
平成２９年度第２回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２９年１０月１１日（水） 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４月１日～平成２９年６月３０日の間における調達案件 

抽出案件 １０件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件 ０件 

審議案件 １０件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

  

【審議案件１】 

審議案件名 ：研究情報ネットワークシステムの更改に係る構築、賃貸借及び運用保守業務一式 

資格種別  ：「役務の提供等」A、B又はCランク 

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

発注部局名 ：国立医薬品食品衛生研究所 

契約相手方 ：エイチ・シー・ネットワークス株式会社 

予定価格  ：114,319,968円 

契約金額  ：112,772,736円 

落札率   ：98.6％ 

契約締結日 ：平成29年4月10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、エイチ・シー・ネットワークス株式会社

が契約の相手方となった。落札率は 98.6％である。 

意見・質問 回   答 

まず、仕様書をもらった会社が13者あり、説明会に来

られた方が3者、実際に入札された方は1者になってしま

ったのですが、現在、研究所がある用賀庁舎でシステム

運用されている業者は、今回は入札に参加しなかったと

伺っております。そうなのでしょうか。 

それは誤りで、用賀庁舎で現に研究情報ネットワーク

の契約を締結している業者が結果として落札しておりま

す。 

エイチ・シー・ネットワークスさん、同じ業者さんが

落札しているということですね。 

はい。旧日立電線という名前だったのですが社名が変

わっております。 

分かりました。そうしますと、まず予定価格の算定方

法ですが、128ページに予定価格の算出について資料が

添付されていますが、エイチ・シー・ネットワークスさ

んから文書をもらっているようです。これはエイチ・シ

ー・ネットワークスさんの文書だという理解でよろしい

ですか。 

131ページの参考価格証明書はエイチ・シー・ネットワ

ークスから徴取したものでございますが、128ページの資

料は、私どもで作成した文書でございます。 

資料を見ますと、予定価格の算出の方法として、まず

他の大学の納入案件について調査をされ、その大学の納

入実績に基づいて予定価格を算出されたということで

すか。 

今回に関して申し上げますと、そのような方法で予定

価格を算出した結果、国庫債務負担行為という複数年に

わたる予算が認められているのですが、その金額を超え

てしまうので、国庫債務負担行為の金額を限度として、

予定価格として設定したところです。 



実際に見積書を頂いた業者さんが落札をしたという

ことなのですが、実際問題として、落札率が98.6％とい

う高い落札率になってしまったのですが、これについて

業者さんはどれぐらいの予定価格が設定されるかとい

うことを、最初から少し存じ上げていたと想像できませ

んか。 

基本的に、予定価格に関して申し上げますと、知り得

る立場にない、ただし、結果として定価から、どの程度

の割引をするかということを類推することはゼロではな

いと思います。今回に関して言えば、結果的に定価に割

引率を掛けて予定価格を算出しておりませんので、そこ

は類推を仮にしたとしても算出方法は異なる、結果とし

てそれは違う予定価格になっていると考えています。 

でも、ほとんど見積書どおりの金額で予定価格が算定

されているという現実がありますよね。 

当初、大学の実績を参考に積算した予定価格では予算

額をオーバーしてしまう。 

微妙にですよね、微妙に。 いえ、月額で 12万円ですので、総事業費で申し上げま

すと 576万円ほど変わっております。 

全体が1億1,200万円の中で500万円ぐらいということ

ですよね。 

はい。 

落札率が高いところで入札をされてきたわけなので

すが、ちょっとうがった見方をすると、その辺の事情が

既に分かっていたのではないかという感じもしないで

はないのですが、そのようなことはないのですか。 

ございません。仮にあったとすれば、恐らく 100％で出

してくるのではないかと考えられます。 

そうですか。たまたま、偶然、98.6％で入札されたと

いうことですか。 

はい。加えまして、再三申し上げましたとおり、彼ら

が類推し得る予定価格の金額にはなっておりません。最

終的に国庫債務負担行為の金額を予定価格としておりま

すので、彼らが仮に類推したとする予定価格とはかけ離

れたものとなっています。 

123ページにある資料ですが、これは国庫債務負担行

為の明細という理解でいいのですか。 

はい。いわゆる予算書と言いますか、予算の明細でご

ざいます。 

今回、この123ページの機器借料（川崎庁舎）の数字

を合計した金額と、今回の予定価格は若干、上振れして

いるのですが、それはどういうことなのですか。 

ちょっと複雑なのですが、私どもは 9 月から来年 1 月

まで川崎と用賀で同時に稼働していると。そういう場合

に、通常の予算とはまた別枠で特殊要因という別な予算

が認められております。この金額以外にも予算がある。

予定価格だけで申し上げますと、平成 30、31、32年度は

1,429万円と、こちらと、126ページにも 14,29万円とい

うものがあります。簡単に申し上げますと財布が 2 つあ

る、財布の出口と言いますか、財布が 2 つございますの

で、1,429 万円×2、約 2,850 万円ぐらいですか、これが

単年度の予算の上限となっております。 

そうですか。 はい、分かりにくくて申し訳ありません。 

1行目に5,100万円という数字があるのですが、この金

額は何ですか。 

これは平成 29 年度から平成 33 年度までの予算を全部

足した額です。 

平成30年度以降の1,429万円×3で大体この数字です

よね。 

はい。 

この数字を 4 年間でばらしたということではない

のですか。 

2,382 千円＋14,290 千円×3＋最後の 33 年度の 5,955

千円、こちらが 51,207千円です。 

なるほど、これは合計金額という意味ですか。 はい。 

先ほど御説明いただいた126ページと合わせて国庫債

務負担の限度額ということですか。 

はい、おっしゃるとおりです。 

分かりました。 通常であれば予算要求で十分な予算を確保できればよ

いのですが、なかなか財務省からの予算の査定というの

もございまして、要求どおりには認められなかったとい

うところもあります。最終的に予定価格の範囲内で落札

できたので、結果としては問題なかったなと考えており

ます。 

分かりました。見積書の依頼先ですが、例えばもう1、 仕様書を取りに来ていただいた業者 13 者にすべか



2者要求することはできなかったのですか。 らく参考見積りをお願いしたのですが、結局、参考見

積りを作るにも、いわゆる SE など技術者の労力が必

要になりますので、結果として協力いただけなかった

ところです。 

分かりました、以上です。  

今回、応札した業者は現に用賀庁舎で業務を行ってい

る業者ですよね。 

おっしゃるとおりです。 

既に知識と言いますか、このぐらいの金額でこういう

仕事を請け負えるというのは感覚として持っていたと

考えて妥当ということですよね。 

余りにもかけ離れた金額は想像しないだろうな、とは

思います。 

常識的にそういうことだと。あと、予算については、

関連資料等、公開されるものもありますよね。そういう

ものを見ていれば大体このぐらいの金額だろうなとい

うのもある程度、内部情報がなくても読めるところもあ

るのではないかと思いますが、それは違いますか。 

もちろん予算要求の際には、それはそれで見積書と言

いますか、全く根拠のない数字で要求はできませんので、

幾つかの業者の中で参考見積りですとかおおよその金額

を頂いているというところです。 

仕事としては特別に困難というのではなくて、いわゆ

る労力のかかる、人手のかかる仕事なので、今回はたく

さんの方が関心を示してくれたけれども、時期が悪かっ

たということですか。 

はい、そういう認識です。 

今回、引越しという特殊な事情があって、前回の調

達では 10 月 1 日が調達時期となっていますが、今回

は 4 月 10 日からになったということですか。 

 

