
平成２８年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２９年３月２９日（水） 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１０月１日～平成２８年１２月３１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 ： 年金業務システム個人番号管理システム等(2次開発情報連携分)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、低入札価格調査を実施しているため。 

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  ： 2,126,149,452円 

契約金額  ： 992,239,200円 

落札率   ： 46.67％ 

契約締結日 ： 平成28年11 月24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、株式会社日立製作所が契約の相手方となった。

落札率は 46.67％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

まず、この案件について低入札調査の対象になっており

ますが、その内容を見ますと、人月について予定価格調書

に1,291人月が計上されており、日立製作所から頂いており

ます見積書については1,013ということで278人月ぐらい少

ないということと、単価でみると、両方とも単価について

は1本で計上されており、プロジェクトマネージャー、プロ

ジェクトリーダー、システムエンジニア等の分類がされて

いないようになっておりますが、その辺の人月が少ないと

いうことと、単価が両方とも、予定価格も見積りも1本で計

上され、見積書は単純に平均を出しますと、1人月当たり85

万、予定調書は145万ぐらいで見積られているということで

すが、その辺の状況を御説明いただきたいと思います 

私どもで今回の工数を見積った際に昨年の4月に情報提供

依頼を行っており、その中で各社、当時ではＥ社、日立製作

所、Ｆ社等々情報提供依頼で見積りが出てきておりました。

その内容を精査し、当初の見積りということで先ほど申しま

した人月を予定として見積ったところでしたが、今回、日立

製作所からの内訳を見て、低入札調査の中で効率的にできる

部分ということで、一部日立製作所がほかの事業者同様の個

人番号関係で中間サーバーを構築しているという社内の履

行図として工数を減らすことが可能だということを伺い、最

終的には工数は引き下がっているところは問題ないだろう

と判断しております。 

単価については、おっしゃるとおり機械的に計算します

と、ものすごく低い単価になっております。低入札調査の段

階で、なぜ、こんなに単価が低いのだろうという話を日立製

作所に確認していますが、日立製作所としては、今回このプ

ロジェクトを推進する中で社としてやっていきたいという

思いの中で、単価をあらかじめ設定したわけではなく、全体

のプロジェクトとしてやっていくとの話があり、当初、見積

りでは工数に単価を掛けるという形で算出していたものを、

実際の入札のときには、その概念がなくなり総トータルで見



て社として応札したという話になったと伺っております。 

そうですか。通常、予定価格を設定するときに技術に応

じた単価の水準がありますので、それに対応した単価の設

定をし、予定価格を作るというのが通常だと思いますが、

今回1本で問題なかったという理由は何かあるのでしょう

か。 

単価は通常いろいろなレベルの方がいらして、いろい

ろなレベルの方の工数掛け、そのレベルに合った単価を

掛けて出す場合もありますが、ただ、RFI を掛けて情報

提供依頼ということで各社に情報提供してもらいまし

た。そのときに単価を出してもらったのですが、各社 1

本の単価での提供でしたので、予定価格としても 1 本の

単価で積算させていただきました。 

今まで経験上1本でされているケースというのは余り見

られないのですが、どういうケースだと1本になるのでしょ

うか。 

年金局ではよくあることなのですが、ものすごく膨大で複

雑な開発であり、それを各ランクごとに出すと、かなり業者

さん的にも繁雑になるようで情報提供依頼のときも各社、そ

のためか単価は 1本として提供いただいているところです。 

そうすると当初、日立製作所とＥ社からお見積りを取ら

れたということですか。 

そうです。 

了解しました。それから見積書の中で、例えば395ページ

の右側にある開発用サーバー1,000万という記載がありま

すが、これはサーバー自体の購入という理解でよろしいの

でしょうか。 

ここについては日立製作所が社内でまずプログラムを作

っていくときにテストをしなくてはいけないときに、疑似環

境を作るということで開発環境をまず日立社内に作ると、こ

れについては伺ったところではサーバー購入というよりも、

社内のサーバーのリース、社内であっても経費は掛かります

のでその経費だと伺っております。 

では所有権の問題は特には出てこないということです

か。 

左様です。 

まず、最初に伺いたいのが入札の経緯及び結果で、入札

書提出期限が10月7日なのですが、開札日が11月8日という

ことで1か月空いているのですが、これは何か理由があった

のでしょうか。 

これは総合評価落札方式ということで、まず 10 月 7 日に

提案書と入札書と競争参加資格の確認書類を御提出いただ

き、その後、その提案書の評価の期間が必要ですので、評価

してその後に開札したということで 1 か月ほど開札まで時

間が空いております。 

評価に1か月取ったということですね。 そうですね。 

分かりました。あと、372ページに委員の方の採点集計表

があります。こちらを拝見しますと、青社と黄社というこ

とで匿名化してありますが、青社よりも黄社のほうが採点

結果のばらつきが大きいのですが、もちろん、いろいろな

目から評価していただくので、ばらつくこと自体は全く問

題はないのですが、黄社のほうが大きくばらついていると

いうことで、採点項目について使いづらい項目があったと

か、あるいは黄社についてはうまく当てはめがたい項目が

あったなど、そういうことは委員から指摘等ありましたで

しょうか。 

各委員、今回、技術審査委員会、全部で 8名任命しており

ますが、点数の付け方が難しいという御意見はありませんで

した。今回のこの採点については各委員個人で採点をしてい

ただいてその合計を平均したという取り方をしております。

今回絶対評価にしておりますので、各委員から見て各社その

提案の内容が優れているもの、やはり少しバランスが効率的

にしている提案の部分もあれば、そうでないところもあり、

一般的に仕様書どおりに提案を出しているところがあると

差が出てきているので、若干の工夫がいいところは点数が高

くなっているというところです。 

なるほど、特に黄社を評価するに当たって採点指標が使

いづらかったという声は特に出ていないということです

ね。 

おっしゃるとおりです。 

はい、分かりました。それから、785ページに履行体制図

があります。多くの会社はこちらの契約金額が書かれてい

るのですが、B社C社については特に契約金額がないのです

が、これは全体として再委託を大きくさせ過ぎないように

という方針に反していないか確認されていますでしょう

か。 

この B 社 C 社は日立システムズからの再委託ということ

で、つまり日立システムから見ると再々委託先ということに

なります。厚労省の再委託のルール上、再委託の場合は金額

の開示はしなさいとなっていますが、再々委託までは金額の

開示をするとはなっていないので、このようにさせていただ

いております。 

なるほど、それでは業務の大部分を再委託に回している

というのには当然入らないということですね。 

そうですね。 

これは金額が書かれたものだけで再委託の分が計算され

ているということですね。 

はい。 

ありがとうございます。あとは質問というよりはコメ

ントなのですが、私も実は先ほど既に指摘のありました

 



人月、工数その辺りは気になったのですが、確かに人月

単価がざっくりとした割り算で出しますと、1 人月当た

りで大体 50 万円の差で、なおかつ工数が大体 300 月の

差ということになっているので、これは掛け算をすると

相当な差になってしまうというのは結果として非常に

分かるところではあると思いました。 

また、今回20億のプロジェクトなので、そういう意味

でも先ほどの御指摘の中でもありました様々な職ごと

に分けずに一気に全部同じ単価でやって、高レベルのプ

ロジェクトリーダーの方などは1人であっても3人月分

掛け算するということは現場的にはよくあることだと

思うので、私としてはこの点は不自然さはないと思いま

した。これはコメントです。私からは以上です 

（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。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：年金業務システム個人番号管理サブシステム等(2次開発個人番号管理1次改修分)に係る 

設計・開発等業務一式 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、公募を実施しているため。 

発注部局名 ：年金局事業企画課 

契約相手方 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ：1,111,041,360円 

契約金額  ：1,111,041,360円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成28年11月28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 

