
平成２９年度第３回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 

 

 

開催日及び場所 平成２９年１２月２６日（火） 厚生労働省共用第８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７月１日～平成２９年９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 ： 平成29年度救急医療業務実地修練等研修事業 

資格種別  ：「役務の提供等」B、C、D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者応札であり、落札率が100％であるため。 

発注部局名 ： 医政局 

契約相手方 ： 一般財団法人日本救急医療財団 

予定価格  ： 13,316,000円 

契約金額  ： 13,316,000円 

落札率   ： 100％ 

契約締結日 ： 平成29年6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、１者応札があり、一般財団法人日本救急医療財団が契約の
相手方となった。落札率は 100.00％である。 

意見・質問 回   答 

昨年、この案件については企画競争で、これは公募が

行われたのですか。 

公募型の企画競争です。 

それで、何者ぐらい応募があったのですか。 1者です。 

これは何年前からの案件ですか。 職種ごとに異なるのですが、医師については平成元年

から始まっていて、看護師などですと平成4年から始まっ

ていたと記憶しています。 

今回、医師に対するものと看護師に対するものは同時

に行われているのですか。 

はい、予算をなるべく縮減するという観点から、一括

してやるようになっています。 

仕様書を取りに来た方も1者で、入札説明会参加者も1

者、それから入札参加者も1者のようですが、競争とい

うことからすると形式的には競争原理が働いていない

調達案件だと見えるのですが、日本救急医療財団以外に

このサービスを提供できるサプライヤーはいないので

すか。 

Ａという財団があるので、来年度に向けて声を掛けて

参加を促してみたいとは思います。 

その財団は、これまでにこの案件を受託したことはな

いのですか。 

ないです。 

でも、そこは当該技術はあるということなのですね。 救急に関する法人になっておりますので、見込みはあ

るかと思います。 

 



分かりました。資料109ページの審査調書には、「今

回の調達でも一者応札であった場合は、次回は公募にす

ることを検討」となっておりますが、これはこの財団も

入れて公募型の企画競争という意味でしょうか。 

これは公募なので、特定の技術を持っている者がいる

かどうかを問う公募なのです。企画競争ではないです。

複数の応募があればその後の手続きとしては、今回、一

般競争の総合評価をやっているので、同様に調達をする

ことになると思います。1者であるかどうかを確認するた

めの公募をやったらどうだという意見が調達前の公共調

達委員会であったということです。 

そうすると、前回ベースに戻すということになるので

すか。 

いや、企画競争ではなくて、複数の事業者がいるかど

うかの公募をするということですので、結果として事業

者が 1 者であれば、そこと契約をする。事業者が 2 者い

れば、一般競争の総合評価落札方式で調達するというも

のです。 

随意契約でということですか。 1者しかいなければ随意契約で価格交渉するのですが、

複数いれば、もう一度、入札行為を行うので、一般競争

の総合評価落札方式で調達を実施します。 

一般競争の総合評価落札方式になるのですね。 はい。 

分かりました。それから、少し細かい話になりますが、

107ページで、日本救急医療財団の実施計画書の中に経

費明細書がありますが、旅費270万円ということで、大

雑把な数字の明細書になっているのですが、これは少し

大雑把過ぎませんか。 

手元に平成 28年度の実績がないので正確にはお答えで

きないのですが、平成 28年度の実績を基に金額を積算し

ているのではないかとは思います。 

そうすると、昨年の企画競争で選定したときの実績値

については、そちらで把握されているので、大体同じよ

うな金額だということですか。 

今、数字が手元にないのですが、恐らくそれぐらいの

数字なのではないかと思います。 

明細書を出すときに、もう少し詳しく、どこに誰がど

ういう形で行った結果として、その金額になるのかが分

かるように出していただきたいと思います。 

はい。 

次回に公募を行い、1 者だった場合は価格の事前の

協議とかもできると思うので、調達委員会の指摘のよ

うに公募をお願いできればと考えます。 

 あと、資料 44 ページに開札調書がありますが、価

格点についてですが、これがマイナスの点数が付いて

順位が 1 位となっていますが、予定価格を超えた場合

は契約を締結する権利がないので、順位は記載しない

のが一般的かと思います。同様の事例があった場合

は、次回からその点は直していただければと思いま

す。というのは、価格点がマイナスで順位の記載があ

ると、技術点と合算したときに、他の業者より高くな

って見えてしまうという間違いの元が起きやすいと

いう理由からです。ですので、予定価格を超えた場合

は、横線なりで記載し、はっきりと分かるようにして

ください。 

はい。 

入札公告が5月23日で、計画書その他の総合評価に関

する書類の提出期限が6月7日、これはもう少し長い期間

を取れないのでしょうか。これが短いがために一者応札

の原因の１つになっている可能性はないでしょうか。 

ご指摘のとおり、期間が短いから一者応札になって

いることは否定できませんので、来年度以降は十分な

期間が設けられるように、少しでも長めに設定したい

と思います。 

そうですね。1週間しかなくて、計画書も作って準備

するというのでは、少し間に合わないのではないかとい

う気がします。 

 

