
 

平成２８年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２８年１２月２６日（月） 厚生労働省専用第１２会議室 

委員（敬称略） 第二分科会長  浅岡 輝彦  あさひ法律事務所 弁護士 

委 員     枝松 広朗  あおば公認会計士共同事務所 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部 教授 

審議対象期間 原則として平成２８年７月１日～平成２８年９月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １８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 １８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 ： 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システムに係るアプリケーション機能改修業務 

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 ： 株式会社セック 

予定価格  ： 55,305,439円 

契約金額  ： 31,104,000円 

落札率   ： 56.2％ 

契約締結日 ： 平成28年9 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、２者応札があり、株式会社セックが契約の相手方となった。落

札率は 35.4％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

説明会には5者、入札に参加されたのはそのうち2者とい

うことですけれども、3者が降りた主な理由というのは、ど

ういうところにあるのでしょうか。 

この 3 者につきましては、ヒアリングを行っていない

のですが、ただ、実際に説明をしていく中で、改修要件

が今回は 3 件あるということで、かなりボリュームがあ

るということと、通常であれば 4 月 1 日から 3 月 31 日ま

で 1 年間の長丁場にわたるような契約期間にしておりま

すが、今回のものについては、9 月から 3 月 31 日までと

いうことで、かなり期間が短いというようなこともあり

まして、スケジュールが難しいということで、恐らく応

札をためらった方もいらっしゃるのではないかなと予想

しております。  

入札の結果といたしまして、低入札案件ということに

なりましたけれども、落札率が56.2％ということで60％

を下回ってしまったのですが、その中身といたしまし

て、その技術者の単価という面もありますけれども工数

という面からいたしますと、予定価格調書及び積算内訳

書を拝見いたしますと、予定価格のほうは、全体として

36人月、積算内訳書のほうは20人月ということで、かな

りの開きがございますが、この辺はどのように分析され

ていますか。 

今回、応札をして落札をした会社については、厚労省をは

じめ、官庁のシステムの改修案件を非常に得意にしていると

いうような状況で、既にある構築したシステムについての改

修について、相当のノウハウがあります。要件提示について

も、いわゆるポイントを押さえた改修要件というものを、発

注者である、今回のケースでは厚生労働省になりますが、そ

の担当官に確認をして、改修要件の限定というか、特定につ

いて、かなり迅速に実施できるというようなノウハウを持っ

ている企業ということで、そういったところがおそらく一

番、工数の削減に至ったのではないかなと予想しておりま



 

す。 

この事業の全体は、予定価格と積算内訳書を見ますと、

約55％の工数で作業が完了するということだったのです

が、その中身として、設計開発テスト業務だけに限定しま

すと、46％ぐらいでできてしまうというような結果になっ

たのですが、当初の予定価格の見積りの段階で、何らかの

要件定義についての誤認があったとか、そういうことはご

ざいますか。 

当方の積算については、一般競争入札にかけていることも

ありますので、改修について、不慣れなといいますか、シス

テム設計や構築についての経験はあるものの、なかなか改修

について御経験が薄いところについても応札できるよう、経

費を積算しておりますので、不慣れな方で、改修要件の要件

定義の部分についての特定について若干、時間がかかる事業

者さん、メーカーさんであっても応札できるよう、当方とし

ては参考価格等々設定していると考えています。 

今後の要望ということなのですが、今回のように、厚労

省の中で予定価格の積算をしないで、業者からの見積りを

参考にするという場合には、できるだけどの仕事にどれだ

け労力と能力が必要なのかというのを明示してもらうよう

に、参考見積を取る際に、事業者さんにお願いしていただ

きたいと思います。と申しますのは、もしかすると予算上、

限られた環境にあって、全部は盛り込めないということが

分かったとき、あるいは厚労省、調達者側の立場として、

ここの部分はもうかなり出来上がっているから、これより

は別の部分を高く、厚く見積りたいということもあり得る

と思うのですけれども、今回、業者から出てきたものを基

とした積算内訳を見ますと、やや大括りで、この部分がも

う少し細かく、どの仕事にどの能力がどれだけ必要なのか

というのが明示されているとよいかと思います。今後の調

査にも役立つ情報になると思いますので、それをお願いし

たいというのがコメントです。 

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２】 

審議案件名 ：雇用均等行政情報システムにおける事業場台帳管理機能改修作業（平成28年度） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー 

予定価格  ：47,314,800円 

契約金額  ：6,782,400円 

落札率   ：14.3％ 

契約締結日 ：平成28年8月3日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、３者応札があり、株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロ

ジーが契約の相手方となった。落札率は 14.3％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

入札者が3者、説明会には10者ということですが、結果と

して7者は入札に参加しなかったということですが、主な理

由をお聞かせ願えますか。 

今回、3者ということで、複数応札になっておりますので、

説明会のみの出席で応札されなかった方について、特にヒ

アリング等はいたしておりません。 

落札率が 14.3％ということで、かなり低い数字が出て

いるのですが、この辺について、低入札価格調査がされ

ておりまして、その中で工数について御説明をされてお

りますが、予定価格調書と見積書を比べますと、人月に

すると、大体 25％程度の工数で実際はできてしまうとい

う内容になっているのですが、この辺について理由を見

ますと、「計画及び工数(人日)等については妥当である」

と、結論はきちんと書いてあるのですが、その理由が、

定かではないのかと思っています。「事業担当課は、PMO

及び CIO 補佐官の意見等を踏まえた結果を受け」となっ

CIO からは、工数についての御判断ということではな

くて、WBS 計画書の粒度について、WBS の工数表を御覧

になって、それで 25％ということでかなり小さいわけで

すが、予定見積りとの差分についての評価はありません

でしたので、そこの部分については特段の御意見はなく

て、極端に小さいものではないという評価だったと思い

ますが、そこについて、予定価格のときと実際の応札時

のところの差分についてのコメントは特段なかったの

ですが、我々のほうで株式会社ジャパン・コンピュー

タ・テクノロジーからお話を聞く中で、仕様の再度確認



 