公募されているということで抽出をさせていただきまし

たが、323ページの随意契約理由書の中で、公募を行い、複

数の業者がいることが判明したときに、一般競争入札の総

合評価落札方式に移行するとなっております。スケジュー

ル的に厳しいのではないかという疑問があります。この調

査の370ページの公共調達委員会報告の中で、大丈夫だとい

うような報告がなされております。少し内容を詳しく見さ

せていただきますと、公示が8月17日、説明会が8月23日、

意思表示期限が9月5日で、恐らく9月5日の時点で単数か複

数かが判明するのですが、371ページのスケジュール表を見

ますと、その辺りがうまく表現されていないのかなと感じ

ております。というのは、9月5日から複数の業者がいると

いうことが分かった時点から、全ては始まるのかなという

ような理解をしているのですが、その辺りはいかがでしょ

うか。 

おっしゃるとおりです。スケジュールですが、お手元の

資料の373ページが正確なスケジュールかと思います。おっ

しゃるとおり、9月5日に公募の締め切りを行っております。

その段階で、意思表明をされる事業者が仮に複数あった場

合については、それ以降複数者が入札の手続に入っていく

という、非常にタイトなスケジュールではありますが、実

現の可能性はあるということで、公募が1者の場合と複数あ

った場合の2パターンのスケジュールを提示させていただ

いています。 

そうですか。それで、今回の調達については、契約履行

期間が11月28日からとなっておりますが、仮に総合評価落

札に移行した場合については、スケジュールが少し延びて

しまうということでしょうか。 

おっしゃるとおりです。この予定で作ったスケジュール

については、約2か月程度後ろ倒しになります。一応、役務

の内容からいきまして、2か月程度倒れても、設計・開発、

テスト期間等、また工夫はしなくてはいけないという構想

はあります。今回、ここの稼働時期については、平成30年3

月を目途に設計開発を行うことを想定しておりますが、そ

こも含めて対応可能だという判断がありました。 

今回は、たまたま1者であったということでスケジュール

どおりだとは思いますが、347ページの見積価格を見ます

と、その日付が11月28日となっており、履行期間が始まる

この点については、事前に業者が1者であったということ

で、業者が決まった時点で、実は見積りは頂いていたので

す。ただその上で、頂いた見積りをそのままその金額で契



時期と同じ日になっております。ここで見積価格をもらう

というのは、タイミング的に少し遅いのではないかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

約するわけにはいかないので、見積りの精査等をしており

ます。その結果、精査後、正式に押印して見積りを提出し

てきたのが、11月28日になります。 

そうしますと、当初の見積価格は、高かったのでしょう

か、安かったのでしょうか。 

若干予定したものよりも、高く出ておりました。その

見積りが出た後に、発注部門として中身の精査を行い、

金額を精査させていただき、妥当性の確認をしたという

ことです。 

分かりました。では、特に問題はなく、その前に交渉ご

とは完了していて、たまたま履行期間の開始日と同じ日の

見積書の日付けになったということで、よろしいですか。 

はい。 

はい、了解いたしました。以上です。  

まず確認なのですが、結局、今回の契約の相手方は、現

行システムを作られた方と同じ会社という理解でよろしい

でしょうか。 

今回のエヌ・ティ・ティ・データについては、個人番号

のサブシステムを、平成26年11月に1次開発ということで設

計開発を行っている事業者です。本開発については、2次開

発ということで、平成30年3月向けの開発をしております。

実際、エヌ・ティ・ティ・データが1次開発をやっている最

中に、今回の改修業務が入ったものですから、技術的に他

社が参入できるかどうかを確認するために、公募により調

達を行ったところです。その結果、エヌ・ティ・ティ・デ

ータのみが意思表明を表し、履行可能な事業者だと判断し

たところですので、現行の社会保険オンラインシステムと

一義的に関係があるかというと、そこは関係はなくて、あ

くまで個人番号サブシステムの設計開発業者たるエヌ・テ

ィ・ティ・データと契約したということです。 

なるほど。今回、企画にするか、あるいは一般競争にす

るかというのは、1者手が挙がるか、2者以上になるかで分

けるというような方針であったとのことですが、一般競争

にすることが可能であるのであれば、初めから一般競争に

すれば良いのではと素朴に思うのですが、いかがでしょう

か。 

おっしゃるとおりです。ここについては、一般競争入札

でやるべきなのか、一方で現状の設計開発の状況を、まだ

私どもは個人番号サブシステムを1次開発と呼んでおりま

すが、ここが設計開発途中の段階での調達になりますので、

正直申しまして、これは限りなく随意契約でないと難しい

のではなかろうかという思いはありました。ただ、いきな

り随意契約というのも少しハードルが高いのかなと、発注

者側での判断は難しいものですから、1度公募を行うという

手続きを、今回ガイドラインに沿ったやり方でやらせてい

ただきました。どちらかというと、入札が可能ではないか

というよりも、随契しかないだろうというところからスタ

ートしたところがありました。 

なるほど、分かりました。結果として同じ会社になった

ところではあるのですが、仮に別の会社が安く応札してき

た場合は、それなりに引き継ぎといいますか、接続などは

難しいところも出てくるのだろうなとは思われます。それ

でも、なおそういう形式に仮になっていたとすると、一般

競争になって、そのときに最終的に同じ会社が落札してい

たとしても、落札金額が今回最初からこちらが提示した金

額よりは、もう少し下がった可能性もあるだろうとも思わ

れます。それで、最初から一般競争の可能性もあるのでは

ないかと申した次第です。 

そこについては、私どもも逆に競争入札にしたときに、

仮に1者しか出てこなかった場合、複数出てくれば何の問題

もないのですが、1者しか出てこなかった場合について、逆

に価格の交渉ができなくなり、高止りになることを懸念し

ていたところです。その意味もあり、まず公募をやってい

こうと。仮にそこで複数出てくれば、おっしゃるとおり、

また競争入札に移り変わることになるのですが、競争入札

を行って１者応札になれば、まず価格交渉が難しいだろう

というのも1つあり、公募の手続を踏んだことが現実的な話

です。 

先ほど、案件1とともに、年金業務のシステムということ

ですが、今回最終的にどちらもそれまで請負っていたエ

ヌ・ティ・ティ・データや日立製作所が落札、あるいは応

札しているわけです。それは、今までは知的財産権で守ら

れていて、ずっと事実上随契を続けざるを得ない状況にあ

ったものが、今回これだけではないと思いますが、一連の

調達の中で、そういった固定化した随契の流れを立ち切っ

て、新たにオープンなシステムを作り、改修等も他の業者

おっしゃるとおりだと思います。 



が参入できるようにするという意味で、今回の案件は意義

があると考えて、間違いないのでしょうか。 

分かりました。ありがとうございます。  

これは、公募の段階で2者の意思表示があったという場合

に、ここの応募要領で言っている、技術的な能力、あるい

は時間的な制約というものは、どのように評価して、どう

するのでしょうか。その体制は整っていたのですか。 

発注者側の体制ということでよろしいのでしょうか。 

そうですね。 ここについては、私ども契約当事者は年金局ですが、実

際に実務をやっているのは、日本年金機構のシステム部門

が実務担当をやっております。もちろん、技術的な支援に

ついても、支援業者が入っておりますので、仮に複数出て

きた場合の迅速的な対応という意味で言えば、その体制は

整っている状況です。 

具体的に、289ページに、以下の条件を満たすものである

こと。特殊な技術及び設備の条件とあります。これは割と

抽象的なことをずっと書いていると思うのですが、どこが

判定することになるのでしょうか。これで、何か具体的に

計数的には分からないし、どうなのかなと思うのですが。

例えば、3などは内容を理解していることや、開発体制を維

持、管理できることとか、整合性を確保するというのも、

素人が見たのではこれは判断基準になり得るのかなと思い

ますが。 

おっしゃるとおりです。この文面で、事業者が単なる意

思表示を出されても、私どもが本当にそこの事業者が実現

可能なのかどうかの判断が非常に難しいのです。お手元の

資料の295から299ページについては、今回の公募に対して

意思表示を行う場合、その内容が実現可能かどうかという

のを事業者から提案をさせていただいております。この提

案内容について、年金機構や技術支援の業者等で、最終的

には内容を確認して、実現可能かどうかを判断させていた

だいたところです。 

仮にもしあったとすると、これを年金機構に、例えば別

紙の中身に「できます」「確保します」というようなこと

が書かれているものが出されるとしたら、年金機構に指示

をして、そこで判断してもらうということですか。 

内容の確認、実現の確認をしていただいて、最終的には

私ども年金機構で実現可能だというところを判断し、決定

していくことになると思います。 

何となくこのように書けば、エヌ・ティ・ティ・データ

しかやってこないのではないかという前提の下に、全体を

見ると何となく形だけつくったように感じてしまうのです

が。先ほどから、割と正直に説明を受けているので、随契

しかないのだという思いの中で進められたのだなと思うの

ですが、何となく形だけこういうものをつくって、やはり

それに合わせてきたという印象が拭えないのですが。 

かなり技術的に難しい調達であったことは否めないのか

なと。先行して開発をしている中で、追加で開発していく

内容だったものですから、おっしゃるとおり先行で開発し

ている内容を熟知していけなければいけないというところ

から考えれば、答えありきではないですが、そういう条件

はどうしても付さざるを得なかったのかなということで

す。 

例えば総合評価などですと、技術審査については委員会

をあらかじめ作っておいて、ここでやるのだということで

すよね。今回は、そういう制度的手当もないままに、こう

いう抽象的なものを応募要領に示して、意思表示をしてく

ださいというようなことなので、余計にそのように感じる

のだと思うのですね。まず、体制づくりもきちんとしてお

いてというのならばまだしもという感じがするのですが、

もともとこれは無理だったのかもしれませんね。 

付け加えさせていただければ、参加の条件については、

おっしゃるとおり、総合評価であれば技術審査委員会とい

う過程を踏む形になります。今回については、まずこの参

加条件について、私どものシステム系の調達をする場合は、

システム開発委員会を経て行うことになります。この公募

の条件についても、まず開発委員会の委員の中で御議論し

ていただいて、御承認いただいたものです。この公募の結

果、エヌ・ティ・ティ・データ1者でした。そして、この技

術的条件についても問題ないということで、この結果につ

いても2度目のシステム開発委員会に御報告させていただ

き、御承認いただいたという過程は、一応経たということ

で、発言をさせていただきます。 

私自身は、今回の調達とエヌ・ティ・ティ・データ側の

態度に関しては、それほど問題は感じておりません。と申

しますのは、325ページから始まりますエヌ・ティ・ティ・

データからの回答書といいますか、公募に出してきたもの

の中で、他の会社との協力関係のことなども述べられてい

ますので、公募という形ならこのように進んで、応札者と

いいますか、エヌ・ティ・ティ・データも真摯に対応して

きているのだなとは思うのですね。ただ、くどいようです

が、最終的には既に今、御指摘のあったように、何らかの

 



