
平成２９年度第１回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２９年６月２２日（木） 厚生労働省専用第２１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２９年１月１日～平成２９年３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１－１】 

審議案件名 ：厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）事業に係る薬剤耐性菌発生動向調査システム  

システム運用ドキュメント作成作業に係る委託業務 

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 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：キーウェアソリューションズ株式会社 

予定価格  ： 12,117,600円 

契約金額  ： 12,117,600円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成29年2月3日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づく随意契約を行った。 

【審議案件１－２】 

審議案件名 ：厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）事業に係る薬剤耐性菌発生動向調査システム  

エラー率確認処理、SSI部門エラー警告、全入院患者問題菌警告対応、四半期(還元・公開情報) 

帳票追加改修係る委託業務 

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 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：キーウェアソリューションズ株式会社 

予定価格  ： 4,098,600円 

契約金額  ： 4,098,600円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成29年2月24日 

（調達の概要） 

 

意見・質問 回   答 

まず資料1-1の案件ですが、当初は一般競争入札を選択さ

れたということですが、これを随意契約に変更された理由

というのは、どういうところにあるのでしょうか。 

調達を行う前の事前の審査の際、公共調達委員会の場にお

いてですが、このシステムに関して開発した業者が一貫して

毎年保守契約を締結しており、その保守業者しか作成するこ

とができないのであれば、もう随意契約にしたほうがいいの

ではないかという御指示を頂いたので、それに基づいて随意

契約にした次第です。 



随意契約をされて、特定された業者さんしか、もうこの

設備あるいは技術を持っている企業さんはいらっしゃらな

いと、ほかには全くいないということを確信されたという

理解でよろしいのですか。 

はい。 

いきなり、一般競争入札から、企画競争あるいは公募を

せずに随意契約にしたということは、それなりの理由があ

ったと理解しております。ほかに一切、業者さんがいらっ

しゃらないという理解でいらっしゃいますか。 

はい。 

それはどうやって分かったのですか。 1-1 の案件に係る話なのですが、本来、このシステム

を改修するごとに改修内容や対応マニュアルなどを作成

していなければならないのですが、開発当初から現在ま

での間に運用ドキュメントというものが存在していない

ことが判明しました。まずは運用ドキュメントを作成す

ることにより、この運用ドキュメントが出来れば、ほか

の業者さんでも対応が可能と考えたところです。システ

ムのマニュアル、この運用ドキュメントを作ることにつ

いては、現行の保守業者の他は、システム開発してから

携わっていないので、そこしかできないという考えで、

随意契約にいたしました。 

このシステムそのものを、キーウェアソリューションズ

がお作りになったということですか。 

はい、そうです。 

そうすると、次年度以降については、この運用業務マニ

ュアルが出来れば他の業者が参入可能になると。 

平成 28年度末までに出来上がっておりまして、平成 29年、

今年度の保守業務に関しては業者が変更になっております。 

そうですか、分かりました。価格の決定の仕方ですが、

これはキーウェアソリューションズさんと予定価格を設定

する時、一定レベル、交渉されたと理解しておりますが、

どのような形で予定価格を決められたのでしょうか。17ペ

ージに予定価格が予定価格調書としてありまして、全く同

じ金額で、随意契約なのでこういうケースは当然あると思

いますが、業者さんから見積書が出ております。一定レベ

ルの価格交渉なり、どういった経緯で価格が決定されたの

か教えていただけますでしょうか。 

まずは見積書、概算金額でどれくらいになるかというもの

を頂いております。それを基に公共調達委員会等に諮って、

一般競争入札をしようとしたのですが随意契約に変更した

と。その際に、価格交渉をするように委員会から話があった

ので、価格交渉ということで価格を下げてくれませんかとい

うように業者さんと協議したのですが、価格を下げることが

できない、もうこれで一杯一杯だという連絡を頂いたので、

これを契約額として進めさせていただきました。 

そうすると、一般競争入札時点の予定価格金額と同じと

いうことですか。 

一般競争入札はまた、別のものを含めて一般競争入札をか

ける予定でしたので、それを除いた金額が見積額になりま

す。 

分かりました。それから、1-2 の資料のほうですが、こ

れにつきましても企画競争、公募をなさらなかった理由を

教えてもらえますか。 

これにつきましても、1-1の運用手順書がないと、各種改

修については、システムの構成や内容など、ほかの業者さん

が全く分からない形になり、開発した業者しか改修ができな

いという状況でしたので、随意契約を行いました。ただし、

現在は改修したごとに運用手順書を改訂しておりますので、

ほかの業者さんでも対応は可能です。 

了解いたしました。以上です。  

まず1-1の件からなのですが、本来はシステムの発注の段

階、あるいは運用の開始の段階までに作られているべきド

キュメントがなかったということでよろしいのですか。 

はい。 

なるほど。確認ですが、これは運用ですが、システムそ

のもののドキュメントはあるのでしょうか。 

そちらのほうは 28 年度中に別で調達を行っております。 

では、あるわけですね。 はい。 

では、次にシステムの更新があるときにも競争性が確保

できていて、今回の件で運用のほうの競争性もついに確保

できたということでよろしいのでしょうか。 

はい。 

分かりました。1ページの契約金額並びに予定価格なので

すが、消費税等を除く金額を括弧書きで記入の所で桁が違

大変失礼いたしました。消費税の金額ですので、1,211 万

7,600 円から消費税額 89 万 7,600 円を引いた金額が本来こ



うのです。パッと見て何かが違うような気がするのですが、

こちらは何の金額でしょうか。 

こに記載すべきものです。 

なるほど、分かりました。先ほどの質問にもありました

予定価格についてなのですが、確かにここの会社しか作れ

ないという相当の理由があったとしても、どのぐらいの工

数があって、どういう人たちが必要だからこういう金額だ

という予定価格の立て方は、随意契約であっても必要だと

思います。その辺りの計算書が見つからないのですが、そ

れはどうなっていますでしょうか。 

作業日数等は見積書に記載されている計算を用いて、その

まま予定価格を出しましたので、積算を予定価格調書に記載

しております。 

なるほど。そうすると、業者さんが善意であったとして

も、言ってきたものを丸呑みという金額になって、どうし

ても買う側として妥当性の検証ができなくなってしまいま

すから、今後につきましては、他の調達同様あるいは本省

と同様に、どういうような作業だから工数がこのぐらいで、

単価としてはこのぐらいのものが妥当であるから、その掛

け算でもって予定価格をこれとするということを出してい

ただく。それと今回は随意契約ですから、そちらの業者さ

んが出してきたものを見合わせて適切性を確認するように

お願いします。 

分かりました。 

普通の、いわゆる消費者の買い物と同じように、感覚

的に持っていただければよろしいかと思います。 

 それから 8 ページ、(2)成果物の範囲という所があり

ます。こちら、内容及び納品数量が電子ファイル各 1 部

ということになっていますが、その後の納品方法を見る

と紙で出すとなっていて、ちょっと不統一な気がしま

す。結局、どうなのでしょうか。紙で出したもの、ハー

ドコピーみたいなもの、あるいは製本されたものと電子

ファイルを要求しているのか、それとも電子ファイルだ

けでよいという話なのでしょうか。 

こちらにつきましては電子ファイルと紙、印刷物を提出す

るようにしています。 

なるほど。その場合、では応札者に勘違いがないよう

に、内容及び納品数量の所には電子ファイルのみだけで

はなくて、紙媒体も載せるようにお願いします。 

 47 ページに審査調書が載っているのですが、12 番の

項目、本システムのエラー処理に係る仕組みうんぬんに

ついてが、最初のほうのページにあります調達内容とい

うところに表れてこないように思います。こちらの業務

内容と、調達内容と言うのでしょうか、調達仕様書が対

応するような内容になっていないと私には見えるので

す。 

そのとおりです。こちらで行ったシステムの運用ドキュメ

ントと、後に出てきますエラー率の改修工事も抱き合わせで

一般競争として公共調達委員会に諮ったところ、システムの

運用についてはキーウェアしかできないので、そこの部分は

随意契約でしかできませんと当方の担当者が意見を述べた

ところ、委員の方からは、そうであれば切り分けて随意契約

にしてはどうかということでした。ただ、公共調達委員会に

関しては一般競争でお諮りしていますので条件付きとして

認めます、その代わり随意契約をするときは、持ち回りで各

委員の了承を得てくださいということで、システム運用ドキ

ュメント作成の部分を抽出して持ち回りで委員会にかけさ

せていただきました。なので、最終的にここに付いている調

書と今回行った随意契約はイコールではないという経緯が

あったからです。 

なるほど、分かりました。そうしたら、確かにルール上

はそれで問題ないのかもしれないのですが、少なくとも記

録でこうやって追っていきますと、調達の審査調書と調達

の仕様書とが一致していないということになって、何をこ

の案件で調達したのか分からなくなってしまいます。記録

の紙を一緒に付けるか、あるいは審査調書の付録として付

けるなどして、後に業務を引き継がれる方にも分かりやす

いようにしていただければと思います。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。 

 