ておりますが、CIO 補佐官はこの辺についてどのような

説明をされていたのでしょうか。 

予定工数の25％程度で実際に実施できるということ

が妥当だという判断をされているのですが、それはどの

ような理由でそのようになったのでしょうか。実際に予

定価格を作るときは、33人月が必要だということで予定

されていたと思うのですが、いきなり25％で、この人月

で、これが完成してしまうという説明を、どのようにさ

れたのかを教えていただけますでしょうか。 

とか、さらに設計の細かいところまで、もう一度見てい

ただいて、それでもジャパン・コンピュータ・テクノロ

ジーのほうで実施可能であるという回答がありました。

あと、予定価格については、ジャパン・コンピュータ・

テクノロジーでは、特段、請負とか、下に落とすことな

く自者で完結するという会社でしたので、大手であれ

ば、採択とか下請の所で、プログラムなど開発したもの

を、また受注者のほうで、委託先で再度確認とかという

ところで工数が掛かってくるのを、ジャパン・コンピュ

ータ・テクノロジーでは、自社だけで完結するというこ

とで、それほど工数はかからないという回答でしたの

で、我々としては再度、仕様を詳細に確認していただい

て、その上で実施可能であるという回答を頂いておりま

した。 

中身を具体的に確認していただいて、実施可能である

という御回答だったので、問題ないだろうということ

で、履行可能性については判断しました。 

分かりました。余りにも開きが大きいと、予定価格を

積算するときの工数が少し高すぎるのではないかとい

う疑念も出てきてしまいますので、その辺を調査され

て、次回の積算のときの材料にしていただければと思い

ます。 

細かいことですが、低入札価格調査の理由として、「開

発環境に必要なハードウエア等は既に保有しており、費

用の計上は不要としている」とありますが、これは今回

の積算の中で、ハードウエアの購入についての積算の対

象にはなっていないので、低入札価格調査で理由に挙げ

るのは少しおかしいのかと思います。 

はい。 

業者に参考見積りを取るときには、どの点で幾ら、どの

ような能力がどれだけということを、できるだけ明らかに

していただいて、それを根拠として使っていただくように

お願いします。と申しますのは、今、正に先に指摘があり

ましたとおり、ハードウエア代が開発に含まれた上での見

積りであれば、それは当然膨らみ、上がるわけです。しか

し例えば、厚労省側で、これに関しては一般的な機材であ

るから持っているはずだと言って、省いて予定価格を積算

することも可能になるでしょうし、また、今回のように低

入札価格調査が入るときに、ハードウエアの部分が入って

いないのですという説明があれば、そういう見積りが、そ

の程度の粒度でなされていれば、それは成功すると判断で

きます。積算の際に参考内訳を取る場合には、そういっ

た細かい項目も、できる限り業者に明示していただくよう

に、御指示、御依頼をお願いしたいと思います。 

はい。 

3 者中で 2 者が低入札価格調査対象になる。また、資

格外も入れれば、4 者中の 3 者が低入札調査の対象とい

うことなので、今回の案件は、少なくとも調達仕様に書

かれたものから想像されるもの、あるいはもっと突っ込

むと、このぐらいの規模のものに札を入れてくる企業

が、普段どのぐらいの人件費なり機材なりを使っている

のか、そういったものが調達者側と少し乖離していたこ

とが考えられますので、今回の案件を基に情報のアップ

デートをお願いします。 

確認ですが、資格を満たさなかったというのは、どう

いうことだったのか、教えていただけますか。4 者中 1

入札の参加資格として、情報セキュリティーの計画とか、

履行体制とかといったものも資料として出すようにという

ことだったのですが、その辺が十分ではなかったというと

ころです。セキュリティーの確保及び履行体制ということ

で、このプロジェクトの進捗を行う上での進捗管理基準と

か、その役割分担とかについて、若しくは厚生労働省の承

認のレビューをいつ取るとかといったところとかについ

て、記載を求めていましたが記載がなく、履行可能性につ

いて確認ができないというところで、参加資格がないとい

う形で評価させていただきました。 



 

者が参加資格を満たさなかったということで、失格にな

っています。 

この評価項目は応札側は分かるのでしょうか。 評価基準に関しては、そのもの自体は公開しておりませ

んでしたので、入札説明会の際に、どういったところにつ

いて確認をいたしますのでということで、事業者には御説

明しております。例えば、説明会のときに私のほうで口頭

で、こういったことについて入れてくださいと申し上げま

した。体制図についても、求められている競争入札参加資

格とか、作業員で求められている能力とかについて、どう

いったところが、どの人が持っているかどうかというとこ

ろとかについて、きちんと書いてくださいと、口頭で申し

上げております。 

評価基準が明確でないことになりますと、仮に応札者側

が、その判断は不服です、なぜ資格がないと私たちのこと

を言い切るのだということになると、非常に大きな説明責

任が発生するとともに、そもそも公開されていないものに

どう対応しろというのだというごもっともな反論が出てく

るかと思われます。できるだけ早い時期に、どういったこ

とを応札要件としているのかが伝わるように、できれば公

開の形でできるように持っていっていただければと思いま

す。そうでないと、そういった事情が分かる人しか応札で

きない、知らず知らずの間に、事実上の指名競争入札に逆

戻りということになってしまい、非常に不透明な感じを国

民に与えてしまいますので、是非、今後は御対応等をお願

いいたします。 

はい。 

確かに人月単価が安いという説明は有りだと思います。

と申しますのは、御存じのとおり、ITゼネコン等と、いわ

ゆるコーディングを行うソフトハウスでは、全く人月単価

が違います。しかし、既に先に御指摘がありましたとおり、

工数に関しては、それほど大きな差が出ないのが一般的で

す。特に、管理経費は大企業が大きくなって小さい企業は

小さくなるのが、一般的な話ではあるのですが、今回、低

入札では総額的な説明が多かったのですが、一つ一つを見

ますと、例えば設計経費を見ますと、予定価格の積算では

8.35人月、今回の落札者は38人日、開発経費は16.5人月と

見積っていたが、応札者は20人日、テストでは5.25人月だ

ったのが50人日と。いわゆる仕事の根幹部分が大きく乖離

しているのです。低入調査では総額でどうかということで

説明を終わりではなく、実際に仕事をする部分での大きな

工数の乖離、こちらについてどういう根拠でこのように解

釈しているのですかを、低入調査があるときには確認して

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。 

 

 

【審議案件３－１】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（北海道ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：5,737,347円 

契約金額  ：4,930,000円 

落札率   ：85.9％ 



 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は85.9％である。 

【審議案件３－２】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（東北ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：10,930,079円 

契約金額  ：4,280,000円 

落札率   ：39.2％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は39.2％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－３】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（東京ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：43,137,410円 

契約金額  ：11,980,000円 

落札率   ：27.8％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は27.8％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－４】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（関東ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：29,921,459円 

契約金額  ：4,580,000円 

落札率   ：15.3％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は15.3％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－５】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（東海・北陸ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 



 

予定価格  ：31,445,767円 

契約金額  ：9,980,000円 

落札率   ：31.7％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は31.7％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－６】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（近畿ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：34,633,198円 

契約金額  ：10,980,000円 

落札率   ：31.7％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は31.7％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－７】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（中国・四国ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：30,606,345円 

契約金額  ：11,980,000円 

落札率   ：39.1％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は39.1％であり、低入札価格調査を行った。 

【審議案件３－８】 

審議案件名 ：平成28年度労災保険における第三者行為災害求償債権、費用徴収債権及び返納金債権等に係る納入督励・

債権回収業務（九州・沖縄ブロック） 

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 ：労働基準局労災管理課 

契約相手方 ：弁護士法人ブレインハート法律事務所 

予定価格  ：28,953,088円 

契約金額  ：11,980,000円 

落札率   ：41.4％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 26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、弁護士法人ブレインハート法律事務所が契約

の相手方となった。落札率は41.4％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

せっかく全国を 8 ブロックに分けて、地理的な問題や地

域性等を考慮して、ブロックごとに、それぞれの地域の弁

護士事務所等が対応することが自然かと思うのですが、1

幾つかのブロックについては、やはり今は弁護士法人でも

全国的に展開されている所もありますので、幾つかに固まる

ことはあり得ると思っておりました。全国の8ブロックが、全



 