前回の調達時期の 10 月 1 日はリース期間の開始で

す。今、契約しているものは 9 月 1 日のリース開始で

ございます。当然、その開発と言いますか、こちらが

使用できるような状態になるまでの構築期間として 4

月に契約を締結し、準備期間として約 4 か月確保した

ところです。 

なるほど。では、この次の調達の時というのは引越し

の要件はなくなっているわけですか。 

はい、なくなっております。 

今回ほど人手は要らないだろうと考えていいのでし

ょうか。 

用賀庁舎と移転先の川崎庁舎で同時稼働という要件は

なくなります。ただ、どちらかというと、技術レベルの

高さというよりも、他の業務との兼ね合い、例えば、あ

る業者が参加したいという意向を持っていたとしても、

技術者が他の案件で余裕がない状況が年末や年度末に

往々にしてあるようですので、今回の契約が平成 33年の

8月末で実施期間が満了しますので、次回は夏前ぐらいか

ら契約をして、恐らく夏ぐらいであれば閑散期ではない

かと考えますので、そういった、いわゆる繁忙期以外の

時期に調達することで、1者応札の解消に努めたいと考え

ております。 

おっしゃるとおりだと思いますので、是非そういう方

向で御検討をお願いします。 

ありがとうございます。 

（分科会長の意見） 

この案件につては、特にありません。 

どうもありがとうございました。 

【審議案件２】 

審議案件名 ：医療文書統合管理システム保守 

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 ：国立障害者リハビリテーションセンター 

契約相手方 ：富士フイルムメディカル株式会社 

予定価格  ：2,570,400円 

契約金額  ：2,548,800円 

落札率   ：99.16％ 



契約締結日 ：平成29年4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。 

意見・質問 回   答 

9ページの予定価格の算出方法という文書では、富士フ

イルムメディカルに著作権が帰属するシステムだという

ことで随意契約に移行したとのことですが、平成27年度

までは一般競争入札を行っていたとの記載がございま

す。若干、矛盾していると思うのですが、平成27年度ま

ではどうして一般競争入札で調達していたのですか。 

 平成27年度の厚生労働省調達改善計画におきまして、

特殊な技術・品質が求められる調達等で、特定の１者以

外には履行し得ないと考えられるものについては、公募

の結果、1者となった場合、「価格交渉を含む随意契約」

への移行の可否について審査し、改善の指示等を行うこ

と、と記載されておりましたので、平成28年度に公募を

実施しました。その結果として1者入札であったため、平

成29年度は随意契約としたところです。平成27年度まで

はこの様な指導もなかったので、念のため入札により対

応しておりました。 

一般競争入札をされても、ここの富士フイルムメディ

カルしか入札してこなかったということですか。 

はい、平成 24 年度から入札を行っているのですが、

全て 1 者入札となっております。 

分かりました。例えば著作権の内容ですが、具体的に

はどの様なものなのですか。 

この医療文書の管理システムですが、そもそもパッケ

ージシステムなので、そのパッケージソフトが富士フイ

ルムメディカルに著作権が帰属しているということで

す。 

これは結構、汎用性があるのですか、他の会社さん等

でも使えるものなのですか。 

富士フイルムメディカルで販売して、カスタマイズし

て、他の病院でも使っているようなシステムになります。 

文書管理というと一般的な機能というように思うので

すが、他の企業が作るという可能性はないものなのでし

ょうか。 

もちろんパッケージでは他の企業のソフトもあると思

うのですが、当センターでは平成 21年度に本システムを

入札で調達しておりまして、あくまでもその保守という

ことなので、その保守の段階では 1 者しかできないとい

うことになっております。 

なるほど。今後もずっとこのシステムを使うという前

提なのでしょうか。 

今後、古くなってきて他にいいものがあるとか、更

新しなくてはいけないといった場合には、別のシステ

ムになる可能性もあると考えております。 

なるほど。その際には是非、保守は他の会社でもでき

るような、知的財産権とか著作権の件とかをクリアした

ものになるようにできたらいいなと思いますので、御検

討いただければと。 

はい。 

（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３】 

審議案件名 ： 国立ハンセン病療養所における厚生労働省ネットワークシステム等に係る移行及びセキュリティ

業務一式 

資格種別  ：「役務の提供等」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、低入札価格調査を実施しているため。  

発注部局名 ： 医政局医療経営支援課 

契約相手方 ： グローバル・テクノロジー・デザイン株式会社 

予定価格  ： 54,145,368円 

契約金額  ： 23,140,840円 

落札率   ： 46.2％ 

契約締結日 ： 平成 29年 4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、2者応札があり、グローバル・テクノロジー・デザイン株

式会社が契約の相手方となった。落札率は46.2％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 



低入札価格調査の説明がなかったのですが、この案件

は低入札価格調査に該当した案件との認識でいいです

か。 

落札率 46.2％ということで低入札価格調査の対象

となり、調査を行いました。調査の結果は、資料 110

ページに記載させていただいております。調査結果と

しては、今回、最低価格落札方式によって入札を実施

したものであり、グローバル・テクノロジー・デザイ

ン株式会社の入札価格が低入札価格調査基準額未満で

あったことから、同社に対して低入札価格調査を実施

しました。書面とヒアリングによって調査を行った結

果、契約の履行に必要な仕様内容を満たした積算であ

り、本業務の履行体制も十分に整っていること、加え

て、経営状況及び信用状況についても特段の問題がな

いことから、契約の内容に適合した履行がなされるも

のと判断いたしました。 

 同社が複数年にわたり「国立ハンセン病療養所にお

けるインフラシステムの運用保守業務」などの業務を

請負っており、療養所職員への対応に最も多くの手間

を要することを理解している。療養所が 13 施設あり

まして、各施設、例えば街中にあったり、例えば 1 つ

の島であったりということで、いろいろな環境が多様

にありまして、その調査などが必要なかったというの

も 1 つの理由なのですが、プロジェクトの管理につい

ては、当方の予定価格に比べ、工数を多く積算してお

ります。 

 一方、HANSENnet の運用・保守を履行してきた経験

からシステムの構造などに精通しており、また、移行

先の厚生労働省ネットワークシステムに関する厚生労

働省情報担当部局との打合せにも参加するなど、セキ

ュリティ対策についても深く理解していることから、

移行作業及びセキュリティ対策などに関する工数を削

減し、必要最小限の人的及び時間的コストにより、当

該業務を履行することができると確認いたしました。

また、平成 28 年度の HANSENnet コンサルタント業者

に今般の調査内容を確認し、同社の積算内容により業

務履行が可能である旨を確認したところです。現状、

業務の履行も問題はありません。 

入札日に入札された方が 2者でしたが、もう 1者、グ

ローバル・テクノロジー・デザイン社以外の会社さんも

ハンセン病療養所さんのシステム開発に携わったこと

がある会社さんなのですか。 

はい。もう1つの入札参加者Ａ社についても、過去に

HANSENnet業務に携わっており、ノウハウがある業者でし

た。 

そうしますと、今回は経験のある会社さんが入札され

たということでしたが、積算比較表を見ますと、厚生労

働省の単価は人月単価 150万円、グローバル・テクノロ

ジー・デザイン社については 70 万円ということで、工

数もさることながら、この単価が半値以下ということで

この低入札につながってしまったということなのかも

しれませんが、そもそも、予定価格が高すぎたというこ

とはございませんでしょうか。 

当該業務は HANSENnet のセキュリティと移行に関す

る業務ということで、かなり重要な業務と捉えており

ます。積算に関しましても、私どもが参考にしたのが

社員 2,000 人以上の会社、重要な業務ということで、

大きな会社も参加できるように、社員 2,000 人以上の

積算単価を参考に単価を設定させていただいていま

す。 

 確かに、おっしゃるとおり、予定価と実際の落札額

の差額に関しては人員の差が一番大きかったところは

あるのですが、重要な業務ということで、社員 2,000

人以上の規模の企業の積算単価を参考にさせていただ

いています。 

門戸を広くするためにということ。 はい。 



人月単価に関しては、今、御指摘あるいは質疑応答の

あったとおりで、企業の小さい所ですと、少し金額が安

くなるというようなことはあろうかと思います。やはり

重要なのは工数ではないかと思われますが、先ほど既に

説明していただいた中で、遅滞なく進んでいるというこ

とでしたので、それについては、問題は起きていないと

いう認識でよろしいのでしょうか。 

はい、適切な執行がされていると思います。 

なるほど。それですと、是非、今後の類似あるいは

この後継のプロジェクトの調達の際には、今回、新し

くアップデートされた情報にしていただきたいと、予

定価格の積算の際に新しい情報を使ってほしいと要

望したいと思います。 

あと、今回は結構、仮想化によって随分安くなって

いると思います。もう 1 者のほうの企業さんにして

も、低入札価格調査の対象になるほどではないにして

も、それなりに安い。これは、やはり仮想化の影響は

大きいように思われますし、昨今の調達を見てみまし

ても、正に仮想化によって低コストを実現したという

ものが多かったので、その辺りも、技術的なアップデ

ートといいますか、使うはずの技術として想定するも

のはアップデートしていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

（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４】 

審議案件名 ：平成29年度サリドマイド使用登録・管理事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約お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 ：医薬・生活衛生局医薬安全対策課 