【審議案件２】 



審議案件名 ：第14回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合・世界公共雇用サービス協会アジア太平洋地区 

ワークショップ等開催事業 

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、1者であり、契約金額が大きいため。 

発注部局名 ：大臣官房国際課 

契約相手方 ：公益社団法人 国際厚生事業団 

予定価格  ：43,314,000円 

契約金額  ：43,314,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成28年11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、公益社団法人国際厚生

事業団と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

 

意見・質問 回   答 

公示日が4月1日で、説明会が同月の20日に行われて、企

画書の提出期限が5月25日、評価結果が出たのが6月20日で

あったのですが、契約日が11月2日で、この間が非常に空い

たのですが、これは何らかの理由があったのでしょうか。 

今回、一般会計と雇用勘定という2つの会計のほうから支

出するということもありまして、その辺りの内訳の調整が1

つありましたこと。あとは、提案内容等、要は我々の望む

姿の会合というところでの内容的な調整もあり、あと、こ

れはもう省内的な手続になりますが、国際課と職業安定局

という2つの部署のほうで決裁手続が必要だということで、

それら諸々の処理に少し時間を要してしまったというとこ

ろがあります。 

それで、11月2日に契約をされて、もう1週間もたたない

11月7日に国際会議が始まるということになりますと、この

請け負った業者さんのほうは非常に法的に不安定な状況の

中で、5月25日から準備を始めなければいけないという事態

になってしまったのですが、これについてはどうでしょう

か。特に問題ないでしょうか。 

正直、余りよくないという認識はしております。当然、

国際会議なので、日程をそんなに簡単にずらせるようなも

のではないので、ある程度早めにアナウンスをして、それ

に向けて準備をして予定どおり開催するということが必要

になってきます。一方で、先ほど説明したように、手続が

遅れた要因として、今回、受託者側の国際厚生事業団のほ

うの資料の準備が非常に遅かったというのも1つ事情とし

てありました。そういったところもあって、先方のほうも

了承というか、そこは理解した上で、まだ正式に契約して

いない状況で動かざるを得なかったというような状況があ

りました。 

それで、この国際会議の会場ですが、予約と、それから、

企画書のほうにある講演者リストですが、講演者のほうに

依頼をして、予約をするのを5月25日までにしなければいけ

ないと。品川プリンスホテルさんのほうについては、恐ら

くはこの業者さんは仮予約をしたのではないかと推測いた

しますが、これで、企画競争案件になって、ほかの業者さ

んが仮に選定されてしまった場合については大混乱になっ

てしまうのです。その辺りはどのようにお考えでしょうか。 

御指摘のとおりだと思います。ただ、今回良くも悪くも

と言いますか、1者応札だったということもありまして、そ

れ以外の選択肢は基本的にはなかったというところがあり

ます。ですので、今回、この国際厚生事業団のほうでお願

いすることを前提として動かせていただいたというところ

です。 

そうしますと、企画競争、公募を行うというよりも、む

しろ純粋な随意契約、ちょっと今の競争性を担保しなけれ

ばいけないというような流れからは、かなり乖離してしま

うのですが、むしろ随意契約のほうが合ってしまっている

案件なのかなというようにも少し思うところがあります

が。 

確かに今回は結果的に、そういった形で随意契約のよ

うな形状になってしまっているというところがありま

して、やり方として、おっしゃるとおり、随意契約とい

う形もあり得るかと思っています。ただ、やはり一般的

なルールというか、やり方として、複数の提案者から提

案を頂いた上で比較検討するというほうが、競争性が働

いて、より良い事業内容になるのではないかという観点

もありますので、そういった点で、企画競争というやり

方については、今後も続けていったほうがいいのかなと

いうのは感覚的にはございます。 

分かりました。その仮予約に対して、もしかしたらコス

トを掛けている可能性があるのですが、その辺りはもう完

全く 100％業者の問題というわけではないとは思ってお

りまして、当然、我々のほうにも問題があったというとこ



全に業者さんの問題というふうにお考えですか。 ろはあります。今回、ちょっと言い訳のような形になりま

すが、イレギュラーな形で、例年開催しているのとは少し

違った形で合同開催というような形をとってしまったとこ

ろで、少し不慣れな点が出てしまったというところがあり

ます。 

それから、企画書の161ページの人件費の明細の所に、通

訳者、1式という所があります。8、9、11日会合時の通訳者、

345万、1式とありますが、これの中身はどういうものなの

でしょうか。ここの金額が非常に大きいので、少し見させ

ていただきたいと思います。161ページの下から7、8行目ぐ

らいの所に345万という数字があります。 

今回の会合の通訳としましては、基本的に同時通訳を入

れております。日英の同時通訳が、基本的に会合1日目と3

日目は全て張り付いていましたので、ブース代が非常に高

くなっております。あと、視察先に行ったときにも、視察

が3グループに分かれたのですが、必ず1グループに帯同し

ている者、同時通訳者がずっと1名付いていただいた分があ

ります。あと、3日目と1日目で両方、会場を3つに分けてパ

ラレルセッションを行っておりましたので、その際にも同

時通訳ブースが複数に分かれて設置されておりますので、

その設置代がありましたので、非常に大きめの金額になっ

ているというところです。 

了解しました。以上です。  

今回の調達に関してなのですが、率直に言って、パネル

に現れる先生方の案も出ていますし、場所も決まっていま

すから、特段、何というか、企画を頼む部分がないように

見えるのですが、何を企画してもらったのでしょうか。 

パネルの先生たちも含めて、事業者のほうから提案して

いただいたという形になっております。 

そうなのですか。 こちらからの提案にはなっていません。 

私のところで名前が出ている所があったのですが。 それは多分、事業者から出していただいた事業計画書の

中身だと思います。 

そうですか。では、そういうところの企画を求めたと

いう理解でいいのですね。 

そうですね。 

例えばなのですが、今回、場所は最初から決まっている

のですよね。 

場所というのは会場ということですか。 

会場です。 会場はこちらで決めたわけではないです。 

ではないのですか。 それも含めての提案ということになっています。 

分かりました。そうすると、やはり先ほどの御指摘の

とおり、非常に契約相手方にとってリスクの大きい仕事

になってしまっているので、今後はより早く契約をきっ

ちり結べるようにお願いします。 

はい。 

このハイレベル会合とワークショップというのは、普通

の言葉の感覚からすると、全然一体化しないのです。つま

り、ハイレベル会合と言うと、政府高官や企業の経営者と

いった方々で、ワークショップと言うと、現場のフロント

エンドの方が技術の向上を目指す、全然 1 つで行うべきイ

ベントに聞こえないのです。これはどうしてこのような調

達になったのでしょうか。 

こちらのASEANの社会保障ハイレベル会合のほうの主な

参加者としましては、おっしゃるとおり、高級事務レベル

の行政官というところで、基本的には局長級、課長級の各

国行政官の方を想定しております。WAPESのワークショップ

という言い方はしておりますが、こちらの参加者は基本的

には各国のハローワークなどの業務に従事する、こちらも

行政官の方、若しくは専門家の方々になりますので、参加

者のレベルとしては横並びのような形であったという認識

です。 

なるほど。あと、今回の開催を実際に担ったこの団体な

のですが、公益社団法人国際厚生事業団、これは厚生労働

省とは何らかの関係のある団体なのですか。 

当然、所管というものではないですが。 

所管ではない。 はい。純粋な公益社団法人という形になっています。た

だ、厚生労働省に関連するような事業を幾つか請け負って

いるというのはあるかと思います。 

ここ数年間、大変国民の関心の高まっている、いわゆ

る OB の天下り先になっているような団体ということは

ないのですか。 

天下り先という形になってはいないと思いますが、厚生

労働省のOBが、多分、今現在はいないかと思いますが、過

去にはもちろんいた経緯はございます。 

なるほど。今回、その 1 者しか応募がなかったという  



点がありますので、いろいろな意味で不安な要素があり

まして、こういう宙ぶらりんな、契約に至らない期間が

延々と続くようなものであれば、相手先は普通だった

ら、もう降りますと言ってもおかしくないところなの

に、こんなに我慢してくれているというのは、ある意味、

取引として不自然なのです。だから、もしかして関係が

ある団体なのではないですかというふうに、外部から見

れば見えてしまいます。いろいろな意味で、今回の調達

に関しては、次回改善すべき点があるように思うので、

是非ともドキュメントを残すとか、申し送りをきちんと

するなどして改善をお願いしたいと思います。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。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：平成28年度諸外国における献血血液の安全対策等調査業務 