つの弁護士法人が全部独り占めしてしまうということを想

定されていたのですか、それとも想定外だったのですか。 

部1つの事務所に行くということは想定しておりませんでし

た。 

今回、落札したブレインハート法律事務所の所在地は福

島です。弁護士の人数はどれぐらいいるのかということを

調べると 8 名のようです。全国規模で、この事業を全うす

る、完結させるということが本当に可能なのかどうかとい

うことが疑問点として上がってきました。その辺はいかが

でしょうか。 

こちらの業務は、仕様書上で債権回収を弁護士が直接行

う業務においては、基本的に内容証明の送付及びその後に

電話によって相手方に折衝するということになっており

ます。また、その債権数は全国の 8 ブロックで合計した

場合でも 300 件です。なので、8 人の弁護士で処理できる

規模の件数となっております。 

あと、債権回収とは別の納入督励、債権があると通知す

る業務については、各ブロックに個別に事務所を設けて、

そこに納入督励を担当する職員を雇い入れて、この業務の

ために対応しているというところを確認しております。実

際にヒアリングしたところ、全国で大体、その調査に当た

る者を40名近く雇用しているということです。それを踏

まえて総合的に債権数と見合わせていくと十分に実施で

きる規模を確保して、現在、業務を順調に履行していただ

いているという認識です。 

地域のコーディネーターのことを今おっしゃったわけで

すか。 

はい。納入督励を担当する者ということです。 

法律事務所との関係はどのようになりますか。 法律事務所に現在いるスタッフがやる場合もあり、人数的

に厳しいという所は追加でこの業務のために弁護士事務所が

雇用しております。ハローワークを経由して声を掛けている

と確認しております。 

そうすると、8人の規模でも、この業務については特に問

題なくということですか。 

はい。 

そうすると、そもそも入札のやり方ですが、これは公告

が 5月 11日、入札が 7月 19 日、契約が 8月 26日にされて

いらっしゃいます。これは同じタイミングで、8 ブロック

をまとめてされたのですか。 

はい。 

そのときに説明会に 10者、その中で 2者が入札して落札

者が出たということですが、余り地域ごとに弁護士法人で

落札者が出るようにすることは、特に必要ないですか。 

事業実施上の効率だけで申し上げると、正直、1ブロック1

個で調達したほうがスケールメリットもあり、やりやすいと

いうことは、こちら側としてはあります。ただ、競争の参入

可能性という観点もありますので、従前から8ブロックごとに

調達していたというところです。 

一回、同じタイミングでということですか。 はい。 

これまでも同じように1つの弁護士法人がやられている

ケースが多かったのですか。 

平成27年度以前は、債権回収の部分は入れておらず純粋な

納入督励のみで、その当時は業法に触れることもありません

でした。通常の派遣会社のような所が受託者となって業務を

やっていました。 

特に1者が全国の業務を任せられるという体制について

は、特に弊害はないということですか。 

はい。 

説明会に10者、そのうち8者が入札に参加しなかったとい

うことなのですが、主な理由は何ですか。 

弁護士事務所の中でも、国の事業に手を挙げてくるとい

うケースが珍しくて、今回は 2 者のうちの 1 者は割と債

権回収を専門にやっている弁護士事務所だと聞いており

ます。今回のブレインハートに関しては債権回収がメイン

というわけではないのですが、この機会に参入ということ

だったようです。こういう精算方式の払い方は、弁護士事

務所が想定している経営方針と、なかなかマッチングしな

いことが 1 つです。 

 これは、次年度で見直さなければいけないのですが、競

争参加資格を役務の A、B、C 等級にしておりましたが、

弁護士事務所で、競争参加資格を持っている所が非常に少

なく、かつ、弁護士事務所の経営形態からは C 等級を取

ることも結構厳しいと、後々、把握しました。それによっ



 

て結果的に C 等級を取れずにということもあったのかと、

次年度においては B、C、D 等級で見直すべきかと考えて

おります。 

弁護士法人、いろいろな士業の法人や大学等、そういう

所はそもそもA、B、C、Dに登録すらしていなかったり、こ

ういう仕事があるのだと思ったら入札日までにそれを取れ

ないということもあると思います。今後も弁護士法人を念

頭に置かれるのであれば、その業界に対して、こういうお

仕事を募集しているのですということを継続的に働き掛け

ておく必要があるのではないかと思いました。是非お願い

します。 

今回の調達に当たり、こういう事業をするということで

日本弁護士会からの告知等をお願いしたところです。それ

から、公示から入札までの期間を長く設けたことも、弁護

士法人は登録していない可能性があるので、説明会の後に

登録して 1 か月程度みれば、大体、登録が成立するであ

ろうということで、その期間を設けた経過です。 

それでも新規に始まった部分ですので、今年度実施した

周知プラス何かということは、少し考えてまいりたいと思

います 

全国一括の調達にして、2 者とか、1 者しか来なかっ

たというのと、今回のように分割で最終的に同じ会社が

全ブロックを取ったというのは全く意味が違うと思い

ます。今回のように分割した上で同じ所がということは

競争の働いた結果ですから、それは問題ないのではない

かと思います。もちろん、事務手続は少し煩雑なところ

があるかもしれませんが、是非こういう形で小さい所で

も手を挙げられるようにしていただければと思います。 

 全国一括だと、全国規模の法人しか手を挙げられなく

なりますので、これは本当に正しい方向だと思います。

ただ、8 人の弁護士で全国区でできるというお仕事であ

れば、例えば、普通のコンサルティング会社が落札した

上で、弁護士を雇うというか報酬を付けて頼む、そうい

うやり方もあるのではないかと思ったのですが、その可

能性はないのでしょうか。 

開始前に、どこまでが弁護士法第72条に触れるのかという

辺りを慎重に行ったところ、直接、弁護士が債権回収を受け

る形でないと業法違反を問われる可能性があるというところ

です。現状の調達要件としては、弁護士若しくは弁護士事務

所が直接の受託者になるということを想定しております。 

低入札価格調査の内容です。積算の内訳を見てみる

と、納入督励業務は○万円などと書かれております。東

北ブロックに関して申しておりますが、納入督励業務に

関しては、同じかもっと高いかという金額が応札者の内

訳で出ておりますが、専門コーディネーターによる債権

管理業務の予定価格の積算は○万円、これに対して応札

者は○万円、債権回収業務の予定価格の積算内訳では○

万円に対して、応札者は○万円と大幅な乖離がありま

す。 

いわゆる低入札価格調査を行うときには、項目別の見

積り違いというか作業の勘違い、理解のし間違いがない

かということも、是非、今後は確認して、記録に残して

いください。勘違いがあった場合には、その点を指導し

て正しくやっていただくようにお願いしたいと思いま

す。 

今後、そういう細かい部分も比較して、どちらに考え違い

があるのかないのかの確認までしていくようにしたいと思い

ます。 

予定価格調書です。先ほど言ったのは、業務の分担でい

ろいろやられるのだというお話でしたが、謝金の時間は、

弁護士が活動する時間だけではなくて、恐らく業務全体に

関わる時間だと踏んだのですか。 

はい。債権回収業務に係る内容証明及び何度かの折衝業務

に係る総合時間ということです。 

電話とかも全部含めてですか。 はい。 

そうすると、これは予定価格がおかしいのかと思うので

すが、それを全て弁護士がやるわけではないですよね。弁

護士がやるのは、ほんの少しだからいいのだというお話だ

ったと思うのですが、この予定価格の積算上は全部、弁護

士がやるということで○万としたのではないですか。です

から、予定価格自体がおかしいのではないですか。 

こちらについては、弁護士がどういう業務を直接行うべき

かというところについて十分に精査が行き届いていないとい

う面があったので、恐らく、実務的にされる方と我々が予定

価格を立てる際に、弁護士が直接される業務についての捉え

方に違いがあったのかと正直考えます。 

予定価格を立てるときには、全部弁護士が行ったものと はい。今回の調査結果でも、私どもの予定価格で弁護士の



 

して計算して予定価格を立て、低入価格の調査のときには、

弁護士は全部ではなくてほんの僅かしかやらず、あとは補

助者がやるからという説明で納得されたわけです。今後は

弁護士がやるということは恐らく少ないと思うので、今回

の予定価格の立て方を参考にして立てられるようにする

と。低入という問題が少なくなるのかと思います。 

活動時間として見ていた時間と、当該、応札者が弁護士の従

事時間として出したものはかなり開きがあるので、我々が考

えているものより実際に弁護士の方がされる業務はもっと少

ないという結果だと思います。そこのところは、次回におい

て反映していきたいと思います。 

弁護士がやらなければいけない業務で、これだったとし

たら、それはこれでは困りますという話になるし、弁護士

がやらなくてもいい業務だとしたら、それは予定価格も変

えなければいけないということになるのだと思います。 

はい。そこは今回の結果を踏まえて、反映すべきものを反

映していきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

この案件につては、特にありません。 

  

【審議案件４】 

審議案件名 ：二以上事業所勤務期間を有する者に係る取扱いの適正化についてのシステム開発一式 

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 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：株式会社日立製作所  

予定価格  ：1,366,786,157円 

契約金額  ：1,366,786,157円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成28年9月5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 

