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第２回総務省契約監視会の議事概要について 

 

 

開催日及び場所 平成２０年１１月４日（火）総務省第４特別会議室 

メンバー（敬称略） 座長  北大路 信郷 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究教授 

ﾒﾝﾊﾞｰ 有 川  博 日本大学総合科学研究所教授 

ﾒﾝﾊﾞｰ 清 水 涼子 関西大学会計専門職大学院教授 

ﾒﾝﾊﾞｰ 高 橋 伸子 生活経済ジャーナリスト 

ﾒﾝﾊﾞｰ 永 見  尊 慶應義塾大学商学部教授 

審議対象期間 平成 20年 4月 1日～平成 20年 6月 30 日 

抽出案件 ２１件 

審議案件 ２１件 

ﾒﾝﾊﾞｰからの質問・

意見に対する回答 

以下のとおり 

 

 

【抽出事案１】（一般競争入札）情報通信国際戦略局（仮称）の設置に伴う中央合同庁舎第２号館

階の間仕切及び内装作業 ほか２件 

質問・意見 回答 

結果的ではあるが、前回討議した同種の契約と

同じ業者がなっているのは疑問。また、仮に同じ

１１階で別々の業者が機材を持ち込むなりして作

業を行うこととなった場合はどうか。 

仮に同じ階数での作業につき、業者が違った場

合、やりにくいというのは確かにあると思われる

が、今回の業者は現在庁舎を管理している業者で

あり、既存の回線などの配置も含めたレイアウト

に精通しているという事情もあることから、競争

はしているが、業者としては、結果的に強みであ

ったかと思われる。 

他の者が入りにくい条件は入っていないか。 

 

特定の実績がある者、というような条件は課し

ていない。 

今回の契約につき、７者が来たのに、結果と

して１者だけが応札となったことについてはど

うか。 

今回、結果的に、レイアウトや運搬といったこ

とが一体的にできる業者が少なかったからだと

思われる。 

本来随契で行うようなことを、いわば無理矢理

競争してかえって無駄になっているようなところ

はないか。それでもなお、競争性を確保するため

に競争するということならば、１者となった原因

を研究する必要があるのではないか。 

今後の参考としたい。 
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調達部署が違うということで、それぞれ分割

して契約単価を出しているが、一括するという

のは可能か。 

 

やろうと思えば可能かと思われる。 

今回の業者はたまたま情報を持っているとい

うことであったが、例えば、契約内容につき行

うことが可能な業者に対して予め周知するなど

の方策を採るようなことはできないか。 

情報発信の手段として、現在公告やＨＰでの掲

載を行っているところではあるが、特定の可能な

業者だけに参加して下さい、と周知するというの

は、後日連絡を受けていない業者が発生する可能

性もあることから、現時点では控えているとこ

ろ。 

 

【抽出事案２】（一般競争入札）航空機内における携帯電話等の利用に関する調査検討の請負 ほか２

件 

質問・意見 回答 

予算額と予定価格とはどのように違うのか。 予定価格は、会計課の契約担当官としてのもの

として、予算額の範囲内で、工数の積み上げ等の

合計額としているものであり、一方予算額は、担

当課が予算の執行上確保する必要のあるものと

して予算要求し、財務省側での査定を受けた後の

金額であるところ。 

今回の事案は見積額より予算額の方が下回っ

ていたことから、予算額の方を採用したもの。 

今回の案件に関し、見積額より予算額が少な

いというならば、例えば途中で予算額を調整す

るといったようなことが行われたのか。 

今回の場合、結果的に入札が予算額の範囲内で

収まっているものであり、そのような調整は行っ

ていないが、市場調査の末、要求原課に理由をつ

けて返す時点で、初めて予算額について検証がさ

れることもあり得るかと思われる。 

一般競争の形を取っているが、入札者数が少

なく、実質随契ではないか。もっと契約内容を

検討して欲しい。事前に調査したところ、この

契約相手方には、総務省からの天下りがあり、

また、過去５年間における総務省からの金銭交

付額も多いことからして、国民に疑いの目をも

たれないようにすべきではないか。 

当該相手方あての金額が増加したのは、ここ数

年の地デジ関係に伴うものが大きいが、従前から

このような調査研究関係が多額であったとは認

識していないところ。 

先程話のあった市場調査というのはどのよう

な方法で行われたものか。 

本来は幅広く調べるべきものかと思うが、現実

的には難しく、結果として入札参加者から入札時

に見積もりを徴することで行っているもの。 
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こういった調査研究といったテーマで、この

契約相手方とは過去どのくらい付き合いがある

のか。あまりずっと契約が続くと、癒着につな

がってくるという事例は民間でもあるところで

あり、そういった観点から、ある程度のインタ

ーバルを置くことも大事ではないか。 

本件の請負内容については、ある程度専門性が求

められるところ、契約は一般競争入札によるもので

あり、特定の業者について制限することは適当では

ないと認識している。 

 