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、1者であるため。 

発注部局名 ：医薬・生活衛生局血液対策課 

契約相手方 ：ウィップアンドアソシエイツ株式会社 

予定価格  ：9,451,634円 

契約金額  ：9,451,634円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 29年 1月 10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、ウィップアンドアソシ

エイツ株式会社と会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

  

意見・質問 回   答 

この案件については企画競争方式を取られていて、1者応

札ということです。公示が11月7日でしたが、その10日後ぐ

らいに説明会がなされました。説明会には複数名いらっし

ゃったのですか。 

こちらはちょっと確認しておりません。申し訳ありませ

ん。 

この調査については、非常に特殊な業務なのでしょうか。 恐らくそこまで特殊ではないとは考えています。平成

27 年度から実施している業務なのですが、そのときには

3 者から提出がありましたので、特に特殊であるから応募

がないとは思っておりません。 

そうですか。そうすると、特に特殊な技術、あるいは特

殊な設備が必要だとは言えないという案件ですか。 

技術や設備というものは必要ないとは思いますが、献血と

いう仕組みについての知識というものに関しては必要だとは

思っております。 

そうすると、知識が必要なのですね。分かりました。 

続いて、13 ページの企画競争理由書を見ますと、確

かにそのようなことが書いてあるのですが、下から 5 行

目辺りに、知見や組織体制等の評価を最優先できないた

め総合評価を選択しないというふうになっているので

す。この意味が、少しうがった見方をすると、レポート

の方向性というものが最初から決まってしまっている

ようなことはないのでしょうか。少しうがった見方をす

ると、そのようにこの文章が読み取れてしまうのです

が、いかがでしょうか。知見、組織体制等の評価を最優

先と、価格要因は一切入れたくないということですよ

ね。 

そういうことで、こういうことを書いているわけではあり

ません。 

分かりました。そうすると、企画競争を行って、複数者

の募集をしたけれども、たまたま1者だったというお話です

そのとおりです。 



ね。 

分かりました。それで、総合評価落札方式では難しい

のですか。どうしても価格要素は一切入れたくないとい

うことですか。 

そちらにつきましては、去年の公共調達委員会でも指摘さ

れたところでして、今年度から総合評価落札方式にするよう

に言われているところですので、そちらの検討を現在してい

るところです。ですから、価格の評価のほうも含めて、一般

競争入札のほうに移行させるべき検討はさせてもらっていま

す。 

了解しました。では、御検討をどうぞよろしくお願いし

ます。以上です。 

 

予定価格調書が 51 ページから出てきているのですが、こ

ちらの「別紙」と書いてあるものは、厚労省側で立てたも

のなのでしょうか。それとも、この応札者が見積もって出

してきているものなのでしょうか。 

こちらについては、厚生労働省で作成したものになります。 

分かりました。あと、先ほどの企画競争理由書について

なのですが、4 番の企画競争方式を適用する理由の所で、

「事業の成果に相当の差異が生ずる可能性がある」と第 2

段落の最後に書いてあるのですが、どのような差というも

のを想定されているのでしょうか。 

価格を下げられたことによって、こちらが望んでいる調査

を行ってもらえない可能性もあるのではないかと思いまし

て、このように書かせてもらっているところです。 

なるほど。この文面からすると、何かの手技が必要で、

その職人芸によって成果が変わる、だから価格で分けるわ

けにはいかないのだというふうに読めるのです。でも、こ

れは調査して統計処理などをして報告書を作るものですか

ら、そういう匠の技を要求するような仕事ではないですよ

ね。そういう意味では、ちょっとこの第 2 段落で書いてい

るのは不適切といいますか、実際に求められていることと

違うのではないかという気がいたしました。今後、総合評

価になるということですし、ますます何を調べてほしいの

か、何をまとめてほしいのかを仕様としてがっちり書かな

いといけなくなると思います。今後は、仕様のほうを固く

書くという方向でお願いしたいと思います。以上です。 

頂いた御意見はごもっともだと思っております。きっちり

価格も踏まえて調査をやっていただこうと思うと、調査の内

容をしっかり、何をやるのかというものを書いた上で、それ

を基に積算していただかなければ競争にはいけなくなるの

で、そこはきっちり書いた上でやっていきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

そうですね。価格の点を無視していいわけがないので、

予算もあることなので、それは当然だと思うのです。次回

は総合評価落札方式でいかれるのだろうから、この程度に

しましょう。御苦労さまでした。 

 

【審議案件４】 

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の政府共通プラットフォーム 

移行等に係る設計・開発業務一式 

資格種別  ：役務の提供等、A、B又はCランク 

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  ：90,237,888円 

契約金額  ：46,202,400円 

落札率   ：51.2％ 

契約締結日 ：平成29年3月21日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、４者応札があり、株式会社セックが契約の相手先となった。落

札率は51.2％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

まず、低入札調査の結果について御説明いただきました

けれども、この業者に限らず、4者のうち3者が低入対象の

入札をしてきたという事実がございますが、この点からい

御指摘の点についてですけれども、今回の調達に関しまし

て、予定価格を立てたときの見積りを聴取した事業者さん

が、やや大手の企業で、複数見積りをさせていただきました。



きますと、どうしても予定価格に少し見積り誤りがあるの

ではないかと考えざるを得ませんが、いかがでしょうか。 

それを基に積算をしておりましたが、若干予定価格が高めに

出たかなと思っております。そういうところもございました

ので、12月のとき以降、予定価格とかを立てるときには、中

小企業のベンダーさんからも見積りを聴取するということ

にしてございます。このときはちょっとまだ中小企業様から

の見積りを頂いていなかったので、若干予定価格として高く

出てしまったのかなと思っております。 

 若干補足させていただきますと、同種の案件で、12月の中

央監視委員会で、やはり15、16％という低入札で、かなり甚

だしいものがありまして、委員から見積りを取る際にシステ

ムの大きさとか対応能力を考えて、大手だけということでは

なくて中小とかそうした部分から見積りを取って、こんな大

きな乖離が出ないように対応するのも1つではないかという

助言を頂いておったところなのです。しかし、中央監視委員

会が12月26日に開催されておりますけれども、当該調達に関

わる労働基準局における調達委員会が11月17日に行われてお

りまして、予定価格を含めて御了解いただいた関係と、事務

的にタイムラグが生じまして、12月に頂いた御助言を生かし

てないという結果にはなっております。次回からはそうした

部分はアドバイスを生かした形で対応していけるのではない

かと思っております。 

はい、了解しました。それであと、このセックさんの低

入調査の結果のところで、予定工数が 61人月なのですが、

このセックさんは 32人月で完成できるというように、約半

分になっておりますけれども、それはこれまでの経験で特

に問題なく作業ができるということなのですが、この辺を

もう少し具体的に、一体どういうことでそんなにスピーデ

ィーにできるのだとお考えでしょうか。 

株式会社セックに関しては、厚生労働省案件だけでも政府

共通プラットフォームへの移行改修、既存のシステム改修と

か、何件か既に実施しているということでした。予定価格の

見積りを聴取した大手企業に関しては、政府共通プラットフ

ォームへの移行に関する経験がなかった事業者でしたので、

その辺で政府共通プラットフォームの詳細な設計に関わる調

査や、対象となる雇用均等行政情報システムとの関係の調査

や手続はどういう段取りでやるとか、そういうところで経験

値が自分の所はあるというような御説明でした。そうした御

説明を聞いて、プラットフォームへの移行経験のない業者と、

移行経験が何度かある業者ということで、そこについては合

理的な理由があるのではないかということで判断させていた

だきました。 

はい、了解いたしました。  

最初の御説明と、後で追加していただいた中小の人件費

も今後は考慮に入れるということでしたので、私としては

お願いしたいと思っていたところは、ほぼ答えていただい

ています。今回4者中3者がほぼ同じような規模で、低入札

価格調査の対象となる金額帯で入札してきておりますし、

この辺りの案件に関しまして、要するに共通プラットフォ

ーム移行に関する案件に関しては、徐々に業者でノウハウ

がたまってきて工数が減ってきている、若しくは人件費も

それなりに抑えられる規模の所でできるようになってきて

いるものと思いますので、今後とも積算根拠のアップデー

トを継続していただければと思います。 

はい、そのようにいたします。 

（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５】 

審議案件名 ：労働保険事務組合総合コンピュータシステムの雇用保険料率等の変更に伴うプログラム改修一式 

資格種別  ：役務の提供等（A、B又はCランク） 

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 ：労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ：株式会社アビリティが落札 



