセンチュアさんにはずっと、この開発につい

ては契約しないといけないということで、こうなったのだ

と思うのですが、そういう場合は、第102条の4の第3号に当

たると考えられないように思うのですが。 

本来であれば、システムの開発、国債を取っているという

ことは、それだけの設計開発から稼働までの期間が必要であ

ると考えております。単年度契約ずつにして、それぞれのシ

ステムの開発自体は進んでいくわけです。毎年毎年、新しい

業者が参入することによって、手戻りという言い方も変です

が、設計開発やシステム構築の進みが止まることが非常に懸

念され、そうすると、システムの開発自体が大幅に遅れてし

まうということで、競争をせず随意契約をさせていただきま

した。 

通常、解釈をしますと、例えば、厚労省さん側で入札行

為が遅れ、工期が限られたものになる場合については、随

意契約にすることはできないことになっているのではない

でしょうか。 

はい。 

工期が短くなってしまったと、例えば、来年の3月までに

工期をあげなければいけない、そういうときに入札をして

しまうと、非常に時間が掛かってしまい、そういう場合に

は、随意契約でしてしまおうとなると思うのですが、それ

は駄目だということになっています。今回については、非

常に似たケースにもなるのかと思いますが、ただ、アクセ

ンチュアさんに、このままずっと業務を依頼していかない

と、何らかの不都合が出てしまうということで、この第102

条4の第3号に当たると解釈するのであれば、この随意契約

理由書の理由になるのではと思いますが、少し違和感があ

るのかなという印象です。 

－ 

予決令の第 102 条の 4 の第 3 号は、例えば、ガス、水

道などの公共サービスというのは、非常にいい例で、そ

こにある会社はそこしかないのだという場合は、競争の

しようがないからだという、そういうものが予決令の第

102 条の 4 の第 3 号になっていると思います。 

基本的に最初に入札した額とは変わってはおりません

が、本来であれば 10 月 31 日まででしたが、先ほど申し

ましたように、次期のシステムの稼働が平成 29 年 1 月に

延期になっておりますので、その分、延長した 5 か月分

の額が増えております。 



 

企画競争もそこに含まれるのですが、今回は企画競争

ではないですし、どちらかというと、今回の複数年契約

だったものを変えてもらう、あるいは、その契約を破棄

してしまうということにすると、違約金を取られてしま

い、著しく不利になる展開が予想されるということであ

れば、第 102条の 4の第 4号なのではという気がします。

これについては、今後のこともあるので、こういうこと

は起きないほうがいいのですが、今後のこともあります

ので、是非、御確認いただきたいと思います。 

質問ですが、今回こうして一括だったものを分割する

ことになったのですが、総経費、結局、最終的に払うこ

とになる金額は、どれほど変化したのでしょうか。 

 金額的には、一番最初に契約した額を超えるような契

約はしておりません。ただ、延長分を今回、併せてお願

いしており、その分の役務として、額が増えております。 

 

実は、私の意図としては、3 年間だった契約を単年度

契約にばらばらにしたということで、きっとオーバーヘ

ッドが生じるのだろうと思い、その追加分という意味な

のです。 

追加分については、基本的には一番最初に落札ところの金

額ということで、アクセンチュアと協議しておりますので、

その分は超える契約にはなっておりません。 

本当にラッキーなパターンだと思います。現実には、今

回のような誤契約をすると、普通はオーバーヘッドが掛か

って少し余計に払わざるを得なくなることもありますの

で、是非とも、今後は法令解釈等のミスがないようにお願

いしたいと思います。 

はい。 

（分科会長の意見） 

随契の理由は、競争に付することが不利と認められる場

合の第 102 条の 4 の第 4 号に当たると理解したほうがいい

のではないかと思います。それと、予算を計上した年度で

なければ契約してはいけない、債務負担行為をしてはいけ

ないという規制というのは、それがないのに事実上債務負

担をした、隠れ債務負担行為をしてしまったような、その

ようにとれます。それで、随契をしていいのかという根本

的な問題があるのではないかと思います。そういうことを

規制する目的のために債務負担行為の制約があるので、そ

れをかいくぐった形で随契で処理するのは、これでいいの

かと少し心配に思います。やむを得なかったとは思うもの

のどうだったのかと、感想です。 

 ありがとうございました。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：労働条件・労働安全衛生関係相談業務に係るコールセンターの設置・運営事業  

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

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

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：ソフトバンク株式会社 

予定価格  ：421,799,000円 

契約金額  ：70,200,000円 

落札率   ：16.6％ 

契約締結日 ：平成 28年 5月 25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、ソフトバンク株式会社が契約の相手方となっ