著作権があるために随意契約にならざるを得ない。それ

から再委託理由書で、再委託先の金額の開示がされないに

もかかわらず、それを了解している。予定価格については、

日立製作所が出した見積書をそのままお使いになっている

ということで、よろしくない案件ではないかと思います。 

再委託の金額が開示されていないということで、こちらも

毎年タイミングを捉えて開示するようにと粘り強い交渉をし

ております。民間の利益構造が明らかになってしまうとか、

そういうことで開示されていないのが現状です。ただ、決し

てこちらもそれで良しとしているわけではなく、機会を捉え

て粘り強く交渉しております。一方で特定者随契なので、こ

ちらとしか契約することができないので、結果的にこういう

形で契約しております。 

予定価格と見積書が同じです。項目も同じで、項目ごと

の金額も同じです。その辺は十分な検討がなされた上で、

そういう予定価格を設定されたのですか。 

はい。これも特定者随契ということもあり、まず、見積

りを提出していただきます。WBS という工数が細かいもの

があるのですが、それをシステムの担当課と、日本年金機

構で実際に使うものですので日本年金機構のシステム部

門、さらに日本年金機構に入っているシステムの支援業者

の協力を得て精査しております。 

更に、その精査の結果については、システム開発委員会

という独自の委員会を設けており、その委員会にはシステ

ムの専門家や学者に入っていただいて、よく精査していた

だいております。 

随意契約の理由書に、正しい年金額の計算ができていな

い状況であると書かれております。この文面だけをそのま

ま取ってしまうと、要するに正しく動いていないのではな

いかということですから、正しく動くように直すようにと、

買った側である厚労省が言えばいいのであって、再調達に

はならないのではないかという気がします。 

本案件なのですが、もともと重なる部分の片方を削り取

りますという考え方を導入したのが昭和 55 年当時のこと

です。その頃から、もともと届出がない方々についてどの

ようにするのかという年金の支払いをする上での問題が

あり、やむを得ない措置としてやってきたものです。現在

は、年金の記録を管理しているのは記録管理システムで、

年金の計算をするのは年金給付システムと 2 つに分かれ

ております。年金の記録の受渡しは、回線で記録の管理シ

ステムから年金を給付するシステムへ送っております。今

は、その段階において、送る前に削り取ってしまっている

という状況です。年金給付システムの仕掛けとして、年金



 

の記録が重なっている認識は、当然のように最初から仕様

の中に入っておりません。 

 今回のケースでいくと二重になっているケースを認識さ

せなければいけないので、新しい仕掛けを入れなければい

けないということがあり、もともと日立製作所にお願いし

て作ってきていた仕様そのものは、年金の記録に重複はな

かった状態ということで発注させていただいております。

根底的な仕様の部分に問題があるという認識は、私どもも

全く気付かなかった状態です。ここは、今まで日立製作所

側の構築した内容が、そもそも瑕疵担保なりの瑕疵状態に

あったのかというと、そういうものではないと御理解いた

だければと思います。 

随意契約の理由書の正しく計算できていないという書き

ぶりは、やや不適切ではないかと思います。これだと受託

者が作ったものが間違えて計算していると読めるという

か、読まざるを得なくなります。今後の記録のこともあり、

こういうものは今後新たな問題が発見されたり、かつての

調達時と状況が変わったということを書いていただくよう

にしていただければと思います。 

はい。私どもも発注する段階からそういう形で考えていて、

現状になってみると違っていたという状況もあり、今のシス

テムの状態と本来あるべき姿を比べたときに違っているとい

う表現をしましたが、今後は丁寧な書き方にしたいと思いま

す。 

（分科会長の意見） 

 著作権が日立製作所にあるということから、全て向こう

に合わせなければならないような状態になっていること

は、何となく嫌です。再委託の金額の開示にしても、同じ

グループ内なのに守秘義務の問題で、第三者であれば、あ

り得ると思いますが、何か、やり様を考えなければいけな

いです。 

 ありがとうございました。 

【審議案件５】 

審議案件名 ：平成28年度病床機能情報収集及び病床機能報告制度に係る業務 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ又はＣ等級） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、落札率が高いため。  

発注部局名 ：医政局地域医療計画課 

契約相手方 ：株式会社みずほ情報総研 

予定価格  ：65,805,000円 

契約金額  ：64,800,000円 

落札率   ：98.5％ 

契約締結日 ：平成28年6月24日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、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 98.5％である。 

意見・質問 回   答 

説明会に2者来られて、入札者が、みずほ情報総研の1者

だったということなんですけども、1者が降りた理由はどう

いうところになるんでしょうか。 

業者さんに聞いてみたところ、ほかの業務等々をかなり受

け持っていて、正直この業務をやる体力がないということで

した。 

この案件につきましては、過去に、みずほ情報総研がお

やりになったことはあるんですか。 

はい。昨年度も、みずほ情報総研です。 

調達仕様書ですけれども、予定価格調書の細かい内容か

ら比較しますと、かなり抽象的な内容になっています。説

明会に2者しかいらっしゃらなかったということですけれ

ども、その辺の調達仕様書の具体性という面からすると、

どうなのでしょうか。 

仕様書は、結構具体的に書いて、どの業者さんにも分かる

ように努力して作成したところです。 

調達仕様書の具体性が少し足りないのかなと思うので

す。というのは、公共調達審査会の指摘にもあるのですけ

れども、「過去に実施した事業の実績と仕様書に反映させ

てください」というようなコメントがあるのですが、この

公共調達委員会の御指摘を受けまして、仕様書中「前回受

託業者からの事業実績報告書を踏まえ、事業改善のための軽

微な追加業務が生じることがあり得る」というところで、前

年度に受け持った業者からこういう業務したほうがいいの



 

辺は今回はどのようになったんでしょうか。 ではないかということがあれば追加がありますということ

で仕様者に反映させていただいているところです。 

前の実績レポートというのは、今回の入札説明会にいら

っしゃった方々とかは見ることは可能なのですか。 

可能ではありますけれども、今回はそういう要望もなかっ

たので、お見せはしてないです。 

もう少し説明会に何者か、5者とか、6者とか、おいでい

ただけるような仕様書の工夫が必要かなと思います。      予

定価格調書ですが、この作成方法はどのようにして作られ

たのですか。これはみずほ情報総研と、何らかの打合せ等

があったわけではないですか。 

打合せはしておりません。平成27年度の病床機能報告制

度、これは「みずほ」が請け負ったのですけれども、それの

請負金額調書を参考に作成いたしました。 

結果として落札率が98.5％だったということは、どのよ

うな感想をお持ちでしょうか。 

この金額は、私どもとしては、予定価格としてこれぐらい

の業務が必要だとして予定価格を設けさせていただいたと

ころです。みずほさんが確かに、かなり近い金額で入れてく

ると思いました。 

 予定価格の積算内訳書があります。例えば、人件費が

単価幾ら、数量幾らとありますが、この単価としてこの

金額を選んだのはなぜかとか、根拠資料は何か、あるい

はそれぞれの仕事について工数等はどのぐらいだと考

えたとか、それはどんな理由なのかという記録とか、メ

モがないですけども、これはどうなっていますでしょう

か。 

昨年度の内訳を参考に作成させていただいたところです。 

この後の調達は来年以降もあるかも知れませんし、あと、

もちろん人事異動もあり得るかと思いますので、例えば人

月単価はいろいろあります、こういった刊行物の、このペ

ージを利用しているだとか、あるいは一つ一つの工数はこ

ういう根拠があって、この数を利用しているということを、

積算内訳の所に、併せて記録していただくようにお願いし

ます。 

はい。 

仕様書の検討内容の中に、「上記の検討を踏まえ、次年

度以降の病床機能報告事業の業務の仕様の概要を作成す

る」とありますが、これは、受託業者が仕様の概要を作る

ということなのですか。 

仕様を作るということではありません。こういうふうなや

り方をすれば、よりいっそう病床機能報告が、より良くなり

ますよというアドバイスをいただきたいということです。 

（分科会長の意見） 

だとしたら、それはそう書くべきであって、仕様の概要

を作成するというのは、もともとこういう業務をやろうと

いう政策目標のもとにやっている国のほうで考えなくては

いけないことだろうと思うので、何かよく分からないけど

やってると。その業者のほうに仕様を任せて、次年度はそ

の仕様でもってやるかと言うのでは、何だか業者のほうが

自分で勝手に作って、自分でやりやすい仕様を作って次年

度もわが者が受けようというみたいになって、何かよくな

いのではないかと、ここだけを見ると思うのです。そこを

留意していただきたいです。 

 ありがとうございました。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：ハローワークシステム平成28年度雇用対策サブシステム及び共通基盤サブシステム改修等業務 