予定価格  ：9,925,416円 

契約金額  ：2,376,000円 

落札率   ：23.9％ 

契約締結日 ：平成29年2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、４者応札があり、株式会社アビリティが契約の相手先となった。

落札率は 23.9％である。 

 

意見・質問 回   答 

入札者 3 者の皆さんが、予定価格の 60％を下回って

入札されております。26 ページを見ますと、人月単価

については、むしろそんなに高い単価を設定していると

は思えないのです。では何かというと、工数が少し多す

ぎたのかなと思うのですが、その辺りはいかがでしょう

か。 

その点については、この契約の後に検証をしたところ、あ

る業者から事前に聞いたところでは、例えばプロジェクト管

理については2人月、プログラム設計については5.6人月、プ

ログラム開発については11人月、結合テストについては4人

月、操作マニュアルについては1人月ということです。それ

に比べると、ある程度抑えた工数で設定をしたと理解してお

ります。 

そうですか。そうすると、出精値引きのために落札率が

非常に下がったという結論ですね。 

はい。 

はい、分かりました。  

工数が適切だというような前提でということになるので

すが、そうすると人月が先ほどおっしゃられたような小規

模の企業であると、全体的に少し小さめであったというよ

うな可能性もあるのかなと思います。今回はどこの会社も

比較的小さい金額になっているということで、今後はこの

ぐらいの工数の場合はこういった金額でできるのだという

ことで、積算根拠のアップデートをしていただければと思

います。 

はい。 

工数の見積りの根拠が私の資料では見えないのですが、

どちらに入っていますか。26ページに掛け算が出ているの

ですが、工数はどうして、例えばプロジェクト管理が1なの

かというような資料がないように思うのですが。 

申し訳ございません。資料のほうには、これ以上の詳細な

ものはお付けしておりませんが、口頭で御説明させていただ

きます。月数については、39/30と出ておりますが、これは

プロジェクト管理の期間を2月1日から3月28日まで、契約の

開始日から終了日までと出して、それが39日となります。プ

ログラム設計については、2月1日から2月20日までの期間で

設計を行っていただくという想定で立てており、これが2月1

日から20日までの平日の日数で14日となります。プログラム

開発については、その設計の後に引き続き、2月21日から3

月21日までの20日間、結合テストについては、3月22日から

27日までの4日間、マニュアル作成については、プログラム

開発と並行して、2月21日から3月27日までの24日間というこ

とで出しております。 

では、つまりこの別紙2に出てきている日数を使って、月

数を算出されたということですね。 

そうです。 

分かりました。員数のほうは、どのように出されたので

しょうか。 

員数については、業者からヒアリングをした結果を踏まえ

て、もう少し抑えられるのではないかというような見通しの

上で。 

先ほどのプロジェクト管理が2というのを、もう少し抑え

られるという意味ですか。 

はい。 

ここに反映されるわけですね。 はい。 

分かりました。それでは、今後は是非、こちらの聞き

取られてきた所から、もちろん、A 者、B 者のように仮

名にして構いませんので、このような聞き取り結果があ

って、それに対して例えば過去の厚労省の調達案件と比

較したところ高いようなので端数を切り落として、今回

その辺りは、今後気をつけたいと思います。 



はこのような員数としたというような形で説明される

と、分かりやすいかなと思います。 

 それから、月数に関してですが、多くの案件で 8 時間

掛ける 20 日でひと月と計算することが多いのですね。

今回は、単純にひと月 30 日ということでやられている

のですが、もしかすると先ほどの 1 人月か 2 人月かとい

うような差というのは、聞き取りをされた業者さんは 8

時間掛ける 20 日というつもりで 1 人月と言っていたの

が、ここでは 30 日分が 1 人月というような対応になっ

ているので出てきた、若干そのように大きい、小さいが

出てきたのかもしれないなと、伺っていて思いました。 

ほかの調達で幾つもありますので、そういうものを反映

させてみたらいいかと思います。以上です。 

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す。 

【審議案件６】 

審議案件名 ：重症度、医療・看護必要度等に関する調査分析業務一式 

資格種別  ：「役務の提供等」A、B又はCランク 

選定理由   ：総合評価落札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施しており、落札率が最も低いため。  

発注部局名 ：保険局医療課 

契約相手方 ：株式会社健康保険医療情報総合研究所 

予定価格  ：86,473,137円 

契約金額  ：30,240,000円 

落札率   ：35％ 

契約締結日 ：平成 28年 12月 7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、株式会社健康保険医療情報総合研究所が契約