た。落札率は 16.6％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回の案件については、低入札価格調査の対象になって

しまい、落札率が16.6％ということですが、この原因とし

てはどのように分析されておりますか。 

今回、低価格入札になった原因としては、今回は新規事業

ですので、見積りの過程の中で、初期費用を当然積んでおり

まして、実際に業者を通して見ると、初期費用がほとんど掛

からないという結果があって、それで幅が出て、低価格入札

となったものです。 

初期費用というのは、見積書を見ますと、IVR設備費用と はい。 



 

いう理解でよろしいのですか。それを予算取りされている

のですが、これは今回応札されたソフトバンクは全く必要

がなかったということですか。 

その結果として低入札価格になってしまったということ

だと思いますが、IVR設置費用は予定価格のほうには入れな

ければいけなかったものでしょうか。 

当初、コールセンター設置に当たってのヒアリングの中

で、各監督署に電話を1、2台置くことになっていると思いま

すが、IVR装置を置くという想定で、当時確認をしておりま

したので、見積りの中では必要であったものかと思います。

今後どうかということになりましたら、たまたま今回はソフ

トバンクが初期費用は要らないという形で出てきましたが、

本当にそうなのかというのは検討を重ねる必要があると考

えております。 

今回は総合評価落札方式でされていますが、例えばソフ

トバンクありきで非常に価格を抑えられるということで、

随意契約に持っていくことは可能だったのでしょうか。1

つのアイディアですが。 

入札してみないと、どれだけ金額が抑えられるかというの

は分かりませんので、最初はという言い方はおかしいのです

が、最初は入札をしてみて、一番安い所と契約をする。要す

るに、会計法なりの原則に立ち返ってやろうと考えておりま

したので、随契は特に考えてはおりませんでした。 

予定どおりソフトバンクが入札して、安い落札価格を出

してきて、想定どおりだという理解ですか。 

当初はソフトバンクになるという想定はしていませんで

した。ほかに業者がいらっしゃれば、もちろん今回のケース

では 2者応札がありましたので、ほかにやりたい業者で安い

業者があれば、当然その業者にやっていただこうと考えてい

た次第です。 

そうすると、今回ソフトバンクが、もし入札されなかっ

た場合については、IVR設置費用は掛かっても仕方がなかっ

たということですか。 

当初の見積りの想定がそうなればそのとおりです。 

その場合はソフトバンクに依頼をするということにはな

りませんか。IVRが必要ない業者であるということは、今ま

でのコールセンターの実績から大体想定できますね。余り

考えられないですか。それは難しいですか。 

私どもとしてはソフトバンクとそういうコールセンター

関係の契約をした実績がありませんので、ソフトバンク自体

がそういう設備の要らない形の対応ができるというところ

までは正確にはつかんでいなかったということです。 

ソフトバンクは実績がないのですか。 実績はありません。これは今年度から新たに始めたもので

す。 

ソフトバンクのIVR設備については、他社に対するサービ

スとしてずっと持っていたという理解ですか。 

実績はソフトバンクの資料に書かれているところで、私ど

もとしては完全に初めての試みです。 

労働基準局に対するコールセンターの実績ということで

はなくて、他社へのサービスの実績があるからということ

で、この中に書かれているのですか。 

労働基準局以外の所で実績を積んでいるという部分です。 

 予定どおり総合評価落札でソフトバンクがIVR設備を持っ

ているので安い価格で出してきた。その結果、安い価格で

落札することができたので、総合評価落札方式の選定方法

については特に問題はなかったという理解ですか。 

はい、そのように御理解いただければと思います。 

今回、第2位になっているA社であったとしても、ここも

低入札の調査の対象になっていたということを考えます

と、積算がちょっと盛りすぎというか、多すぎになってい

たのかもしれません。特に今回ソフトバンクの聴取り調査

の結果を見ても、特別な値引き等を行っているわけでもあ

りませんし、これをベースとして次の積算の際には、より

精査し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。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

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

発注部局名 ：労働基準局労災管理課 



 

契約相手方 ：みずほ情報総研株式会社 

予定価格  ：64,617,080円 

契約金額  ：31,953,181円 

落札率   ：49.5％ 

契約締結日 ：平成 28年 6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、みずほ情報総研株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は 49.5％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は説明会参加者が2者で、応札者が1者だったのです