契約相手方 ：特定非営利活動法人日本医薬品安全性研究ユニット 

予定価格  ：21,112,000円 

契約金額  ：21,112,000円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成29年4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。 

意見・質問 回   答 

このSMUDシステムの所有権が先生個人に帰属すると

いうことですが、こういうケースはよくあることなので

しょうか。研究補助金が厚生労働省から出されて、研究

して得たプログラミングが先生に帰属してしまうとい

うことはよくあることですか。 

その補助金で得た結果は、国ではなく、今回の場合では

個人に帰属するということです。 

そうしますと、今現在、日本にあるサリドマイドの

個人購入を管理するシステムはこのシステムしかな

いということでよろしいのですか。 

はい、国内でこのシステムだけです。 

この事業は随意契約でなされていますが、例えば競争

性のある購買をやるとしますと、他は不可能ということ

でしょうか。他には業者はいらっしゃらない、あるいは、

開発を依頼して個人に所有権があるような若干不安定

なものから、少し会社にプログラミングの所有権がある

ような長期安定的な発注に変えるというような方法は

そうですね、運用をほかの誰かに任せるというのは

考えられないのかなとは思ってございます。 

 



ないということですか。 

では、管理も含めまして、ほとんど先生の個人的な能

力に依存しているシステムだということですか。 

はい、そういった認識でよろしいかと思います。 

分かりました。そうしますと、調達の価格ですが、17

ページに見積書がございますが、17 ページから 19 ペー

ジにかけて見積書に基づいて予定価格を積算している

ということですが、これまでの価格の推移はどんな感じ

だったのですか、ここ 3年ぐらいの動きといたしまして

は。 

平成26年度にサーバーとか機器の交換をやっているの

ですが、この際に500万円ぐらい上がって2,600～2,700万

円ぐらいになっているのですが、その後は平成27年度から

2,100万円、同じ数字で推移しております。 

分かりました。そうしますと、今回のこの調達委員会

とは余り関係のない話かもしれませんが、このままの契

約関係でずっと進めざるを得ないということになるの

ですか、個人に属したシステムを使ってこのサービスを

実施するということですが。 

調達に当たっての事前審査になりますが、前回の調達委

員会では価格交渉をきちんとしなさいということも言わ

れていまして、今年度の契約に当たりましては、一応それ

も踏まえての契約としており、来年度以降も更に額を落と

せるところは落とせないか検討しているところです。 

著作権のこと、その他の理由でここにしか頼めないの

だと理解しているのですが、こちらの団体あるいはその

リーダーたるこの先生が関与できなくなってしまった

ときは、今のお話ですと、サリドマイド使用登録・管理

事業というのはもう立ち行かないという意味かと思う

のですが、そういう事業だと理解してよろしいのでしょ

うか。先生とか、今回、契約した団体が、仮にですが人

が亡くなってしまうとか、あるいは団体が解散すると

か、そういう状態になったら、国のサリドマイドのこの

登録事業も管理事業も立ち行かなくなるという状態な

のでしょうか。 

その場合は、この事業を引き継いでもらう所を探さなけ

れば、いわゆるノウハウ的なものも引き継いでいただい

て。この事業を終わらせるということは国としても困るの

で、そういった対策を立てなければならないのではないか

と。 

そうですよね。 はい。 

一般的に考えればそうだと思うのですが、今もその様

な準備はしていないのですか。 

現状では先生が安定してやっていただいているの

で、システムもうまく動いているので、現状で何かそ

の準備ということはやっていないのですけれども。 

先生のその献身的な努力には大変感謝すべきとこ

ろがあるかもしれませんが、急にいらっしゃらなくな

るということもあり得ますよね。 

 何を言いたいのかというと、そんな不安定な運用で

いいのですかということなのです。これは厚労省の研

究補助金で作ったシステムですよね。それであれば、

確かに作った本人が著作権を持つのは理解できます

よ。文科省の研究費で作った論文でも、著作権を持っ

ている先生方は沢山いらっしゃいますよね。それはい

いのですが、厚労省で行う事業で使うシステムであっ

たり役務であるならば、それは調達するべきであって

研究補助金でやってもらうものではないと思うので

す。さらに言えば、著作権だの何だので、特定の者に

しか頼めないということであれば、それは値下げの余

地などはないですよね、交渉の余地があるようには見

えないのです。ましてや、ここができなくなってしま

ったらその場で考えますという御答弁では、それは、

サリドマイドの使用をしなければならない方からし

たら、もう恐ろしい状況だと言っていいのではないで

すか。私たちはそんな不安定なシステムで守られてい

るのかというように思わざるを得ないですよね。今日

伺った説明だと、そういうふうに聞こえてしまうので

 



す。 

 何らかのドキュメントの作成とか、あるいは仕様の

公開に向けるとか、あるいは、同様のシステムは外国

にはあるわけですよね、さっき国内にはないと言った

以上は。そういったものも含めて、例えば日本語化を

進めてみるとか、この事業が本当に国にとって必要な

ら、あるいは国民にとって必要なら、きちんとそうい

った事業の進め方を考えるべきで、研究補助金で作っ

たものをただ買い続ければいいというような発想が

おかしいのではないかと、そのように私は思います。

それでは何だか利益供与のように見えてしまっても

おかしくないのではないでしょうか。以上です。 

（分科会長の意見） 

本当に著作権は先生のほうにあるのですか。調達仕

様書などを見ると、プログラムの所有権が先生にある

と書かれていて、著作権は書かれていませんが。また、

受託者に対する提供の所を見ると、厚労省が持ってい

るプログラムを貸与するみたいなことが書かれてい

て、本当に先生が著作権を持っているのですか。ちょ

っとあり得ないと。もし持っているとしても、少なく

とも厚労省が許諾は受けなければおかしいと思って

いて。というのは、これは厚労省しか使わないような

システムですよね、恐らく我が国において。それで、

使用権も何も持たないまま野放しにしているという

のはあり得ないと思って。ここに書いてあることは正

確ですか。中身を調べてみていただけますか。これは

おかしいと思います。 

 また、この運用の一部についてＡ社に委託していま

すよね、この特定非営利活動法人から。それでＡ社も

この業務に関与しているはずなので。そういう全体か

ら考えて、著作権が個人にあって、個人が全部把握し

ているみたいなことはちょっと考えられないと思う

ので、調べてみてください。そうでないと、これ全体

がおかしい。よろしいですか。 

分かりました 

【審議案件５】 

審議案件名 ： 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理システムの次

期ハードウェア等の更改に係るアプリケーションプログラム追加改修業務一式 

資格種別  ：「役務の提供等」A,B,C 

選定理由  ：  総合評価落札方式を実施している案件中、1者応札の中で、最も契約人額が大きいため。  

発注部局名 ： 労働基準局労災管理課 

契約相手方 ： 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

予定価格  ： 1,643,898,996円 

契約金額  ： 1,641,600,000円 

落札率   ： 99.86％ 

契約締結日 ： 平成29年4月3日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（総合評価落札落札方式）を行ったところ、1 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 99.86％である。 