（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２】 

審議案件名 ：技能検定受検者情報収集・管理システムの機能追加等改修業務一式 

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中で、最も落札率が低いため。 

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー 

予定価格  ：83,145,998円 

契約金額  ：13,672,368円 

落札率   ：16.44％ 

契約締結日 ：平成29年9月12日 

（調達の概要） 

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

ノロジーが契約の相手方となった。落札率は 16.44％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

2回目の公告で入札参加者が3者いらっしゃって、株式

会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジーに決定され

たわけですが、入札日が6月15日で、契約日が9月12日と

いうことで、ここで期間を3か月程度要しているのです

が、これは何かあったのでしょうか。 

やはり金額がかなり低かったので、実際に業務が遂行

できるのかということで、念入りに確認したため時間を

要してしまいました。 

予定価格ですが、入札金額が非常に低かったというこ

とで、入札者が3者いる中で、2者が低入札価格調査の対

象になるぐらいに予定価格は若干高めに設定されたとい

うことでしょうか。この根拠となったものが、151ページ

にあるＡ社の参考見積書だと思うのですが、これを大体

そのまま予定価格調書に反映されているようですが、こ

の中身は、もう1者ぐらい捉えたのか、数者捉えたのかと

いうことと、内容の検証はされたのかを教えていただけ

ますか。 

複数かどうかについてですが、Ｂ社からも見積りを頂

いております。1億7,496万円ということで、Ａ社ともか

なり差があったのですが、低いほうのＡ社に合わせたと

いうことです。見積りを徴取するときに、あまり仕様書

に近いところまで触れられないので概要ということで話

はしていますが、何度かやり取りをさせていただいた結

果、この額ということでしたので、妥当なものだったの

ではないかと思っております。 

実際に株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジ

ーは落札率16％程度で入札をしてきたわけですが、それ

でもＡ社の参考見積りについては特に問題なかったとお

考えでしょうか。 

そこは今思えばですが、Ａ社もＢ社も大手企業のグル

ープでしたので、予定価格が高めになってしまったのか

と考えております。今後、同じような機会があって見積

りを取るときには、大手企業だけではなく中小企業から

も見積りを取り、大きな乖離が出ないように対応したい

と考えております。 

低入札価格調査の報告書の中で、予定価格調書では工

数は人月で45人月になるのですが、株式会社ジャパン・

テクノロジーでは16.5人月ということで、3分の1程度で

この業務は完了するとなっておりますが、それで問題は

ないのですか。 

確認をいたしましたところ、各工程を効率的に行うこ

とで作業工数を低く抑えているということで、コスト削

減を含めて競争力のある金額に設定するという企業努力

の現れではないかと承知しております。 

3 分の 1 程度でできてしまうのは、少し違和感がある

のですが。 

そこも大丈夫ということを確認した上で、今、業務を

進めていただいていて、現在のところ特に大きな問題は

発生していないところです。 

低入札価格調査の報告書の中で、調査概要ということ

で、値引きをしていただいたので大丈夫だというような

表現があるのですが、ジャパン・コンピュータ・テクノ

ロジーの見積書の中では値引きをした形跡は特にないと

見受けられるのですが、いかがですか。 

安い金額に設定したというところを「値引きを行った」

という表現にしたもので、そういった意味で、書類の中

には「値引き」という項目はないことになります。 

通常の人月を、通常掛かる人月できちんと書いて、そ

の下に最終段階でこれだけ値引きしましたと、そういう

ことであれば「値引き」という表現は合致すると思うの

ですが、工数を少な目に設定して、それで「値引き」だ

 



という表現は若干、誤解を与えてしまうと思います。 

私も、低入札価格調査で出てきた人月と予定価格の

人月が大きく乖離をしているのが心配だと思ってい

たところです。今後も引き続き業務がしっかり進んで

いくかという点と仕様に関する誤解がないかなどに

ついても、フォローをお願いできればと思います。 

あと、低入札価格調査の結果で、対象者として相手

方というか応札者の会社の方のお名前が出ているの

ですが、これはどういうお立場の方でしょうか。 

部長だと記憶していますが、何部長だったか、今、手

元に資料がありませんので、お答えすることができませ

ん。 

どのような立場の方か、どのぐらい現状把握をできて

いる立場の方で、どのぐらいの責任のある方が発言され

たのかが重要になると思いますので、調べて付記してお

いていただければと思います。 

はい、わかりました。 

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

 

【審議案件３】 

審議案件名 ：毎月勤労統計調査オンラインシステムの更改及び運用・保守 

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、最も落札率が高いため。  

発注部局名 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：293,981,913円 

契約金額  ：292,398,045円 

落札率   ：99.46％ 

契約締結日 ：平成 29年 7月 19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、富士通株式会社が契約の相手方となった。

落札率は99.46％である。 

意見・質問 回   答 

この案件はサーバーの賃貸借も含まれているのです

か。 

はい、含まれております。 

Ａ社とＢ社から参考見積書を取られていますが、Ａ社

についてはリース料率ということで 2.16％という数字

が記載されておりますが、Ｂ社の見積書はそういったサ

ーバー賃貸についての表現をどこで読み取ったらいい

のでしょうか。 

資料の232ページで、ハードウェア保守経費の賃料、こ

ちらになります。 

 