の相手先となった。落札率は 35％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

落札率が35％と非常に低い案件ですが、開札調書を見ま

すと、健康保険医療情報総合研究所のほうが価格的にも安

いし、しかも技術的にも上だったということですね。 

はい、そうでございます。 

2,800万円で落札されまして、35％であったがゆえに低入

札調査をされておりますけれども、その中身を見ますと、

144ページ辺りですが、人月としては業者が606日、予定価

格調書では413日ということで、むしろ業者が1.5倍程度人

月を取られていらっしゃるにもかかわらず、非常に低い落

札価格を出してきてしまったとか、その原因としては価格

に非常に大きな差があったと書いています。業者さんは約

5,000円程度で、時間当たり単価が5,000円、それから予定

価格調書を簡単に計算しますと、時間当たり約1万3,000円

になっていますが、この時間当たり1万3,000円ということ

は、人日当たり約10万円から算出していますが、1日10万円

という単価は、この案件についてちょっと高すぎたのかな

とも思いますがいかがでしょうか。 

まず人日の件ですけれども、予定価格調書では 410 ち

ょっとの人日を見込んでおりまして、事業者が 606 人日

になっておりますが、予定価格調書はヘルプデスクやデ

ータの入力のところを委託に出すということで、人件費

ではなくて経費で見積もっているところがございます。

データ入力等々のところを、参考見積りを徴取したとき

にお伺いしたところでは、大体 500 人日ぐらい見積もっ

ているということでしたので、全体としましては、調達

の規模としては 900 人日の実施規模で、事業者は 600 人

日で、予定価格の積算根拠のときよりも人日はちょっと

少ない形でした。 

 先ほど御指摘がありましたとおり、人件費の単価のほ

うですが、事業者に低入札価格の調査のときに確認した

ところですが、事業者の社内基準というのがあるようで

して、上級者、中級者、一般職等々のクラスに分けて単

価を設定しているようです。事業案件ごとにスペシャリ

ストがどのくらい必要なのか、一般職でどのくらいで足

りるのかを積算をして、人件費の単価を出しているとこ

ろでして、こちらの事業につきましては、1 人当たり 1

日 4 万円、単価として 1 時間 5,000 円程度でできるとい

う形で見積りをされているところでございます。事業者

に、この事業を取りたいということで特段に安くしたと



いうことがあるかをお伺いしたところ、社内基準にのっ

とって出した数字ということで、特段この事業のためだ

けに出したものではないということでした。 

おっしゃるとおり、もともとの参考見積りから出した

単価が1万3,000円になっており、結果としては高かった

ようなところはあるのかもしれませんが、過去の調達

等々の単価を見ますと、1万1,000円前後で予定価格を括

ったり、落札されたりしておりますので、特段高かった

というものではないと認識はしてございます。事業の案

件によって、どのくらい人がかかるとか、ものによって

ちょっと違いますので、調達の似ている案件でもなかな

か一概に評価することは難しいとは思っておりますが、

過去に調達仕様書を取りに来て入札まで至らなかった業

者に、なぜ入札まで至らなかったかというようなお話を

聞きましたところ、この1万3,000円ぐらいの単価で見積

もった金額の調達でも、ちょっと採算性がないというよ

うな事業者もありましたもので、特段、高すぎた設定だ

とは考えてはいないところでございます。 

予定価格、先ほどおっしゃったデータ入力の外注費です

が、業者さんが出してきた積算内訳の中には、それは入っ

ていないと、その理由としましては、入力用のソフトウェ

アを配布するので、自ら入力する必要はないからだと、そ

ういう理由が書いてありました。現状では、実際にオペレ

ーターが入力しているような作業が必要だというように認

識をされて見積りをされたと思いますが、どっちが今は主

流なのでしょうか。 

オンラインで調査をされる業者さんも確かに多くはなっ

てきたのですが、対応されるのは病院側になりまして、オン

ラインで対応できる病院と紙でしか対応できない病院と複

数ございますので、主はオンラインのほうに移ってはきてい

るのですが、なかなかデータの紙提出、媒体提出というとこ

ろをなくせない。仮になくしてしまうと回答率というか、回

収率が下がってしまって、調査自体がなかなか難しくなると

いうこともありまして、一応、予定価格のときには、どちら

かに偏るというよりは、両方やるような形の予定価格の見積

りのほうを採用させていただいているところです。 

これはシステムとしてWeb上で入力可能なものですか。 基本的には調査票に入力していただいてという形にな

りますので、今回の調査もいろいろ仕組みを工夫してい

ただいて、実際、紙媒体で提出していただいた所はない

という形になっています。データを入力できるフォーマ

ットを入れて、CD 等々で送りまして、入力して返しても

らう形になってございます。 

あとヘルプデスク代を1,200万予算立てされていますが、

これは実際必要だったのですか。 

ヘルプデスクにつきましては、調査の内容によってどのく

らいリアクションがあるかというところはなかなか読めな

いところがございまして、これを予定価格のときに小さく見

積もってしまいますと、多分、調査の精度に影響してくると

ころがあって、なかなか低く抑えるのは難しいと。こちらの

落札の事業者につきましては、中小企業みたいなところもあ

りまして、中にいる人間、手が空いているときに空いている

人がそのヘルプデスクの対応をすると、特別設けずに、いる

人間で何とか対応するような形で、特に外注費は見ていない

ということでした。ただ、予定価格としましては、ちょっと

落とすわけにはいかない、調査の内容、質に関わってくると

ころがありまして、予定価格としては積算させていただいて

ございます。 

その辺はもう少し予定価格の精度を上げていただく

ほうがいいのかなと思います。 

はい、ありがとうございます。 

前回の落札者はＡ者ということで、今回の入札額もほぼ

前回と同じぐらいということですから、Ａ者では大体似た

ような企画というか、やる内容だと考えていたのだと思い

ます。先ほどの質問に対する答えの中で、技術点が今回の

落札者、株式会社健康保険医療情報総合研究所のほうが高

申し訳ございません。そちらは誤りです。Ａ者のほうが高

いです。 



いというように聞こえた気がするのですが、開札調書を見

ると、Ａ者のほうが技術点は高いような気がするのですが、

いかがでしょうか 

やはりそうですよね。 申し訳ございません。 

そうだとすると、技術点にこれだけ違いがあるというこ

とで言えば、価格が安いというのが、技術点が低い、ある

いは提案内容が低いというのを、十分補えたということだ

ったかどうかというのを、お考えをお聞きしたいのですが。 

この総合評価落札方式になりますと、技術点、300 点

満点中 200 点の技術点が配分されているところですが、

ちょっと価格のところで一発逆転的な要素をはらんでお

りまして、なかなかその技術点が高い所が落とせるとい

うような仕組みになっていないところは、確かにちょっ

と痛し痒しのところはあるなとは思っております。今回

の受託者につきまして、もう納品も終わっておりまして、

納品物は確認させていただいたところですが、内容は毎

年少し変わるので、同じような評価はなかなか難しいと

は思いますけれども、こちらから要求した内容につきま

しては、全て回答を頂いて、納品されていると認識して

おりますので、技術点はちょっと低かったところはあり

ますが、内容が劣ったというところはないと認識してご

ざいます。 

決して私の今の質問は、技術点の高い所が落札されるべ

きだったのにというニュアンスではなくて、総合評価でや

っている以上、ちょうどいいものが適切な価格で取れれば

いいと思っております。 

ありがとうございます。 

そのような前提であるとすれば、企画というか、今回の

ような総合評価では、どのような技術提案を応札者側が考

えて提案してくるか、過剰な品質なものを提案してくれば

当然技術点は上がってくるわけなのですが、その分、人件

費等がかさみますから、必ず価格が上がってしまうという

か、不利になるであろうと考えられます。今回の落札者の

お仕事で十分応えてくれたということでしたが、今後これ

に類する案件に関しては、調達仕様の内容に関してもう少

し応札者側に、このぐらいの仕事規模でいいんだなと、過

剰にしなくていいんだなという意味で誤解のないように、

価格が上がり過ぎないよう、高止まりするようなことがな

いような形での記述をお願いしたいと思います。 

この調達につきましては29年度分の調達がもう終わって

おりまして、事業者から同じような御指摘もあったり、調達

委員会でも調達のボリュームが分かる形で記してくれと、ほ

かの調達の案件でもありました。ですので、この調達のとき

には報告書の枚数がどのくらいになるのかは記載をしてい

なかったところですが、29年度の調達につきましては、報告

書のボリュームはこのくらいになります、途中の作業はこの

くらい、100帳票ぐらい作ってくださいというような形で、

目安を示して調達をするように改善をしているところでご

ざいますので、申し添えさせていただきます。 

なるほど、分かりました。あと、今回の調達の問題点で

は決してないのですけれども、調査に関してオンラインで

行うとか、ソフトウェアを使って行うことで省略化できる

のは事実ではあるのですが、ある意味、それは調査者のコ

ストを下げてはいても、被調査者、調査される側の人たち

がある意味、身銭を切ってというか、本来調査する側がや

る仕事だったことを肩代わりして行うという側面がないわ

けではないわけです。今回は紙で出した方がいなかったと

いうことなので、相当IT化は進んでいるということもある

と思うのですが、調査方法を変えると調査者のコストが被

調査者に回りやすいので、時々で結構だと思いますけれど

も、被調査者が困っていることはないかということも、調

査というかモニタリングしていただくとよろしいかと思い

ます。 

はい、ありがとうございました。 

追加でお聞きしますが、前回の調達のときは説明書を取

りに来たのは9者だということでしたけれども、今回は何者

だったのですか。 

今回とは 28 年度ですか。 

株式会社健康保険医療情報総合研究所が落とした。 28年度は入札書の受領者は7者でした。入札説明会に参加

された会社が2者で、応札者が2者でございます。 

前回は9者だったけれども、結局1者応札でしたね。 1者応札でございます。 



でも、1 者応札について結構改善してきつつあるという

ように見えますね。 

ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

ありがとうございました。 

【審議案件７】 

審議案件名 ：プロジェクト推進支援業務一式 

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 ：EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 

予定価格  ：92,548,915円 

契約金額  ：54,000,000円 

落札率   ：58.3％ 

契約締結日 ：平成 29年 3月 29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、３者応札があり、EY アドバイザリー・アンド・コンサルティン

グ株式会社が契約の相手先となった。落札率は 58.3％であり、低入札価格調査を行った。 

  