が、前回のデータを見ますと、応札者が3者いたということ

ですが、1者に減ってしまった理由はどういうところにある

とお考えでしょうか。 

 終わった後に確認しましたところ、スケジュール的にちょ

っと合わなかった、厳しかったということで、昨年度は来て

いた業者が、今年度は来られなかったと認識しております。 

それは企画書の提出期限が短すぎるという意味ですか。  企画書の提出期限ではなく、事業の進め方のスケジュ

ールが厳しいということです。 

その企画書の提出ですが、入札公告日は3月22日で、入札

日が4月18日、その間に書類の提出日が4月8日となっていま

すが、企画書の作成期間が非常に短く2週間強ぐらいしかな

いのですが、この辺は今回、1者応札になった原因の1つで

はないのですか。 

要因になると考えます。この調査研究は来年度も続けるこ

とが決定しておりますので、次回調達するに当たってはもう

少し余裕を持ったスケジュールの設定をさせていただきたい

と思います。 

今回の予算のほうが、前回と比較しますと、かなり増加

になっています。去年は2,600万円で、今回は6,400万円と

いうことですが、増加した理由はどういうところにあるの

ですか。 

この調査研究自体は平成27年度から新規に取り組んでいる

もので、平成27年度は特に業種とか職種に限定せずに、全体

的に過労死等に関する実態のための労働・社会面の調査研究

を実施したところです。平成28年度においては、このうち過

労死が多く発生していると思われる業種・職種に掘り下げて

実施する形になっています。更に、昨年度なかった調査の事

項としては、自営業者・法人役員のアンケート調査を平成28

年度から実施しますので、その辺りの業務が膨らんだことが

予算が増になっている原因であると考えています。 

落札率が48.9%で、低入調査の対象になっているのです

が、予定価格が大きく上に振れたということ以外にどうい

う理由があるとお考えですか。 

平成27年度の労働・社会面の調査研究の受託業者はみずほ

情報総研となっており、平成28年度も同じくみずほ情報総研

になっており、実際に平成28年度は業種とか職種をより掘り

下げてやる形になるのですが、特に企業調査やその手法は平

成27年度と同じようなやり方になりますので、その辺りはみ

ずほ情報総研のほうでノウハウがあるということと、その辺

の期間を短縮できるという辺りが価格に反映したのではない

かと考えています。 

内訳を比較しますと、全体として人月が予定価格の積算

で多いように見えますので、次回の積算の際には、今回の

調達を参考に余り大きく上振れしないように調査していた

だいて積算したほうがいいかと思います。 

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８－１】 

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 （変更契約） 

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 ：政策統括官（統計・情報政策担当） 

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 

予定価格  ：9,067,724,000円 



 

契約金額   ：9,067,157,518円 

落札率   ：99.9％。 

契約締結日 ：平成28年4月28日 

【審議案件８－２】 

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 （変更契約） 

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 ：政策統括官（統計・情報政策担当） 

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 

予定価格  ：5,671,649,000円 

契約金額   ：5,671,080,000円 

落札率   ：99.9％。 

契約締結日 ：平成27年10月5日 

【審議案件８－３】 

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、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 ：政策統括官（統計・情報政策担当） 

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 

予定価格  ：5,671,649,000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） 

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 

最初に平成27年6月15日に不落随契ということで随意契

約をされ、2回目が10月5日、3回目が平成28年4月28日とな

っております。これは随契という範疇の中で全て行われて

いるようです。2番目の変更契約については価格は全く変更

なく、予定価格積算をされていない状況での変更契約です

ので、随契の範囲内か外か非常に微妙なところではあるの

ですが、許されるとして、3回目の予定価格を算定して随意

契約を結ぶ行為というのは、随契の範疇の中でやっていい

のかなという疑問があるのですが、その辺はいかがですか。 

この2回目の契約内容ですが、1回目の変更によって各業務

について基本設計、詳細設計、テストとやってきたその機能

について、結合テストとか、機能ごとの必要なテストとか、

そういったテストのための支援を行っていく業務で、設計開

発・単体テストをした事業者でなければ、その種の工程とい

うのは遂行が不可能だと考えております。ですから、随契と

いう形をとらせていただきたかったということで、3回目をさ

せていただきました。 

そうしますと、随意契約で財務大臣との協議しなければ

ならないものの例外事項として予決令の102条の4にありま

すが、これの第何号に該当するのでという理由書が必要だ

と思いますが、その辺の理由書が変更契約理由書というこ

とであります。その予決令のどれに該当するのか記載がな

いのですが、その辺はどこに該当するからということにな

るのですか。新たに予定価格を算定して、それで随意契約

をなさり、それなりの随意契約の理由が必要だという理解

でおりますが、予決令102条の4の中のどれに該当するから

と理解していますか。 

後で提出させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（委員会終了後回答） 

根拠は、会計法第２９条の３第４項、国の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令第１３条第２項です。 