3,500万ということでいいのですか。 そうですね、こちらになります。 

そうですか。そうすると、Ａ社のほうのリース料、3

億円ですよね。これとの差を、どのように理解すればよ

ろしいのでしょうか。 

全体的にＡ社が、全く毎月勤労統計調査のオンラインシ

ステムに携わったことがないということで、Ｂ社に比べて

非常に大きな額になっており、Ａ社は本当に初めての業者

になりますので、どこまで見積もっていいのか不明瞭だっ

たのではないかと考えております。 

そうしますと、Ａ社に見積もりを依頼するときに、

余り詳しい説明をされなかったとか、そういうことで

すか。 

毎月勤労統計調査のシステムの手引きや概略などは提

示しているのですが、機器類等の詳細までは読み切れなか

ったのではないかと考えています。 

それから細かい所ですが、Ａ社の見積りの中で 234ペ

ージの所に明細がありますが、2 億 8,300 万という数字

と、233 ページの 3 億 1,200 万の数字の差ですが、これ

は金利という理解でいいのでしょうか。 

大きい数字はリース料金を含んでいる金額です。 

予定価格の積算内訳ですが、SE単価を更改と運用・保

守で同じ単価をお使いですが、Ｂ社のほうは運用・保守

積算資料という本にSEがどういった業務を担当するの

か記載があり、本業務全般にわたってSEが担当できるとい



は低い単価で見積もっていらっしゃいますが、どのよう

にお考えでしょうか。 

うことで、それを基に統一的に同じ単価を使用しておりま

す。 

それが、適正かどうか、業務の難易度で担当する技術

者も異なってくると思うのですが、単価に反映させるこ

とはできないのでしょうか。 

積算資料では、そういった難易度の差による単価の差で

はなく、企業規模に応じた単価の設定というのがあり、そ

れを基に一律の単価で積算させていただきました。 

今後は少し、検討していただけますか。 はい。 

予定価格の積算に関してですが、参考見積もりの金額

が 2者でかなり違うわけですが、どのように利用された

のか、差し支えない範囲で教えていただけますか。参考

見積りを取っていますが、予定価格の積算は、事実上全

く違う金額になっていますよね。それ自体は、全然責め

るところではないと私は思っているのですが、根拠がき

ちんとあって、予定価格を積算したということであれ

ば、それでいいのですが。ただ、全く参考見積りと違う

ので、どこを参考情報として利用されたのかを教えてい

ただけますか。 

予定価格の積算方法につきましては、工数に関してはＢ

社の工数を用い、単価につきましては先ほど申し上げたと

おり、積算資料のシステムエンジニアの平均を用いており

ます。Ａ社の参考見積りはちょっと金額が高すぎたので使

用せずに、工数についてはＢ社を参考にさせていただき、

こちらで単価を用いていますので、参考見積りと乖離が出

ているのですが、当方としては、これが適正な価格だと考

えて積算しております。 

なるほど、人月を参考にしたということですね。 はい。 

それは全く問題ないのではないかと思います。落札

率が高いと、要するに積算がお見事だということだと

思いますので、私はその点については別にいいとか悪

いとかはないと思っています。 

気になる点としては、応札した 2 者の技術点、これ

がものすごく違うところであり、両者とも長くビジネ

スをやっている会社だと思うので、とんでもない資料

を持ってくることは、なかなか考えづらいのですが、

何かこの採点方法で工夫したところはあるのでしょ

うか。 

今回は技術点に非常に差が出ました。実際、富士通

は、提案部分が非常に、どの項目も良い評価、それは

委員の方 4 人ともですが同じような評価を頂いたとこ

ろです。 

他の１者につきましては、過去に確かにプログラム

の改修を2回ほど実施していただきましたが、今回のシ

ステムの更改につきましては、なかなか良い提案部分

がなかったというような評価を頂いたところです。 

なるほど。では、意図的に差を大きくするようにした

のではなく、いわゆる絶対評価として採点した結果、非

常に大きな差がついたというふうに考えたらいいので

しょうか。 

はい、そうなります。 

それでしたら、問題ないかと思います。  

それにしても、ものすごい差ではありますよね。付加

点数の所で、これだけ大きく違うというのは。 

それぞれの部分について言えば、そもそも提案がなかっ

た部分がありましたので、低評価になってしまったと思い

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４】 

審議案件名 ：企業情報データ等提供業務(求人事業所データとのマッチング業務を含む) 

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 ：職業安定局雇用保険課 

契約相手方 ：株式会社帝国データバンク  

予定価格  ：13,061,903円 

契約金額  ：4,306,500円 

落札率   ：32.97％ 

契約締結日 ：平成29年8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、株式会社帝国データバンクが契約の相手

方となった。落札率は 32.97％であり、低入札価格調査を行った。 

 



意見・質問 回   答 

参考見積書ですが、最大手の帝国データバンクとＡ社

から頂いたようですが、どのような考えで選定したので

すか。 

多くのデータを扱い、管理をしていて、会社の実績、歴

史といったものも十分兼ね備えている所だということか

ら、参考に見積ってもらうには適当であろうという判断で

す。 

先ほどの説明の中で、求人事業所ファイルの中に企業

情報を付加するということでしたが、企業情報というの

は、どこまで付加するのですか。データの提供金額が予

定価格で 300万円程度ということで、非常に安い金額で

して、そんな安い金額で情報提供してくれるのかという

疑問もありますので。 

今回、提供していただく企業情報のデータですが、要件

として提示しているのは、まず、法人番号、その法人の代

表者氏名、倒産情報、企業が不存在という情報、これが含

まれていることが必要ということです。 

経営成績などまでは、含まれていないということです

ね。 

はい。 

分かりました。それで、帝国データバンクの見積書が

1,000万円、実際の入札金額が400万円、Ａ社については

1,200万円を見積って、実際の入札金額が900万円弱とい

うことで、予定価格と落札額に非常に開きが出てしまっ

ているのですが、少しうがった見方をすると、予定価格

の設定をつり上げて入札を有利に運ぼうという意図が

あるのではないかと思われるのですが、どのように考え

ていますか。 

予定価格調書の作成に関しては、2者の参考見積を基に

作成をしており、2者の平均に近い形で算出しましたが、

各工程を確認した上で作成しておりますので、この予定価

格調書は適正だと考えております。 

1,000 万円の見積り、これが社会的な適正な価格だと

いうような見積書を出しておきながら、実際に入札して

くる金額は 400万円程度だったということで、この参考

見積書というのは、ほとんど何の役にも立たなかったと

感じてしまうのですが、いかがでしょうか。 

帝国データバンク社がこういった金額で出してきたと

いう意図といいますか、そこについては、この32.97％と

いう落札率をもって低入札価格調査を行って検証をした

わけです。その結果として分かったことは、法人番号に係

る費用は、通常の場合300万円という単価で役務を行って

いるが、今回の作業については業務内容の公共性を考え、

社内検討の結果、通常は300万円と設定しているところを

無償とする決定をしたと報告を受けています。よって、そ

の300万円相当の部分が、そのまま価格に反映していると

認識しています。 

参考見積書を徴取した業者が入札してくるケースは、

もちろんあるのですが、当該入札に参加しない情報会社

からも徴取して、参考見積りの適正化を図るのがいいの

ではないかと思いますが、いかがですか。 

本件は最低価格落札方式で調達した案件ですが、応札者

はこの2者であります。もちろん、広く一般に公告して募

った結果ですので、何とも言えない部分はありますが、今

回はこういった結果ということで、そこは公告の仕方なの

か、よく分からない部分はありますが、ご意見としては受

け止めたいと思います。 

今回は参考見積りを徴しても、それとは全く違う額

で同じ者が応札してきたということなので、積算に関

して、特に事業費の部分については、応札金額との乖

離、予定価格との乖離があるのは仕方がないと私は見

ました。特に無料になった部分が 300 万円分ありま

すが、逆に、この分を無料にしなかったらどうだった

のかということも見てみますと、それでも、帝国デー

タバンクの金額は低入札価格調査の対象になるぐら

い安いということになります。 

ですので、今回の法人番号提供費用のディスカウン

トというか無料化のほかでも、少し予定価格の積算で

過大な部分があるのではないかと感じました。見てみ

ますと、人件費の人月が少し大きいようでした。人月

単価自体は同じぐらいの金額ですが、予定価格の積算

分かりました。 



内訳の数量は 5～10 倍の人月を見積っているので、

ここの部分はアップデートし、次回以降の調達にいか

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５】 

審議案件名 ：平成29年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査事業 

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 ：社会・援護局障害保健福祉部 

契約相手方 ：PwCコンサルティング合同会社 

予定価格  ：47,366,000円 

契約金額  ：14,040,000円 

落札率   ：29.6％ 

契約締結日 ：平成29年6月30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、PwC コンサルティング合同会社が契約の