【抽出事案３】（一般競争入札）衛星通信用周波数の有効利用のための伝送信号重畳・キャンセル

技術に関する調査検討の請負 

質問・意見 回答 

過去５年の調査検討実績として例示されてい

る契約があるが、この契約については、従前か

ら１者であったのか。 

Ｈ１７、１８年度は随契で、約５億円の規模で

あったもの１９年度から競争入札に移行し、約２

億５千万の調査研究であったもの。 

１９年度の時は１者であったか。 １者である。 

内容的にはそこしかできないというものなの

か。 

衛星通信関係ということもあり、自ずと入札で

きる者は限られてくるものかと思われる。 

同じような調査研究ものが集中しているよう

に見えかねないので、競争という観点からする

と、他者と比較できるような状況が望ましいの

ではないか。 

入札者数が１者で高い落札率となっている

が、再入札とかあったのか。 

この案件については１回で予定価格を下回った

もの。 

予定価格の立て方は、予算額と市場価格との

比較ということだが、この契約においての調査

価格というのは、業者からの見積価格というこ

とになるのか。 

また、予算額は割と役所の中でも知りうる数

字で、予定価格の方は非常に守秘されているも

のかと思うが、所要額と予定価格についてもう

少し情報を共有すべきでなないか。 

業者からのもの。 

なお、予算額と原課から上がってくる所要額とは

必ずしもイコールとなるものではないと思われる。

予算書そのものは割とオープンなものと思われる

が、一方、原課から上がってくる行政文書について

は、業者は知りうるものではないと思われる。 
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【抽出事案４】（一般競争（総合評価））公共サービス改革法に基づく科学技術研究調査の実施業

務一式 

質問・意見 回答 

このような場合以外でも、国庫債務負担行為

というのが認められてきている状況になってい

るのか。 

また、パソコンやコピー機関係のものについ

ての国庫債務負担行為についてはどのような状

況か。 

ここ２、３年財務省から通知が出ており、複数

年契約することによって、契約の中身が効率的に

なるといった場合、認められるような方向になっ

ていると聞いている。 

パソコンやコピー機関係についても、１００万

円単位のものでも認められているものもあると

ころ。 

なお、総務省における１９年度における複数年

にわたる国庫債務負担行為については約８６億

円となっているところ。 

前年度の落札の際も、今回の業者であったのか。 当時は１ヶ年ということで競争入札をしたのだ

が、今回とは別の業者が落札したもの。また、今回

の契約についても、昨年落札したその業者も参加し

ていたが、落札するには至らなかったところ。 

せっかく総合評価をやったのに、結果として再

度入札になったことについてはどのように考えて

いるか。 

まず、結果としてではあるが、２回目の入札で

予定価格を下回ったということで、他者は予定価

格を下回らなかったところ。今回の公共サービス

改革法に基づく契約については、低廉、安く行う

ということが大前提となっているところ、金額に

ついては予定価格を下回るということが前提の

もの。第２に、その中で総合評価を行い最終的な

落札者を決めるというものなので、その予定価格

を下回らなかったということでやむを得なかっ

たところ。 

前年度実績のあった業者が下回れなかったと

いう点についてはどうか。 

今まで国が直轄していた事業を初めて民間事

業者がやったということで、やはり経験や知見な

どが足りなく、厳しかったのかなとも思う。 
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【抽出事案５】（随意契約（公募））平成２０年度地方交付税算定事務の電算処理等の運営業務 ほ

か１件 

質問・意見 回答 

２つ契約があるが、それぞれの分け方はどのよ

うになっているのか。 

制度として地方交付税と地方特例交付金とあ

り、予算上区別して計上している。それに伴い、

契約もそれぞれ行っているもの。 

提供するプログラムを改修するということに

ついて、それほどノウハウの要ることなのか。 

地方交付税は様々な行政需要等について、予算

編成、税制改正、地方行財政制度の改正等を踏ま

えて、毎年度、算定方法の改正をしているところ。

これに伴うプログラムの改修にあたっては、短期

間で膨大な作業量となるうえ、地方団体からの照

会などへの対応も必要であることから、専門的な

要素が必要であるもの。 

予定価格の算定では応募者から見積をとって

いないということだが、予算額を作成される際

には、見積をとっているものなのか。 

これまでの幾年もの実績もあることから、前年

度の実績等を勘案の上見積もっている。 

この契約の予定価格の算定の際、市場調査価

格と予算額を比較しているか。 

予算額を予定価格とした、ということである

が、もう少し、工数の点などにおいて査定をす

ることも必要ではないか。 

そもそも複数の応札というのが見込まれない

ところ、市場調査ということではなく、原課で積

み上げた予算額を予定価格としているもの。 

なお、公募の結果、１者のみとなった後の契約

手続の際にはその相手方から見積を徴している

ところ。 

この契約は今後も公募の形態をとるのか。 要求原課からは平成２２年度を目途に入札の

方式を検討している、ということを聞いている

が、年度末に契約する段階ではどのような内容に

なるのかがわからないということ及び年度末に

精算行為をするということが価格競争になじま

ないのではないか、という点もあるかと思われ

る。 

 