審査といいますか、これで本当に大丈夫なのですかという

のが入るという意味では、先ほどの一般競争まではいかな

いまでも、公募や企画の立証性といったやり方もあったか

なとは思いました。以上です。 

（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３】 

審議案件名 ：介護保険総合データベースシステム政府共通プラットホ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、一者応札であり、落札率が高いため。  

発注部局名 ：老健局老人保健課 

契約相手方 ：株式会社東芝ソリューション 

予定価格  ：117,671,000円 

契約金額  ：117,666,000円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成 28年 8月 15日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、株式会社東芝ソリューションが契約の相手方

となった。落札率は99.9％である。 

意見・質問 回   答 

この案件については、落札率が非常に高く、ほぼ 100％

で抽出をさせていただきました。そのような状況になった

理由を教えていただいてよろしいですか。 

まず 1 つは、この調達そのものが単独で予算を取って

いる施策です。この予算額そのものは、官報、告示を通し

て一般にも公開されているものです。その内容について

は、東芝ソリューションを含め、他の企業も一応一律に確

認ができたと。予定価格として公表しているわけではあり

ませんが、実質この価格で予定価格を立てるだろうという

ことは、恐らく御存じだったものかと思います。 

 一方で、この金額そのものは、額の設定に当たっては、

見積りを事前に取っているわけです。その際に、通常デー

タベースに格納するデータを収納する際に、個人が特定で

きないような匿名化の作業とともに、万が一漏洩した際に

問題がないように、暗号化の処理を施しております。通常

これを、東芝ソリューション以外の会社が実施する場合、

例えば東芝ソリューションが原因でデータが漏洩したの

か、あるいは移行業者が原因でデータが漏洩したのかを万

が一の際に確定できるように、暗号化の技術について改め

て確認するプロセスを踏んでおります。その際の追加の暗

号化の作業が、他の企業においてはなかなか荷が重いとい

いますか、プラスアルファの経費となるということで、こ

ういった形で金額ぎりぎりの設定をしていただいた所が

落札したのではないかとは思っております。 

予定価格をおつくりになるときに、見積りはどのような

業者からもらっているのでしょうか。 

東芝ソリューションと、今はすぐには出てきませんが、も

う1者お伺いして、そのうち低いほうであった東芝ソリューシ

ョンから頂いた見積りを使用しております。 

そうすると、東芝ソリューションさんは、今回の落札時

点でこれが予定価格だということは、ほぼ認識があったと

いうことですか。 

恐らく、東芝ソリューションに限らずですが、外部から認

識することはできたのではないかと思います。 

そうですか、分かりました。それは、少し問題にはなり

ますか。 

そうですね。ただ、一方で結局ここの予算が独立していて

外部に公開されているということそのものは、どうしてもい

かんともし難いところです。それを調べようと思えば調べら

れるというのも、それ自体を私どもとしてどうというのは、

なかなか申し上げにくいところです。こちらについて、そう

いったものをきちんと調査した上で、結局この1者だけが入札

できたかどうかというのは東芝ソリューションにも分からな



いことなので、その結果ぎりぎりの入札をした結果、他の所

がいなかったということで、そこはある程度やむを得ないの

かなと。逆に言えば、他の業者がこの予算を確認した上で、

より低い価格、今は100％で落札されていますが、例えば98、

97といった価格であったとしても落札できたものがありま

す。それを考えますと、リスクを考えるとやむを得ないかな

と思います。 

そうすると、今回の説明会は5者で、実際に入札したのが

1者でしたが、4者が下りた理由はどういったところにある

のですか。 

まず、4者が下りた理由は確認しておりません。この場合は、

この4者のうち、実際に、よりもう一歩踏み込んだ資料閲覧に

いらっしゃった会社は、東芝ソリューション以外に1者ありま

した。そちらについて、後日入札していただかなかった理由

について確認したところ、内容的に割に合わないという言い

方はあれですが、入札については荷が重いのではないかとい

うことで、そういった御意見を伺ったところです。 

そうすると、今回の予定価格については、かなりいい線

を突いた価格設定だったということですか。 

そうですね。最低限、これだけであればという予算で取れ

ていたというところであろうかと思います。 

東芝ソリューションさん以外の所が、仮にこの開発を行

った場合については、もう少し高い金額でないとできなか

ったという可能性が高いですか。 

単純に東芝ソリューションと同じ技術を持った所という前

提に立ちますと、どうしても暗号化をもう一段階施さなけれ

ばならないというシステム上の制約がありますので、そのプ

ラスアルファはどうしても有利、不利が出てくるかと思いま

す。あとは、他の既存の節約できる技術の中で、どの程度競

争できるかということになろうかと思います。 

了解いたしました。以上です。 いかがですか。 

私からは、1点確認したいことがあります。前回の調達状

況が審査調書にあるのですが、そこに類似案件と書いてあ

り、介護保険総合データベースシステム管理運営事業一式

とあります。こちらの案件は、本件とどのような関係があ

るのでしょうか。 

これは、いわゆる現行のシステムを管理運営する業者を選

定する際の契約で、今動いているシステムは、この契約にの

っとって、東芝ソリューションが運営していて、今回はその

システムを運用はそのままに、プラットフォームに移行する

という契約です。ですので、この管理運営事業一式は、一応

その当時は東芝ソリューションの独自の暗号化技術が非常に

専門性が高く、他の業者の参入が現実的に難しいという理由

を述べた上で、随契案件とさせていただいております。ただ、

一方で公共調達委員会の審議の中で、今回はやむを得ないが、

次回以降は競争性のある契約にすべしという御意見を頂き、

次期運用については総合評価において実施しているところで

す。 

なるほど。では、類似案件といっても、実質前の案件と

思ってよろしいですか。 

そうですね。管理運営自体は、今回御審議いただいている

移行業務一式とは完全に並行して実施されており、運用をし

ながら場合によっては別の業者が移行業務を行うという場合

もあり得たということになります。 

分かりました。それを受けてですが、ということはこの

類似案件として上げられている案件が、今回の調達を縛る

ということはないと考えてよろしいわけですか。 

 特にないです。 

分かりました。以上です。  

（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 ：居宅サービス事業所における業務効率化促進モデル事業 

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 ：老健局振興課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：125,541,360円 