意見・質問 回   答 

今、御説明いただいた履行体制の状況について特に問題

ないということで、この契約の低入調査の結論として、EY

アドバイザリー・アンド・コンサルティングを選定するこ

とについては問題ないという結論に至ったわけですが、履

行体制の状況を、もう少し詳しく教えていただけますか。 

今回のこの事業者の決定に当たりまして、提案書の評価に

当たりましても、要員2名を配置するということで仕様を求

めておりまして、それに関して、この事業者の今回その配置

する2名については十分な実績、特に官公庁や金融機関をは

じめとした大規模なシステムの支援にも、十分にマネージャ

ーやリーダークラスとして携わっているという経験と実績

もありまして、さらには社内の後方支援としても、同じく実

績を持った要員を複数配置して、社としての支援も十分に整

っているというところで、今回のこの業務をやっていただく

に当たっては十分な実績も、経験も、そして、社としてのし

っかりとした体制も持った所だということで評価をしてお

ります。 

この調達について問題ありということではなくて、問題

ないという前提でお話をお聞き願いたいのですが、今回の

開札調書を見ると、技術評価については、Ａ者が約1,800

点、今回、案件を落札したEYアドバイザリー・アンド・コ

ンサルティングのほうは1,200点ということで、かなりの開

きがあったのですが、これはどういうところで開きがあっ

たのでしょうか。 

 今回の総合評価の点数の付け方については、今回は複

数者の提案がありましたが、点数で 1 位、2 位を必ず明確

に付けると、順位付けするという評価の仕方をしており

ます。これはなぜかと申しますと、評価の仕方としては

ある程度、同程度の評価であれば同じ点数ということも

あるとは思うのですが、できるだけその事業者の技術力

のところで、明確に点数の差が付くような評価にしたい

ということで、このような方式にしております。 

 その結果、3 者のうち 1 位の点数を取った所と、2 位の

所との差が非常に大きく出るような評価点の仕方をして

おりますので、その結果として開きが出ているというと

ころです。 

 ただ、今回の受託者に関しても、3 者のうちの 2 番目の

点数でもありまして、全体の加算点項目、特に評価をす

る点数のところも、全体の項目としまして平均的に点数

を獲得しているという評価をしているところですので、

全体として実施には問題なくバランスよく提案をしてき

ている事業者だと認識しております 

仮にですが、同じ入札金額を出してきたときには、総合

評価落札方式ですので、もちろんＡ者が落札したという結

果になると思いますが、低入調査の結果を見ると、EYアド

バイザリー・アンド・コンサルティングのほうは、経営判

断だと、経営戦力上の値引き6,300万円をするのだというこ

結果的に、一番評価の点数、技術力の評価の点数が高い事

業者ではなかったという意味では、技術力というところでは

もしかすると、事業者ごとの性質や特徴などもあるとは思い

ますが。ただ、この事業者、今回の受託者自体が何か他と比

べて劣っていたり、何か欠けているところがあるということ



とで、価格点が40％加算される形になりまして、結果とし

て落札しています。経営戦力上の値引きのために、本来、

非常に技術力が高いＡ者が排除されてしまったという結果

になったのですが、ただ、制度上、これはやむなしという

ことではありますけれども、その辺はどのような感想でし

ょうか。 

は決してありません。そういう意味では、点数の開きという

のには、先ほどの1位、2位のところの開きをよりはっきりと

付けるような評価の点数にしたというところが、特に大きく

響いているのだと思いますが、技術力自体の差はそれほど、

点数以上に大きく開いているものではないと思っておりまし

て、今、事業を数箇月やってもらっていますけれども、実際、

全く問題なく非常に積極的に支援もしてもらっておりますの

で、その点に関しても問題ないと認識しております。 

分かりました。技術力が高くて、予定価格にちょっと低

いぐらいの適正な値段を入れてきた所が排除されて、出精

値引きした所、しかも、技術力が低い所が選ばれてしまっ

たという、ちょっと悩ましい問題が残るのかなと思います。

以上でございます。 

 

今回の予定価格を立てて、その内訳を書かれているのが

195ページだと思いますが、これを見ると、レベルが違う組

み合せはあるものの、2人の方が12か月働くという積算と読

み取ってよろしいのでしょうか。それで合っていますか。 

はい、そのとおりです。 

分かりました。そうすると、217ページにある低入札価格

調査の結果からすると、この落札者はものすごくこれより

は多い人月を積んできているということですよね。 

そうです。厚労省に常駐する者は 2 名ということですが、

それより工数が多いのは、社内のバックアップ体制というこ

とで多く工数を積んでいるためといった状態です。 

なるほど。では、その点で2点確認したいのは、今回の値

引き分と言うとちょっとあからさまな言い方すぎるかもし

れませんが、それは、では、厚労省に来ない人たちの分と

いうニュアンスなのでしょうか。 

そうです。実際には来ませんが、社としてのバックアップ

体制を取っているということです。 

本来、間接費相当的なところなのですか、ニュアンスは。 そうだと思います。 

それで他の業務と分け合えるからということ。 そうですね。 

低入札価格調査のときに、その辺を少し確認を取って

いただくと、なるほど、そういうことなら問題ないので

すねという納得がいきやすいかなと思います。というの

は、次のコメントにつながるわけですが、工数が大きく

違うというのは、要するに、調達内容を誤解しているの

ではないか、こちらが欲しいと言ったことと違うものを

想定しているのではないかというのが、一番大きな問題

になると思います。 

 次の質問ですが、そういった履行の結果、あるいは現

在の状況でも結構ですが、調達した内容との齟齬のよう

なものはありますでしょうか。 

まず、今、実際に業務をやってもらっていまして、その中

でそういった認識の相違とか、誤っているところ、こういっ

たものは全くありません。 

そうですか。 実際に提案の評価の際にもヒアリング等も十分に行って、

そこの認識も確認しておりますので、そういったところで問

題はありません。 

なるほど、分かりました。 はい。 

次は、今後、検討していただきたい点ですが、今回点

数できちんと差を付けるようにしましょうという方針

で審査を行われたということですが、価格点なしで点数

のみで選ぶ場合は全く問題ないのですが、価格点があっ

て、技術点がある場合ですと、事実上、技術点の幾分か

というのが価格の幾ら分というのに相当することにな

ってしまうわけですよね。重みが同じ金額というのが出

せるわけです。となりますと、技術点で差を付けましょ

うと言っていると、ある意味、恣意的に金額の差をギュ

ッと広げたのと同じことになるのですよね。もしも技術

水準、提案水準として余りそれほど大きな差がないはず

だよねと思われるものであれば、やはりそれは技術点も

差がないべきであるということです。技術点のみだけで

 



採点するのであれば、差がきちんと付かなければ評価に

なりませんから、どこが良い、悪い、劣るといったこと

が言えなくなるので差を付けるという方針は理解でき

ます。でも、ほかの評価基準と合算することになった場

合は、そういう恣意的な差を付けるとか、間隔を広げる

というのは、理論上も、あるいは実際の運用上も好まし

くないというように言わざるを得ないのです。ちょっと

これはゆっくり御検討いただいたほうがいい問題だと

思うので、是非、時間を取って考えてみてください。 

もう一件はコメントです。契約件名が「プロジェクト

推進支援業務」ということで、何の件名かよく分からな

いのです。多分、これは恐らく厚労省全体として、後か

ら参考になる過去の調達がないかなと思われて探され

たときに、全部に引っ掛かるか、何からも引っ掛からな

いかどちらかになってしまって、非常に使いづらい過去

の契約になってしまうと思いますし、よろしくないと思

います。せめて今回は、例えば、年金システムですから、

そういうもののプロジェクトなのだということが分か

るような調達件名にしてはいかがと思います。厚労省は

労災とか、医療保険、公衆衛生とか色々なことをやって

いらっしゃいますので、プロジェクトと言ってしまうと

全く情報がなくなってしまうので、その点は今後、御検

討というか、配慮していただきたいと思います。 

今の発言と同じことになると思いますが、今回の点

差、採点方式というのは、技術力で大差がないのに多く

の差が付いてしまうという、やはり根本的な欠陥を持っ

ているのではないかと思います。過剰に差が付いて、技

術力が本来だったらほとんど変わらない、あるいは 100

満点で言えば 95 点と 93 点だったのに、片方は 100 点に

なって、片方は 60 点になってしまうというようなこと

になって、価額でもって相当の差がなければ、結構高い

ほうになって、高いもので変わらないものを押し付けら

れたみたいな話になってしまうので、少し考えられたほ

うがいいのではないかと思います。 

それと、審査調書で見ると、ISO9001 は過度な要求で

はないかということを事前の審査会では言われている

ようですが、これは少し要求が過剰だと思われました

か、それとも、そうではないと思われましたか。 

その件については、実際、物の製造等の役務であれば、確

かに品質というところは重要な点になってまいりますが、今

回のような支援業務といったところでは、確かにこれはもと

もと仕様を作成する段階で、ある程度厚労省の中での標準的

な仕様の作り方の中で、こういった支援業務系のものは、今

の ISO の品質のところは要件としてはやはり過剰になるので

はないかというのが考え方としてあったのですが、作成する

段階では、そこの部分を本来、最初から記述をしない、そう

いう条件を設けない仕様にすべきところを、一度そこを入れ

てしまって。そこは御指摘を頂いたとおりのことだと思いま

したので、そこを修正しております。 

他のものを流用してそのまま残ってしまったということ

ですか。 

そういう意味では、なかなかこういった支援業務というも

のがほかにありませんので、他のものと同じような条件を付

けてしまいました。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：DPCデータベース管理運用システムのシステム運用及び保守業務一式 