意見・質問 回   答 

今、御説明にありましたとおり、入札が 3 回行われ

まして、その中身を見ますと、1 回目が不落で、4,000

本件の予算額ですが、予算額が1,643,900,000円で、今

回の概算所要見込額、予定価格とほとんど同じでした。



万円価格を下げて 2 回目の入札、それから 3 回目の入

札が 3,000 万円下げてきたわけですが、この辺のす

れすれの金額が何かもう分かっているのかなとも受

け止められるのですが、その辺はどうでしょうか。 

恐らく予算要求額は財務省のホームページなどで公表さ

れておりますから、その辺りからエヌ・ティ・ティ・デ

ータは当りを付けたのかなと考えます。 

分かりました。あと、今回は総合評価落札方式ですが、

技術の評価をする方式ですが、添付資料にあるとおり、

必須項目については配点制で、加点項目だけに配点し、

それから技術で 300点、価格で 100点と、そういう構成

になっていますが、まずは加点項目だけが点数化される

ということですが、この辺の考え方をもう少し教えても

らえますか。 

まず、方法としては、必須項目を満たした段階で、例

えば50点を加算するという方法も考えたのですが、調達

仕様書に記載する業務について最低限必要な要件を満た

すことを確認するのが必須項目なので、全部満たしてい

ると判断された業者は応札に参加できる業者であるとの

評価をし、必須項目での点数付けはしない、実際には任

意の項目を加点要素とし点数付けしているところです。 

必須項目について、評価表を見ますと、上のほうに5、

6行でチェックポイントが書いてありまして、加点項目

について非常に多いページを割いていますが、もしかす

ると、必須項目について細かいチェック不足が発生して

しまうのかなという疑義があるのですが、そういうこと

はないのですか。 

資料で申しますと、317ページです。資料の317ページ

が実際に外部委員の先生を含めた技術審査委員会で評価

をしてもらった記録ですが、その中の項番の1番、そちら

がただいま委員のおっしゃった必須項目が1項目になっ

ているというところかと存じます。この中で評価基準を4

つ設けていまして、それぞれの評価項目について、全部

個別に1件1件チェックをした上で、全部OKだというとき

に限って○を付けるような仕組みにしています。ですか

らおろそかになるようなことはないと考えております。 

今回は 3 回の入札になり、めでたく最初の金額より

7,000 万円下がったことで、しかも不落にならなく

て、非常によかったのではないかと思います。 

 今回、調達の中身を見ますと、非常に規模が大きい

上に複雑だと思います。追加改修はやはり作った本人

以外はやりづらいので、まずハードルが高いと思いま

す。今回は公告期間も極めて長く取ってありますし、

仕様書も先ほど御説明があったとおり、非常に素晴し

く細かく書けていると思います。ですので、不適切な

点は特段見当たりませんので、今回は問題ないのでは

ないかと私は思います。 

 

技術点と価格点の配分が1対3なのですが、これはどう

いうことで決めたのですか。 

通常であれば価格点と技術点は1対1で調達をしている

ところなのですが、今回の件は追加改修ということで、

とてもハードル、難易度が高いものだと我々は考えてお

りまして、このような場合は、より技術力を重視した方

式、つまり価格点と技術点の配分が1対3の調達方式が認

められていることから、この方式を採用したところです。 

（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６】 

審議案件名 ：労働保険適用徴収システムに係る工程管理等支援業務一式 

資格種別  ：「役務の提供等」A、B、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いるため。  

発注部局名 ：労働基準局労働保険徴収課 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：1,388,061,615円 

契約金額  ：683,640,000円 

落札率   ：51.1％ 

契約締結日 ：平成 29年 4月 3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、株式会社三菱総合研究所が契約の相手方