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、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  ：1,935,031,115円 

契約金額  ：1,894,914,000円 

落札率   ：97.93％ 

契約締結日 ：平成 28年 9月 9日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、富士通株式会社が契約の相手方となった。落



 

札率は 97.93％である。 

意見・質問 回   答 

説明会に8者、7者の方が降りられた理由をお聞かせくだ

さい。 

入札を降りられた者にヒアリングを行ったところ、まずは

ハローワークシステムというものが社会的に非常に大規模

なもので、不具合が発生した際の社会的な影響が大きいた

め、社としてリスクを負うことができないという率直な意見

を頂きました。その他、他の案件との兼ね合いもあり、開発

人材が社内で逼迫していて、開発人材の確保が難しかったと

の意見を頂いています。 

落札率が高いです。3回目で落札されていますが、どうし

ても高止まりになってしまう傾向が、1者応札がこれまでの

経験上かなりの頻度で起こっていますので、その辺の何ら

かの改善方法はありませんでしょうか。 

今回も高いのですが、実は、1回目、2回目で予定価格以上

の金額で入れてこられたものを、3回目を行って、先方が結

果的に刻んできたので、ちょっと高くなってしまったのでは

ないかと考えています。 

仮に、だとしても、厚生労働省で設定した予定価格の辺

りを入札で探って入れてくるわけですが、その辺が非常に、

向こうも何らかの形で計算されていると思いますが、そう

いった非常に近い数字を入れてこられる理由というのは、

何か思い当たるところはありますか。 

やはり1者による応札が続いていて、うちが立てる予定価

格も、ある程度その辺りかというのは当たりを付けて多分、

戦略的に来ているのではないかというのは感じています。今

後、より多くの者から見積り等を頂くようにして、なかなか

難しいとは思っているのですが、より幅広い視点から予定価

格を設定できればと考えているところです。 

予定価格の設定のときも、もう少し厳格にされて、冨

士通さんに予想されないようなところでやっていただ

きたいと思います。 

はい。 

 

入札公告の競争参加資格の要件がありますが、指名停止

措置の項目の文言が抜けていますので、御注意いただきた

いと思います。 

はい。 

このシステムの本体部分というのは冨士通ですか。 はい。 

今まで何度か改修をされていると思うのですが、それも

全部冨士通が落とされているのですか。 

はい。プログラム改修については冨士通が落としていま

す。 

そういう関係で、こういう改修業務というのは、やはり

冨士通がやったほうが、と言うか、冨士通でしかできない

のではないかという感覚というのはありませんか。切り分

けできると思いますか。 

競争性を確保するために、一般競争入札を原則としてやっ

ていますので、基本的にはほかのところでも受けれるもので

はあるとは思っているのですが、やはりちょっと規模が大き

すぎて、かなり参入に際して困難かというのは感じていると

ころです。 

再委託先に、冨士通のグループ以外にA社が入っていま

す。 

はい。 

A社は、通常であればシステム改修等に、本来的な受託者

として入札に参加してもいいような気もするのですが、A

社は、先ほどの8者のうちには入ってこなかったのですか。 

入札説明会にはいらしています。 

何で、こういう形で、一次下請みたいな形で加わるので

すか。 

このシステムは、もともと複数のサブシステムに分かれて

いて、A社は、うち1つのシステムの改修に長く携わっている

ので、その関係で、冨士通から声を掛けてこちらに再委託し

て、今までの知見を活用しているのではないかと思われま

す。 

そうすると、従前の知見をやはり活用することが必要だ

と、業者側は考えているということでしょうか。 

はい。 

採点結果について御確認します。今回は7人の委員の方が

審査に当たると書かれているのですが、採点表を見ると5

人の委員しか出てきていないのです。残り2人はどちらにい

らっしゃったのでしょうか。 

こちらの要綱の第5条で、過半数の出席によって開催する

とありますので、今、確認していますが、恐らく、この5名

で過半数の出席が確認できたので開催したという経緯にな

っていると思われます。 

もしも5人で間違いがないということであれば、いわゆる

外部委員が過半数を占めていることなどを記録に残す必要

があると思うので、ABCDEのどれが誰とまでは言いません

が、結局、どなたが審査に関わったのかという記録は残す

当日、A委員が御都合が付かなくなりましたので、残りの

外部委員3名と、B委員、C委員の行政側職員2名で、こちらの

評価を行っております。 



 

ようにお願いしたいと思います。今回頂戴した資料ですと、

どなたが結局審査したのかが分からないということです。 

誰が出席して誰が欠席したかというのを、きちんと記録

に残しておくことが必要のように思います。 

今後、そのように記録していきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

分かりました。では、先ほど申しましたように、どなた

が参加されたかの記録のほうを今後はお願いします。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：毎月勤労統計調査 調査方法に関するコールセンター業務 

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、落札率が低いため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：日本トータルテレマーケティング株式会社 

予定価格  ：9,244,800円 

契約金額  ：1,706,400円 

落札率   ：18.46％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 24日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１３者応札があり、日本トータルテレマーケティング株式会社

が契約の相手方となった。落札率は 18.46％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

説明会に18、入札が13者、結構な業者さんが入札された

と思います。やはりこういう業務内容については、参加さ

れる方が多いのですか。 

従前やっていたものではないということもありますので、

新規参入という形で参加されるところ、あるいは、これは来

年度以降継続するものでもないのですが、翌年度以降の継続

も期待して説明を聞きに来た会社がいました。 

入札結果としては13者が入札されて、この案件は低入札

対象ではないですが、かなり落札率が低いです。13者のう

ち9者が低入札の60％以下であったということなのですが、

予定価格の算定方法の中で、少し問題があったのかという

疑念も出てくるのです。積算内訳書がありますが、統括責

任者人件費と、それからスーパーバイザーの人件費が、管

理者と二重に計上されている。通話料のところで、予定価

格が1件当たり○円という計上になっていますが、入札書の

単価を見ますと、非常に低い単価が付いているのです。予

定価格調書のほうが非常に高い単価が付いているのです

が、この単価については、どういうところから見積られた

金額なのでしょうか。 

予定価格調書については、業者からの参考見積りで、2者分

をもとに積算しています。通話料の単価は、2者の平均を取っ

て予定価格調書を作成しました。 

それは、一般的な市場価格からすると非常に高い単価が

付いていると思うのですが、その辺の検証はされなかった

のですか。 

2者の見積りをもとに単価を割り出して計算していますの

で、それをそのまま使用しています。 

見積りについても、その単価は決して間違いではない単

価かもしれませんが、実際に使う単価ではなさそうです。

その辺の、内容の検証が必要かと思います。 

はい。 

今回の落札者に関して見てみると、ほかの応札者と比べ

ますと、電話代以外が安いと見えます。つまり、電話代に

関しては、一部の業者は非常に高いのですが、ほとんど「ど

んぐりの背比べ」ぐらいに電話代の部分は書いていて、そ

の点、昨今の通話料金の値下げを反映しているのだと思う

のです。今回の落札者については、通話料以外の部分が非

常に安くて最終的に落札に至ったということなので、サー

ビスの品質と言いますか、履行した内容に関してはどうだ

ったのかというのは、まだ継続中ではあるかと思うのです

が、何かトラブル等は起きていないかということを確認し

中身については、適宜事業報告を頂いていますが、特に問

題なく、コールセンター業務のほうは一定の期間を終わって

いるところです。いわゆる電話代以外は安かったという御指

摘なのですが、これは口頭レベルではあるのですが、業者に

聞いたところ、イニシャルポストがほとんど今回かかってい

ない。どうも業者側としては、ある種の仕事を見込んでいた

ところがスッポリ抜けてしまったみたいで、それをそのまま

使える状態であったということが大きかったと聞いておりま

す。 



 