相手方となった。落札率は 29.6％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

開札日が5月31日から6月7日に延期されましたが、こ

れはどのような理由だったのでしょうか。 

総合評価落札方式ですが、評価委員の先生方に評価を

お願いするのですが、その評価委員の先生の日程の都合

上、評価期間が延び、開札日が変更になりました。 

添付資料の予定価格調書の中で、調査事務局運用とい

うことで、1,600 万円という数字が出てきますが、これ

はもう少し詳しい数字で見積らないといけないように

思うのですが、いかがでしょうか。 

調査対象者からの問合せや調査票の内容についての照

会等を取りまとめるということで、この金額を積んでお

りますが、ご指摘を踏まえ、今後、もう少し詳細に内訳

を記載するようにいたします。 

よろしくお願いいたします。それから、人月ですが、

積算内訳の中で、時間の合計が637時間になるのですが、

PwCコンサルティング合同会社では208時間ということ

で、非常に少ない数字を出してきております。94ページ

にPwCコンサルティング合同会社の明細がありまして、

これが約3分の1で終わらせることが可能だということ

なのですが、どのように分析されていますか。 

PwCコンサルティング合同会社は、今回の調達で初めて

入札してきた業者になるのですが、新規参入ということ

で、かなり金額的にディスカウントしてきているのでは

ないかと考えられますので、調達状況を踏まえ検証して

いく必要があると考えております。 

予定価格の積算内訳と低入札価格調査で提出された

積算内訳等を見比べてみますと、人件費に関して違いが

あるようです。いわゆる単価は同じぐらいなのですが、

必要な時間に違いがあるのです。これについて、業務の

進行は特に問題はないでしょうか。 

今のところ、業務に滞りは生じていない状況です。た

だ、これから集計業務等に取りかかっていきますので、

そこが一番、時間的にはボリュームを要するところだと

思いますので、そこは注意して進捗確認をしたいと考え

ています。 

お願いします。通信費と印刷費の費目が随分と乖離が

あるようです。予定価格の通信費というのは、「調査事

務局電話・FAX通信費一式」だと思うのですが、それが

200万円弱、これに対し低入札価格調査で提出された通

信費は13万5,000円、また印刷費も、予定価格の積算根

拠では20万円ですが、今度は逆に、提出された内訳では

400万円以上ということで、こういった大小関係が逆転

し、かつ規模も随分違うという部分がありますので、受

託者が何かを勘違いしているということはなかったで

しょうか。 

何かこちらで考えていることと齟齬が生じているとい

うことは、今のところは特にはありません。 

なるほど、今回はもう業務が進行していることではあ

るのですが、今度、低入札価格調査を行った場合に、こ

うした費目が余りに違う場合、もしかすると、業務その

分かりました。 



ものを勘違いしているという危険性もありますので、念

のため見つけた場合には事前に聞いておいて、低入札価

格調査結果に付記していただければと思います。 

もう1つ、その低入札価格調査の結果を踏まえ、予定

価格の算定にフィードバックしてもいいのかもしれま

せんね。 

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 ：事故リスト等の見直しにかかるシステム開発 

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  ：93,704,687円 

契約金額  ：93,704,687円 

落札率   ：100％ 

契約締結日 ：平成 29年 8月 28日 

（調達の概要） 
会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項第１号に基づ

く随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

随意契約の理由書にたくさん記載していただいてお

りますが、ポイントは著作権及び特許権があるからと、

そういうことですね。 

はい。 

特許権もあるということですが、例えばどういう特許

権があるのですか。 

特許権というか、正に著作権です。年金機構のシス

テムはこの年金給付システムと被保険者の記録を管理

する記録管理システムと、大きく分けて 2 つありまし

て、それぞれが、日立製作所、Ａ社で昭和の時代から

作られているのですが、世間でレガシーシステムと呼

ばれていて、1 者独占という状況です。この給付シス

テムでいうと所有権は納品されて国側になるのです

が、プログラム等、設計書は著作権が日立製作所にあ

って、著作権があるプログラムを契約当事者が自ら改

修する場合はいいのですが、別の第三者に委託して改

修するということは認められていないということにな

っております。 

そういった状況は国においても問題だということ

で、記録管理システムは、今、システムの刷新という

ことで進めており、平成 35 年 1 月に全面刷新して、

どこの業者でも入札に参加できるよう、著作権が国に

帰属するように進めています。記録管理システムが今、

大規模プロジェクトということで進んでいる中で、年

金給付システムは、まず、事前の調査などを進めてい

る状況です。いずれはオープン化のシステム、効率的

なシステムが出来ればということで進めております。 

そうしますと、理由書では特許権というように説明さ

れていますが、特許権は特にないのですか。「特許権、

著作権」という表現がしてありますが。 

政令の文言をそのまま引用しており、このシステムに

関しては著作権ということです。 

著作権ですね。 はい。 

分かりました。そうしますと、平成35年1月までは現 平成35年というのは、記録管理システムという、もう



行の日立製作所との契約になるということですか。 一方のＡ社に委託しているものになりますので、年金給

付システムはその後になります。 

では、現行のこの体制のままで、まだ行かざるを得な

いということですか。 

当面はそういうことになります。 

他の業者がまねすることができないような、非常に高

度なシステムなのですね。 

例えばですが、このシステムに近いシステムで言うと、

金融機関とか保険会社とか、民間のそういう業種になる

のです。年金というのは民間の保険会社ですと、何か制

度が変わると、その商品自体には手を付けずに新しい商

品を販売してということなのですが、国の年金は過去に

も何度も何度も改正を重ねて、遡及したり暫定措置を設

けたりという、過去からずっとその積み重ねの上にでき

ているものですから、仮に著作権を譲り受けただけで単

純にシステムが作れるかというと、多分、それはなかな

か難しいと思います。例えば、根幹の年金額計算のとこ

ろはメインフレームとして残しつつその周りをサブシス

テムにするとか、いろいろなやり方が考えられると思う

のですが、やはり相当の準備期間と、ベンダー側も 1 者

で全部請け負うということになると、なかなか直ぐには

対応できないと思います。 

分かりました。随意契約ですので、予定価格のほぼそ

のままで契約するわけですが、予定価格の積算はどのよ