となった。落札率は 51.1％である。 

意見・質問 回   答 

今回、低入札価格調査案件ということで審議対象とさ

せていただきました。落札率が51％ということで、予定

価格の半分ぐらいの金額で落札されております。今、低

入札価格調査の説明をしていただきましたが、逆に、予

定価格が少し高すぎたということはございませんでし

ょうか。 

予定価格に関しては、仕様書案の意見招請時に、仕様

書案を受け取りに来た事業者 4 者から見積りを取らせて

いただきました。その 4者の見積りの平均金額を出して、

それに加えて、前回の調達時の落札率の平均であります

90％を掛けて予定価格の積算はしております。予定価格

が高すぎるということはないものと考えております。 

そうすると、その4者の中には三菱総研とＡ社は入っ

ていたのですか。 

入っております。 

三菱総研とＡ社は幾らのお見積りを出してきたので

すか。 

三菱総研につきましては、税込みで18億ほど、18億450

万1,800円の見積りになっております。Ａ社については、

13億5,932万7,501円となっております。 

そうしますと、見積金額が非常に高いものを出してき

たという印象が否めないのですが、いかがでしょうか。 

そうですね、実際の見積りに関しては、妥当な金額を

出してきたとは思うのですが、実際のところ、今回の契

約に関しては、従来、工程管理等支援業務と技術支援業

務という2者の契約を従前からはしていたのですが、今回

の調達からは、その支援業務の調達を一本化しまして、

調達の効率化や複数応札を図ることとして1つの契約と

したことにより、2者の競争性が働いたと考えておりま

す。 

231ページに予定価格調書の明細があるのですが、こ

れはどのように作成されたのですか。かなりラフな方法

で作られているなという印象を持っているのですが。 

こちらについては、先ほど申しましたとおり、4者から

見積りを取ったものを工程ごとに4者平均の金額を出し

ておりまして、それを積み上げたものがこの合計になっ

ております。 

4者の項目ごとの平均値だということですか。 そうです。平均値に、先ほど言いましたとおり、前回

の落札率の 90％を掛けたものとなっております。 

市場価格としては妥当な金額であったけれども、三菱

総研及びＡ社は非常に戦略的な価格を出してきたため

に低入札になってしまったと、そういう理解でよろしい

のですか。 

はい。 

それから、69ページの技術審査結果報告書の記載方法

ですが、細かい点で大変申し訳ないのですが、評価方法

の(1)の①必須項目について(25点)2項目、それから②任

意項目について(450点)10項目となっているのですが、

もしかしたらこれは(45点)10項目の間違いですか。 

今回、合計点数が500点ということで、まず必須項目と

して2項目あるのですが、それを2つ合わせて25点。それ

から、任意項目が10項目ということでトータルが450点。

それから右の部分にワーク・ライフ・バランス等の推進

に関する指標項目ということで、もう1項目設けており、

これが25点ということで、トータルとしまして500点とい

う換算になっております。 

分かりました。それから、総合評価落札方式を今回選

択されておりまして、価格点と技術点のウエイト付けで

すが、1 対 1 にされていますが、考え方を教えていただ

けますか。技術点が 2対 1だったり 3対 1だったり、い

ろいろな事例があるのですが、1 対 1 にされた理由を教

えていただけますか。 

総合評価落札方式については、通常であれば1対1とい

うことで、技術的な部分と価格的な部分をイーブンにし

た方式として、通常の方式を採用させていただいており

ます 

前回の調達状況を添付資料で見てみますと、もともと

は2件に分かれていて、今回、効率化のために1つにまと

めたとのことですが、前回の調達の2件の金額を合計す

ると10億7,280万円なのです。今回、予定価格はそれよ

り高い12億3,000万円ということで、何か効率化した割

にむしろ高くなっているというのはどういうことなの

か、素朴な疑問としてあるのですが、これについて御説

実際、今回、徴収システム自体は最適化を一番初めに

実施させていただきまして、3回効率化を行う状態になっ

ております。その関係で、システムをより改善させるた

めには、いろいろな形で考えていかなければいけない部

分は当然あるのですが、今まで技術支援と工程管理とい

う2つの項でやっていましたが、そこの部分で、技術支援

と工程管理を1つに統合したということで、それなのにな



明いただけますでしょうか。 ぜ高くなるかということですが、ただ実際、今後、フェ

ーズ4に対して開発するためには、今までにないコスト削

減を考えなければいけない部分があると思っておりま

す。その中で、意見招請等をやらせていただいたタイミ

ングで、一応、今回考えているある程度の青写真を確認

したところ、いろいろな業者からの見積りでは、高く見

積もった部分もありますので、今回、今後更改するシス

テムの技術なりの難しさというものを踏まえると工程管

理が難しくなるのかなという理解はしております。 

なるほど。やや感覚的な気がするのですが。 ただ、意見招請、資料招請という手順を踏ませていた

だいていますので、その中で出された金額を受け取めさ

せていただいて、それを予算額、調達額に反映していま

す。 

 一般的には、やはり情報システムのコストというのは

だんだん下がっていく方向にありますよね。 

はい。 

それで、管理と、今回一本化された、もともとは2つ

だったものを1つにということで調達の事務も効率化で

きるでしょうけれども、実際に応札した側の業務も恐ら

く効率化できるでしょうし、1社で自分のところだけで

やるわけですから、見積等、その管理に関しても効率化

できるというか単純になると思います。 

はい。 

自然な感じですと前回よりも安くできるだろうと。せ

いぜい、前回の調達額と同じぐらいで何とかなるのでは

ないかと思うのです。結果的には、入札はそのようにな

らなかったと。もっと高かったというのならまだストー

リーとしては分かるのです、このフェーズは難しかった

のだと。けれども、予定価格を積算する段階で、今まで

10億円で済んでいた買物が12億円積みましたというの

はストレートに納得いき難いのですが。 

そうですね。 

もう少し意地悪な言い方をすると、単に平均を取った

だけで、中身を精査していないのではないですかという

ことです。本当に単純平均だけだったとしたら、もう少

し突っ込みたいところはあるのですが、先ずは、そこか

らいきましょう。 

実際、単純平均に 0.9 は掛けているのですが、ただ、

そこの部分は、今後、最適な予算額の積み方について

検討していかなければいけない部分はありますが、少

なくとも今回、工程管理業者、技術支援業者も含めて、

入札に参加する可能性がありますので、そこの部分に

ついて技術的な部分の視点なりを、当然、今現在受注

している技術専門業者なりに聞くことはできませんの

で、その点を踏まえますと、今後、どのような形でそ

の調達なりを適正に考えていくかは課題になるとは思

います。業者 4 者を把握させていただいて、おおむね

額は大きくは変わらない状態ではあります。大体 13

億円、15 億円、12 億円、13 億円で、平均といっても

上と下があって平均を取っているわけではありません

ので、概ねその 13 億円程度というのはそれほど大き

な額ではないと思っております。 

はい。 その中で、見積額を、資料招請なりを経て情報を入手

しているにもかかわらず、その情報が余り使えないとい

うのは、当方でも当初考えていなかったので。他に、よ

り精査する方法があるのでしたら、逆に私たちも取り入

れていきたいと思っておりますが、少し模索していくし

かないのかと思っております。 

質問と答とがかみ合ってないように思うのです。 はい。 



予定価格を積算するときに、今まで2契約だったもの

を一本化するのでしたら、一本化するコスト削減メリッ

トもあるだろうから、もう少し下がることになるのでは

ありませんか、という質問だったと思うのです。それに

対する答えは一体何なのですか。 

それは、意見招請において市場調査をさせていただい

たということで考えてはいたのです。見積りの提出をい

ただいたときに、今後、次期開発に向けての開発ボリュ

ームなりを踏まえて、当然、各業者も見積額を積算する

わけですから、それなりの妥当性があると考えてはおり

まして、そこからまず考えて積算した状態ですので。 

昨年度が10億円であったというのは考慮に入れなか

った。 

はい。 

それはもう度外視して見積りを取った。 度外視してというよりも、あくまでも資料招請ですの

で、資料をもって各業者さんに妥当性を問うています。

前回の2契約を足した額よりも3、4億円程度多かったとい

うのは確かにおっしゃるとおりなのですが、ただ、業者4

者が出している金額を全く無視して、その開発ボリュー

ムを考えて出してきたと思われる資料を無視して10億円

に収めるというところまでは考えが及ばなかったという

状況です。 

今の回答からは、「そうですか」としか言いようがな

いというか、普通はそう考えないと思いますよと言うこ

としかできないです。今までトイレ掃除とキッチン掃除

に月1万円ずつ払っていて2万円で2つの業者に頼んでい

ましたと。ある1つの業者から、うちで両方やらせても

らえば値引けますと言われた。1万8,000円で済むと。そ

ういうのが普通の展開だと思うのですよね。 

はい。 

これ、2本あった調達を1つにまとめて、かえって高く

なる予定ですと言ったら、この予定価格を積んだ段階

で、まとめることにストップを掛けるというのもいいの

ではないですか。 

はい。 

少なくとも、納税者目線ではそう思うのです。余計

高くなっているではないかと思います。納得できる説

明にはなっていないと思います。 

 それから、その次なのですが、単に平均を取っただ

けではなく 9 割にしたという過程は分かりました。し

かし、4 者平均に 0.9 を掛けることが妥当かどうかと

いうのは、検証しないといけないですよね。 

はい。 

資料の 231 ページの内訳を見ると、金額がドンと

出てきていて、工数単価ですとかそういったものがな

いわけです。何と何を掛け算したらこの金額になるか

がないわけなのです。調達者である、つまり買う人で

ある厚労省としては、この仕事はこのぐらいのスキル

の人がやるはずですと、何人月ぐらい掛かる、今まで

のプロジェクトですとそうでしたとか、そういったこ

とで掛け算したら幾らですと。今回 4 者平均で出した

金額はこの金額でした。大体同じだから適切と言える

でしょう。ただ、ちょっとこの見積りは平均を取った

だけだと高すぎるようですから、我々が積算してみた

ほうを採用します。そういうふうにしてやるのが積算

という仕事だと思うのです。4 者平均を取るという、

そんな、表計算ソフトがパッパッとやってしまうよう

なことのために職員の方が一生懸命お仕事をされて

いるわけではないはずです。ほかの部署はみんなそう

やって積算を出してきています。というか、きっとこ

 



ちらもかつてはそうだったと思うのですが、突然粗っ

ぽい内訳が出てきて、やや狼狽したぐらいです。 

それから低入札価格調査の結果ですが、261 ページ

以降いろいろ書いてあるわけなのですが、そこには、

どういうレベルの仕事があって、何時間やるからこう

なのだということがきちんと書かれています。出精値

引きがかなりの金額、6,000 万円ありますので、その

前の金額までの積算は、それほど不自然なものには見

えません。見えないのですが、これをどう評価するの

ですかと言ったら、予定価格の積算根拠のところに、

先ほど申しました掛け算です。工数×単価、そういっ

たものがないので、どこがどう違ってこういう安さに

なったのかが全く検証できないわけです。この後は、

そちらで検証を進めたいと思うと先ほどおっしゃら

れましたが、何をどうやって検証するつもりなのです

か。これは、今後も頑張るでは済まないわけで、こう

した資料をきちんと整えていって、どうしてこういう

積算になったのかということを積み上げていかない

と、職員の皆さんは人事異動とかもあると思いますか

ら、この後、後輩の方に引き継いでいったときに、こ

の数字だけが残り、謎の数になってしまって、全く今

後も精査のしようがないことになります。そうする

と、同じように粗い見積り、見積りというか積算をす

ることになってしまう。それはやはりよろしくないで

すよね。 

私が気になったのは、最初の段階で、前回調達より

もわざわざ高い調達にしても、なおストップが掛から

なかったのはおかしいのではないかということが 1

つ。それから、工数なども全然チェックせずにそのま

ま見積りに使用したり、低入札価格調査の結果をこれ

で良しとしたことは、比較も何もしていないのに言わ

れたままに良いと言ったのと変わらない、そのように

しか見えないので問題であるという意見です。以上で

す。 

（分科会長の意見） 

この案件については、ただ今発言があった委員の意見

に同感であり、付加するものはありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成29～31年度におけるテレビ会議サービスを利用した離島での受給資格決定等に係る供給（機

器、回線、保守等）業務 

資格種別  ：「役務の提供等」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、1者応札の中で、最も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 ：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

予定価格  ：638,505,560円 

契約金額  ：604,428,480円 

落札率   ：94.66％ 

契約締結日 ：平成 29年 4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、１者応札があり、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ株式会社が契約の相手方となった。落札率は 94.66％である。 



意見・質問 回   答 

遠隔地ですが、全体で何箇所ぐらい設置することにな

るのですか。 

現状で15市町村になります。 

実際にテレビ会議システムは、何台ぐらい入れるので

すか。 

端末としては31台になります。 

3年間で6億円ですか。 はい。 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズの1者応札

となっていますが、それ以外であれば、例えば、どのよ

うな会社であれば応札できると考えられますか。テレビ

会議システムを入れるだけならば、どんな業者さんでも

電気屋さんでもできると思うのですが。 

 

 

 

そうですね。Ａ社やＢ社等であれば、応札される可能性

はあると考えております。 

遠隔地とおっしゃっていますが、その31台を入れる具

体的な場所はどの辺ですか。 

分かりやすい所で言いますと、例えば、東京ですと八丈

島や三宅村、また鹿児島の屋久島や与論町、船に乗らない

とハローワークまで行けないような地域が主です。 

この調達は回線を持っていないと駄目だということ

ではなくて、設置すればいいのですか。 

これは一応、個人情報保護の観点もあり、専用の回線を

もって閉域ネットワークシステムでやってくださいとい

うことでお願いしておりますので、その専用の回線の敷設

を含めということになります。 

そうすると、先ほどおっしゃられたＡ社、Ｂ社はその

回線を持っていたにもかかわらず、今回の入札には参加

しなかったということですか。 

具体的に持っていたかどうかというところまでは確認

できてはいないのですが、情報システム関連を専門に扱う

省内の担当部署と相談しながら調達を進めさせていただ

いており、今回の調達に関して知見があるのは、そういっ

た業者ではないかと助言は受けたことはあります。 

そうすると、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ以外には余り考えられなかったということですか。 