資格種別  ：役務の提供等（A、B、又はCランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式を実施している案件中、低入札価格調査を実施しており、次順位者を落札者としたこと

について確認する必要があるため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社日立製作所 

予定価格  ：642,865,572円 

契約金額   ：625,795,200円 

落札率   ：97.3％。 

契約締結日 ：平成28年12月8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先となった。

入札における第１順位者の落札率は53.7％であり、低入札価格調査を行った結果、次順位者を落札者とした。 

意見・質問 回   答 

今回、低入札価格調査の中で積算不足が判明したわけで

すが、その経緯を御説明していただけますでしょうか。 

まず、開札は 11 月 18 日に行いましたが、その際に総

合評価点が一番高い業者の入札金額が、低入札価格の調

査基準額、60％を下回っておりました。大きな案件です

ので、本当にこの金額で間違いなく履行ができるのかと

いうことで低入札価格調査を実施したところ、ポイント

としては、ハードウェアの保守の関係で積算上、非常に

低い金額を積算していたということで、結果として、

9,000 万円以上の赤字がトータルの契約期間で出てしま

うということでした。それから、9,000 万円以上の赤字が

出るのですが、業者としては、是非受けたいとおっしゃ

っていたのですが、そうすると、内容的に国民のレセプ

ト情報のようなものを蓄積していくようなデータベース

システムですので、途中で倒れてしまっても大変困ると

いう事情がありましたので、業務を行っていただくにし

ても、本当に資金的に大丈夫かどうかというところを特

に重点的に確認しました。 

 当該業者が大体、売上高 6 億 6,600 万円程度、経常利

益が 0.04 億円ということで、余りそれほど大きい会社で

はないということで、本当にこの赤字を支えきれるので

しょうかということを質問したところ、銀行から借り入

れる、それと、本業のほうを頑張る、それから役員報酬

を少し減らしますと。それから賃貸スペース、会社の事

業スペースを解約し、その分賃借料を下げてでも資金を

捻出しますというようなお答えがありました。 

 では、その具体的な裏付けがあるのかというところを

確認すると、銀行借入れについては、これから相談しま

すという話ですので、実際に実行されるかどうか担保が

できないということでした。それから、ほかのシステム

販売増というのは、結局努力しますというだけですので、

結果として余り担保にならず、それから、役員報酬を減

額するというのも、社長の報酬を減額してまでやるとい

うのは、逆に言うとインパクトが非常に強いということ

の裏返しですので、問題があるのかと。それと最後の余

剰の賃貸スペースの解約については、こういった経緯で

借りたスペースがあるので、この分を手放して、賃料負

担を減らしますというお話だったのですが、賃貸借契約

書とかの写しを見させていただいて、その説明していた

だいた内容と照らし合わせても、ちょっと説明と借り始

めた時期が違うとか。あとは、この物件を御説明のとお

り、来年度から解約されるのですかとお伺いしても、最

終的に来られた代理の方が、よく分からないということ

をおっしゃっていて、結局、御説明いただいている資金

の担保となる説明が、いずれも信用に足らないと判断し

ました。 

 ですので、最終的には 9,000 万円以上の赤字が出る金

額で入札していまして、業者はそれでも、赤字でもやり

たいとおっしゃっていると。しかしながら、その 9,000

万円の赤字を吸収するだけの十分な財務的体力がなさそ

うであるということ。それから、説明についても、誠実

な説明であるとは認められなかったということで、確実



な履行を得られるという確証が得られませんでしたの

で、一番札の業者を落札者としない決定をしまして、二

番札である株式会社日立製作所と契約するという決定を

した次第です。 

それで、仮に低入調査の対象にならなかった場合、これ

はこのまま進まざるを得ない案件だと思いますが、いかが

でしょうか。 

おっしゃるとおり、1,000万円以上のものが対象となります

ので、1,000万円以下の予定価格の場合にはそもそも調査をせ

ず、開札場では自動的に落札というようになってしまいます。

それはおっしゃるとおりです。 

それで、事前に提案書をもちろん提出して、技術評価を

されているわけですが、89ページには、基礎点に係る結果

詳細ということで全て○がしてあるのです。これはどうい

うことなのですか。 

技術点の関係は保険局医療課で担当しております。基礎点

で金額の妥当性というところまでは判断しないというか、審

査委員は予定価格は当然知りませんし、我々も開札後に知っ

たぐらいですので、そこは当然考慮できません。一応見る視

点としては、求められているもの、こちらのほうから、例え

ばミドルウェアの保守に係るものはこれですよというのは閲

覧で見せていますので、その内容が積み上がっているかとい

うところは見ています。けれども、個々の金額の妥当性とい

うのは、その会社と契約先との交渉とかで決まる部分もあり

ますので、そこまでは見られないので、結果としては、必要

なものがピックアップされていてそれが提案されているとい

うことで、基礎点は○になっている。委員の方々からも特段

の指摘等はありませんでした。結果として合格という格好に

なっています。 

ハードウェアの保守の工程が積算されていなかったとい

うのは、どういうものですか。ハードウェアを購入するの

ですか、それとも、人を使って保守をするだけですか。 

一般的にこのようなシステムの運用、保守という業務をや

る場合は、サーバですが、ハードウェアそのものの物理的な

保守、それから、ソフトウェア自体の中身の保守というか、

ハード系とソフト系のものに分かれるわけですが、ハードウ

ェアの保守に関しては、商慣行というか、ベンダー、ハード

ウェアのメーカーに外注する場合が非常に多いという認識を

しています。ですので、今回の場合も、一番札だった業者は

ハードウェアのベンダーではありませんので、ほかの所に外

注をする必要があるのですけれども、その外注をするための

費用の見込みが外注先が想定しているものよりもずっと低く

て、実際に低入札価格調査の中でも、その低い金額で相手が

「うん」と言ってくれているかと言えば、そうではなかった

というような結果です。 

そうすると、今回の業者がベンダーのほうに外注をしな

ければいけないのだということは、企画書をレビューする

段階で分かっていたのですか。 

はい。業者は当然承知していたと思います。 

なるほど。例えば、基礎点に関わる結果詳細の○ですが、

今の点検項目についてはどの辺に当たるものなのですか。 

総合評価の場合の技術提案については、金額的な部分とい

うのは、基本的に評価対象とはなっておりません。この仕事

をどういったやり方でやるかといった進め方というか、本当

にやり方についての評価がメインとなりますので、きちんと

した見積りを積んでいるとかそういった部分については、技

術点の対象として整理はしていません。 

そうですか。そうすると今後も同じようなケースは起こ

り得るということになりますか。 

はい。結局、業者の手持ち業務とか、いろいろなリソース

の状況、それから、いろいろな本来の業務のシナジーとかそ

ういったものの関係で、こちらのほうが市場価格から見込ん

だものよりも、非常に低い金額で受けていただけるという業

者の例というのはよくありますので、その辺りは、やはり価

格競争という制度の中で吸収するしかないのかと考えており

ます。 

なるほど。その企画書の見積金額も入っていると思いま

すが、その辺のレビュー項目の中に外注の金額についても

当然入ってはいないのですか。 

提案書自体には、業者が見積りをした金額が入っています

が、実際、開札を実施すると、それどおりでもないという、

現に日立製作所は恐らく積み上げると予定価格以上なので、



あくまでも提案書を出す際の見積りだということです。開札

時に提出する入札書が本当の勝負だといったところがありま

すので、なかなか難しいところではあると思います。現制度

では無理なのですが、例えば、予定価格の 60％を低入札ライ

ンにしていたら、60％以下の金額であれば基礎点でもアウト

になるよというのが仮にできれば、排除できるかもしれませ

んが、そうではない以上、なかなか排除するのは難しいと。

業者に対しても、説明がなかなかしづらい。いわゆる価格競

争の中、価格の妥当性を提案書だけで見てしまうのは難しい

と思います。 

そうですか。でも、今後の課題として、仮にこれ、落札

率が62％であった場合は、できないものを落札してしまう

わけです。非常に問題が大きいかなと思います。いろいろ

な方策を、この辺のチェック体制ができるような工夫をし

ていただきたいと思います。 

 