うにされているのでしょうか。日立製作所から見積書を

もらって、ほぼ同額ということですよね。 

最終的にはそういうことになるのですが、まず、工

数、どのぐらいの人月と単価になるのか検討します。

工数については、年金機構と機構の支援業者が、今回

の場合だと日立製作所と再三協議して、開発のいろい

ろな行程ごとに、どのランクの人が、何人掛かって、

何時間掛かって、この作業には何人月掛かりますとい

うのを積み上げていきます。その協議した結果を、さ

らに年金局でシステム開発委員会というものを設け

て、システムを専門に担当する省の補佐官 2 人と外部

の専門家に加わっていただいて、そこに諮ります。そ

の前にも 3 段階ぐらいの会議を経て内容を詰めていっ

て、最終的に開発委員会で了承をもらいます。その後、

特別会計の調達委員会に諮り了承を得て、見積書を徴

取することになります。 

 また、単価についてですが、資料に JECC といって

公に出している単価表があります。例えば、日立製作

所が上から 4 行目にあって、これはランクごとの時間

単価なのですが、これを平均して人月にしたのがあり

ます。ランクによって違いがありますが、日立製作所

の単価を見ると、相場と比べたら大分低い。これはど

うやって決めているかというと、前年度の全ての開発

の実績を日立製作所に出させて、ランクごとに加重平

均して、それを基準として使っているのですが、現在

の日立製作所はこれより高い単価になっていますが、

交渉をして低い単価のまま契約しています。 

分かりました。  

（分科会長の意見） 

この案件については、特にありません。 

 

【審議案件７】 

審議案件名 ：レセプト情報・特定健診等情報データベース分析システムに係るアプリケーション改修等業務一

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 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：富士通株式会社 

予定価格  ：109,250,996円 

契約金額  ：106,920,000円 

落札率   ：97.9％ 

契約締結日 ：平成 29年 6月 23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、富士通株式会社が契約の相手方となった。

落札率は 97.9％である。 

意見・質問 回   答 

このシステムの本体を開発したのは、富士通ですか。 はい。 

そうしますと、例えばこの業務を他の開発業者がやれ

るとなると、どういう業者が考えられますか。 

基本的に全て参加できると思っています。 

そうしますと、この改修業務の難易度は、それほど高

くはないということですか。 

入札説明会に参加した者で、その後、基本設計書とか閲

覧に来られた者を見た限りでは、応札可能のような感じが

したのですが、実際入札に参加していただけないという状

況ですので、それぞれの業者で感覚が異なっているのかと

考えています。 

難しくは見えないけれども、参加していただけないと

いうのは、システム自体の開発をしていないから、ちょ

っとリスクが大きいと、そういう理解ですか。 

そうだと思われます。 

分かりました。一般競争入札で調達をされているわけ

ですが、落札率が97.9％となりまして、ほぼ100％に近

い入札価格なのですが、このような結果になった理由と

いうのは、どこにあるのですか。 

予算の積算段階や事前の検討段階で、ある程度工数を見

込む必要があります。当然、現行業者から工数を聞き取っ

て検討していくと、当該業者が入札に参加すれば、想定と

実績が近くなってしまうことがあると考えております。 

そうしますと、参考見積書を徴取したということです

か。 

予定価格の作成時には、参考見積の徴取はしておりませ

ん。要求元の部局から想定工数がどれぐらいか意見を聴取

した上で、積算をしております。 

工数のみということですか。 はい。 

そうすると、大体その工数に単価を掛ければ、これぐ

らいになるということが、過去の事例から推察できるた

めに、こういう近い入札価格になってしまったと、そう

いうことですか。 

はい、おっしゃるとおりです。 

その工数については、どの程度ディスカッションの中

で検証されているのですか。 

想定工数についてですが、調達の各項目について、どの

くらいの人数、工数が掛かるのか、要求部局に聞いて登録

をしてもらっています。その後、私ども会計課で、システ

ム全体を見ながら、例えばこのシステムの設計段階であれ

ば、この人数、この日数でできるだろう、若しくは、もっ

と工数を見込まないといけないだろうという、必要な調整

を行いながら工数設定をしています。 

はい、分かりました。  

最終的に一者応札で、しかも大もとのシステムを作

った業者が落札したということですが、今後の展開を

どうしていくかということが重要になると思います。 

というのは、入札説明会に参加したものの、応札し

なかった者にアンケートした結果が 2 ページ目に書

かれているわけですが、確かに入札参加要件が厳しい

という気はいたします。電子化されたレセプト情報の

システム開発実績がある人をプロジェクトマネージ

ャに置きなさいとか、いろいろあるわけなのです。逆

 



に、ドキュメントさえしっかりしていれば、やれない

わけはないという気もするのですね。実際、入札説明

書を手交したのは 22 者、また 8 者は入札説明会に参

加しているわけですので、競争性を働かせようという

ことであれば、このような入札参加要件を少し緩める

というのも、1 つのアイデアなのではないかと思いま

した。 

厳しい参加要件を付ければ付けるほど、ある種の調

達側のエクスキューズにはなると思うのですね。こん

なにきっちりとした高いレベルを要求しているのだ

から、トラブルは起きようがないというのは、確かに

言えるようにはなるかもしれません。一方で、高止ま

りとか、一者応札しかなくて、様々な意味での改善が

進まないということがあると思うので、もしも一者応

札の改善を目指す、あるいは少しでもコストダウンを

目指すということであれば、次回以降の関連する入札

では、参加要件をここまで高くする必要があるのか、

他の新規参入者がいた際には読めば分かるというド

キュメントはきちんと揃っているのかというところ

を検証していただければと思います。 

（分科会長の意見） 

私も同感です。 

 

【審議案件８】 

審議案件名 ：平成29年度情報セキュリティ対策強化等一式 

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、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 ：デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

予定価格  ：355,069,440円 

契約金額   ：224,100,000円 

落札率   ：63.1％ 

契約締結日 ：平成29年7月27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、デロイトトーマツコンサルティング合同