基本的な疑問点として随契の中で全て押し進めてい

るのかという疑問がまず最初にあって、もし、随意契約

が大丈夫だということであれば、予決令 102 条の 4 のど

はい。 



 

れに当たるから、財務大臣の協議なしでオーケーだとす

るのかというところをクリアにしていただきたいと思

います。 

あとは、全体の契約の更新内容から見ますと、最初に

日立が入札価格○億円ということで入札されて、それが

不落になったわけですが、全体の取引価格としては最初

の契約に戻ったということなのですか。 

なぜ○億円をそもそも値引いてくれたのかと。最初に52

億円の予定価格にすると言っておきながら、また元に戻し

てしまったということもあるので、全体の変更契約が非常

に分かりにくく、不透明な感じがするという印象を受けま

した。 

－ 

確認ですが、今回の変更ということで、マイナーポータ

ルの仕様更改タイミングなどの省外の環境の影響を受け

て、それで契約が必要になったのだという理解でよろしい

のでしょうか。 

マイナーポータルについてはそうなります。資料にマイナ

ーポータル部分というのがありますが、それ以外に一旦なく

した結合テスト以降のものについてコースの精査が完了し、

その分、結合テスト以降の工程も必要ですので、そこも併せ

て行っています。それが 4月の変更契約です。 

開発・単体テスト以降、ずっと2段で書かれているわけで

すが、下の段は最初の調達のときの金額が書かれており、

上の段は今回追加された金額という理解でよろしいです

か。 

上の段と下の段に分かれておりまして、上の段のうち、

基本設計、詳細設計、開発・単体テストの段は真ん中に

もありますが、それは 10 月 5 日時点では行っています。

10 月 5 日より後の結合テスト以降のものは上下段ともに

追加されています。 

上下段ともに。私が今こうしていろいろ伺っているのは、

平成27年6月15日の当初契約の金額のままで結合テスト以

降のものを取り外し、代わりに開発単体テストまでの金額

を厚くしたわけですか。今回、結合テスト以降の所が復活

して、あたかも当初契約の結合テスト以降が1度削除された

ものが復活したかのように、今回の変更の結合テスト、総

合受入連動テスト、総合運用テストという所に同じ金額が

埋まって、更に今回追加金額の○億というのが書かれてい

るように見えるのです。でも、この下の段の結合テスト、

総合受入連動テスト、総合運用テストの代金は、10月5日の

契約変更で、その金額を使って基本設計、詳細設計、開発・

単体テストの増額をしたのではありませんでしたか。つま

り、この金額はもう使ってしまったはずで、ちょっと変だ

と思うのですが、いかがですか。 

これは前回に御説明していると思いますが、たまたまとい

うか、ここで使っているのは確かに第 1 回の変更契約では、

もともと右に伸びていたものを上に載せたということになり

ます。 

その後の 2 回目の変更契約は、確かに当初の契約の結

合テスト以降と同じ額になっています。このときは同じ

額になってはいますが、スコープが増加して基本設計以

降、機能が増えた状態で開発・単体テストまで終わった

上で、その後のテスト工程がどうなるかというのは精査

した上で付けたという整理をしております。 

確かにもともとの高さの基本設計、詳細設計に対応する

テストの工程というのは同じ金額が入っております。合

計としては同じですが、一旦それは機能増のための基本

設計増、詳細設計増、開発・単体テスト増に第 1 回の変

更契約でさせていただいたものです。説明が若干分かり

づらくなっていますが、結合テスト以降のものが１回目

の変更契約で基本設計、詳細設計、開発・単体テストと

整理した後、あくまで追加としてその後ものは来ていま

す。額はたまたま同じになっているという整理です。 

当初契約で朝御飯、昼御飯、晩御飯の代金が出ていて、

朝御飯、昼御飯まできてみたら、ちょっとお腹がすいてい

るから晩御飯の分も昼御飯までに使わせてもらいますよと

いうことになったのが第1回の契約変更になっていて、最後

の2回目の契約変更、今回の分は、もともと晩御飯の分は先

ほどもらってしまったので、ここにはそういった金額は盛

られていないのではないかと思うのです。 

朝御飯、昼御飯分が膨らんだのは事実ですが、晩御飯分に

ついては機能精査が必要ということで、一旦契約から排除し

たというのが１回目の変更契約です。そもそも必要なもので

すが、工程精査が必要な段階で契約に盛り込むことはできま

せんので、一旦契約から外した状態であった。今年の 4 月に

なって工程精査が完了したので、それを戻したという形です。 

最初のところで、工程精査をする前の段階のものが当初

契約に載っています。工程精査をした結果、精査し終わっ

た後のものは修正ということで追加になったという感じで

すか。 

一旦外れたのは工程精査をするためです。 

既にあった指摘のように、もともと○億円以上掛かると

いう見積りだったものを56億円でという契約をして、その

結果的には確かに大きな額になっております。精査をして

いるのか、いないのかと言いますと、10月 5日に 1回目の契



 

