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第47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８月１０日（火）経済産業省本館１７階国際会議室  

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 金子 良太（國學院大學経済学部 教授） 

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３年３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．持続化給付金事務事業の確定検査について（審

議事項） 

２．事務局機能の担い手について（審議事項） 

  一般競争入札方式             １件  

  最低価格方式             －件  

 総合評価方式             １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             －件  

 単 純 随 意 契 約            －件  

補   助   金       －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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  意見・質問  回答 

議題１．持続化給付金事務事業の確定検査に

ついて（審議事項） 

 

＜委員＞ 

・報告書の履行体制図では、全体として５６

３者、９次請まで履行体制が広がっているこ

とが確認できた。この履行体制のうち、５６

３者の事業者は、１００万円以下の事業者も

含めた全体と比較して何割程度に当たるの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・９次請まで履行体制が広がっていることも

踏まえて、全国や地方の事情によって、不要

な事業者が絡んだ多重下請構造になってい

ないかどうかを確認し明確化したほうがよ

ろしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・本事業の確定検査は、中小企業庁が４次請

けまでの支出実績額１億円以上の取引の経理

処理を検査した。 

・その他の２次請け以下の事業者（支出実績

額 100 万円以上）は、再委託先による自主的

に立ち上げた監査チームが取引の経理処理を

検査した。 

・また、通常どおり再委託先以降も各事業者

が取引の経理処理を検査した。 

・そのため、正確には国として全ての事業者

に関する証憑類を確認しておらず、各事業者

における支出実績額を 1 者 1 者把握している

わけではない。 

・３次請の一部（30 者）について、事業額の

合計は約 332 億円であった。これら 30者の支

出実績額は 100 万円以上。「事業全体の半額

（334 億円程度）」と比較した場合も、100 万

円以上の支出実績があった全ての事業者の契

約額は、「事業全体の半額」を超えると想定し

ている。 

 

・履行体制については、事業者からの選定理

由書の内容を確認し、履行体制の適切性につ

いて全体を確認している。 

・また、特に事業者数が多くなっている申請

サポート分野については、本事業の申請は、

電子申請を基本としたため、申請サポートに

ついて手厚い対応をしており、全国へのサポ

ート会場を広げる上で、スピードを重視した

結果、十分な人員確保のために、このような

構造となった。 

・申請サポート会場業務を全国各地に迅速に

立ち上げ、運営するため、地方（概ね３～４

次請）、都道府県（概ね４次請）、市区町村（概
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＜委員＞ 

・審査事業者はどのように選定したのか。 

 

 

 

 

・事後の不正・不備対応については、元々の

予算内容に入っているのか。 

・このような大規模事業であれば、不正・不

備の対応も事業内容として、当初の審査項目

の１つとすることも検討するべき。 

 

＜委員＞ 

・人件費単価については、ほぼ市場価格の上

限に張り付いていたのか。 

 

 

・事業分野ごとに、それぞれの事業規模や業

務内容等を踏まえて、適切な職位・人数を考

慮した配置がなされていたのか。 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・このような大規模事業など大量の経理処理

が発生する事業においては、事業者側の負担

を減らすためにも確定検査の電子化を検討

するべき。 

 

 

ね５次請）という形で分担した。ただし、広

域の道県（北海道等）、都市部（東京、名古屋、

大阪等）については、会場数や対応スタッフ

の数に応じて、６次請以降の更なる再委託に

より補完した。 

・以上のとおり、業務の内容や地域の事情に

応じて一部の業務・地域について６次請け以

上の再委託があった。 

 

＜事務局＞ 

・審査事業者については、サービスデザイン

推進協議会からの当初の提案書の中で、履行

体制に含まれていた審査事業者を、再委託理

由や事業内容など、履行体制を含めて審査し

て承認した。 

・また、不正・不備対応については、元々の

審査業務にかかる予算に含めていた。 

・このような大規模事業において、評価項目

として、当初より不正・不備対応等への提案

も入れることを検討したい。 

 