会社が契約の相手方となった。落札率は63.1％である。 

意見・質問 回   答 

開札調書について技術評価の順位につきましてはこ

れで結構ですが、価格点の順位付けが逆になっています

ので修正しておいてください。 

申し訳ございません。誤記載になりますので、正しく修

正させていただきます。 

それから、落札率が 63.1％ということで、予定価

格と比べて少し開きがあるようです。予定価格を積算

するための想定工数表の中で、実施計画書の策定に 3

人月、情報資産の棚卸しに 46 人月、情報セキュリテ

ィ監査に 106 人月ということで、全体で 155 人月を

要するだろうということで予定価格が設定されてお

りますが、デロイトトーマツコンサルティングについ

ては、全体をどれぐらいの工数で見積もっているので

しょうか。 

総工数54.34人月で積算されております。 

予定価格調書の中で、計画書策定に係るプロジェクト

マネージャの人月単価が400万円ということですが、こ

の金額は少し高いように思いますが、如何でしょうか。 

予定価格の積算では単価を 400 万円で積算させていた

だいているのですが、デロイトトーマツコンサルティング

では 458万円で積算されております。 



今までの資料をいろいろ拝見する限りでは、200万円

ないし200数十万円ぐらいが限度なのかなと感じます

が、こういったコンサル系の人たちの単価というのは、

やはりこれぐらいの単価を設定するものなのでしょう

か。 

予定価格の算定に使っておりますプロジェクトマネー

ジャクラスで 1人月 400万円というのは、システム関係の

リース業のほうで主要な大手システム構築業者の単価を

まとめておりまして、その平均として 400万円という数字

があって、これを採用しています。一般的な市場の SE 単

価になりますと、地方とか事業者の規模によってもかなり

開きが大きいというのが現状でして、政府調達のレベルの

仕事を請け負えるような大手のベンダーということにな

りますと、どうしても人月単価が上振れてしまうという傾

向があります。 

システムコンサルタントの単価については、これで特

に問題ないということですね。 

はい、市場の時勢に照らして、概ねこのような単価にな

っていると理解しております。 

分かりました。これが株式会社ＪＥＣＣの「サービス

商品価格表」の中にあるということですか。 

資料に適用した単価の算出根拠となるものがあります

が、こちらに基づいております。 

分かりました。  

確認ですが、落札者の見積総工数ということを先ほど

言っていたような気がするのですが、どちらに書いてあ

りますでしょうか。 

資料に添付していませんが、請負金額内訳書に記載して

いる人月を合計すると 54.34人月になるということです。

また、外部委託の約 3,500万円については工数という形で

記載されていませんので、正確には把握しきれていませ

ん。 

分かりました。 

それから、今回、技術評価をしていただいていますが、

応札してくださった 3者は随分と点数に開きがあります

が、採点の仕方として、差が出やすいようなことはあっ

たのでしょうか。 

実際に点数のばらつきはあるのですが、3者の総合点の

順位と各委員が付けている順位の傾向がおおむね一致し

ますので、採点の評価基準とか方法に何か問題があったと

は考えておりません。 

なるほど。要するに、同じ点数を2者、3者に付けるこ

とも可能性だったということですか。 

はい、そうです。採点の方法としては、評価者が同レベ

ルと判断すれば同じ点数が付くということはあり得ると

いうことです。 

なるほど。それでしたら問題ないかと思います。  

その点なのですが。103ページ、104ページでは、A委

員は0点、B委員が285点という極端な点が付いています

よね。各委員の点数を単純平均して出した数値ですか

ら、傾向としては、この順位はある程度正確なものだと

思うのですが、何か少し極端ですね。これって本当にき

ちんと採点されているのかなと、あるいは、中立・公正

な感覚でやられているのかなと、0点というのが実はあ

るのかなというような気もするのです。この委員は、例

えば、Y社については675点を付けられている方ですよ

ね。 

はい。 

（分科会長の意見） 

X 社については 528 点。X 社、Y 社についてはそれ

なりの点数を、どちらかというと大きめの点数を付け

ながら、片方で 0 点という評価をしている。こういう

極端なものは、やはり排除する仕組みがあってもいい

と思うのです。高すぎる、低すぎるというのは排除し

て平均を取るとか、何かちょっと工夫をした方がいい

かもしれませんね。後でこういう採点結果を見ると、

何か人為的なものを疑われる可能性があるのではな

いかと感じます。ただ、全体の傾向としては、X 社の

評価が高いということは、5 人の委員の方の傾向とし

ては、きっとこれでいいのだろうと思うのですが、何

 



かしっくりこないという感じがします。 

【審議案件９】 

審議案件名 ：平成29年医療施設静態調査及び平成29年患者調査オンライン調査システム等照会対応一式 

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、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 ：株式会社ケー・デー・シー 

予定価格  ：6,075,432円 

契約金額   ：6,041,520円 

落札率   ：99.4％。 

契約締結日 ：平成29年6月19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、株式会社ケー・デー・シーが契約の相手

方となった。落札率は99.4％である。 

意見・質問 回   答 

落札業者の株式会社ケー・デー・シーですが、これま

でもこの案件を受託されてきたのですか。 

前回は別のＡ社という会社と契約をしております。 

今回、参考見積書を提供いただいた会社のようです

が、ここ何年かはＡ社が受託していたのですか。 

違います。その前の契約については別の業者ということ

です。 

分かりました。そうすると、参考見積書は昨年に受託

していたので依頼をしたということですか。 

はい、そうです。 

分かりました。それで入札の経緯ですが、仕様書を手

交したのが 10 あったが、実際に入札説明会に参加した

のは 1者しかない。入札したのは株式会社ケー・デー・

シーだけという状況の中で、Ａ社が今回入札に参加しな

かった理由はどこにあるのですか。 

本件入札の競争参加資格ですが、役務の提供等のA、B

又はC等級で実施をさせていただいたのですが、昨年度落

札したＡ社がD等級でして、入札に参加できなかったとい

う事情がございます。 

A等級に上げられた理由はどこにあるのですか。 仕様の内容としてボリュームや期間が若干変更された

ことに伴い、所要見込額が前回の実績より高くなってしま

ったということで、該当する等級がC等級になった。前回

はD等級でしたが、C等級に該当する金額になったので、そ

れに伴ってA、B、C等級で入札を行ったところです。 

Ａ社が参加できなかったということですね。そういう

理解でいいですか。 

はい。 

分かりました。予定価格ですが、この業務については

非常にやることが多くて、作業工程数が非常にかかると

いうことで、皆さん参加をためらったというような感じ

ですが、予定価格としてこの金額で特に問題ないのです

か。落札率が非常に高い、別の見方をすると予定価格が

低いということかもしれませんが。 

入札の経緯ですが開札調書のとおり、入札は再入札で2

回ほど行っており、1度目の入札では予定価格を上回って

おり、再入札で落札に至ったところですが、予定価格につ

いては適正に算定した結果であると考えております。 

昨年と比較して、金額は少し上がっているということ

ですか、それとも、かなり上がっていましたか。 

前回の実績額が255万9,600円で、金額としてはかなり上

がっています。 

分かりました。私からは、例えば公告期間が今回は 20

日間ぐらい取ってありますが、少し周知する期間を長く

する等、一者応札にならないよう何らかの工夫をしてい

ただきたいと思います。 

 