後最終的にその修正という形で、あるいは工程精査による

追加という形で90億円超になってしまうというのは、工程

精査によってとんでもなく金額が膨れ上がってしまって、

精査した結果の修正というニュアンスに収まるような金額

変更ではないようにも感じられるのですが。 

約変更をしておりますが、この段階で工程的には要件定義を

終える頃の工程になっており、要件定義をしながら、どれだ

けのものが実際に必要なのだと。一旦落としたが、本当に必

要なのかどうかというのは提案段階では我々はよく分かりま

せんので、要件定義などで説明をさせながら、それを考えて

きました。結局それは同じような高さになってしまいました

が、精査した結果、やはり落とせない機能が多かったという

ことになります。 

やはり経緯が分かりづらいような気がするのです。確

かに精査した結果、特にマイナーポータルのこともはっ

きりしたこともあって、必要な機能が非常に多かったの

だということの追加自体は分かるのですが、入札金額と

いうのは、○億円以上しますという事実上の見積りです

よね。そういうのがあったところを、「いやいや、その

金額では無理です。払えないからこの金額で」と言って

請け負ってもらっておいて、その金額で更に前段階まで

の分で値下げして応諾してもらった金額でやってもら

っておいて、その後になってから修正扱いで残りの金額

○億円以上が追加されるというのは、パッと見た感じで

は、安くちゃんとお買物ができましたと当初言っておい

たものが、実は実際には無理だったということで、○億

円を超えましたから、元の金額以上に押し戻されたとい

う感じ、若しくはそれではかわいそうだから払ってあげ

られるように取り計らったというようにすらも見えて

しまいがちで、今回頂戴した資料では、恐らく法令上の

問題はないのだろうとは思いますが、今一つ金額が行っ

たり来たり、小さくなったり大きくなったりというのが

不自然というか、納得のいくものに見えません。 

何をどう情報提供していただけば納得がいきやすい

のか、正直なところ、私もすぐには指摘できませんが、

これはとんでもなく大きな金額の買物ですから、納税者

の皆さんに、国民の皆さんに納得のいく形で、このよう

に金額が推移しているのです、若しくはプロジェクトの

大きさが変わっているのですというところが示せるよ

うにしておかないと、この後、厚労省は別の大きい調達

がずっと続くと思いますので、納得がいかないという意

見が出ることにつながると思います。どうしてこのよう

にプロジェクトが大きくなったり小さくなったりする

のかを含めて、経緯を説明できるように御準備いただい

たらいいと思います。 

あとは、本件の妥当性ということではなくて、厚労省

は非常にこういう大きい IT 調達が多いということで申

し上げるのですが、今回の調達のように、規模が大きく

なったり小さくなったりは置いておいたとしても、変更

契約が度重なると、まず事務コストとか管理コストが非

常に高くなっているはずだと思います。皆さんのお時間

も取っているはずですし、労力も取っている。そして請

負者のほうもコストが発生しているはずで、そういう意

味では正確な計算は難しいかもしれませんが、こういう

度重なる変更契約が、コストや品質に悪い影響を及ぼし

ている可能性はあると思います。ですから、そういう点

は定性的なものも含めて、このような無駄が生じてしま

うことが今後発見されたら、なるべく記録に残して、今

後もそういったものが、しょっちゅう起きることがない

はい。 



 