＜事務局＞ 

・人件費単価は、コロナ禍で急速に実施体制

を確保する必要があったため、各職位の範囲

の中では上限の方に近いものが多かった。 

・各現場における人員の配置等については、

中間検査の際に公認会計士と合同で現場視察

を行い、業務内容やその分担、業務量に応じ

た適切な人員配置や人件費単価等となってい

るか確認した。また、確定検査においても、

基本的に同様の人員割合や人件費単価で事業

を行っていることを確認した。 

 

＜事務局＞ 

・電子化については、令和３年度事業につい

ては、G ビズ ID や J グランツの活用を原則と

した。 

・持続化給付金事業においても、電子申請シ

ステムを構築したが、申請サポートを行った

こともあり、紙面申請を希望した案件はなか
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・確定検査の結果、支払額が契約額から 100

億円の減額となった背景や要因については、

報告書で記載するべき。 

 

 

・OCR、RPA を活用したという部分について

は、本事業で実施したことを横展開していく

ことも一案だが、具体的にどのような活用を

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・九次請までの事業全体として、取引の還流

などはなかったのか。 

 

 

 

＜委員＞ 

・１つ１つの業務内容の妥当性を対外的に説

明できるように整理・確認を行うべき。 

・申請業務とコールセンター業務は、どのよ

うな役割分担で対応していたのか。通常、申

請後の問い合わせ対応は、申請業務が担うも

のかと思われるが、どの程度、コールセンタ

ーでも対応していたのか。 

・申請者の個人情報などについては、申請業

った。 

今後も公募要領上で電子申請を前提にとし、

申請者の利便性向上と、省内業務の効率化を

諮る仕組を整備していきたい。 

 

＜事務局＞ 

・報告書に記載するように調整したい。 

 

 

 

＜事務局＞ 

・本事業では、OCRを活用して、事業者からの

申請内容を把握し、ワンスオンリーとして申

請時点で再度の入力等を省いた。 

・RPA については、データを効率的に利用する

上で活用し、紙媒体の申請内容をサポートセ

ンターに持参しＲＰＡで自動的に転記するな

ど、電子申請上の省力化などに利用した。 

・これらの機能をどのように活用しているの

か確認し、今後の業務効率化の参考にしたい。 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・ある事業者が、その下請以降で再度委託の

請け手となる、請けた事業を下請に丸投げす

るといった取引の還流のような事例はなかっ

た。 

 

＜事務局＞ 

・コールセンターへの入電のうち、2020 年６

月は約 40％、７-９月は約 30％、10-２月は約

30％が申請後案件に関する問合せであった。

また、問合せ内容については、審査と齟齬の

ないよう、審査業務担当とコールセンター担

当が申請情報等の情報共有を行った。 

 

・申請後案件の問合せへの対応などは、コー
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務とコールセンター業務でどのように取扱

いしていたのか。 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・申請サポート会場の会場数や配置人員等に

ついては、申請数などの実情に応じて、都度、

見直していると思われる。 

・その上で、来場者数との関係では、実際の

予見性の難しさによる、硬直的な人員配置・

雇用条件の観点を考慮した対応であったこ

とを記載するべき。 

 

 

 

議題２．事務局業務の担い手について（審議

事項） 

 

＜委員＞ 

・担い手を検討するにあたっては、緊急時と

通常時を分けて検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

＜委員＞ 

・民間企業の単独の場合、財務諸表への影響

がとても大きい。 

・お金を管理する部分と、事務局業務を別々

の組織に対応させることも一案。 

・ジョイントベンチャー（JV）の場合、母体

となる幹事社の責任が大きいため、緊急時に

は受けてくれない可能性もあるため、モデル

ケースを事前に作り、事業者に示しておく必

要がある。 

 

 

ルセンター側の運営ノウハウや、スキルのあ

る電話オペレーターが対応情報の蓄積・情報

共有を行うことで、申請業務の効率的な運営

が可能となるため、審査部門ではなく、コー

ルセンター部門が担当した。 

 

＜事務局＞ 

・申請サポート業務は、基本的に月次の指示・

契約となっており、前月の傾向を踏まえ、翌

月の体制を調整していた。したがって、不要

な体制が数か月にわたって継続することはな

かったが、一方で短い期間で用意した体制と

実際の業務量の間にギャップが生じた事例も

あったため、それらの事情も報告書に追記す

る。 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・今回は緊急時を念頭に検討した。当初予算

で一定期間の継続が予定される事業と異な

り、急に実施が決まった大規模事業への対応

を事業者側が通常業務の延長で請けようと思

い立つのも難しい部分がある。 

・そのため、分割発注も選択肢と考えている。 

 