役務の提供だと 300万以上 1,500万未満が C等級です

よね。一般的に、その上下を入れるから、B、C、D とい

う設定が普通だと思うのです。ルール上は必要があれば

2つ上位の A、Bも入れられるようなのですが、でも、必

要は余り感じないのですが、どういうことだったのです

か。 

すみません、当時の考えを整理したものがないので定か

ではありませんが、単純に大きい規模だと安心だろうとい

うような、そういう発想だったと思うのです。確かに今回、

前回実績業者さんを取り漏らしてしまったという、大変お

恥ずかしい結果になっておりますので、今後、基本的には

下位のほうで取るという形で整理をさせていただければ



と思っております。 

そうですね、今回予定価格が 600 万円ぐらいです。

先ほど申しましたように、役務の C 等級が 300 万円

から 1,500 万円ですから、C 等級のカバーする範囲の

下半分に入っているので、A、B、C 等級というのは、

やはり上げすぎだと思います。応札者に対しても、シ

グナルとして大変なお仕事ですよ、すごい規模感だと

か、とても困難な新規性の高い仕事なのですよという

シグナルに取られてしまうというのが、1 つあるのか

なという気はいたします。でも正直なところ、それほ

ど困難なお仕事にも見えないので、むしろ中小の所が

どんどん手を挙げてくれれば、一者応札にならないだ

けでなく、価格的にもより有利な価格で取引ができる

と思いますので、是非次以降はそういった資格の指定

のところも注意をお願いします。 

 あと、資料の中に積算内訳があるのですが、こちら

の参考見積りは、どのようにお使いになったのかを説

明いただければと思います。というのは、微妙に工数

が違うところがありまして、何か事情があったのかな

ということです。 

基本的には参考見積りの工数と単価を基に、予定価格を

積算しているのですが、オペレーターの人月については仕

様書で求めている実態に合わせて、見積書の9人月ではな

く、仕様書の求めている内容に合わせて7.5人月というこ

とで積算しているところです。 

なるほど、そういう実態に合わせた調整ということ

ですね。分かりました。 

最後ですが、いわゆる照会対応業務のところで期間

の指定がありますが、8 月 1 日～8 月 15 日というお

盆の時期に敢えてもってきたと見えるのは、何かこの

時期でないとできないお仕事なのですか。 

調査日というのは決まっておりますので、その調査日に

調査がスムーズに進むように、調査対象である病院からの

調査票をオンラインシステムで受け取れるように、経由機

関の都道府県や保健所でオンラインシステム上の設定を

しなければならない時期が、ちょうどこの時期に当たって

しまい、そこで作業が円滑に進むように、この時期にコー

ルセンターの日程を定めたところです。 

なるほど。先ほどの規模が小さい企業が応札すること

を考えると、ますますその代替人員がいませんというよ

うなこともあるかと思うので、こういった繁忙期とは全

く逆ですが、いわゆる休みを取られる方が多い時期にぶ

つける必要というのが、先ほど説明いただいた範囲であ

るならば、例えばなのですが、少し早目にそれを設定し

て終わらせてしまうとか、工夫できないのかなと思うの

です。もちろん、ここですぐ結論を出してほしいという

ことではないですが、より多くの方が応札できるよう

に、期間のほうも検討していただきたいという要望で

す。 

はい。 

イメージが湧かないのですが、オンライン調査をする

に当たって、いろいろな疑問点やその詳細を聞きたいと

いう、そういうニーズがあるだろうか。それに対する電

話での応答、あるいはコンピューターでの応答をこの作

業でやるということなのですか。 

はい。 

そうなのですね。患者調査というのは、患者さんから

直接、オンラインで質問があることはないのですね。 

そういうことはないです。実際に回答するのは病院の職

員です。 

回答するに当たって分からないことがあれば、これに

よって回答がもらえる、ここに接続することによって回

答がもらえるという内容なのですか。 

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１０】 



審議案件名 ：平成29年度市町村保健師管理者能力育成研修一式 

資格種別  ：－ 

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

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 

予定価格  ：7,957,440円 

契約金額  ：7,920,720円 

落札率   ：99.5％ 

契約締結日 ：平成 29年 7月 18日 

（調達の概要） 
予算決算及び会計令第９９条の２に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

7月18日に入札をして、入札参加者がいなかったこと

から、すぐに随意契約にて契約していますが、急ぐ理由

というのは何かあったのでしょうか。 

この市町村保健師管理者能力研修に関しては、一般的な

保健師ではなく、自治体の保健師の方々を対象にしたもの

です。自治体の職員の方々を対象としていますので、やは

り旅費の関係、日程確保等が大事になってきます。各自治

体において対人保健を担っている保健師さんというのは、

県の本庁ですとか保健所であれば、ある程度の人数はいる

のですけれども、やはり保健所の配下のそれぞれの市町村

になってくると、保健師さんは数人しかいないというよう

なところです。住民に母子保健、予防接種、訪問指導など

をやるというようなことで、スケジュールをきちっと定め

て行っているということもございますので、ある程度の期

間を見込んだ上で、日程的にはなるべく可及的速やかにお

伝えする必要があると考えています。 

この NPO法人、医療ネットワーク支援センターを選択

された理由はどこにあるのですか。 

このNPO法人は昨年度の受託者でして、率直に申し上げ

ると、先ほどの案件と同じく、競争参加資格を上位で取っ

てしまったところ、前回業者が入札に参加できなくなって

しまったということです。事業そのものを早く進めなけれ

ばいけないということは当然あるのですけれども、それに

加えて、応札者が誰もいない中で、確実にやっていただけ

る昨年度の業者さんから随意契約に応じていただけると

いう応答がありましたので、前回の業者さんと随意契約を

締結したということです。 

特にそれほど急ぐ理由はなかったけれども、この手続

について速やかに完了させたいということですか。 

事業自体はもう夏、7月も中旬を過ぎておりまして、早々

に業者を決定したいということ、また通常ですと、入札の

結果を受けて受託者となり得る業者を探すことになり、契

約日が遅れることになりますが、今回の場合は昨年度の受

託者がいましたので、即日交渉をして直ちにお返事も頂け

たという、そういった経緯でございます。 

この法人が入札に参加しなかった理由というのは、ど