ようにいかしていただければと思います。それはこちら

の部局のみならず、厚労省全体でできれば共有していっ

て、今後の調達に役立てていただければと思います。 

この契約の問題点は、質疑応答で大体出ていると思いま

す。変更契約書の5条で「いずれの業務に起因するものであ

るか、及び、当該業務に起因するものであるとする理由を、

書面により報告するものとする」と書いてあるわけですが、

4業者の意見がまとまらないでそれぞれの言い分が違った

ときはどうなるのですか。 

この条文で言わんとしているのは、そういうもめるような

ときに、乙という、具体的には我々とやり取りをしている日

立を指すのですが、丙・丁・戊のどの責任だというのをはっ

きりさせて、彼らの中で整理をした上で、厚生労働省に出し

てほしいというのが 5 条の趣旨です。 

精神としては分かるのですが、その4者の間で意見がまと

まらずに、それぞれがなすり付け合うという事態というの

は必ず想定されますよ。そういう場合にも対処するのが契

約書だと思います。だから、不分明な場合には連帯責任と

するとか、何かそういう規定を置かないと、契約書の手当

としては不十分だと思います。この「前回指摘事項への対

応状況」はそこまで考えた上での質問だったし、指摘だっ

たと思います。今までは何もそういう規定がありませんで

したが、今度は協議して報告をすると書いてあるだけで、

協議して報告がない場合にどうするのですか。 

基本的には「乙は等」ということで、乙に責任を負わせて

おります。 

責任を追及するのは甲ですから。「乙等」というのは業

者4名ですか。 

「乙等」が業者 4名です。乙が日立です。 

（分科会長の意見） 

乙等の間で責任の所在が言い争いになって、あるいは結

論が出ない場合に、甲がどういう責任を乙等に対して請求

できるかという問題だと思います。それでもどこかがやら

なければならないという形にしないと甲としては困ってし

まうわけです。そこまで想定して契約書というのは作るべ

きだと思います。変更契約をするとしたら、そこを想定し

た上での手当が今後も必要になると思います。 

 ありがとうございました。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：【障害福祉】業務管理体制データ管理システムの政府共通プラットフォーム移行等業務 

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 ：株式会社ソフテム 

予定価格  ：19,492,164円 

契約金額   ：9,558,000円 

落札率   ：49.04％。 

契約締結日 ：平成28年4月1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札が有り、（株）ソフテムが契約の相手方となった。落

札率は49.04％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回の案件についても、低入価格調査の対象になってい

るものですが、その内容の分析結果を御説明いただければ

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権費単価が私どもの想定しております予定価格に対

しまして、約 2 分の 1 程度、大体 60％程度ですが、こち

らでして、更に全体の価格から 3 割程度の出精値引きが

ありました。これがまず比較対照の分析の大きな規模に

なっていました。 

 これについて、株式会社ソフテムに説明いただきまし

たところですが、人件費単価については、社内規程の人

件費単価を御使用されておられました。こちらについて

は、相場より低めの社内人件費単価を設定されていると

いうことです。こちらは中小企業系の会社でして、元請

けのみならず下請けのほうも請けておりまして、ほかの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大手企業と比べますと、人件費単価を非常に低めに設定

