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第46回経済産業省契約等評価監視委員会定例会議議事概要 

 

 
 

開催日及び場所  令和３年３月２４日（水）経済産業省本館１７階第３特別会議室 

委    員 

委員長  梶川 融（太陽有限責任監査法人 代表社員 会長） 

委 員 梅野 晴一郎（長島・大野・常松法律事務所 弁護士） 
委 員 川澤 良子（Social Policy Lab株式会社 代表取締役） 

委 員 木村 琢麿（千葉大学大学院 教授） 

委 員 藤居 俊之（東京工業大学 教授）  

  審 議 対 象 期 間   （令和２年４月１日～令和２年１２月３１日） 

 抽出案件             －件   （備考）  
 
   以下の議題について議事を執り行った。 

  

１．令和２年度第２・３四半期に締結した契約（報

告） 

２．令和３年度調達改善計画について（報告） 

３．一者応札、高落札率・高再委託費率案件につ

いて（審議事項） 

  一般競争入札方式             －件  

  最低価格方式             －件  

 総合評価方式             －件  

 指名競争入札方式             －件  

  最低価格方式             －件  

 総合評価方式             －件  

 競 争 的 随 意 契 約             １件  

 単 純 随 意 契 約            －件  

補   助   金       ２件 

 委員からの意見・質問、 
 それに対する回答等 

     意見・質問           回   答  

別紙のとおり  別紙のとおり  

 委員会による意見の具申 
 又は勧告の内容 なし  
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（別紙） 
 

  意見・質問  回答 

議題１．令和２年度第２・３四半期に締結し

た契約（報告） 

議題２．令和３年度調達改善計画について

（報告） 

 

事務局から、議題１、２について報告を行っ

た。 

 

議題３．一社応札・高落札率・高再委託費率

案件について（審議事項） 

【審議案件１】 

契約の件名：需要喚起キャンペーン事業（Go 

To イベント事業） 

契約の相手方：株式会社博報堂 

契約額：１６，７７１，６７２，１６０円 

契約締結日：令和２年１０月２日 

 

＜委員＞ 

・公募要領では、チケット販売事業者やイベ

ント主催者の公募についてどのように記載

していたのか。また、幅広く募集したものか

ら、どの程度が不採択となったのか。 

・採択に関する事務局の裁量が大きい場合

は、採択要件を仕様の段階で明記したほうが

良いかもしれない。 

 

・提案書の実施体制図の説明としては、どの

事業者がどの分野に強みを持ち、事業を担当

しているのかが分かるが、その体制を構築す

るに至った、または、その再委託、外注先を

選定した理由が不十分に思える。そのうえ

で、履行体制図を確認した場合に業務の重複

があるようにも感じるため、それらを１つに

まとめて、適切かつ効率的な事業体制を構築

しているのかを確認する必要がある。 

・また、再々委託先以降の位置づけを十分に

注視する必要があり、提案書の中にある事業

体制の中で、それらの業務内容や指揮命令系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明者＞ 

・不採択となっている事案もある。今回、定

義させて頂いたイベントの中では、チケット

を購入するという要件を定めており、例えば、

結婚式などチケットを伴わないもの、フィッ

トネスジムなどの会員費用については、対象

外としている。 

 

 

・定性的な文字だけの理由書では、どのよう

な関係性なのかを判断する部分が困難でもあ

るため、次回以降の類似事業の対応の際には、

注視してまいりたい。 

・その上で、契約については、第三者委員会

を経て、選定された事業者に対して、契約前

に経産省において、事務局に対して事業体制

における各個別の内容の妥当性を確認してお

り、そのうえで、提案時よりも減額した、適

切な契約金額で締結をしている。 
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統、選定理由などを一緒に審査できるような

再委託理由書の内容等とする必要がある。 

・対外的にも経済性や公平性の上で、提案内

容や再委託理由書の内容をもって、採択され

たという説明が必要になる。 

 

・再委託理由書については、実態として透明

性を確保する上でもバランスを取っていく

ことが重要。 

 