そうですね。もちろん、新たに入札説明会に参加し

た業者はいましたが、入札への参加についてお声掛け

したところ、資料に記載のとおりの回答が返ってきた

ところです。 

予定価格の算定方法なのですが、落札率が比較的高

い、94％ぐらいで落札されていますが、90％以上を超え

た落札率ということで、高かった理由としてはどのよう

なことが考えられますか。 

予定価格調書は、2者の見積りをそれぞれの工程ごとに

平均化したもので作成しており、総額では概ね 2者の合計

額の平均になるように作成はしております。実際に入札額

は 90％を超えていることに関しては、具体的に聞き取り

まではしていませんが、契約締結の前に実施計画を作成し

てもらっていますので、その中で各工程の費用を積算して

もらい、それが適正ということで問題がないと認められて

おりましたので、そのぐらいの規模ではないかと思ってお

ります。 

それぞれの会社さんの見積書について、一定の精度を

確保するために吟味などはされていますか。 

予定価格調書を作成する際に、各工程を仕様書と照らし

合わせて適正か確認しておりますので、仕様上で必要な工

程については、漏れなく積算がされていると思います。そ

の単価に関して高いか安いかということに関しては、見積

りで 2者の平均を取っておりますので、そこで適正な価格

と考えておりました。 

今回1者応札であり、今後また3年後、4年目以降も当

該1者が入札されるとなると、我々しかないということ

で高い金額を出してくる懸念があるかと思いますが、そ

の対策は何かありますか。 

対策については、予定価格調書を作る際に、現時点では

2者の見積りになっておりますが、そこを応札の可能性が

あるようなところで 3者の平均にするなど、予定価格調書

の精度を高めていきたいと考えております。 

私の見たところでは、技術的な要求水準は、それほど

高くないような気がするのですが、それでも5者中1者し

本来ですと、こちらからお伺いすべきことではないのか

もしれませんが、例えば、今回、業者が話したようなこと



か残らなかった、3者中でもいいのですが、ということ

から、一応、聞き取りをしたということで書かれている

理由よりも、もう少し深い理由というか、クリティカル

にこれで駄目だったといった理由が技術的ではないと

ころにあるのではないかと思うのです。それを何とか取

材してみないことには、その予定価格の積算に使う見積

りの業者数を増やしても、全体的な効率化につながらな

いのではないかという気がするのですが、いかがでしょ

うか。 

以外で、クリティカルな事情とおっしゃられますと、例え

ばどういったものが想定されますか。 

例えば、こういう資格を持っていなければいけません

というようなものが、他の関心を持った会社だと、そう

いう人員がいないのですということだったのか、あるい

は、建物その他の確保のところについて、いわゆるコン

ピューター及びネットワーク関連の仕様に関する限り、

それほど難しいところはないように感じたものですか

ら、どうしてこんなに減ってしまったのかと素朴に思っ

たところです。 

私自身が聴取したのですが、正直、入札説明会に参加し

た業者は、初めて名前を聞いたような会社でしたし、遠隔

地の設置・保守はなかなか難しいということを言われて、

少し納得したところです。 

なるほど、表現の仕方はいろいろ難しいのかもしれ

ませんが、要するに今回落札された会社から見ると、

随分、知名度や規模が小さい、劣るというところも多

くあり、そこが降りたという感覚、感触ということで

しょうか。 

そうですね。率直にそういった感触です。 

なるほど、そういうことですね、分かりました。前回

の調達のときも一者応札でしたが、それも同じ会社、エ

ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズということです

か。 

はい。 

分かりました。恐らく、金額的な意味での予定価格

は、ある程度決まった業務ということもあるので、精

度を高くと言われてもこれ以上は難しいというのは

あると思いますし、実際、積算に関しては、落札率が

高いということは、結構、いい線いっているというこ

との裏返しでもあると思うのです。たくさんの見積り

を取れば取るほど正確になるかといえば、そうでもな

くて、他の案件でもありましたが、見積りを依頼され

たら、どういう金額で提出するかというところから戦

略ですよね。 

もしも、自分のところが幾らですと言って、本当に

そう思うという金額を出したら、別の見積りを出して

いる業者が多分いるだろうと思って、しかも、そこが

うちよりも安く見積りを出してくるだろうと思った

ら、自分の本当の金額で、いざ応札をしたときに、絶

対それは予定価格を超えてしまうことになるので、そ

のリスクを避けるためには高めに見積りを出さざる

を得なくなると思うのです。特に、この予定価格の根

拠として使う前提の見積りはそのようになりがちだ

と、少なくとも戦略的にすればそういうことになるわ

けです。 

どちらかというと、いろいろ限度はあるかと思いま

すが、遠隔地にも中小事業者の方もいるので、作業し

やすいようにノウハウを文書化し、こういう作業をす

ればいいんですよというのを、次回以降の応札候補者

の方々にイメージしてもらいやすくするなど、そうい

 



った形での改善があり得るかなと思いました。これは

参考意見ぐらいのものです。 

（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８】 

審議案件名 ：雇用型訓練を活用する企業に対する支援等実施事業 

資格種別  ：「役務の提供等」A,B又はCランク 

選定理由  ：総合評価落札を実施している案件中、1者応札の中で、最も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 ：日本商工会議所 

予定価格  ：2,116,668,406円 

契約金額   ：2,048,216,986円 

落札率   ：96.77％。 

契約締結日 ：平成29年4月3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者であり、日本商工会議所が契約の相手方となった。落