しまして受注をして、会社として頑張っているというの

が、会社としての戦略ということでした。 

 実際のところは、価格が低くて安かろう悪かろうとい

う部分があるかと思いますが、ここについて実績を確認

しましたところ、防衛省の予算編成支援システム移行及

び保守作業、国税庁の税務相談集計システム改修業務等、

こちらのシステムの類似案件を処理しておりまして、政

府共通プラットフォームの移行は初めてですが、こちら

についてハードウェア換装に伴いますシステム移行、デ

ータベース移行についても練度は高いというところでし

て、また、それに伴う人材を育て、活用しているという

ところでした。 

 出精値引きについては、厚生労働省の WISH 内にまだ政

府共通プラットフォームに移行するシステムが残ってい

ること、それと、WISH にはないのですが、個別システム

等々でこれから政府共通プラットフォームに移行するシ

ステムが想定されることから、今後の調達を含めて、非

常に前向きなお気持ちの下、この調達を是非受注したい

ということで出精値引きを大幅に設定させていただいた

というところです。今、現状、業務履行に関しましては

特に問題はないことを御報告いただいております。 

9月末に開発が完了してなければいけない。10月からは各

種のテスト実施に入るようにスケジューリニングされてお

りますが、その辺はどうですか、進み具合は。 

その件については、株式会社ソフテムに確認したところ、

仕様書の予定どおり行っていますということで、特に問題は

ありませんでした。 

単純に人月単価の平均をしますと、出精値引き、人月単

価が予定価格よりも2分の1を考慮しますと、平均が大体人

月49万円ぐらいで構成をされているようですので、かなり

出精値引きされた結果だと思っております。パフォーマン

スについては、今、特に問題はないということですので、

結構だと思います。 

はい。 

今回、内訳を比較いたしますと、単価ではなくて人月そ

のものについて余り差がないということで、恐らく低入調

査に応じて回答された内容もそれと整合していますので、

私の読んだところでは問題ないのかと思いました。ただ、

一方で開札調書を見ると、極めてばらつきが大きいです。

一般的には、応札額にばらつきが大きいときは、どこか仕

様に曖昧なところがあって、解釈の幅のせいで応札額が大

きくばらつくことは多いかと思うのですが、これについて

も仕様を見てみたのですが、それほど粗くないというか、

これだけ情報を開示していればいいかというぐらいになっ

ているので、もし、この後ソフテム以外の会社と、何かヒ

アリングというほどがっちりしたものでなくても、この間

のはどういう感じで入れた金額だったのか、調査というこ

とでなくても聞けるようであれば、聞いていただけたらい

いかと思いました。多分、こういうことだと、人月単価の

差なのかとしか言いようがない気はするのですが。という

ことで、私からは特段問題があるようには思いませんでし

た。 

ありがとうございました。 

（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１０】 

審議案件名 ：平成28年度医師等国家試験問題検索・編集システム保守及び運用支援等業務  

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 ：新日鉄住金ソリューションズ株式会社 

予定価格  ：16,939,955円 

契約金額  ：9,396,000円 

落札率   ：55.47％ 

契約締結日 ：平成 28年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札となり、新日鉄住金ソリューションズ（株）が契約の

相手方となった。落札率は55.47％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

最初、説明会には 4 者いらっしゃって、結局、新日鉄

住金ソリューションズが 1 者入札したということです

が、3 者が入札に参加しなかった理由は、どういうとこ

ろにあるのでしょうか。 

 

こちらについては、低入札調査の結果の中でも、一部

分析させていただいていることです。こちらの新日鉄ソ

リューションズについては、「本調達に係るシステムは、

当社製作のものであり」と書いてある所でして、このシ

ステムの設計会社になります。このため、毎年度、この

調達の保守・運用支援を受注している業者になっており

ます。そのため、入札説明会に参加されました業者に電

話で聴取りを行ったところですが、過去の受注実績、工

程については、契約の統計という形で公表しております

が、要件分析等々を含めると、勝負するのがなかなか難

しいということで入っていただけないという苦しい部分

がありまして、1 者になっているところと捉えておりま

す。 

 低入になったわけですが、これの内容を見ますと、予定

価格と見積価格の比較表がありますが、総工数については、

予定価格で 8.5 人月として、ソリューションズが 6.8 とい

うことで、若干の減少はあるものの、それほど変わらない

のです。あと、人月単価についても、単純平均すればそれ

ほど変わらないということで、結局、出精値引き分が低入

札価格に影響してしまったと分析できそうですが、その辺

についてはいかがですか。 

 予定価格に対しまして、新日鉄住金から提出のあった

積算内訳は、所要額から 2 分の 1 程度の出精値引きがあ

ったということで、これは非常に大きな要因となってお

ります。 

新日鉄住金に聴取した内容は、別省庁の調達案件を受

注することを予定しておりましたが、入札による受注機

会を逃しまして、人員に余剰が生じているということで、

この調達は何としても当社として受注したいというとこ

ろで、大規模な出精値引きをさせていただいたところで

す。こちらは、運用・保守も特に大規模な変更等々もあ

りませんでしたので、本当にこの会社の必死な、どうし

ても今度は、この受注だけは逃してしまいますと、言葉

は悪いのですが、人材のほうをそのまま会社の中でいか

しきれないということで、何とかしてこれを受注したい

というお気持ちの現れだったようです。 

低入調査と予定価格の積算の所を見比べますと、ほと

んど一致しているということで、予定価格の積算には何

ら問題はなかったのではないかと思います。要するに、

合理的になされているのではないかと判断いたしまし

た。 

 1 つだけあえて御指摘する事項があるとすれば、低入

調査の結果出てきた内訳と予定価格の内訳とで、引き継

ぎと運用支援の人月が逆転しています。大小関係的に

も、ちょうどひっくり返った感じなのです。この点、業

務の理解に問題がないかどうか、履行状況を注意して見

守っていただきたいというコメントです。 

 ありがとうございました。 

（分科会長の意見） 

資料 9と資料 10の「低入価格調査の結果について」とい

う報告書を見て、何か文言が随分共通なのです。本当に低

入価格調査はおざなりになっていないかどうか、大丈夫か

 ありがとうございました。 



 

なと思います。例を言うとすると、今、資料 10 をやってい

るので、報告書に「契約期間中における他の契約請負状況

について」があるのですが、「社内で受注した調達案件を

計上しており、実際の業務は他部署にて取り扱うところで

あり、当業務については、履行体制表のメンバーで専属的

に進めさせていただくため、問題なく履行できるものと考

えている」というのがあるのですが、同じような文言が資

料 9の報告書に同じような箇所に全く一字一句違わずに載

っているのです。比較対照すると、何か定型の書式があっ

て、それを利用しているみたいなふうに感じられるのです。

違う業者が同じようなことは言うでしょうが、文言まで同

じというのは考えられないと思うので、それを不安に思い

ました。低入調査をもう少しきちんとやってほしいと思い

ます。 

【審議案件１１】 

審議案件名 ：トナーカートリッジ等の購入 

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。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：有限会社タケマエ 