＜事務局＞ 

・分割発注などを通して、お金（キャッシュ）

の管理で民間事業者に負担をかけない形にで

きないか検討したい。 

・また、これらの事業内容は、本来の銀行業

務に類似する点が多いため、金融機関も担い

手として可能性がないか、また、担当すると

なるとどのような課題があるのか等を調査し

ていきたい。 

・ジョイントベンチャー（JV）については、

建設事業などと比べ事例が少ないため、モデ

ル契約のイメージを示すことも検討したい。 
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＜委員＞ 

・ジョイントベンチャー（JV）や金融機関が

今回のような事業を受ける場合に、責任リス

クが障壁になっているのであれば、モデルケ

ースを作るなどの下準備が必要。 

・このようなリスク障壁が原因となっている

ため、一般社団・財団が受けざるを得ない状

況が生まれ、今回のような事態の温床になっ

ている可能性もある。 

・独立行政法人や国は、透明性を確保できる

が、柔軟性に難がある部分があるので、民間

のマンパワーに頼らざるを得ない状況も理

解できる。 

・従来型の形で事業者にお願いするのではな

く、大規模や緊急などの形でお願いするため

の下準備を、国側と事業者側とでそれぞれ検

討する必要がある。 

 

＜委員＞ 

・金融機関やシンクタンクにとっては、通常

業務とは違う分野へ入ることのリスクヘッ

ジの議論があると思われる。 

・このような事務局業務は、過渡期に求めら

れる業務である。そのため、このような事務

局業務がどの程度の市場規模なのか等を対

外的に示すことで、事業者も検討する余地が

あると思われる。 

・平時の場合でも対応できるという整理が出

来ていなければ、緊急時に対応することは到

底できないため、審査の中で、緊急時にどの

ような対応を出来るのか提案書に入れても

らって知見を貯めることも必要。 

 

＜委員＞ 

・国や独立行政法人がこのような大規模事業

を担うことが難しいとしても、公的機関か民

間かで線引きした場合、この種の公的事業を

そもそも民間に任せて良いのかという議論

はある。 

 

＜事務局＞ 

・地方自治体を通じた執行や、公共事業と異

なり規模の大きい事業規模に執行する体制を

迅速に準備できない可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・事業が標準化できておらず、事業の見通し

が立たないために参入が難しい、という状況

を解消するべきだと思っている。 

・負担が大きい業務分野である審査業務をど

のように受託しやすくできるかを検討してい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・それぞれの事業の性格に応じて、委託先を

検討するべきだと考えている。 

 

 

 



7 
 

・その判断基準としては、公権力性の有無で

はなく、社会通念を勘案して、社会的な需要

可能性のある委託であれば許容されると思

われるが、そのような受容可能性を高めるた

めに、もろもろの措置を講ずる必要がある。 

・たとえば、国の監視機能や監査機能を高め

て、民事の委託の法理を修正しながら、公的

業務の委託の在り方を検討する必要がある。 

 

＜委員＞ 

・これまでも公的サービスの提供を、どのよ

うに透明・効率に行うのか。その上で、国で

は効率ではないということで、民間が出てき

た経緯がある。 

・その上で、受け手のガバナンスが必要であ

り、独立行政法人は、本来の点とは違う部分

で対外的な指摘を受けた過去もあった。 

・今は、透明性等の工夫もあるため、独立行

政法人がこのような事業の担い手となりう

ることも考えられる。 

・このような事業の事務局経費のマーケット

規模は、直近の１～２年で増えていると思う

ので、調査していくことも必要。 

・今後は、政府全体としてデジタル庁の発足

に対して、このような業務をどのように効率

的に出来るのかを検討するべき。 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局＞ 

・受け手が公的機関であるが、結局、再委託・

外注して民間事業者と連携することが少なく

ないため、受け手が公的機関か民間事業者か

で、ガバナンスにどのような差違があるか検

討することが重要だと思っている。 

・デジタル庁とも連携し、業務の効率的な実

施については検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