・コンソーシアム形式による提案について

も、説明会等の機会で事業者へ情報発信をす

る必要があると思われる。 

・また、提案内容においては、事業規模の観

点から、提案書のボリュームにおいてもある

程度の上限等を設けるなど、応募者が公平に

審査される工夫も必要だと思われる。 

 

＜委員＞ 

・再委託や外注された業務については、事業

者からどのような提案があり、審査されたの

か。どのような人員で、評価項目の設定根拠

などはあるのか。 

 

 

 

・第三者委員会での審査では、採択事業者以

外の応募者に対しては、どのような審査が行

われたのか。 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・再委託理由書の内容として、定量的な記載

があるのは一部だけとなっている。規模が大

きい事業においては、提案内容や実施体制等

が大きくなることはしょうがなく、それ故に

細部までの確認が困難になる。 

・そのため、再委託理由書については、それ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンソーシアム形式などについては、説明

会の場で、事業者に対して積極的に情報共有

することとしたいと思う。 

・また、提案内容など大容量になってしまう

場合は、分野や機能ごとに評価できるような

仕組みを検討していきたい。 

 

 

＜説明者＞ 

・再委託と外注については、外注の妥当性に

ついては特に注視しており、請負としてのス

ペックが固まっていない場合は、再委託へと

方向転換させている。 

また、公認会計士、大学教授、弁護士などを

委員として選定して審査してもらっている。 

 

・本事業に対しては、コロナ対応も踏まえた

事業になるため、事前に仕様内容を確定でき

ないことから企画競争という契約方式を採用

している。その上で、第三者委員会において

は、実施方法とスケジュールの現実性等を審

査頂いている。 

 

＜説明者＞ 

・御指摘を踏まえ、再委託理由書については、

誰が見ても内容を把握できるように、改めて

フォーマット等を検討していきたい。 
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を以て最終的に再委託の妥当性を判断する

ための資料となることから、事業者側の説明

責任を果たす意味でも、審査の中で公平な審

査が行われるように、定量的な表現で示され

た理由書となるように調整することが必要

だと思われる。他の資料で補完することによ

って必要性を判断するということではなく

理由書のみで必要性が完結するようにする

必要がある。履行体制図も同様。 

 

＜委員＞ 

・本事業につき、企画と実行を分割して委託

することは可能なのか。 

 

 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・第三者委員会も含めて、どのような体制で

採択されたのか。 

・また、採択に当たり、評価項目として費用

対効果を一番高く設定している理由はなに

か。これらの事業においては、企画力や実施

力が重要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審議案件２】 

契約の件名：キャッシュレス・消費者還元事

業費補助金 

契約の相手方：一般社団法人キャッシュレス

推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明者＞ 

・次回の類似事業の際には、企画と実行を分

けて委託することは可能かと思っている。た

だ、委託する上で、企画した事業者に実施に

ついても責任を持たせたうえで、適切に事業

を実施してもらうという意味では、責任分界

点については配慮しながら、検討していくこ

とが必要だと思っている。 

 

＜説明者＞ 

・採択にあたっては、企画競争の場合、予算

の提示額内で提案をいただくため、比較的予

算の上限に近い案件が多く出てくることが想

定されるため、費用対効果についてはしっか

りと審査をすることとした。第三者委員会で

は、全応募者からプレゼンテーションを実施

してもらい、提示金額から事業を十分に実施

できる体制等を構築しているかという部分

で、一次スクリーニングをかけた。また、次

にその中で、新型コロナウイルス感染症対策

がなられている事業者を選定した。 

・御指摘のように企画競争においては、さら

に企画力に重きをおいた選定体制を構築する

ように検討していきたい。 
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契約額：５２６，７３２，３２６，０００円 

契約締結日：令和２年４月１日 

 

＜委員＞ 

・応募資格として設定された内容について、

採択者含め、応募者全体で満たしていたの

か。受託者としての妥当性を評価する上で、

発注者側としての安心感にもつながる部分

だと思われるため、応募資格については、明

確な記載ぶりとすることが必要だと思われ

る。 

 