契約金額  ：125,520,840円 



落札率   ：99.98％ 

契約締結日 ：平成28年8月29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 

公示が6月13日で、6月20日に説明会が行われて、9日後の

6月29日に企画書の提出というスケジュールで運営された

案件ですが、企画書を作らなければいけない請け負う側か

らしますと、公示期間が非常に短か過ぎるという印象を持

つのです。さらに仕様書を見ますと、再委託先の公募もし

なければいけないということで、時間的にかなり制約され

た中で、いろいろな作業をやらなければいけないというこ

とになってしまいます。この9日間という検討期間は非常に

短か過ぎると思っておりますが、いかがでしょうか。 

御質問ありがとうございます。今振り返れば、その部分は

確かに短かったというところも否めないのですが、こちらの

調達に取り掛かるのに手間取ってしまった部分もあったけれ

ども、12月の成果を報告する場がセットされておりましたの

で、そこまでの期間を考慮した上で、ちょっと短くなってし

まったかと考えております。 

その指摘があった上で、171 ページに審査結果の指摘事

項が書いてあります。6 月 27 日から 6 月 28 日ということ

で、1 日だけ延ばすことにすると書いてありますが、この 1

日だけというのは、どういう意味があるのですか。 

こちらは公共調達委員会の中でも、私から御質問したので

す。最低でも1日という御指摘があったことを踏まえ、期間も

迫っていたので、そこで考慮して1日延ばしたのです。ただ、

こちらは本年度の事業ですが、来年度についてはこれを踏ま

え、これよりも更に1週間延ばしたような取組にしておりま

す。 

説明会には11者いらっしゃって、実際に企画書を提出し

たのが1者という結果でした。10者降りざるを得なかった理

由は、どういうところにあるとお思いでしょうか。 

 直接聞いたわけではないのですが、1 つは、厚労省で実際

に事業所に機器を導入して事業をやること自体が初めての試

みで、どういった取組なのか興味を持ったと。説明会当日、

幾つかの業者に「なんで来られたんですか」と聞くと、「ど

ういう取組なのか興味があって」というお話だったのです。

直接入札の意思があるかどうかというところは、また別だと

思うのですが、そういう意味で初めての取組だったというと

ころもあって、まずは聞いてみたという所が多かったのかと

思います。 

せっかく 11 者もいらっしゃっていたので、総合評価落札

方式で調達できたのではないかとも思いますが、いかがで

すか。 

今振り返ってみると、その様にも感じましたので、平成29

年度については総合評価に切り替えたところです。 

分かりました。  

最初に教えていただきたいのが、今回、審査委員会を 5

名の方で構成しているわけですが、財団法人長寿社会開発

センターとか、独立行政法人福祉医療機構というのは、厚

生労働省と何か人的つながり、組織的なつながりのある所

なのでしょうか。 

内情を申し上げますと、この2人は国のOBです。 

審査委員会を構成するに当たって、特にそれについて問

題にはならないのですか。 

当初はもう少し複数名で、OB がもうちょっと入ってい

たので、外部委員を入れるようにということで、変更させ

ていただいております。初めての試みだったこともあり、

OB といっても介護保険に精通した 2 人ですから、そうい

った観点から、まずは評価をしていただこうという趣旨

で、1 回目はこういう形でやらせていただきました。 

こうした企画書の評価委員会を設置するときに過半

数を外部とか、委員を外部にするという趣旨を考えます

と、1 回目だからといえ、やはりこういう業界あるいは

有識者にお願いすべきだったのではないかというのが、

まず感じられたところでした。是非、次回以降は御検討

願います。 

あと、審査調書というのは、どこの部署が作るもので

すか。私の指摘はとんちんかんかもしれないのですが、

審査結果で「書きぶりを修正すること」とあって、「指

そうです。国の代理としてシンクタンクに行き、そこから

再公募という形で各サービス事業者を募るという御認識で大

丈夫だと思います。 



摘事項への対応状況別紙」でも「書きぶりを修正するこ

とに対応した」と書いてくださっているのですが、どう

いうものから修正してこういうように変わったのか、あ

るいはこういう問題があると指摘されたからこう書い

たという文脈がないと、この後業務を引き継がれる方が

見ても、何を言われたのか全く分からなくなってしまう

と思うのです。書きぶりの修正というのではなくて、何

が問題点だったからこのように修正したということを、

記録に残していただきたいと思います。 

あと、念のための確認です。今回、この調達は主にこ

こに委託して、そこから先に更に調査をお願いするとい

う意味で、統括者を募集していると考えて間違いないで

しょうか。 

だから一番上の再委託に関する所の記載が変わったとい

うことですね。 

そうです。現実的に分散させて再委託するという形ですの

で、2分の1を超えないというのはそういうことです。1者に再

委託するのであれば2分の1というのがあるかもしれないので

すけれども、これはもう数十社に分かれるので、実態に合わ

せた記載をということでこういう指摘になっております。 

納得いきました。あとは先ほどの委員の指摘にもかぶさ

りますけれども、応札日若しくは提出日までの日数こそが

肝になろうかと思います。こういう形式である以上、良い

提案が欲しいからこういうやり方、要するに最低価格では

ないと思うので、是非ともそこは御検討ください。 

 

（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５】 

審議案件名 ：介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：企画競争を実施している案件中、１者応募であるため。   

発注部局名 ：老健局振興課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：53,435,250円 

契約金額  ：53,395,200円 

落札率   ：99.9％ 

契約締結日 ：平成28年8月16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 

公告が6月17日で説明会が6月28日、それから変更後の提

出日が7月19日というスケジュールになったのですが、当初

はもう少し短かったということで、委員会からの指摘で長

くしたのですね。説明会に7者いらっしゃって、実際に提出

されたのが1者でしたけれども、6者が降りられた主な理由

はどういうところにあるのでしょうか。 

入札説明会に参加して名刺を頂いていた、応札者以外の6

者について電話でアンケート調査を行いました。主に多かっ

たのが、昨年度も事業をやっているけれども、前年度のもの

を見て企画書の内容とか、会社の中の人員確保の観点から、

それよりもより良いものを御用意できそうもないのでとい

う控え目な理由で、今回、企画競争では参加されないという

ことでした。 

そうしますと、今回の案件については三菱総研しかでき

ないという案件ですか。 

いいえ、ほかの業者でもできるのですけれども、昨年度の

ものを見て、そこの業者よりもより良いものを作れる自信が

なかったというような回答だったという意味です。 

140ページにある予定価格調書を拝見いたしますと、これ

は三菱総研の見積書に基づいてお作りになっていらっしゃ

るのでしょうか。 

実績等はありますけれども、予定価格については原課のほ

うで検討して、価格設定をしています。 

これは消費税込みのデータという理解でよろしいです

か。消費税が内枠ではなく、外枠で書いてあるのが普通で

そうですね。積算がちょっと分かりにくいということだと

思うのですが、税込金額で表記しております。 



すけれども、これは含まれているという理解でしょうか。 

通常皆さんは外枠で作っていらっしゃるので、この辺は

外枠で表現されたほうがよろしいかと思います。 

すみません。次回の調達からは修正します。 

それから6者が降りられたということで、今、理由をお伺

いしたのですけれども、もう少し企画書を作る時間を長く

してあげるという工夫は考えていらっしゃいませんか。 

当初はもっと短い期間で、そういう点を考慮して公告期間

等も含め、1週間ほど長くしたというのがあるのですが、今

回の調達についてもその点は検討したいと思っております。 

説明会に7者もいらっしゃっているので、仮に企画競争で

はなくて総合評価落札方式での調達というのは、この案件

については可能でしょうか。 

次回からは一般競争入札の総合評価落札方式による調達

とする予定ですので、その点については解消する予定にして

おります。 

 了解いたしました。  

今回のように企画、あるいは今度総合評価に移行した

後に関しても、より良い提案が欲しいというのが調達者

側の心だと思います。今までのものよりも良いものをと

いうのが、新しい応札者にとってはなかなか分かりづら

いと思うので、どういう調査をして欲しいかということ

を、よりダイレクトに伝わるように工夫していただけれ

ばと思います。 

というのは、「去年の報告書だ」と言ってどんどん見

れば、確かに情報公開にもなりますし、こういうものを

やればいいというイメージにはなるのですが、それはこ

れだけのものをプラスアルファしなければいけないと

いう話になりますから、去年やった人たちが有利になる

に決まっているわけですよね。だって項目は同じで、計

算と調査対象さえアップデートすればいいという話に

なってしまうわけですから。新たに来る方々が手を挙げ

られるために、やはり厚労省側はどんな情報が欲しいの

か、どんな知見が欲しいのか、この表現は前回の応札者

と違っても構わないということを発信していただくほ

うが、より応札者を増やすことにつながるのではないか

と思います。 

実際のところ厚労省側としても、このまま行ってしま

うとどんどん、どんどん毎年毎年数パーセントずつ、報

告書のページ数が増えていくだけという方向になりが

ちです。せっかくこの事業で実態を把握しようとされて

も、どんどん曇っていくと言うのでしょうか、情報の嵩

増しにつながってしまうことのほうが懸念されると思

います。単にこの会社が落札を続けられるかどうかと

か、そういった競争も問題かもしれませんけれども、調

達者側として何を望んでいらっしゃるかということを

考えたときに、是非とも今までと同様のもの、若しくは

同様プラスアルファということを求めているのではな

い、こういうことを知見して欲しいのだから、その点を

分かって調査してくれということを、説明会等で発信し

ていただければと思います。私からはコメントのみで

す。 

ありがとうございます。 

評価基準が31ページにありますね。これに沿って企画書

を作るというのは、余りたやすいことのようには思えない

のですけれども、そうでもないですか。中身がちょっと抽

象的だと思うのです。例えば基本的な考え方で十分理解し

ているかとか。 

今見られているのが評価基準の点数ですよね。こういう基

準で採点するというのはもちろんですが、企画書の作成に当

たっては、仕様書等を参考にしていただきたいと思っており

ます。事業の概要からこういう内容を入れてほしいというの

は、全て仕様書に詳しく書いておりますので、委員が採点す

る基準表については、確かに抽象的な感じかもしれません。 

採点基準は、恐らくこれでいいだろうと思うのです。た

だ企画書を作成するのに、この評価基準に従って作成する

のは難しいのではないかと思うのでお尋ねしてみたので

こういう項目、こういう視点で評価しますということなの

で、それを念頭に企画書を作成していただきたいという意味

での記載です。 



す。18ページの※に、評価が行われたらそれに沿って作成

しろというようなことが書いてあるので、それはどうなの

かなと、何となく単純な疑問を抱いたのです。 

分かりました。それと、139ページにある予定価格の積算

ですが、仕様書の中で何枚位の報告書を作れとか、会議を

どの位するとか、出張をどの位するとか、そういうことを

別に規定しているわけではないですよね。そういうものは

規定してないけれども、予定価格の積算ではこれをどの様

にするのか。こういうものが予想されるから、それで積算

しようということになるのでしょうか。 

そうです。改訂検証なので、毎年行っている事業で実績を

基に、大体何人ぐらいで何回開催するというのも、大体分か

っていますから、その辺りを基に積算したものです。 

例年やっているから、例年に従ってこんなことをやるの

だろうなと。 

予定価格のときには、こんなことをやる見込みということ

で書いております。 

そういう積算の立て方は合理的ですか。本当に会議をや

るかどうかも分からないし、何をするかも分からないけれ

ども、大体そういうことを想定して予定価格を積算してい

くというのは。 

やるかも分からないわけではなく、この会議は絶対にやら

ないといけない会議なのです。 

ただ、企画書の中でどう規定するかによって違いますよ

ね。こういうような方法でこうやりますということであれ

ば、企画競争であれば別に省けるものもあれば、プラスさ

れるものもあり得るはずですよね。 

省けるものですか。省けるものはないと思うのです。基本

的に会議を開催するというのは必須になっていますから、最

低限というか、そんなに無駄な積算はしていないつもりで

す。 

恐らく無駄な積算はしてないと思うのですが、特に企画

競争だから、こういう積算方法でこの業務に対する予定価

格の立て方でいいのかと、何となく感じるのです。ただ、

これは感想めいているので。それでは、よろしいですか。 

 