たいのです。 

コールセンター業務というのは、この委員会をやってい

ると結構いろいろな部局で外部に委託しているようですの

で、そういう過去のほかの部署でやっている調達の結果な

ども見て、今後は積算を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８】 

審議案件名 ：公的職業訓練におけるeラーニング手法の導入に向けた調査研修事業の調達について 

資格種別  ：－ 

選定理由  ： 随意契約（企画競争）を実施している案件中、契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社野村総合研究所 

予定価格  ：38,483,154円 

契約金額   ：38,483,154円 

落札率   ：100％。 

契約締結日 ：平成28年8月24日 

（調達の概要） 

 企画競争を行ったところ、４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、株式会社野村総合研究

所を会計法第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 

審査調書に、eラーニングの中断率という概念が出てきま

すが、これは随意契約理由になった要因の1つだったと読め

ます。それはどのような内容だったのでしょうか。 

公的職業訓練ではeラーニングによるものはないのですけ

れども、一般的にeラーニングでの研修、学習は中断率が高い

ということで、最後まで修了するためには、修了率を上げる

ための提言も頂くということが、今回、調達事業としての内

容になっております。この理由についても明記することとい

う審査結果を頂いたという当時の状況です。 

そうすると途中で、言葉は悪いですが、嫌になって止め

てしまう率が非常に高いということなのですか。 

はい。 

システムそのものが中断してしまう率が高いということ

ではないですか。 

対面での訓練と違って、モチベーションを維持したりする

という意味で、そういった中断率が一般的にeラーニングでの

学習では高いということです。 

モチベーションを維持していくのが大変なケース。そう

いったことについても、企画書の中で表現してほしいとい

うことが仕様書の中で述べられているということですか。 

はい。 

説明会に8者、結果として入札されたのが4者ということ

でしたが、この辺、降りた理由はどういうところにあるの

ですか。 

降りた理由までは直接確認しているわけではありません

が、説明会に参加いただいた企業の中では、ある企業では、

自分たちが e ラーニングによる職業訓練をやるものだと勘違

いされて参加された方もいました。今回は別途にやる e ラー

ニング訓練について調査検証を行う事業なのですが、そこの

ところを勘違いされた方もいたのかなと思っております。 

調達の方法を選択する場合の流れとして、まず総合評価

落札方式を検討して、それが難しい場合は企画競争だとい

うような流れになると思うのですが、これを総合評価落札

方式では難しいのだということの理由が、この企画競争理

由書の中に書いてありますけれども、もう少し具体的に説

明していただけませんでしょうか。 

総合評価落札方式にした場合、価格面も含めて実施状況の

確認が手厚くて、ほかに提言いただく所がないような計画で、

かつ非常に低額で入札された場合、そういった業者が落札さ

れる可能性もあるということで、私どもとしては当然、実施

状況の確認も事業の内容にはしております。調査結果をもと

に、そういったコース修了率を上げる取組み、就職率を上げ

る取組み、あるいは実現可能性という部分を専門的な知見で

提言いただきたいというところも重視しているということ

で、今回は企画競争での随意契約とさせていただいたという

ことです。 

採点表ですが、野村総合研究所と A 社が争う形になっ

て、点差としては 5 点差なのですが、少し点数のばらつ

採点いただいた後、各委員の先生からその辺の細かい

ことはお聞きしておりません。 



 

きがあるのではないかと思うのです。A 社の「応募者の

実績」で、10 満点で 10 点～5 点、要するに 100 点から

50 点までの開きがあるのですが、これはなぜこのよう

な状況が生じてしまうのでしょうか。今回でいうと、こ

の 5 点が非常に大きい 5 点なのですが。 

 

情報としては、きちんと委員の方に伝わっているのです

か。 

はい。状況としては 4名とも同じように御説明をしており

ますので、委員によって取扱いを変えたりといったことはあ

りません。 

審査調書に、eラーニングの中断率が高いことに関す

る効果測定が、総合評価ではなく企画競争でなければで

きない理由を理由書に追記することとあるのですが、こ

れに応えていないような気がするのですが、いかがでし

ょうか。 

中断率だけでなく、コース修了率と就職率の向上の検証に

ついては、私どもに知見がないということ、総合評価で価格

面も決定の要素に加味すると、訓練実施状況だけを一生懸命

していただいて、その辺の中断率イコール、コース修了率の

向上、就職率の向上の方法の検証とか、提言という部分が薄

くなるというか、そういった企画が余り出てこなくなるとい

うことを危惧して、こういった競争による提言にさせていた

だいたということです。コース修了率の向上の方法の検証、

その辺の提言という意味で表現させていただいたつもりで

す。 

今おっしゃったのは、理由書の「本事業を価格面で評価

した場合は、調査等が実施状況の情報収集となるおそれが

あり」という所ですが、なぜそうなってしまうのかという

ところの説明がつかないのではないかと思うのです。価格

面で評価すると、実施状況の情報収集となる。これがこう、

何々をすれば何々となるというのが、つながりが今ひとつ

見えないのです。 

表現で言葉が足りないかもしれません。価格面も含めた調

査とした場合は、実施状況の情報収集の比重が大きくなって、

私どもが一番頂きたいそういった修了率の向上とか、就職率

の向上、あるいは公的職業訓練としての実現可能性の提言と

いうものが疎かになるというか、そういった提言が少なくな

る可能性があるということを表現したかったのです。 

価格面で評価すると情報収集ばかりされてしまうという

のは、では企画だったら、そうならない理由が必要ですけ

れども、それはないです。企画であってもそうされる可能

性はあります。 

企画競争の場合はそこだけではなく、周りの、本来我々が

頂きたい提言がしっかりできているかというところも点数の

評価に加味してということで、そこは担保したいと思ってお

りました。 

しかし、企画であろうが総合評価であろうが、出てくる

のは最後です。企画書あるいは総合評価のための企画書を

出してきた段階では、どちらでやろうと業者は書けます。 

企画は変わらないという意味でしょうか。そこに価格が採

点に入ってくるかどうかということかと思うのですが。 

積極的に企画競争にしなければいけない理由という

のが、この企画競争理由書にないように思われるので

す。どのくらい公共調達委員会とキャッチボールがある

のか分からないですけれども、もしも公共調達委員会が

言っている指摘事項が納得いかないのであれば、確認し

てそれを盛り込んではいかがでしょうか。公共調達委員

会から言われたことは取りあえずスルーしているとい

うように見ざるを得ないのです。言われてはいるがその

ままやっていますというように見えてしまいます。それ

は少々説明責任を果たしきれていないかなという気が

いたします。 

先ほども話題に出た上位 2 者の差が非常に小さいと

いう点です。これは正に総合評価だったら、きっちり差

がついたかもしれない部分です。もちろん 2 者が全く同

じ金額を入れてきたら、やはり差がつかないわけですけ

れども、少なくとも差が付く可能性があったところは 1

つ増えるわけです。そういう意味でもどうも結果から見

ても、結果ではなく入口で見ても、どうも企画にした積

極的な理由、企画にして良かったと思える理由が見つか

らない。そこが私の気になる点です。 

あと一番最初の話になりますが、調達概要書を見る

と、確かに先ほど言われたとおり、e ラーニングそのも

はい。 



 