予定価格  ：551,227,788円 

契約金額  ：546,466,176円 

落札率   ：99.1％ 

契約締結日 ：平成 28年 4月 1日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、有限会社タケマエが契約の相手方となった。

落札率は99.1％である。 

意見・質問 回   答 

この案件については、落札率が非常に高い、99.1％とい

うことで抽出させていただきましたが、その辺はどういう

ところに原因があるとお考えでしょうか。 

予定価格を立てる際に前年との落札価格をベースに立て

ておりまして、前年度の落札価格に変動率を掛けて予定価格

を積算しておりまして、たまたま落札した業者が前回と同様

の業者となりましたので、このような落札率が高い結果にな

ってしまったと思います。 

開札調書を見ますと、3者入札されておりまして、大体似

たような入札価格で入札されているのですが、これは3者と

も似たような価格になる理由は、どういうところにあるの

ですか。 

物品の購入で大体仕様価格が決まっております。 

 予定価格を決めるときは、どのように決められているの

ですか。 

前年度の落札金額をベースに置きまして、それに物価変動

率を掛けております。 

 物価変動率はどういう数字ですか。余り物価は変わって

ないように思いますが。 

 消費者物価指数で0.8、その分です。 

 そういった考え方もおありかもしれませんが、市場価格

という意味では、何か調査をされていらっしゃいますか。

商品の年齢が上がれば上がるほど、大体安くなる傾向にあ

ると思うのですが。 

 市場価格で価格がネットとかで調べて分かったものに対し

ては、比較検討はしておりますが、結局、昨年の落札金額の

ほうが安かったので、昨年度の落札金額を予定価格のベース

としております。 

業者のほうに完全に読まれているという印象をどうして

も受けてしまうのですが、何かもう少し別のやり方はない

ですか。 

 ほかに新たに入札に参加してくれる事業者がないかを当た

ってみるということです。 

一応、公告から入札期間までは2か月あるので、十分な期

間、公告されているとは思いますが、周知という面ではほ

かの業者も参加できる形で、もう少し情報をほかの業者に

行く形で何か考えていただきたいとは思います。例えば、

落札されたのは大体小さい業者でいらっしゃるのですか。 

はい。 

これは仮に大手が落札するとしたら、価格としてはもっ 確かにおっしゃるとおり、その可能性もあります。 



 

と下がるのかと思うのですが、いかがですか。大手の業者

はいっぱいいるのでは。 

 では、公告をもう少し工夫をしていただいて、入札参加

者がもう少し増える形で、いろいろな業種・業態の方が参

加できる形にしてくださいますか。 

 はい、分かりました。 

 価格が固定的でありますし、業者の入札価格も非常に近

似しているので、価格としては競争性が少し保ちきれてい

ないのかという疑義がありますので、その辺よろしくお願

いいたします。 

 はい、分かりました。 

 前回の調達から比べると金額が上がっているわけですが、

これは購入した数量は前回と同じでしょうか。 

 予定数量は違います。 

 今回のほうが多いのですか。  はい。余り変動はありませんが、見込みに関しては過去2

年間分の実績を踏まえて、1月ベースにならして、その年の

予定数量を算出します。特別会計については、調査して必要

分を見込んで、一般会計と特会で合算して出しております。 

今回、前回より1億円ぐらい上がっているわけですが、そ

れはその量が増えた分もあるのだということですか。 

 はい。 

 トナーのようなOAの消耗品は価格のばらつきが余りなく

て、例えばコピー機のハードウェアの販売とかリースだと、

結構ばらつくと思うのですが、消耗品の部分は販売業者に

よって余りばらつかないので、こういう落札率になるのか

という点では、私は理解しております。要するに積算は、

そんなに問題のあるものではないのではないかと判断いた

します。 

 はい。 

トナーカートリッジみたいなものは、ハードでもってほ

とんど決められてしまって、そのメーカーの適格品でない

と、あるいは、それより以上のものでやると、それしかな

いということになって、ほとんど99％になってしまう。だ

から、代替品でいいとか、そういうことをしない限りは。

もし、代替品で故障が起きたら大変だみたいなことをメン

テで言われるでしょうから、結局はそうやって制約されて

しまっていることなのでしょうね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

価格競争が働かないことになります。そのような感想で

す。 

 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） 