今の御指摘は、調達者である厚労省はこれだけの会議

をやっているということは知っているけれども、応募し

てくる側は分からない。もっと厳しい言い方をすると、

去年の応札者は知っているということで、そこが問題に

なると思うのです。だから調達仕様で、例えば例年はこ

ういう会議を大体何回やっています、この時期にこうい

う人たちを呼んで意見を聞いていますということを盛

り込むとか、説明会で説明するとか、そういった形であ

る種の公平性を確保する努力は必要ではないかと思わ

れます。 

先ほどの繰り返しになってしまいますが、厚労省が何

を欲しいと思っているのかを伝えなければ、どんどんど

んどん分厚い報告書を作るだけになってしまうという

のも、正に同じ問題意識だと思うのです。今度総合評価

に移行するということで、いいチャンスだと思います

し、本当は厚労省としてどんな情報が必要だったのかと

いうことを洗い出して、是非ともきちんと有用なもの

を。今までのものも有用なのでしょうけれども、より使

いやすく有用なものが調査できるように、工夫していた

だければと思います。 

 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

  

【審議案件６】 

審議案件名 ：出張相談時における求人情報提供用端末アプリケーションの機能改修業務 

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、落札率が著しく低いため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社富士通マーケティング 

予定価格  ：8,992,607円 

契約金額  ：1,353,240円 



落札率   ：15.05％ 

契約締結日 ：平成 28年 10月 7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、株式会社富士通マーケティングが契約の相手

方となった。落札率は 15.05％である。 

意見・質問 回   答 

私から質問します。富士通マーケティングが入札率

15.05％で落札をしておりますが、その落札率でこの事業が

できる理由はどういう所にあるのでしょうか。 

富士通マーケティングに関しては、この出張相談時におけ

るアプリはハローワークシステムからデータをダウンロー

ドして、それをモバイル端末、外に持っていく用の端末に求

人表をダウンロードして展開させる機能ですので、そういっ

た意味合いでは、ハローワークシステムの運用保守もされて

おり、概ね問題ないのではないかと判断しました。 

4者が説明会にいらっしゃって、そのうち2者が入札にい

らっしゃり、1者、株式会社セックが辞退されたということ

ですが、セックが辞退をした理由はどういう所にあるので

しょうか。 

セックについては、事前に操作マニュアル等の開示資料に

ついて御覧いただいて、入札の意思はあるようには見受けら

れましたが、当日、辞退という形になりましたが、最終的に

聞いたところでは、応札する金額の見積り、積算が間に合い

そうになかったということを伺っております。 

結果として落札率が 15％ということですが、予定価格を

少し高めに見積りすぎたということはありませんか。 

予定価格ですが、見積りの段階では940万程度といった見

積りや、2者取ったのですが、830万といった見積りを頂き、

予定価格として概ね適当であったかと考えております。 

その見積業者の中には、富士通マーケティングも入って

いたのですか。 

今回、富士通マーケティングと都築電機株式会社の2者に

お願いしました。 

そうすると、ほとんど似たような数字が出てきたという

ことですか。了解しました。 

 

まず確認したいのが、辞退された株式会社セックは、

応札者数 2 者のうちの 1 つですね。結局、入札はされた

のですか。 

私は入札室には行っていなかったので分かりませんが、い

らして、札は入れなかったという話だったと思います。 

日本語的な意味で言うと、応札ではなくて来所されたと

いうか、入札室にいらっしゃっただけということですか。 

この資料を書くところで、大変他力的なことかもしれませ

んが、ここは 2者でいいのかということは確認して、この資

料の作成に当たっては 2 者でよいというお話を頂いたもの

で、2 者という形にしております。 

各ルール、流儀もあると思うので、それはいいのですが、

簡単に言うと来所をして入札室に来て、これはまずいと言

って手を引いたということなのか、それとも入札をしたの

だけれども、結果的によく考えたらうちでは無理だと言っ

て辞退したのかで、随分意味が違うと思うのです。 

詳細までは存じ上げませんが、私の知る限りでは、入札の

意思ありとしていらしていただいたけれども、もう一度よく

考えて辞退したと伺っております。 

きっとそうなのだろうと思いますが、一方で、これは場

面を想像するというレベルの話になってしまいますが、わ

ざわざ本省まで来て、入札室まで来て、いざとなったとき

に、普通は委任されている方だと思いますが、その方の一

存で「これはやめた」と言うというのは珍しいケースだと

思ったので、実際には札を入れたのかと伺った次第です。 

株式会社セックですが、結局、札は入れていませんので、

事前に競争参加関係の書類を御提出いただき、その後入札書

の締切期限があって、その際に締切時間より前に積算が間に

合わないということで、入札は辞退されると伺いましたの

で、開札調書ではあくまで2者の応札があったということで、

そのうち1者は辞退と書いております。 

応札条件に合っているかどうかの書類は出されていたと

いうことですね。 

そうですね。なので、入札の意思はあったと、こちらでは

見なしております。 

確認ですが、現行のアプリケーションは、今回落札され

た富士通マーケティングが作られたものでしょうか。 

このアプリケーション自体は、職業安定局のまた別の課室

が所管しており、もともと一般求人の提供用アプリでしたの

で、その辺りはまた違う課室がやっているのですが、富士通

マーケティングが作ったものではありません。 

今回応札されてきたということは、ドキュメント等を見

られて、これは作れるということで来られたわけですね。 

おっしゃるとおりです。 

そうであれば、今回の履行は終わっているものですの

で、どういったトラブルが途中であったかとか、なかっ

たといったことを確認した上で、積算根拠のアップデー

はい。失礼しました。 



トをお願いしたいと思います。現実としては少し盛りす

ぎていた可能性があるということで、その点のアップデ

ートをお願いします。 

 再委託の件ですが、仕様書にその項目が見付からない

のです。基本的には再委託に関する制限が平成 21 年の

会計課長通知で省内に周知されているはずです。具体的

に言うと、全部を一括して第三者に委託してはいけない

というのが 1 つです。もう 1 つは、半額以上の委託をし

てはいけない。これは契約書、あるいは仕様書に書くこ

とになっていますが、仕様書を見ても項目がないので、

次回以降は必ず付けるようにお願いします。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：多言語コンタクトセンターの設置及び運営業務 

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 ：職業安定局外国人雇用対策課 

契約相手方 ：株式会社翻訳センター 

予定価格  ：221,131,360円 

契約金額  ：42,213,844円 

落札率   ：19.05％ 

契約締結日 ：平成 28年 10月 27日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、５者応札があり、株式会社翻訳センターが契約の相手方となっ