・実績報告書については、事業が継続してい

るため、今後、さらに詳細なものが提出され

る予定かと思われるが、中間報告書としての

位置づけとしても内容は十分であったか。 

・事務局のホームページでの情報提供もいず

れ閉じられることを考えると、対外説明責任

を果たすためのエビデンスとしても、実績報

告書の内容を、令和２年度の確定の際には、

詳細なものを事業者へ求めるようにするべ

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・第三者委員会においては、どのような評価

項目でどのようなプロセスを経て、事業者を

選定しているのか。 

・ここまで大規模な事業となる場合は、事業

者を選定したプロセスの記録についても、詳

細なものを残しておくべき。 

 

＜委員＞ 

・第三者委員会における選定プロセスは、対

 

 

 

＜説明者＞ 

・次回以降の類似事業の公募時には、応募資

格をさらに詳細に設定するようにしたい。 

 

 

 

 

 

 

・基本的に、毎週、事業者との打ち合わせを

設定して、事業の進捗状況や経費の増減につ

いては把握をしていた。事務局のホームペー

ジにおいても、随時執行状況についての情報

提供を行っていた。 

・その上で、実績報告書については、令和２

年度分の確定検査を今後、実施していき、対

外説明を果たす上で、詳細な実績報告書とな

るように、事業者と調整をしていきたい。 

・ご指摘のように、実績報告書の記載ぶりに

ついては、省全体として、見直していきたい。 

・今後も大規模な事業を執行する際には、説

明責任を果たす上でも、重要なエビデンスと

なる実績報告書の充実に重きをおきたいと思

う。 

 

 

 

＜説明者＞ 

・第三者委員会では、審査会の５日前に提案

書を委員へ共有し、当日も１時間以上の時間

をかけて審議をしていただいた。 

・選定プロセスの記録については、御指摘の

通り、今後、残していくようにする。 

 

 

＜説明者＞ 

・御指摘の通り、対外的な説明責任を果たす
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外的な説明責任を果たす場面でも、重要なエ

ビデンスとなるため、必ず作成しておくべき

である。 

・また、採択された後に、事業者と提案内容

等を調整することができるように採択時の

留意事項や付帯事項を付しておくことで、適

切な実施体制になるように事業者との調整

を行う必要がある。 

 

＜委員＞ 

・応募者における利益相反への配慮等につい

ては、委員会と事務局との間で合意はあった

のか。 

 

＜委員＞ 

・実施体制を確認すると、採択者を中心とし

た実施体制というよりも、再委託先以降の事

業者を中心とした実施体制が評価されたよ

うに見受けられる。このような実施体制につ

いては、事前に確認する仕組みを設けて、適

切にチェックする必要がある。 

 

【審議案件３】 

件名：令和２年度省エネルギー投資促進に向

けた支援補助金（エネルギー使用合理化等事

業者支援事業） 

交付決定者：一般社団法人環境共創イニシア

チブ（以下、SIIと記載。） 

交付決定額：３９，３３２，３６３，０００

円 

採択決定日：令和２年４月１日 

  

＜委員＞ 

・令和２年度は、事業体制の中で、委託・外

注費率が高かったこともあり、令和３年度の

体制としては、それらを見直そうとしている

ということだが、どのような検討や調整がな

されているのか。 

 

 

上でも、記録を作成するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明者＞ 

・合意はあったと認識している。 

 

 

 

＜説明者＞ 

・ご指摘の通り、今後は、１月より適用して

いる「調達等の在り方に関する検討会」にて

規定した新たな調達ルールの中で、事前に実

施体制を十分な周辺情報をもって、確認する

ように体制を作るようにしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜説明者＞ 

・前年度は、再委託先の管理等を委託先が行

っていたが、令和３年度においては、受託者

が審査補助業務などの委託先の管理を含めて

実施し、受託者が事業全体の統括をする体制

に見直している。また、これに伴って、委託、

再委託と多重構造となっていた事業実施体制

についても、受託者と委託先、外注先が原則
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・一者応募回避のために、公募参加について

事業者への声掛けを実施しているが、この声

掛けを行った事業者自体の能力等、事業を実

施しうる可能性がある事業者への声掛けを

実施しているという理解でよろしいか。 

 

 

 

 