【抽出事案６】（随意契約（その他））「地方行財政調査資料」の購入及び「季刊行政相談」の購入 
質問・意見 回答 

「地方行財政調査資料」につき、どれくらいの

部数が販売されているのか。また、購入者はどこ

なのか。 

ほとんどがこの契約相手方の会員である地方

公共団体に無料で配布されているもので、うち総

務省分については、あくまで定期刊行物として購

入しているもの。 
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この「地方行財政調査資料」の定価というの

は何かあるのか。また、総務省としては、この

定期刊行物につき、金額に見合う内容のものと

して購入しているものである、と認識してよい

か。 

特に定価というものを相手方から示されてい

るものではない。また、当該内容につき、年間６

００万余りの購入金額に見合うものであると認

識しているところ。 

総務省も「地方行財政調査資料」の契約相手

方の会員になろうとは考えなかったのか。 

所管省庁の立場というのもあり、なかなか難し

いところもあろうかと思う。 

「季刊行政相談」につき、購入者は先ほどの

ものと同様に地方公共団体か。 

地方公共団体や各官公庁、特殊法人や国会等で

あったりするもの。 

 

【抽出事案７】（随意契約（その他））総合無線局監理システム用コンピュータ機器の借入れ ほ

か６件 

質問・意見 回答 

この契約は初年度は一般競争で、２年目以降は

随契か。 

その通りで、当初契約は平成１８年１０月とな

っているところ。 

当初決定した額で後年度も契約を行うという

ことか。 

その通りで、４８ヶ月である対象期間中で月額

いくら、という形で契約しているもの。 

１８年度の時は競争性のある状況だったの

か。 

入札は１者であった。 

競争性がないような状況、つまりオーダーメ

ードのような機器の仕様なのか。 

仕様については、当初の契約の段階で、外部評

価を実施している他、最近では政府調達の基本指

針に従い、ＣＩＯ補佐官といったいわば外部有識

者のレビューを通した形で決められたもの。ま

た、策定に先立ち、意見招請も行ったものである

ところ。 

１者しか来なかったことについてはどう思う

か。 

一部技術的な側面からハードルが高い部分が

あり、なかなか応札までに至らなかったところが

あるのではないかと思う。なお、この機器借り入

れとは別の開発の関係については、政府調達の基

本指針に基づき分離調達を実施し、複数の者が応

札してきているもの。 

契約相手方への総務省ＯＢ再就職者数２名は

役職者のみか。報道されている２２名というの

とは違うのか。 

２２名の集計方法については不明だが、この２

名というのは、総務省から直接契約相手方に行っ

た数であると聞いているもの。 
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複数年で借り入れということだが、この条件

は入札手続きのどこで言っていることなのか。 

 入札説明書でおおむね４年としているところ。

なお、ＷＴＯ案件であったため、当時そのような

運用せざるを得なかかった点もあるが、平成１８

年度以降は国庫債務負担行為を活用するよう切

り替えてきているところ。 

 

【抽出事案８】（随意契約（その他））恩給事務総合システムの維持管理業務の請負一式 ほか１

件 

質問・意見 回答 

次期システムをオープン化するということはど

のようなことか。 

最適化計画に基づき、平成２２年からサポート

体制を含めて入札の相手方についてオープンに

するということ。 

著作権は今も契約相手方が有しているのか。 その通りで、今回、オープン化へ移行するもの

にあたっては、今の契約相手方が使用を許諾する

よう契約を結んでいるところ。 

サポート体制を維持してきたということと、

著作権を有してきたということは別のことと考

えてよいか。 

システム構築した会社が著作権を有しており、シ

ステムの変更等によるところについては、著作権を

有する会社の許可等の取得、瑕疵担保の問題がある

ことから長期継続契約の期間内において契約相手

方にシステムの安定稼働に必要な維持管理を求

めてきたもので、瑕疵担保責任がなくなった平成

８年度以降においては、その安定稼働を行うため

にＳＥの張り付きなどを行ってもらい、管理する

こととしたもの。 

単年度契約に移行したのは平成８年度から

か。 

１９年度からである。平成４年までに全てのシ

ステムをいったん作り、その後ソフトについては

５年、ハードについては６年かけて支払うという

長期継続契約を結んだもので、その以降は開発経

費については支払いが完了したことから、維持管

理について契約を結んだところ。 

その際、長期継続契約方式における単年度の支

払いという形を採っていたもの。 

さらにその後の１９年度からは、長期継続契約

の形態を採ることについてはできる限り排除す

るように、ということもあり、維持管理契約その

ものを単年度契約に移行したというもの。 
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長期継続契約は現在どのようなものについて

行われているものか。 

水道、ガスといったいわば競争性が働かないも

のについては行われているものもあるところ。た

だ、現在では極めて少なくなってきている状況で

あろうかと思われる。 

１９年度から変わったというのは、財務省か

らの通達によるものなのか。 

平成１８年の参議院決算委員会において、いわ

ゆるレガシーシステムに関する業務は、通常想定

されている電気通信役務とは異なることから、長

期継続契約につき変更する余地があるのではな

いか、という指摘があり、それを受けて平成１９

年度から見直しが行われたもの。 

 