札率は96.77％である。 

意見・質問 回   答 

非常に事業規模が大きいということで、最終的な入札

者は日本商工会議所、1者ということになってしまった

わけですが、仕様書を見ますと、先ほど説明にあったよ

うに、中央ジョブ・カードセンターが1か所必要、それ

から地域ジョブ・カードセンターが60か所、それからサ

ポートセンターが更に必要ということですね。そうしま

すと、全国展開されている日本商工会議所以外にどこか

考えられる業者はございますか。 

競争参加資格のうち、「全国規模の事業主団体又は複数

の事業主団体と連携し、全国的な実施が可能な者であるこ

と」という資格を付与しているのですが、結果的に現在の

ところ日本商工会議所になっております。そのほかの、全

国規模で業務内容が、こういったジョブ・カードを活用し

て、雇用型訓練をさせて、その訓練をするための計画の支

援をしたり、また実施段階でフォローをしていく、いわゆ

るコンサルティング能力、企業の労務管理経営までを組み

込んだ形でいろいろコンサルティングする能力も必要か

と思っておりますので、そういった能力がある業者であれ

ば可能だと思っております。 

例えば今、中央と地域ジョブ・カードセンターを両方

やりなさいということになっておりますが、中央ジョ

ブ・カードセンターを仮に日本商工会議所がおやりにな

って、地域を、例えば6か所に分けるなら分けて、その

地域の企業なりにやってもらうことも可能なのですか。 

分割ということですか。基本的に、この事業については、

雇用型訓練をして、その後、助成金を支給するというスキ

ームになっております。ただ、助成金を支給するまでの業

務は、この委託事業の業務には入っていないのですが、や

はり助成金につなげるために、全国斉一的に、いわゆる訓

練カリキュラムの作り方とかそういったものを指導・支援

していかなければいけないと考えておりますので、各ブロ

ック地域で業者が変わってしまうと、どうしてもそこで支

援の濃淡が少し出てきてしまう懸念があります。やはり企

業の使い勝手も考えれば、委託したところが中央ジョブ・

カードセンターを設置して、そこが全国斉一的に指示を出

していただいて、全国斉一的にそういった訓練を実施し、

助成金の支給につなげるというのが、この事業の一番の肝

かと思っております。 

現状で言いますと、日本商工会議所さんのオフィスを

使って、中央ジョブ・カードセンターを設置するという

ことになっているのですよね。 

はい、そうなります。 

やはり分けることが難しいということであるならば、

他の業者が参入するというのは非常に難しい状況だと

いうことですね。 

結果的に、一者応札ということになっております。この

事業については平成 28 年度に、企画競争から総合評価落

札方式に変更しました。企画競争で調達を考えていたので

すが、いろいろ指摘を受け、総合評価落札方式に変更した

ので、平成 28年度の調達は公示が 2月 18日ということで、



4月 1日からの事業開始を考えれば、かなりタイトなスケ

ジュールになっており、複数の業者が入札に参加するには

準備期間として非常に厳しかったということがあります

ので、今年度は 1 月 11 日に早目に公示を行っています。

やはり業者のほうは平成 28 年度のスケジュール感という

のが頭にあったようで、今年度 1 月 11 日に公示はしたの

ですが、すぐには対応できなかったということです。今年

度、どこまで早く準備できるか分かりませんが、多少早目

にして、公示から事業開始までの期間を十分取って対応さ

せていただきたいと考えております。 

あと、予定価格の作り方ですが、これまでの日本商工

会議所さんの年度ごとの調達金額については、どのよう

な推移になっているのですか。今回の調達については税

抜きで18億円ぐらいになっていますが。 

年度によって多少ばらつきがあるのですが、毎年度の予

算額が多少変わっております。ですので、一概には言えな

いのですが、20 億円程度を基に推移しておりまして、今

年度については執行の実績等を踏まえて、減額等の措置も

講じているところです。 

その減額した理由は、どういうところにあるのです

か。 

実績見合いです。 

なるほど。そうしますと、その予定価格の細かい精査

ということはされていらっしゃるのですか。予定価格を

出されるときに、地域ごとの細かい精査作業をしている

からということですか。 

はい、ご指摘のとおりでして、実績報告書、精算報告書

を毎年度頂きますので、そちらの内容を審査して、それを

踏まえて予定価格の積算を行っております。 

そういうことですね。235ページに相手方からの提案

書がありますが、細かい点ですが、例えば人件費で責任

者、担当者、賃金職員それぞれに兼任と専任者がいらっ

しゃいます。例えば、その下の社会保険料の計算方法で

すが、兼任については按分計算されているかどうかはご

存じですか。例えば、兼任であれば負担割合、日本商工

会議所さんと、この事業に対する負担割合というものは

出てくると思うのですが、そういう細かいところまで検

証していらっしゃいますか。 

確認しておりまして、この場合の兼任というのは、日本

商工会議所本体で言うところの経営融資事業や経営相談

事業というところでして、本体事業と国の事業の兼任とい

う形でやっておられると伺っております。そちらについて

も、兼任の場合については、保険料等は按分ということで、

この委託事業に係る費用ということで積算しているとこ

ろです。 

全国斉一でないといけないということであったの

で、結局、こういった団体にならざるを得ないのかな

という感じはあるのですが、現状、日本各地いろいろ

な産業が地域性を持ってやっているので、そういう意

味では、本当に斉一性が必要なのかどうかというのは

継続的に確認していただくべきではないかと感じま

した。 

 それから、この期間に余裕を持つという話ですが、

確かにそのとおりかと思います。もう少し長くという

か、準備できるようにするためにはずっと前から公示

して欲しいというのは、きっと応札者側としてはある

と思うのです。一方で、これは 1 回の調達で、実質 1

年ということで、それで終わりになってしまう。そう

考えると、ある意味、ずっと続ける事業の 1 つとして

人や資源を割きづらいというのもあると思うのです。

そういうことを考えても、全国規模でやれるとなった

らこういう団体しか応札できないという部分がある

と思うので、何か物理的、地理的制約を少しでも緩め

て、例えば各地の経営者団体や大学その他いろいろな

所が参入できるようにするという方向も検討してい

ただけたらと思います。私からはそういう検討のお願

いだけです。 

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。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：建設労働者緊急育成支援事業 

資格種別  ：「役務の提供等」A,B,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、1者応札の中で落札率が比較的高いため。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：一般財団法人建設業振興基金 

予定価格  ：924,745,723円 

契約金額   ：889,380,000円 

落札率   ：96.18％。 

契約締結日 ：平成29年4月3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者であり、一般財団法人建設業振興基金が契約の相手方

となった。落札率は96.18％である。 

意見・質問 回   答 

公告が2月13日で、入札が3月15日であったわけです

が、仕様書を取りに来た者が1者で、説明会も1者という

ことで、仕様書を取りに来た者も複数名いなかったとい

うことなのですが、その理由はどういうところにあるの

ですか。 

建設業の現状の人手不足、どういう業種、どういう方

が人手不足かというのが把握されている、加えて関係団

体、関係業界等にもよく精通している者、更に加えて、

その訓練が実施できる者というのが、今回事業実施にあ

たっては必要かと考えており、そういう業界がどれだけ

あったのかというのと、公告自体が幅広く周知できてい

たのかどうかということ、また、人手不足に対応するた

めのその訓練等までできるところがあったのかどうかと

いう点が気になるところと考えております。 

それで平成28年度が企画競争で調達を行って、今年度

は総合評価落札方式に変更されたと。その手続きに時間

を要したために公告が遅れたということを、今、説明い

ただきましたが、どのようなことがあって時間が掛かる

のでしょうか。 

入札に際しての要領等、例えば仕様書等を一から作成し

直したこと、また総合評価落札方式ということで評価基

準、点数表を新たに作ったこともあり、時間を要したとい

うことです。 

それがために、本来であればもう少し前、例えば 2

か月前ぐらいに出来たものが、1 か月前になってしま

ったということですか。 

 予定価格調書を見させていただきまして、非常にラ

フに作られていらっしゃるのではないかという印象

を持っております。例えば、事務所の賃借料、120 万

円×12 か月とか、ホームページの作成料が年間一式

で 400 万円と、そういうような非常にラフな作成をさ

れているということ。それから技術訓練をされたの

が、今期でデータを見ますと 300 人。今回のこの予算

で約 9 億円かかっているわけで、1 人当たり 300 万円

のコストを掛けて、この事業をされているということ

ですが、もう少し予定価格を安くできないものかと思

っているのですが、いかがですか。 

積算にあたりましては、この2年間事業を実施しており、

平成29年度については3年度目ということで、1年度目、2

年度目の実績を踏まえての積算ということでこちらでは

考えて作っているところです。確かに一式という形ですの

で、そこの見直しは今後について検討させていただきたい

と思います。 

基本的に 1月 120万円の事務所の賃借料というのは、

どういう根拠でお作りになっていらっしゃったのです

か。 

昨年度の実際の精算報告で上がってきた数字を参考に

させていただいております。 

これは、建設業振興基金の他の事業の部分について

も共用されているのか、それとも本当に単独で 120

万円使われているのか、どちらですか。 

地方拠点については、この事業の部分だけの賃料になっ

ております。 

中央拠点ですよね、この 120万円は。 中央拠点については全ての借りている面積から、この事



業で使っている面積を抜き出して算出しています。 

按分計算したということですか。 はい。 

なるほど。でも、月 120万円ということはそんな安く

ない金額で、相当の面積を使ってやられているというこ

とですね。 

そのとおりです。 

きちんと按分計算された結果が、120 万円だというこ

とですね。 

はい。 

他の類似の事業もそうですが、全国一斉にというこ

とになると、地方毎のムラがどうしても生じるのでは

ないかと思います。特に、建設事業ですと、建設ニー

ズの多い地域と、そうでない地域が、現実に混在して

いるわけですので、少しブロックを分けるなどしても

いいのではないか。あるいは、中央で中央センターを

作ってということではあるのですが、そういったもの

を全く無くすというのは難しいのかもしれませんが、

あえて中央で統一することもなく、ブロック毎に自主

性に任せてしまうというのもありなのではないかと、

仕様書を見ると思いました。 

結構、建設ニーズというのは地域差がありますよ

ね。建設のニーズと職業訓練とがどの様にリンクする

のかが、私自身正直なところ正確なところが分からな

いので、これ以上のコメントはできないのですけれど

も、全国一斉にと言われて、だから公示期間を長くし

ても、結局こういう団体しか参加できない、そういう

落ちになってしまうのではないかという懸念はあり

ました。時限的なものであるということではあるので

すが、更なる効率化で努力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１０】 

審議案件名 ：公的年金制度のスマートフォンアプリケーションプログラムに係る設計・開発・運用・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  ：一般競争入札を実施している案件中、落札率が最も低いため。  