・事業者としても、いきなり大規模事業に参

入するのはリスクが高い。小規模な事業で実

績を積んでもらった上で、大規模事業への参

入を促すなど、事業者を育てる視点も今後は

必要になってくると思われる。 

 

 

＜委員＞ 

・再委託費率を下げることは、事業実施の上

でも受託者の説明責任を果たす上でも重要

なので、事業者との調整を実施していただき

たい。 

・一方で、再委託費率を下げることで、受託

者自身の体制をさらに増強する必要もあり、

結局のところ、受託者自身の体制強化やノウ

ハウ蓄積につながり、一者応募の要因にもな

り得る可能性もある。今後は、間接補助事業

の公募のやり方自体を検討していくことも

必要だと思われる。 

 

＜委員＞ 

・提案内容の中で、SII は、「主査」という

審査業務を担う人員を配置しており、複数年

間で大量の審査件数の実績があると記載し

ているが、これらの審査件数というのは、受

託者自身のみで実施したものか、それとも委

託、外注先での審査件数も含んだものなの

か。 

としてそれぞれ直接契約を行うよう見直しが

図られた。 

 

・公募参加への声掛けにあたっては、規模や

能力のある事業者に呼びかけを行った。その

上で、公募に参加しなかった事業者には、ヒ

アリングを実施しており、事業規模が大きい

ことや、一般管理費を計上できないこと、技

術的知見を含めた体制整備が困難であること

などの理由により、参入は難しいとの声を頂

いた。 

 

・ご指摘の通りかと思う。本事業は大規模か

つ技術的知見が必要であり、他に類似の事業

がないため競争が起こりにくい構造となって

いるが、ご指摘を踏まえ、事業者の育成も含

め、事業者の競争を促すような環境整備につ

いて、今後、検討していきたい。 

 

＜説明者＞ 

・ご指摘の通り、受託者の体制強化によって、

新規参入がより難しくなるといったことは考

えられる。競争性を持たせるためにも、制度

の簡便化などの検討が必要だと考えている。 

・また、当該事業以外についても、事業規模

を検討しつつ、他の事業者も参入できるよう

な環境整備を検討していきたい。 

 

 

 

 

 

＜説明者＞ 

・SII の中で実施した審査件数を記載してい

る。形式的なもの以外は、審査業務は全て SII

にて実施している。なお、過去には、事務費

削減等の観点から、審査を担当する「主査」

の人員の削減が行われた。 
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＜委員＞ 

・応募要領の内容だけでは、SIIが提案して

きたような提案書を作成するまでの情報等

は読み取れないよう思えるが、審査の在り方

等については経済産業省が決めるべき事項

ではないか。 

・または、これらの追加情報等については、

説明会等で事業者に対して補足しているの

か。 

 

・この種の審査業務を主目的とした間接補助

については、審査業務と管理業務を切り分け

て、特に前者を国の事業として発注すること

は可能か。 

 

 

 

＜委員＞ 

・行政のスリム化に合わせて、行政行為に近

い業務を民間へ委託する流れが続いている

が、このコロナ禍など、現状を踏まえて、今

後の担い手についても再検討をする必要が

あると思われる。 

 

 

 

 

議題４．その他 

事務局から、次回の契約等評価監視委員会に

ついて報告を行った 

 

 

 

 

（了） 

 

＜説明者＞ 

・審査・採択方法等の詳細についても提案書

に記載するように、募集要領上に記載してい

る。 

・その上で、事業の執行にあたっては、監督

者の立場から指導を行っている。 

・また、説明会では、事業者に対して公募要

領の内容に沿って、さらに細かな事業概要等

を説明している。 

 

・御指摘の点について、会計検査院からは審

査と管理業務を別々にした場合、会計検査的

な観点からすれば、責任分界点などを明確に

できない問題がある。こちらも踏まえて検討

していく必要があり、現時点では難しい。 

 

 

＜説明者＞ 

・間接補助金の件については、御指摘のよう

な根本的課題の検討が必要だと思われる。そ

の他の論点についても、経産省としての考え

を再度、検討していくようにしていきたい。 

 

 

 