今回の案件は非常に難しい案件のように思います。と

申しますのは、業者が見積金額に誤りがあったというこ

とを最終的には認めて、低入札価格調査の中で認めて、

一番札ではない所が採用になったわけなのですが、今ま

での御説明と、それから本日出てきた基礎点用、加点用

の提案書を見ますと、これを真実として審査するのが調

達者、厚労省側なわけですから、これを真実とすればこ

ういう基礎点、加点になるのだろうということも思うの

ですね。つまり、こういう提案に真実が載っていないと

いう前提すらも考えなければいけないとなったら、何を

根拠に審査したらいいのだということになるので、厳し

い言い方をすると、応札者側の倫理を疑ってしまうよう

な案件になったので、低入調査があってよかったなとい

う、随分月並みなコメントになって恐縮ですが、それの

お陰で大変なことにならないで済んだのではないかと

すら思います。 

ほとんどコメントのような状態で恐縮ですが、加点項

目を見ると、日立製作所よりも随分高いのですね、むし

ろ。となってくると、基礎点項目ですらこういう疑わし

いところがあって、となると、加点項目は一体どれだけ

盛っているのだろうというように、非常に不安になって

しまうようなところがあったので、この委員会としての

持分から言うと、低入札価格調査はきちんと意味のある

ことだったので、今後もきちんと低入札価格調査をやっ

ていただきたいということに尽きるかなと思いました。 

あと、強いて言うならですけれども、例えば、今回の

基礎点に該当するハードウェアの確保とかそういった

ことに関しては、「どういうめどを付けてあるのかも提

案書には書くこと」というように言えるぐらいかなとい

うのが私の今、思った対策のようなものですね。ちょっ

と今回は大変なことになったなと思いましたが、瀬戸際

で踏みとどまれてよかったのではないかと思います。 

 

（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９】 

審議案件名 ：独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院放射線除染業務一式 

資格種別  ：建設工事－「土木一式」又は「建築一式」C、Dランク 

       「役務の提供等」のA、B、Cランクのいずれか。 

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



発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：二本松市復興支援事業協同組合 

予定価格  ：54,215,300円 

契約金額   ：54,000,000円 

落札率   ：99.6％。 

契約締結日 ：平成28年12月22日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、二本松市復興支援事業協同組合が契約の相手

先となった。落札率は 99.6％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ということで、

抽出させていただきましたが、この辺りの理由を教えてい

ただいてよろしいでしょうか。 

まず予定価格について説明させていただきます。この除染

業務については、福島県としての積算基準、それから環境省

としての積算基準といったものが、公にあります。まず福島

県の県域内の事業ですので、福島県の基準に基づいて、それ

から市場の積算資料といいますか、一般的な単価を用いて行

うという形でやっております。福島県の積算基準でちょっと

読み切れないところを、環境省の積算基準で、環境省の積算

基準を用いても読み切れないところについて、業者の見積り

をベースに補足をするという形で作っております。そういっ

たことで言えば、除染の予定価格の積算はある程度、相場が

決まっているので、除染業務を大変たくさんやっていらっし

ゃる業者ですので、高い落札率になってしまったのかなと思

っております。 

了解しました。以上です。  

この競争参加資格で、東北地域に限定していますよね。

これは、どうしてですか。 

基本的には、その調達を受注するエリアで競争参加資格を

持っていらっしゃる所ということで整理をしております。特

にこのような実際に現場での仕事が多いようなものですと、

例えば建設ですと御承知のとおり、近隣のエリアに営業所や

そういった拠点を持っている所という条件で行うことが多い

です。余り遠い所ですと、仮設費などもかさんでしまうとい

うことがありますので、地元の資格を持っていらっしゃる所。

ただ、役務のほうでよくあるのですが、大きな企業などです

と、東京にあるのに全国どこでも資格は申請して持っていら

っしゃるというものがありますので、全国でやろうと思う業

者はそのように全国に資格を持っていらっしゃるので、特段、

競争の阻害にはならないのかなと承知しております。 

復興支援事業だからこれでいいのではないかと思うので

すが、これは事業協同組合で入札に応じているので、恐ら

くその地域の方たちが協同組合を作ってやっているという

形だと思うので、これだと競争は働かないと思うのですよ

ね。ですから、考えようで、競争して安くさせたほうがい

いのか、復興事業なので、その地域の復興にも地域の企業

が参加したほうがそれにも貢献するわけで、そのような全

体を考えたほうがいいのか、ちょっと微妙なところではあ

りますよね。 

おっしゃるとおりで、結局、会計法では、とにかく経

済的にやるのだということで、価格競争を重視するので、

その前提からすると、なかなかつらいものがあるのです

が、実態としてどのような状況かと申し上げますと、二

本松市内の除染業務は、農業系のものは別整理らしいの

ですが、二本松市の発注する除染業務について、農業系

以外は全てこちらのほうが受けていらっしゃるという状

況があります。その場合ですと、競争が働かない可能性

があるということで、二本松市のほうに何か条例なり、

随意契約の理由の端緒となるような整理はあるのかとい

うことも照会したりしたのですが、実態として地元の業

者がやっていると、事実上そうなっているというだけの

ようでした。他の調達案件を見ますと、安定所や労働基

準監督署などで、近隣の所で他の業者さんがやっている

という実績もあったりしたものですから、もしかしたら

他の所からも入っていただけるのかなということで、随

意契約ではなくて一般競争ということで調達した次第で

す。 



（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ：薬害等に関する証言映像の撮影業務一式 

資格種別  ：役務の提供等のA、B、Cランク 

選定理由  ：一般競争入札を実施している案件中、最も落札率が低いため。  

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社テレコープ 

予定価格  ：8,153,219円 

契約金額  ：2,322,000円 

落札率   ：28.5％ 

契約締結日 ：平成 29年 1月 25 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、９者応札があり、株式会社テレコープが契約の相手先となった。

落札率は28.5％である。 

意見・質問 回   答 

まず、落札率が 28.5％だったということで、非常に

低い落札価格でしたので、予定価格について少し説明い

ただきたいと思っています。開札調書が 13 ページにあ

りますが、60％を切る入札金額がほとんどで、やはりど

うしても予定価格が高いのではないかという疑義が生

じてしまいますが、いかがでしょうか。12 ページに、

予定価格の品目の明細がありますが、この辺りを見なが

ら説明していただきたいと思います。 

予定価格の積算資料は、12 ページです。内容的にはい

ろいろなものがありますが、一番大きいものについては

撮影業務ですので、撮影クルーの人件費が大部分を占め

るというような積算になっております。そうしますと、

撮影クルーの人件費が、見込みと実態の間で非常に乖離

が大きかったという結果になっております。 

 それで、予定価格作成のときに何を根拠にしたかと申

し上げますと、公益社団法人映像文化製作者連盟という

ものがあるのですが、こちらのほうで映像製作費の積算

資料を毎年度出版していらっしゃいます。この中で撮影

クルーの人件費の単価が示されておりますので、こちら

に基づいて予定価格を作成したところです。結果として

は、製作会社も大きい所から小さな所までありますので、

この業務自体もそれほど大きいものではないものですか

ら、中小企業の方々、大変安くしていただける業者さん

にたくさん集まっていただいて、結果として積算資料の

人件費単価との間に大きな差が開いてしまったと理解し

ております。 

 今回、実際に入札価格が出たわけですが、仮に次年度以

降、同じ案件を見積もる場合については、この明細のどの

辺りを少し考慮して見積りをされたらいいのかを説明して

いただけますか。 

今も申し上げましたとおり、クルーの単価、人件費単価が

何よりも離れてしまったところがあります。それから、実際

に私どものほうで見込んでいた撮影や編集に必要な日数があ

るわけですが、こちらについては請負額の内訳書を徴取し、

実態にあった日数を設定するといったように、基本的には今

回の実績を踏まえて予定価格を組み立てるという対応にさせ

ていただきたいと思います。 

恐らく、これは番組製作と取るのか、それとも撮影業務

と取るのかで、応札者の必要とするコスト、あるいは見積

もってくるコストは相当変わると思うのです。今回の仕様

書を拝見すると、どちらかというと撮影の仕事という形で、

いわゆる番組制作という形ではないのだなということは、

私の目から見ても感じました。ですので、今回の調達結果

を基に、番組制作ではなくて撮影が主たる調達内容という

ときには、今回のような単価でいけるのだということで、

アップデートをお願いしたいと思います。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） 