発注部局名 ：年金局 

契約相手方 ：ニューコン株式会社 

予定価格  ：9,616,590円 

契約金額  ：1,296,000円 

落札率   ：13.5％ 

契約締結日 ：平成 29年 6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、7者応札があり、ニューコン株式会社が契約の相手方とな

った。落札率は13.5％である。 

意見・質問 回   答 

落札率が非常に低くて13.5％ということでしたが、こ

の理由はどのように分析されていらっしゃいますか。 

事前に、Ａ社からＤ社までの 4 者に聞き取りを行っ

ております。その際、見積書の金額が 400 万円～1,800

万円と、かなり幅広く提出されております。この件に

ついて、概要に曖昧な点がないかどうかということに

ついては、省内の PMO の担当者にも相談をしたところ、

特にそういう内容に曖昧な点があるわけではない、恐



らく各社の開発体制やハードウェア等の設備の状況に

よるものではないかという意見をいただいておりま

す。 

実際、応札した 7 者の価格を見ましても、120 万円

～180 万円、200 万円の価格帯で応札している者、900

万円台、あと 1,800 万円台と、価格の差が激しいとい

うところはございますので、行政のシステム開発とし

てスマートフォンを使ったアプリケーションという、

今までに例が余り多くないところで、幅広い業者から

の入札があったということが影響しているのではない

かと考えております。 

4 社から見積りを取られて、予定価格の参考にしたと

いうことですが、工数や単価はある程度、吟味されてい

たのですか。 

はい。工数、1 人当たりの人月の単価については各社

ともそう大きい差はないかと思います。ただ、開発体

制のほうは、例えばＢ社ですと、設計経費とかに多く

の工数が割かれていたり、整備経費といったところで

人員が必要であったりして、各社の開発体制に差があ

ったのではないかと解釈しております。 

また、あとハードウェア運用等経費のほうで、例え

ばＢ社ですと180万円程度のソフトウェア借料やそう

いった経費が必要なところもありますので、各者の体

制によるもので、これだけのばらつきが出てきたもの

ではないかと考えております。 

参考として聞いていただきたいのですが、スマートフ

ォンの開発で何故、安くできるかということですが、そ

の業者さんが過去に同じようなプログラミングをした

ことがあるとなると、やはり工数が非常に少なくて済む

そうで、多分、この業者さんは同じようなものを何度も

作られているということなので、こういう入札価格にな

ったのかと推察いたします。 

 

PMO に確認済みということなので、厚労省を責める

ということはないのですが、しかし、今回取った見積

りに関しては、私の感覚としてはあり得ないほど高い

と思いました。特にＢ社、Ｄ社に関してはちょっとび

っくり仰天という感じです。今回の参考資料として調

達の際に配られているものを見ますと、実質、これは

情報の表示と、それから基本的な数字を入れた後、そ

れを足す、引く、掛ける、割るなど、計算結果を出す

という、それだけの機能ですよね。こういうものです

と、本当に 1 人のエンジニアが、しかもそれほど高レ

ベルのスキルではないエンジニアが 1 人月使わずに

作れるレベルだと思うのです。私自身もこういったア

プリを作ったことがありますが、全然そんなに時間の

掛かる仕事ではないので、ちょっとこの見積りを見

て、いささか驚いたわけです。 

これは別の案件でも申したことですが、どうしても

予定価格を作るときに、多くのところに情報を求める

というのは真摯な態度としてもちろん良いことだと

思うのですが、一方で、今後、入札しようという人た

ちにその情報を求めた場合は、戦略的に少し高めに出

すに決まっていまして、自分で考えている金額をその

まま提出して、競合する他者が少し安めで、あるいは

とても安めで提出してきたら、それを調達者である厚

はい。その点は正に、実は見積りを取る段階でかなり

同じ議論がありまして、ただ、そうは言っても低い価格

だけで果たして見積りを終わらせていいのかというとこ

ろがあって、追加でお願いしたという経緯がございます。

今回7者が応札しまして、価格帯も200万円台近辺の会社

と、1,000万円台を超える会社とで2つに分かれていると

ころもありますので、業界の事情がある程度分かったと

いうこともありますので、今後の調達に関してはこの経

験を踏まえて、改められるところは改めていきたいと思

います。 



労省が平均で予定価格を算出しまうと、必ず自分の提

出した額より低く予定価格を作られてしまいますの

で、予定価格の範囲におさまらないというか、競争に

負けることになってしまいますから、応札する予定が

ありそうな企業というのは、常に見積りを高くするの

が戦略的に正しいわけですね。ですので、今回どこの

4 者も非常に高く出してきているのは、そういった事

情もあるのではないかと思うのです。一生懸命市場調

査していただいた結果なので、ちょっと残念ではある

のですが、そういう舞台裏があるのではないかという

ことで、今後に生かしていただければと思います。 

そうですね。いろいろなパターンがあるので、ケー

スバイケースとしか言いようがないところはあると

思うのですが、スマートフォンのアプリの場合は、多

くの場合、開発のために追加の機材が必要ないので

す。そういう意味では、追加しないといけない機材や

開発用のソフトウェアを調達するためのお金を応札

者は必要としないはずで、そういう意味でも、非常に

大きい金額を出した 4 者の見積り中の上位といいま

すか、高い 2 者に関しては、本当にですかというふう

に疑わざるを得なかったというのが、私の所感です。 

それから、ばらつきに関してですが、今、回答いた

だきましたように、非常に広い。こういう場合になっ

てくると、しかも偏りがありますので、算術平均的な

ものだと、やはり不適切であろうと思われます。一般

的に幾つかのデータがあって、そこから、ざっくり大

体どのぐらいなのですかというふうな値を答えるの

を代表値というのですが、一般的に平均値を使うので

すが、大きく外れている値、大きく真ん中よりも遠い

ところにある値があるときには、御存じのオリンピッ

クなどで使われている最上位、最下位を外した平均に

したり、あるいは、より一般的かもしれませんが中央

値と呼ばれる、小さい順に並べた真ん中を取るとか、

あるいはヒストグラムのようにグループ分けをして

おいて、一番多いグループに最頻値となった価格帯の

ものの、更にその真ん中の値を取るとかというような

形で、大きくばらついているときと偏りがあるとき

は、平均値を取る的な感じでの使用はしないほうがよ

ろしいというのは、調達に限らず、一般的に言われる

ことですので、今後検討していただければと思いま

す。 

ちょっと別の角度ですが、今回の調達はいつもの厚

労省のものと違うところがあるかなと思いましたの

が、いつもは省内ですとか、あるいは外局の使う、要

するに使うのは厚労省という調達が多いと思うので

すね、IT 関連に関しては。今回、どちらかというか、

完全に国民側ということで、その点が随分違うかと思

います。そういう意味では、業者さんたちは一生懸命

きちんとした仕事をしてくれることと思うのですが、

やはり仮にですが、悪意あるいはちょっとした儲けに

関する色気を持って、例えばスマートフォンアプリで

すから、個人情報をはじめとする機微な情報を、不要

 



にもかかわらず取得するとか、あと、そういったもの

を取得して、どこかへ送り出してしまう。こういうこ

とまで考えれば、事実上 0 円でも応札したいと思う可

能性はあるわけです。ですので、これはちょっと省内

で使うソフトウェアとは違う注意が必要になると思

います。 

調達仕様書のところで、必要な機能というものを明

示するに留まらずに、それ以外のことをやってはいけ

ないということを約束させるということが必要かと

思います。ウイルスに感染しないというのは当然なの

ですが、そのアプリ自体が余り望ましくない動きをす

るという、ウイルスには感染していないけれど、自分

自身がそういうよろしくない振舞いをするというの

では、やはり利用者の方に迷惑が掛かってしまいます

ので、そういったところも今後は注意していただくと

よろしいかと思いました。 

（分科会長の意見） 

今の点、貴重なアドバイスだったと思うので、今後の

同様な開発に活用されるといいと思います。これで審議

案件は終わりました。 

 

 

 

 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７９６

５） 