ういったことですか。 

競争参加資格がD等級の業者でして、入札はA、B、C等級

で実施したということです。 

分かりました。今回は契約率99.5％で随意契約をして

いますが、少し競争性を担保する意味で、公募を経て随

意契約をするということはできなかったのでしょうか。 

通常であれば業務を履行できる者がいるのか、また特

定の１者しか業務を履行できる者がいないのかというこ

とを確認するために公募をするのですが、今回の場合は

一度、一般競争で公告をしておりまして、応札する者が

いないという意味で、ある程度もう見えている状況だと

判断いたしました。 

はい、了解しました。  

1つ確認ですが、去年の調達の際には、複数の業者さ

んが応札あるいは入札説明会に来たのでしょうか。 

入札説明会、応札とも、昨年度も1者のみとなっており

ます。この業務は基本的には会議の運営をしていただく



ようなもので、例えば保健師に関する専門的な知識を持

っていなければ履行できないということではないので、

仕様書も若干、修正して会議を運営していただく業務だ

ということを分かりやすくしたつもりではあったのです

が、調達件名等、工夫の余地があるのかなと思っており

ます。 

分かりました。おっしゃるとおり、研修というような

件名だと何だか研修して教える立場の人を連れてこ

なければいけないかのように見えますね。では是非、

次回以降はそういった工夫もお願いしたいと思いま

す。 

 あと、色々と事情はあるのだろうとは思うのですが、

全国一括というのは応札できる業者が減ることにな

らないのかなという気もいたします。例えば都道府県

全部ではないのですが、いろいろな地域に大学の医学

部、医療系の研究所などもありますから、いわゆる研

修業務的なものならそういう所もできるでしょうし、

更に言えば、今、発言があったとおり、会議の運営的

なことになると、ますます地元の小さい事業者の方で

もできるものもあると思うのです。分け過ぎると少し

効率が悪くなるのは事実だと思うのですけれども、逆

にそういう簡単な仕事であれば、幾つかブロックに分

けて地元の業者が入札に参加できるというようなこ

とも検討してはいかがかなと思いました。 

検討いたします。 

この事業は毎年やっているのですか。 平成 22 年あたりから実施していて、先ほど委員か

らご発言がありましたが、ゆくゆくは自治体が自ら行

う業務にしていかなければならないという認識ではあ

ります。今は国が市町村に対して、市町村保健師の各

論ではなくて、マネジメントについて学習する場面を

提供するということで、国と保健医療科学院が企画・

立案した上で実施しております。そういったことが調

達仕様書にも書かれていますが、平成 28 年度から試

行的に行っていますが、全国 4 会場のほか協力都道府

県ということで県を選定して、企画・立案段階から参

画していただいて、自前で研修ができるようにするこ

とを念頭に、裾野を広げているところです。 

 名称についても運営等一式にするなど検討させてい

ただきます。今は研修、企画・立案も含めて受託者に

お願いする部分と、国、科学院で企画・立案する部分

が分かりづらいようなところもあると思いますので、

検討させていただきたいと思います。 

この入札公告の方式はどういう方式なのですか。媒体

は何ですか。 

紙での掲示板の貼り出し及びインターネットでの公告

になります。 

それから、去年の競争参加資格の等級はA、B、Cです

か、あるいはD等級まであったのですか。 

昨年度もA、B、C等級でやっております。 

昨年度も結局、応札がなくて、このD等級の業者に声

掛けしたのですね。 

はい、D等級のこの業者に受けていただいたという経緯

がございます。 

それを教訓にすると、今年はD等級まで広げないと、

また参加がないだろうとは考えられなかったのでしょ

うか。 

そこは競争参加資格をB、C、D等級で設定するべきでし

たというようにしかお答えのしようがなくて、大変申し

訳ありません。 

そうですか。それからもう 1 つは、事前にもう少し

参加するように働き掛けてもよかったのかなと思い

1者応札になっている案件については、基本的に複数の

業者に参加いただけるよう、いろいろなアプローチがあ



ます。それはどうでしょうか。 りますが、想定される業者さんに声掛けをしていく、入

札公告を出したあとに、類似の業務をやっている業者に

積極的に声掛けしていくことで対応したいと思います。 

それは今後という話ですね。 はい、平成30年度も同様の調達があると思いますので。 

（分科会長の意見） 

それでは、そのように対応してください。 

 

 

 

事務局からですが、前回第 2 回の委員会で審議いただいたサリドマイド使用登録管理事業の運営事業にお

いて、使用しているシステム、SMUD というシステムだということですが、これの著作権等について医薬・生

活衛生局から追加の話がありましたので報告いたします。 

 このシステムは、平成 18、19 の 2 か年にわたって、厚生労働省の研究費補助金で、研究の代表者である

Ａ氏がＢ社に依頼して開発したシステムということで、著作権、所有権はＡ氏が有している状況だそうです。

また、Ａ氏が受託者である NPO 法人の日本医薬品安全性研究ユニットに対して、当該 NPO 法人の理事として

このシステムを無償供与しているという状況です。調達仕様書において、厚生労働省が使用許諾を受けてい

ると誤解を招きかねない記述があったことについて、次年度の調達から仕様書の修正をさせていただきます

ということで報告がありました。また、委託事業においてシステムの障害対応をＢ社に再委託していますが、

開発したのがＢ社ということになりますので、そういった経緯から再委託先としてＢ社の名前があがってい

るということです。また改めて、当該システムと同様のシステムの有無を外国も含めて調べたということで

すが、同様のシステムが存在していることは確認できなかったということでした。また新たに開発した場合

にどれ位の経費が必要か調べたところ、約 3,600 万円の開発費が必要になってくるということだそうです。 

 現在、サリドマイドの個人輸入を行う際には、このシステムを通じて安全管理、適正使用を確保しており、

また当該 NPO 法人と患者さんの間では安全手帳や定期確認を通じて、適正使用、それから胎児に奇形が起る

リスクの管理というようなことを行っているということでした。こういった状況について、国から都道府県

を通じて当該システムの利用を関係者に周知しているということです。予算の確保、このシステムの利用状

況を踏まえると、直ちに当該システムを含めてサリドマイドの管理の在り方を変えるということは難しい状

況だということですが、著作権の相続、相続がよいのかどうかも含めて、当該システムの在り方について、

Ａ氏と NPO 法人も含めて協議をしていきますということで報告がありました。 

 

 

 

 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） 