のをやるのではないのかと思わせるような調達の文章

に、私も読めるのです。確かにがっちり何時間も何度も

読んでということであれば分かるとは思うのですが、で

も確かに e ラーニングの実施主体となって、その上でや

った結果を検証するという、そういう調達かなというよ

うに見えると思うので、この辺りも公告する前に一度、

部署内等あるいは調達委員会の方々等に相談して、これ

で伝わるだろうかを、検証していただくと、より良いの

ではないかなと思います。今申し上げたのは具体的には

(2)調達概要の 3 行目です。「e ラーニングによる職業

訓練を試行的に行い」と言ってしまっていますから、そ

れはもう e ラーニングを行う調達だと見えるわけです。

行った上で、最後に「検証する。」となっていますから、

日本語的には、やはり e ラーニングをする人たちを募集

しているのではないかと読めるわけです。応札者が勘違

いしないように、是非とも今後は公告内容を精査してい

ただきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

企画競争であれば情報収集に偏って企画提言の所が少な

くなってしまうというのは、それは思い込みでしかないの

ではないかと思うのが 1 つです。もしそれが当たっている

とすると、情報収集を疎かにして、主観的な提言だけをす

ることという、そういうデータに基づかない提言になって、

そのほうがかえって危ないのではないかというように思う

のです。結果から見ても、先ほどの点数の差から見ても、

やはり総合評価のほうが良かったのではないかなという感

じはします。 

 ありがとうございました。 

【審議案件９－１】 

審議案件名 ：介護サービス情報公表システムの政府共通プラットフォームへの移行業務一式  

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、低入札価格調査を実施していない等のため。 

発注部局名 ：老健局 

契約相手方 ：日本コンピュータシステム株式会社 

予定価格  ：92,232,000円 

契約金額   ：36,799,920円 

落札率   ：39.9％。 

契約締結日 ：平成28年6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、２者応札があり、日本コンピュータシステム株式会社が契約の

相手方となった。落札率は39.9％である。 

【審議案件９－２】 

審議案件名 ：介護サービス情報公表システム運用・保守及び機能改修業務（平成28年6月運用開始）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、低入札価格調査を実施していない等のため。  

発注部局名 ：老健局 

契約相手方 ：日本コンピュータシステム株式会社 

予定価格  ：282,614,400円 

契約金額  ：268,056,000円 

落札率   ：94.8％ 

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者応札があり、日本コンピュータシステム株式会社が契約の

相手方となった。落札率は94.8％である。 

意見・質問 回   答 



 

今御説明を頂きましたが、今回の2つの案件について、こ

れは重大なミスだと私は認識しています。例えば9-1で、開

札日の変更がありました。何者か来ていらっしゃいますが、

その方にはどのようにしてお伝えになったのですか。 

入札の説明会に来られた業者とは必ず名刺交換をするよ

うにしていますので、それらの方には、メールと電話で御連

絡をいたしました。 

9-1について、予定価格調書をお作りになるときに、A 社

の見積り書をそのまま採用されていますが、これはちょっ

といかがなものかなと思いますが、いかがでしょうか。 

その当時の考え方としては、4 者に見積りを依頼し、3

者から回答があった中の、中間の 2 番目の A 社の見積り

金額を採用したということです。もともとシステムの運

用保守をこちらの会社にお願いしたという経緯もあった

と聞いておりますが、それが本当にいいのかと言われる

と、ちょっと疑問が残るところはあろうかと思っており

ます。 

次の 9-2 に移ります。これは、公告が最低評価落札方式

になっているのですが、実際は最低価格落札方式ではなく

て総合評価落札方式であったということなのです。説明会

に 9 者がいらっしゃって、再公告についても途中でされな

かったということなのですが、どのように連絡をされたの

でしょうか。 

説明会の時に名刺交換をさせていただいた連絡先に、電話

とメールにて御連絡をさせていただいたところです。 

開札日の日にちは同じだけれども、時間が変更されたと

いうことですか。 

はい。15時から16時に変更になっております。 

これで、入札予定者の混乱はありませんでしたか。最低

価格落札方式から、総合評価落札方式に変わるのですが、

これについては特に大きな混乱はなかったでしょうか。 

混乱はなかったです。実際に業者に集まっていただいて、

説明会の中ではそうした仕様になっておりましたので、単純

なミスだと理解されていたものと認識しています。 

それから、これも同じように A 社の見積書がそのまま予

定価格調書になっておりますが、先ほどの説明と大体同じ

という理解でよろしいですか。4 者から同じ。 

はい、考え方としては同じです。 

9-1 の低入札価格調査を実施していないことについてで

すが、落札とならなかった１者が同様の調達を履行した実

績があり、今回の業者との差が 200 万円ほどの僅差であっ

たので履行できると判断したということですが、例えば私

の横にいらっしゃる先生が弁護士だから、隣にいる私も弁

護士的な、法律的なアドバイスをできるだろうとは思わな

いでしょう。どうして、これは今まで頼んでいた相手では

ない所なのだけれども、できると思ったになるのですか。 

そこに関しては、今御指摘があるのは9-1の話だと思います

が、実際には、もう1つの9-2の業者と一緒だということもあ

り、日頃の業務で常に関わっており、信頼関係もできており

ますので、できると判断しました。 

でも、9-2の業者は別の案件ですよね。9-1と 9-2は別の

調達ですよね。 

別の調達です。 

何か納得いきません。普段、文房具を納品している業者

ですから、掃除を頼んでも大丈夫だと思いましたと言って

いるようなことです。この調達とあの調達は違うという調

達です。違う調達のものでやっているから安心できますと

いうのは、話が通じないと思います。 

そこは、そのとおりだと思いますけれども、一定この介護

サービス情報公表のシステムの関係だということでは、一定

の軸が合っているものをやっているので、できると判断しま

した。 

200万円ほどで僅差であるということなのですが、3,800

万円の売り物で 200 万円の差は、私の感覚では僅差とは言

えないのですが、僅差だから対した差ではないというよう

な理由があるのですか。 

そこは主観によるものがあるかもしれませんが、全体の予

算額が9,000万円に対しての200万円だと僅差だと判断しまし

た。 

まあ一般的に 200 万円売上げを作るのは結構大変なの

で、そのぐらいの差だったらどちらでもいい的なことをこ

うやって書かれてしまいますと、何か売る側といいますか、

応札者からすれば、しっくりいかないのではないかと思う

のです。それから、いろいろな変更は個別に電話とメール

をしたということなのですが、それは説明会に来た人と名

刺交換をしたからできたという話です。説明会に来ていな

い業者がいたとしたら、これは非常な不利益を被らせたこ

とになります。説明会に来ることは応札の際に義務として

ないですか。 

その取扱いが適切であったかどうかはちょっと別にして、

応札の参加条件として説明会に参加することという文言は盛

り込まれておりました 



 