た。落札率は 19.05％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

私から質問します。今回の案件は低入札価格調査の対象

になっていて、落札率が19％ということですが、57ページ

に開札調書があって、全部の応札者が全て低入札調査の対

象になるという状況で、非常に予定価格が高いところで設

定されている印象を受けます。その辺りはいかがでしょう

か。 

御指摘のとおり、5 者とも低価格入札の形になってお

りますが、こちらについては予定価格を作る際に見積り

を取りました。27 ページに予定価格調書の積算内訳があ

りますが、こちらを作るに当たっては、見積りを 1 者か

ら頂いて作成しております。こちらは今回落札した翻訳

センターの関連会社で、Ａ社から頂いて積算しました。 

 また、61 ページですが、こちらの見積りも 2 億 1,464

万円といった税込価格になっており、積算自体は問題な

いものと思っておりますが、この価格自体、翻訳センタ

ーは是が否でも受諾したいということで、かなりの出精

値引をされたと我々も考えております。 

 ほかの 4 者については、どのような内容で価格を見積

ったか把握しておりませんので、価格としては妥当なも

のと考えております。 

翻訳センターは、厚生労働省の案件は今回が初めてだっ

たのですか。 

初めてだと聞きました。 

予定価格のための見積りを入手されたということです

が、今御説明のあった61ページのほかに、63ページに今回

の入札の根拠となる見積りを出されているようですが、61

ページの見積書はどういう目的で入手されたのですか。 

61ページの見積りは、入札額に対する内訳の見積りとなっ

ております。もともとの61ページの約2億の見積りに対して、

値引きをしてもらった金額のほうは63ページの見積りとなっ

ております 

61ページの見積書というのは、必要なものですか。 61ページの見積りは、低入価格調査の一環として、あくま

で定価として業者が積算した場合の見積りで、63ページのほ

うはそれを値引きした後の金額です。 

本来であれば61ページの見積りだったけれども、出精値

引をこのように行いましたという証ということですかね。 

その確認の意味で、2枚とも決裁に添付しておりました。 

そうすると、出精値引きする前は、先ほどおっしゃった そうですね。 



Ａ社の見積りと同じだったということですね。 

そうすると、ストーリーとしては、関連会社であるＡ社

に高い見積りを出させておいて、最終的には低い落札価格

で入札をするという、結果としては非常に巧妙なやり方に

なってしまっていますが、いかがでしょうか。 

今回、反省すべき点はあると思っております。まず、予定

価格を作るに当たって、見積りを 1 者分しか取っていなかっ

たという事実があり、次回あれば 2 者以上の見積りを取って、

価格を設定していきたいと考えております。 

低入価格調査の内容で、55ページにありますが、翻訳セ

ンターは16か月分で1億数千万の赤字を覚悟しつつ、この案

件をやることになっています。これは本当かなと疑問を持

ってしまうのですが、いかがですか。 

こちらについては、91 ページですが、その再委託先に対し

ても人権費を適正に払うということで値引きを担保しており

ますので、特に支払能力に関しては問題ないと考えておりま

す。 

少し重複した確認になるかもしれませんが、積算根拠を

作るために取った見積りが落札者から出されていた見積り

で、入札結果を見てみたら、同じ会社が全く違う金額で言

ってきていたという認識で合っていますか。 

見積りを取った会社は関連会社で、会社名は違いますが、

関連会社という意味では同じ会社から積算のための見積りを

取ったということで、おっしゃるとおりです。 

先ほど既に御回答を頂いているように、複数の会社に

見積りを取っていただく必要はあると思いますが、今回

の開札結果を見ると、結局複数から取ってもみんな高い

金額で見積りを出してきて、いざ札を開けてみたらみん

な低い金額ということになる可能性はありますね。私も

これは根深い問題というか、難しい問題があるのだろう

と思います。例えば、今回の実績を基に人月ベースを改

めれば、積算根拠はより実勢ベースになるとは思います

が、それは果たしてこういった業界に対して適切な支払

いをしていることになるのかということで、厚生労働省

が先陣を切ってブラックなことをやることにつながっ

てほしくないと、国民の 1 人としては思うのです。なの

で、今回の積算自体は、私はそれほど問題ないと思いま

すが、業界という言い方は不適切かもしれませんが、今

回札を入れた方々はどういう背景だったのかというこ

とは考えざるを得ません。 

そういう意味で、履行状況などは今後も継続的に御確

認いただいて、調達は成功したかもしれないけれども、

現場で働いている調達に応じた方に雇われている方々

の状況が大変なことになっているということがないか、

調達の仕事ではないかもしれませんが、『ものを必要と

する側』として、雇用環境にも御配慮してチェックして

いただくと大変いいかと思います。 

もう1点はテクニカルなことですが、平成21年の会計

課長通知で、再委託のルールということで全部を一括し

て再委託させてはいけないということと、半額以上を再

委託させてはいけないというルールが出ております。今

回、それを契約書や仕様書に書かなければいけないこと

になっているのですが、仕様書に入っていないようなの

です。実際に今回出されてきた低入調査の後の見積書を

見ても、再委託ばかりという感じになっておりますの

で、この辺りはきちんと書いて、応札者側に、ダンピン

グの度に再委託を使うことを防ぎ、品質の担保と雇用環

境の改善につながったらいいなと思いますので、仕様書

の記載について御確認の上、アップデートをお願いしま

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。 

  

【審議案件８】 

審議案件名 ：平成28年度アレルギー対応研修の実施に係る業務一式 

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、一者応募であるため。 

発注部局名 ：雇用均等・児童家庭局 

契約相手方 ：社会福祉法人日本保育協会 

予定価格  ：7,955,246円 

契約金額   ：7,955,000円 

落札率   ：100％。 

契約締結日 ：平成28年8月2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、社会福祉法人日本保育協

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 

私から質問します。公告日が6月13日、説明会が6月16日、

提出期限が7月4日ということで、説明会には2者いらっしゃ

って、実際に企画書を提出されたのは1者ということです

が、1者が降りられた理由はどういうところにあるのでしょ

うか。 

日本保育協会の他、もう1者、Ａ社が説明会に来たところ、

その会社が行っている業務内容と余り一致していないことが

分かったということで、今回は辞退させていただきます、と

いう御連絡を頂いております。 

27ページに、先ほど御説明いただいた企画競争理由書が

ありますが、下から3行目に「一般競争になじまないために」

とあります。これがすぐさま企画競争に結び付くのではな

くて、総合評価落札方式に結び付きはしないのかという疑

問があるのですが、その辺りはいかがでしょうか。 

研修については、アレルギー対応ということですが、アレ

ルギー対応と言っても何をやるのかといった内容や、講師に

よって話す内容にばらつきがあるという指摘があり、この間

の研修事業については研修内容の標準化を含めた御検討を頂

くという内容をパッケージで入れており、そういったものに

ついて企画競争の形で競争をさせたということです。今年度、

標準化に関する取組を行っていますので、来年度以降につい

ては少し競争性を持たせた調達も考えております。 

これは総合評価より、むしろ企画競争で行ったほうが、

調達自体としては非常に良いものになるという御理解です

か。 

平成28年度の研修事業については、そのような考えの下、

調達を実施しております。 

この案件は、保育協会しかできないものなのでしょうか。 必ずしも日本保育協会でなければならないという性質のも

のではないと考えていますが、先ほど申し上げたように、研

修内容や講師による内容のばらつきという課題に今年度は対

応したかったということで、全体の内容について、総合評価

よりは企画競争のほうが妥当ではないかという判断の下、実

施したということです。 

次回以降は、総合評価も検討対象になるということです

ね。 

はい。 

1つ確認したいのは、最終的に応札者の日本保育協会は、

厚生労働省と何らかの人的、組織的なつながりがある団体

ではないかということですが、いかがでしょうか。 

人的というと、例えば厚労省で働いていた方が勤務されて

いるといった事実はありますが、今は 1 つの保育団体と国と

いう位置付けなので、組織としては別々の、特に特別のつな

がりはありません。 

かなりの幹部だった方がこちらに移っているということ

が公表されていますが、それを知ったもう 1 つの応札者が

遠慮というか、これでは勝てないと言って札を入れなかっ

たということはないのでしょうか。 

今回の企画競争の説明会のときにも、純粋に今申し上げた

ような内容について競争するという説明の下に実施しました

ので、そのようなことはないと考えております。 

そういう問題がないということであれば、よろしいので

はないかと思います。 

 

これは例年やっている企画競争ですか。何年ぐらいやり

続けているのでしょうか。 

今の形式になったのは平成 27 年度からですので、2年目の

事業です。 

今の形式というのは。 国の委託事業として実施する形式は平成 27年度から、別の

補助金のような形では以前から、いろいろなメニューがある

中の 1つとしてこういうものはありました。 

それは、この団体が企画しているいろいろな事業に対し

て補助金を申請して、補助金を交付していたと。同じよう

なことをされていた。委託事業ではなく、団体自身が実際

に行っていた事業に助成をしていた。それを今度委託事業

そうですね。団体が実施するものに対する補助金で以前に

やられた部分があるのですが、平成 27年度から、完全に委託

事業の形で、調達の上実施することになっております。 



にして、国がやることになったと。 

そこはこの委員会がやることではないかもしれませ

んが、国の委託事業にするというのは何か理由があるの

ですか。 

アレルギーについては、ガイドラインを策定したというこ

とで、このガイドラインの内容をきちんと現場の方に理解し

ていただいて、実践していただくことが重要だということで、

国の委託事業として盛り込んでおります。 

そういう発想の下に、平成 27 年からそういう形にして、

2 年目ということですか。 

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。 

  

【審議案件９】 

審議案件名 ：保険医療機関等管理システムの抜本的見直しに向けた基本方針の策定業務一式 

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いため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：アクセンチュア株式会社 

予定価格  ：32,400,000円 

契約金額   ：32,400,000円 

落札率   ：100％。 

契約締結日 ：平成28年9月27日 

（調達の概要） 

企画競争を行ったところ、3者応募となり企画書を評価した結果、審査基準を満たしたため、アクセンチュア株式会社

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 

私のほうから質問させていただきます。公示日が7月29

日で、説明会が8月10日。説明会には8者いらっしゃって、

企画書の提出日が9月7日ということで、提出日に3者が企画

書を提出されたということですが、5者降りられた主な理由

は、どういうところにあるのでしょうか。 

はい、お答えいたします。もちろん推察の域を出ませんが、

とりあえず説明会に 9 者ぐらい来ていただいて、古くからず

っと調達を繰り返してきておりますが、現行業者であると

か、その都度、興味を持って参加していただいている業者と、

とりあえず聞いてみようというところとが混在したのだろ

うとは推察されます。結果、これまで現行ベンダーと都度、

都度対抗になっている業者、そして、一アプリケーションを

落札した実績のある業者の 3 者で御参加いただいたという

ことです。 

技術評価のペーパーを見ますと、69ページにありますが、

アクセンチュアの評価が非常に高いということで、ほかの

2 者、Ａ社とＢ社とは全くかけ離れた評価が出ているので

すが、ちょっとこの辺の内容を教えていただいてよろしい

ですか。どういう点がこれだけの差になったのか。 

これは今回、技術評価委員の方々はいわゆるCIO補佐官とい

って、システム専門の方々で、評価していただいたところな

のですが、私も素人ながら同席しておりましたが、1者につい

ては確かにプレゼンテーションがちょっとというところもあ

りました。もう2つについては、甲乙付け難い印象もあったの

ですが、個人的に思うのは、委員会が始まる直前に、まだ1

者目が始まる前に、技術評価委員の打合せの場で、委員長が

得てして似たような評価になりやすいということで、仮にそ

うであっても、評価に困るので、きちっと評価を、点数を分

けてしましょうということをおっしゃいましたので、それで

差としては大きく影響したのかなという印象を持っておりま

す。 

ちょっとうがった見方をさせていただきますと、この案

件についてはアクセンチュアありきだと。仮定ですよ。そ

れで、予定価格調書をお作りになるときに、もう既にこの

3,240 万円という数字はもちろん出ているのですが、見積

りを取られたのはアクセンチュアさんなのですか。 

こちらについて、見積書の徴取を行いましたのは大臣官房

会計課になります。こちらについては、事業所管部局である

保険局医療課のほうで、相手方の業者を決定した上で、これ

は企画競争案件ですが、契約締結時に見積書を提出して、そ

の中を精査して予定額調書を作成したという流れになりま

す。ほかの業者で不採用になった方の見積書は特に取り寄せ

ておりません。 

そうですか。これは先ほど申し上げましたが、確かに 9

月 27 日付けでアクセンチュアさんから見積りを取られて

いらっしゃいますが、その前の予定価格についても同じ金

予定価格調書は9月になります。 



額が、7月 29日付けでもう出ているのですが、これはたま

たま合致したということですか。 

225 ページですか。そこに予定価格調書。公告の所に

3,240 万円以内を予定しているという数字がもう既に出て

おりますので、その後、9月 27 日付けで同じ金額が出てい

るということなのですが、この辺については最初、予定価

格を設定するときにアクセンチュアさんから見積書をもら

っているのか、いないのかだけの質問なのですけれども。 

企画書の募集要綱については、予算額として3,240万円、計

上しておりますのが、その後、業者決定の際の予定価格調書

が225ページの内容になります。 

 経緯を申しますと、もともと現下の判断レベルにおいては

最低価格でやろうとしていたと。予算は3,000万円しかないと

いう状況だったのですが、この調達をするに当たって、シス

テムを刷新ということについては、先ほど言いましたCIOの

方々に当初から絡んでいただいておりまして、これは調査内

容が明確に決まっているようなものではなくて、いろいろ調

査をさせて、どういう提案をしてもらうということが肝なの

で、3,000万円しかないけれども、企画競争でやりなさいとい

う御指示、アドバイスを頂戴して、それで急遽、切り替えた

ということです。 

アクセンチュアさんもそれに合わせて、見積書を結果と

して出してきたと、そういう話ですか。 

企画競争に変わると、もう金額は動かないものですから。 

はい、了解いたしました。以上です。  

今回の採点結果というか、評価結果が 76 ページ以降、

表になっているのですが、非常にばらつきが大きいと申

しますか、評価者によって相当に違うところが少し気に

なりました。もちろん、多面的な評価をしていただくた

めに複数の委員にお願いしているので、ばらつくこと自

体は全く問題ないのですが、一方で委員によって突出し

て高い点数を常に付けているであるとか、あるいはある

種の点数傾向があって、委員の間で評価基準が共有され

ていたのかというところが少々気になっているのです

が、そういった点で、例えば評価委員の間でこれは分か

りづらいとか、どう採点すればいいのか分からないとか

という御意見は、当日出たりしたでしょうか。 

77ページ以降が評価の個票になっていますが、A者、B者、C

者とあります。各委員というのがAからFの6名です。このAか

らFの6名のうち、Bのみがいわゆる当て職といいますか、会計

課の課長ですので、システムとしては専門家ではない人間で

す。それ以外が内外のシステム専門家の方々ということです。

もちろん、点数の上下という意味では結構差はあるような印

象はあります。そこについては、先ほど言いましたように、

冒頭の委員長の御発言もあったのかなとは個人的には思いま

す。ただ、おおむねA、B、Cの点数は別として相対的な評価は、

似たり寄ったりというところの傾向が見て取れるかなという

ことです。本来であれば、50点と70点の20点ぐらいの差がな

くても、先ほどの感じで、例えばそれをぐっと下げて評価を

したり、そういうことで点数に反映したのかなというところ

が印象です。冒頭の委員長の御説明を踏まえて、終わった後

も一応、打合せみたいなことは若干ありましたが、言葉のベ

ースは2、3、似たような印象をおっしゃられていましたので、

あとはそれが数字にどう出たかということだと分かります。 

もし今回、お一人お一人の評価委員の方々の付けた順

位がひっくり返るようであれば、これは非常に問題があ

ると思うのです。ですが、今回はひっくり返らないので、

それぞれの方々が付けた順位と最終的な結論の順位が

全く同じになっていますから、そういう意味では結果オ

ーライと言っていいかもしれないのです。しかし、評価

ということを考えたときに、差が付くようにしようと恣

意的にするのはよろしくないと思います。 

恐らくそれを提案された先生にも、それなりのお考え

はあったのでしょうけれども、そうであれば、それは順

位でやるべきです。1 位、2 位、3 位。このように素点

で合計するというのは、重みを反映するからこそ意味が

あるわけで、わざわざ点をばらすという操作をしてしま

いますと、そういったところの違い、重み付けの意味が

薄らぐといいますか、ぼやけてしまいますので、恐らく

は決まらないというのでは困るとか、あるいは僅差のと

はい、承知しました。 



きに、本当にこの近差の上位の点数のものを取るべきな

のかというので、逡巡が生まれるのはよろしくないとい

う御配慮があったのかもしれません。ですが、それは本

来こういう採点の仕方としては、やるべき措置ではな

い。ですので、是非とも次回以降はわざと差を広げるよ

うな、そういったことを指示するであるとかいうことが

ないように、採点基準ができたのなら、それに従って

粛々と採点するというように考えていただくようにお

願いしたいと思います。私からは以上のお願いです。 

（分科会長の意見） 

私も全く同感で、どう考えてもこんなに差があるなんて

はずは、この 3 者の中でちょっと考えられないなという感

じもしますね。どうもこれはおかしいのではないかと、逆

に心配になってしまうという懸念があります。この案件は、

その点だけですね。御苦労さまでした。 

  

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：民泊実態調査一式 

資格種別  ：「役役務の提供等（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、落札率が著しく低いため。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社エルグッドヒューマー 

予定価格  ：2,827,768円 

契約金額  ：76,788円 

落札率   ：2.72％ 

契約締結日 ：平成 28年 9月 28 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、１１者応札があり、株式会社エルグッドヒューマーが契約の相

手方となった。落札率は2.72％である。 

意見・質問 回   答 

では、私のほうから質問させていただきます。予定価格

について、12ページの開札調書を見る限りは、それほど間

違ってはいないという印象を受けているのですが、実際に

エルグッドヒューマーさんが7万6,000円でこれを落札して

いるのですが、この金額では絶対にできない金額だと思い

ますが、契約期間がもう既に平成28年11月30日で終了して

おりますが、実際の仕事はどういう状況だったのでしょう

か。 

生活衛生・食品安全部生活衛生課です。よろしくお願いい

たします。業務内容については、特段問題はなかったと考え

ております。 

そうですか。では、契約どおりで履行されたと。 そうですね。成果物は間違いなく提出されております。 

はい、分かりました。今回は低入調査の対象にはなって

おりませんが、2.72％という落札率で、余りにも低すぎる

落札率ではあったのですが、特に業務について問題なかっ

たということですね。 

成果物を確認させていただく限りは問題があったとは言え

ないと考えております。 

分かりました。余りにも低い価格で落札をしてしまいま

すと、正当に落札金額を出してきている正当な業者を排除

するということにもなってしまいまして、これが本当に妥

当な選択なのかということは非常に難しい問題ではあるの

です。ただ、安い金額でやっていただけるということであ

れば、やむなしという感じはいたします。以上です。 

 