では、ここに来ていなかった人は応札者にはなれないと

いうことで周知してあるということですか。 

はい。 

9-1 の予定価格の積算内訳ですが、先ほど既に指摘と

いうか議論になった所ですが、このように参考見積りを

取ること自体は現実のオペレーションとしては有りだ

と思うのですが、かなり項目が粗いわけですね。一体、

そのプロジェクトのどの部分で、どれだけの人月が、ど

のぐらいの能力の人たちが必要なのかということが分

からないと、それが適切なのかどうかが分からないで

す。それから、もしも今回の調達は違ったかもしれませ

んが、予算制約があって、何かを削らなければならない

といったときに、はっきり言うと、これではどこを削っ

たらいいか分からないです。どの人月が過剰なのかが言

えません。ですから、参考見積りを取るときには、もっ

と詳細に何の作業にどんな能力の人がどのぐらい必要

なのかを取らないと、参考見積りにはならないわけです

し、今後の調達にも参考になりません。これですと、似

たような調達をやるときに、この参考見積りを見て自分

たちで積算することができなくなってしまいますので、

特に人事異動などもありますから、今回も担当者が認識

していなかったといって終わってしまっている件がた

くさんありますので、そういったいろいろな、いつも起

こることに対してきちんとロバストに対応できるよう

な人的システムを作っていただくという意味でも、参考

見積りを取るときにはもう少し詳細な内容を出しても

らうのがよろしいかと思います。  

はい。 

先ほどから何回も指摘されていると思うのですが、こ

れは資料 9-1 ですが、契約手続を進めてしまって、今さ

ら撤回するわけにもいかないから、もう仕方ないと。そ

れが理由だったのではないですか。業務を履行できると

判断した根拠でいろいろと書いていて、これは誰が読ん

でも納得されない根拠だと思うのだけれども。実際のと

ころは、やはり契約手続を進めてしまって、もう後戻り

もできないと。だから、その契約をしたのだということ

ではないのですか。もしそうだとしたら、こういう第三

者が見て納得できない理由というのは書かないほうが

いいと思うのです。誰が聞いたって落札しなかった業者

がやれたからその業者もやれるとか、200 万円の金額差

だからできるのだというようなことで契約できると判

断したというようなことは、ちょっと考えられないと思

うのです。こういう場合には率直に言ったほうがいいと

思います。これは、ミスはミスなのだから。こう書いた

って、ミスはミスですけれども。何か強弁しているよう

に思えて、おかしいと思うのですよ。ということを申し

上げます。それから、入札日時が守られてはいるという

のだと、それほど致命的ではないかとは思うのですが、

こういうことがまかり通っていって、いろいろなことが

されると信頼を失うことになるので気をつけてほしい

と思います。 

それから、9-2 の総合評価落札方式の点ですが、提案

書は、いつを提出期限にしたのですか。 

入札書と一緒に提出を求めました。 

それも入札説明書か、入札説明会のときに配った資料の

中に、一緒に出してくれと。 

おっしゃるとおり、提出書類一覧を入札説明書に明示して

おります。 

（分科会長の意見）  ありがとうございました。 



 

今後は誤りのないよう気をつけていただきたい。  

【審議案件１０】 

審議案件名 ：訪問看護レセプトの電子化に関する調査研究業務 

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、1者応札のため。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：9,621,407円 

契約金額  ：7,776,000円 

落札率   ：80.82％ 

契約締結日 ：平成 28年 7月 29 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者応札があり、株式会社三菱総合研究所が契約の相手方とな

った。落札率は80.82％である。 

意見・質問 回   答 

結果といたしまして1者応札になってしまったのですが、

説明会には3者が参加されたということですが、2者がお降

りになった主な理由を教えていただけますか。 

こちらにつきましては、入札説明書を受領に来ていただき

ました業者は 10 者、説明会が 3 者で、10 者のうち 3 者がお

見えになりました。レセプトの電子化に関するシステムの構

築等も含めまして、非常に興味のある業者が多数お見えにな

ったところですが、残念ながら説明会は 3 者でございました。

こちらにつきまして、1 者となりましたので、ほかの業者の

ほうに入札説明会に来られた業者と、説明書を取りに来られ

た業者のほうに取りに来ていただきましたが、参加資格が足

りなかったという要因もあるのですが、主な要因としては、

非常にレセプト業務の有効な回答があったところで、今後の

調達には活用できるかと考えているのですが、他の調達業務

に人的要員を割いてしまわれて、業務の履行が今回、入札は

御辞退させてくださいというアンケートが 2 者ございまし

た。来年度の調達は、そういう意味では複数応札の期待値の

非常に高いところでもございますので、積極的な声かけが必

要かと認識しております。 

今回落札されたのが三菱総研ですけれども、ほかの業者

で、例えばどんな所が考えられますか。 

説明会に来られた3者につきましては、A社、B社、それと、

今回落札されました株式会者三菱総合研究所の3者がお見え

になられております。 

その他の2者も、やろうと思えばできる内容なのですか。 今回、説明会には来られませんでしたが、C社、D社のほう

では、ほかの業務と時期が重なり、人員の確保ができないと

いうことで、説明会そのものは御辞退されてしまったのです

が、是非、来年度お声かけいただければということでしたの

で、入ってこられる業者の見込み、あとは会者の企業戦略な

どもございますので、その辺も加味しまして、積極的によい

御回答を頂いている所は、お声かけしていかなくてはいけな

いと考えております。 

応札者 1 者ということではなくて、何者か応札していた

だけるような体制にしていただきたいと思っています。 

三菱総研が、再委託先として、今回珍しく個人の方に委

託をされておりますけれども、ここは珍しいケースと認識

しているのですが、この辺はいかがでしょうか。 

三菱総研から再委託の申請書が上がってきたときに、この

取り扱いについて非常に正直申し上げますと迷ったところで

す。三菱総研を退職されまして嘱託職員としてお勤めになら

れている方で、三菱総研に在籍時代に厚生省のレセプト関係

の業務に携わっておられました関係がありましたので、いろ

いろ業務の補助的な助言を頂くという内容でございました。

会社としては一体ではないかということを、我々のほうから

も相手方に問いかけをさせていただいたのですが、これが適

切かどうかということもありますが、一応、そのときに申請

に新たに加えていただいたところですが、これは、まだ業務

の委託契約書を締結する前でございますが、相手方の嘱託職



 

員との間で、三菱総研さんとの間での契約関係を委託契約と

いう形で、会社の中でもきちんと住み分けをするという考え

方でしたので、なかなか我々もそういう意味では慎重を期す

という観点もございましたので、今回の申請できちんと再委

託として認めようという判断で、させていただいたところで

す。それが適切かどうかとなると、なかなか厳しいのですが、

きちんと相手方との委託契約が結ばれている以上は、こちら

としても認めたほうがよろしいかと考えました。ただ、三菱

総研との関係としましては、我々は契約書を締結しておりま

すので、そこの問題で責任が発生したときは当然、三菱総研

が、お互いの内部の取り決めではなくて、我々の契約書を当

然優先するものであるので、その責任は負ってくださいとい

う条件を付けて、採択の承任をしております。 

予定価格の積算の根拠は何なのかが今回書かれていない

のですが、何を根拠資料とされましたでしょう。 

こちらは厚生労働省のホームページに公表されている

直近の派遣労働者の賃金になりますが、「調査」と、「事

業の実施体制の企画・立案」というのがあり、この分野

の派遣労働者の平均的な賃金が記載されております。こ

の単価を使用させていただいております。こちらにつき

ましては、この事業だから特有というわけではございま

せん。基本的に他の調達業務などでも、労働局の出して

いる版の最低賃金の単価であったり、こちらのように派

遣の関係では、派遣の賃金統計がありますので、こちら

を使用させていただいている次第です。 

この単価と人日を足し合わせたものが予定価格の構成

になっているのが大きな骨格になっておりますが、この

人日につきましては、会計課が調達時に事業所間部局で

あります保険局から作業人日、想定工数と申し上げます

が、実際のスケジュール、どれぐらいの日数を要するの

かということと、それに要する作業人日がどれぐらいの

人数かということを算定いただきまして、その作業人数

と人日を掛け合わせた日数を人日で表現し、先ほどの単

価に戻して、掛け合わせて、予定価格の積算という形に

なっております。 

 2 点お願いしたいと思います。まず 1 つは今、御説明

いただいたような別表の値を使うときには、この内訳の

所にどの表の欄を使ったのかを合わせて書いていただ

きたい。そうすると、後任の方や来年以降の調達でもそ

のまま使うことができる資料になると思いますので、そ

うしていただきたいと思います。 

それから、今回、内訳書の所では、Ⅰ実態把握調査、

Ⅱ導入に向けた調査研究ということで、かなり大雑把な

区分になっているのですが、金額が1000万円ぐらいのプ

ロジェクトなので、この中にどのような仕事が含まれる

のかまで詳細化したほうがいいのではないかという気

がいたしました。と申しますのは、一つ一つの仕事を全

部1人の方が多分するだろうというときであれば、こう

いった考え方、管理の仕方でもいいのかもしれないので

すが、今回は、恐らく数名のチームになってされるので

はないかと思われます。その際に全員が全員、高いレベ

ルといいますか、熟達した技能をお持ちの方が必要では

ないこともあると思います。ここは、こういう感じの能

力の方にお願いするとか、それがどのぐらいかというこ

とが、もちろん粗方にはなろうと思うのですが、明確に

なっていると、今後の調達等でも役に立つと思いますの

 御指導ありがとうございます。 



 

で、そうした点も明らかに今後はしていただければと思

います。以上です。 

（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。 

 

 

 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） 