今、既に提出物は確認されたということだったのですが、

内容についてはいかがでしょうか。もう既に確認されてい

るのでしょうか。 

はい、内容については確認させていただいております。 

特に厚生労働省側で意図したクオリティに達していない

ようなものはなく、きちんとした内容だったということで

そうですね。仕様書の第 6 条第 2 項に提出物の内容を

記載しておりますが、その中でサイトの URL などを併せ



すか。 て御報告いただくようにしております。これでもって、

当方で検証等をさせていただく限りは、特段問題は確認

できませんでした。 

なるほど。分かりました。そうなってきますと、もの

すごく効率的に仕事を進めたのか、何かあるのかなとい

うことになると思うので、差し支えない範囲で、どのよ

うな形で仕事を進めたのかというのは、今後、確かめて

みる必要があるかもしれないです。と申しますのは、予

定価格がこれでは立てられないということになってい

くと思いますし、今後、ここをベースにしてしまうと、

落札できるところが逆に現れないという可能性も出て

きますので、どうしてこのようになったのかと言うと、

ちょっと言い方がきついかもしれませんが、どのような

業務のやり方だと、このような金額でできたのかという

のは、差し支えない範囲で是非ヒアリングしてみたらど

うかと思います。 

あと、テクニカルなことなのですが、今回の調達に関

しては、再委託に関して要求仕様書に書いてありませ

ん。正確に言うと、半額以上の再委託をしてはいけない

という文言が抜けております。平成 21 年の会計課長の

通知で、そのように再委託についてルールが設けられて

います。全部委託はいけないというのと、半額以上はい

けない。正しい文言については通知を御覧いただくべき

ですが、今後の調達ではこういう抜けがないようにお願

いいたします。 

かしこまりました。 

 大臣官房会計課でございます。再委託については入札公告

を行った際に、入札説明書を配布して、契約書(案)、こちら

に取り交わした後の契約書を付けておりますが、契約書(案)

に再委託の情報をきちんと盛り込みまして、その点について

は説明会で説明させていただいているところで、説明に過不

足なところがありまして申し訳ございません。 

今の御説明は、説明会でそう説明したから、契約書に盛

っていなくてもいいというお話ですか。 

そもそも入札説明書に契約書(案)を添付して、そこに再委

託の条項の記載を、こちらの契約書(案)に記載して、説明会

の場で説明させていただいた次第です。 

調達仕様の中と契約書を拝見したところ、両方とも半額

以上の再委託をしてはいけないというのが抜けているよう

なのですが。例えば契約書の第 8 条は、「業務の全部を第

三者に委託することはできない」、こっちは入っているの

ですが、半額以上を第三者に委託してはいけないというの

が抜けているのですね。仕様のほうにも入っていないので、

それを御対応いただければと。 

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１１】 

審議案件名 ：医療保険制度におけるオンライン資格確認に関する調査研究業務一式 

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、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 

予定価格  ：343,592,528円 

契約金額  ：22,032,000円 

落札率   ：6.41％ 

契約締結日 ：平成 28年 10 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、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが契約の

相手方となった。落札率は6.41％である。低入札価格調査を行っている。 

意見・質問 回   答 

 私のほうから質問させていただきます。落札率が6.41％

ということで、非常に低い落札率であったのですが、その

中身として低入札価格調査が349ページにありますが、その

内容を見ると、工数が予定価格では4,400人月ですが、エ

ヌ・ティ・ティ・データさんのほうの見積りでは260人月と

いうことで、20分の1というように説明があります。そこま

でして今回エヌ・ティ・ティ・データさんが入札をしてき

た理由はどういうところにあるのでしょうか。 

大臣官房会計課でございます。こちらについては、我々

の予定価格とエヌ・ティ・ティ・データさんの工数の考

え方の差違になるかと思われますが、我々の予定価格の

算定の仕方としては、基本的にゼロベースの業者がこの

調査研究を行った場合の工数、こちらからどの程度の工

数がかかるだろうということで、予定価格を算定したと

ころです。 

これに対して、エヌ・ティ・ティ・データさんとして

は、もともと中間サーバー、マイナンバーの関係ですが、

医療保険者等向けの中間サーバー等のハードウェア等一

式などを受注しており、この辺のノウハウ、知見の活用

があるということで、強みを生かした調達の受注ができ

るということと、350 ページ目にある矢印ですが、これは

会社の企業戦略となるところです。矢印のオンライン資

格確認事業という箇所を読ませていただきますが、オン

ライン資格確認事業は社会的意義が非常に高く、今後の

医療制度を培う重要案件と認識しており、こちらの会社

での社会保障、税番号制度におけるノウハウを最大限活

用したいということで考えて受注したということです。

そのほか、縦断的にマイナンバーに関しての体制が会社

の中で整っており、この辺の経費について、基本的には

業務サポートの一環の範疇ということで、こちらには工

数を加味していないということで、基本的には金額を安

価にできたというのがエヌ・ティ・ティ・データからの

説明の流れになっております。 

そういった営業戦略上の問題ということであるならば、

落札率も 30％ないし 40％ぐらいで落ち着くのかなと思う

のですが、余りにもこの 6.41％という数字が出てきますと、

ほかに何か別の理由があるのかなというように、うがった

見方が出てきてしまうのですが、その辺はいかがなのでし

ょうか。 

先生の指摘はごもっともでございまして、我々振り返って

みますと、この分野は初めての調達でしたが、ゼロベースと

いうことで予定価格を立てたところですが、この辺の予定価

格の金額の算定に当たっては、電子入札システムに入ってき

た段階で業者の種別を見れば、ある程度知見のある者だとい

うことが分かりますので、ここで再度、見積りを取りまして、

予定価格をまた改めてそこで見直しをすれば、もうちょっと

適切な価格にできたかもしれないなというところは反省点

で、その点は今後に活かしていきたいと考えております。 

予定価格の算定のときに、算定が高すぎたということも

言えますか。 

そのときは、ちょっと初めての事業だったもので、ゼロベ

ース。これも我々も調達担当部局としての常日頃の頭の痛い

部分ですが、ゼロベースで常にいろいろな業者が入ってこら

れるという前提で予定価格を立てるか、若しくは本当に限定

された業者の中での価格を市場価格と見るかというのは、常

日頃ちょっと悩んでいるところで、我々は基本的には新規の

業者も入ってきていただくという前提で、ゼロベースで予定

価格を考えているところもありまして、予定価格を立てる段

階では適切な算定、これは公共調達委員会に掛かっている概

算額も見て適当かなと判断していたところですが、企業とし

ての戦略的な知見を持っている会社も入ってきている事情を

考えますと、蓋を開けてからという結果論になってしまうの

かもしれませんが、見積書を取って、そういうちょっと特徴

的な案件ですので、予定価格をやっておけば、更なる適当な

金額が算定できたかなと思うところです。 

やはりちょっと高すぎなのですかねという印象です。以  



上です。 

今、既にお答えいただいたとおりで、こういう何億円も

掛かるようなプロジェクトですと、既に何かで受注してい

る人しか事実上、手を挙げられなくて、そういう人たちだ

ともう既に人月、投資してあるので、それほど高くはなら

ないという構造があるのだとは思うのです。従って、これ

は本当に今回の調達のみという話ではなくて、この規模を、

しかも他で既に走っているものについては、ある程度現実

的なところをベースに積算するという考え方もあるのかな

と思いますので、今後もいろいろ御検討いただければと思

います。現実問題として、ここでまるっきりやったことな

いというところが入ってこられても、結果的にそういうと

ころは正に今回、積算されたとおり何億円というので出し

てくると思うのです。出さざるを得ないというか。そうし

たら、当然落とせないわけですから、そういう意味では現

実ベースでやっても新規業者を排除することに結果的にな

らないと思うのです。なので、今回のようなものは、もし

仮に取っていたとしても、もう 1 者のほうも低入対象です

し、しかも 10 数パーセントしかないですよね。これは現実

ベースで積算されるほうが、予算の効率的な運用になるの

ではないかと思います。 

関連する前回の調達は、今回、落札できなかったほうの

事業者ですよね。そういうことですよね。とすると、ここ

からある意味、その事実を踏まえると、戦略的に相当安く

入れてこなければ、そこから取れないというのは、落札者

としては、立場としてはゲームというのは何と言うのです

かね。取引としてはあり得るのではないかなと思うので、

結果自体は納得はいきます。ただ、積算の際に現実的なデ

ータに移行してもいいのではないのかなというように私は

思いました。以上です。 

 

前回のＡ社が受注した番号制度の活用というもの、これ

と今回のこの調査研究業務というのは、それなりの継続性

とか連続性が某かあるのですよね。 

保険局です。まず、平成27年度に行わせていただいた事業

については、もともとオンライン資格確認をどうやったら実

現できるだろうというところの調査を行ったと。そこで一定

の結果を得た上で、今度は実際に今年度の事業については、

具体的にシステム的なものはどのように作っていくべきだろ

うというところを調査したという形になっておりますので、

継続性はあります。 

（分科会長の意見） 

そうですね。そうすると、これからは今度、具体的な

システムの開発などにも関わっていくということでし

ょうから、恐らくは競争原理が十分に働いて、何として

でも取りたいと両方が思っていて、こういう結果になっ

たのではないかなと、何となく想像されますよね。よか

ったのかなという気もしますね。他によろしいですか。

御苦労さまでした。 

  

 

 

 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） 


