
 第１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 

  

【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７９６５） 

 

開催日及び場所 平成２２年７月５日（月）   経済産業省別館１０２０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     松永 賢次  学校法人専修大学ネットワーク情報学部准教授 

審議対象期間 原則として平成２２年１月１日～平成２２年３月３１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において、

不適切等と判断した案件について、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 

    

意見・質問 回   答 

 冒頭、事務局から、２４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の報告を行った。 

【審議案件１】 

審議案件名：臨床研究情報システム 

資格種別 ：物品の製造、物品の販売（Ａ、Ｂ又はＣランク） 

選定理由 ：一般競争入札案件中、契約金額最大、一者応札 

発注部局名：国立長寿医療センター 

契約相手方：富士通株式会社 

契約金額 ：１，３６５，０００，０００円 

契約締結日：平成２２年１月１５日 

既存のさまざまなシステムを一括して全体を動かすよう

なハードウェアやソフトウェアを入れるということなので

すか。 

 

電子カルテというものを連想していただければよろしい

かと思います。ご指摘のとおり既存のシステムとの連携シス

テムを構築するというのがシステムの全体の中身です。 

参入しようとする業者は、既存システムのデータのや

りとりの部分もいろいろ調べた上で、つくり込まなけれ

ばいけないということですか。 

 はい。 

 説明会には参加したしたけれど、最終的に１者しか出し

てこなかったということですが、途中で断念した業者は何

か理由があったのですか。 

 

断念した理由はわかりませんが、今回の落札業者につきま

しては 300床前後、もしくは 300床以上といった当センター

のようなところを得意としており、シェアといたしましても

日本の 30～40％ぐらいを受けている企業ですので、その辺り

が合致したので、応札してきたのだと思います。 

入札書受領期限よりも後に予定価格決定していることに

ついて、説明してください。 

開札日以前に予定価格を決定しておけばよいと考えてお

り、受領期限を予定価格の作成とは考えておりませんでし

た。見込み価格はもっと早い段階で立てております。 

見込み価格というのはどのように決めるのですか。 

 

同じようなシステムもしくは、電子カルテの導入実績等を

確認して近隣の病院から聴取し、決定しております。 

定価という考え方は、一般的に市場に流通する販売価格

だと思うのですが、客観的なデータについて、この定価証

明書の内容では判断が難しいのではないのですか。 

 

定価証明書だけではなく、別に膨大な資料をもらって金額

の確認はしております。こちらが要求する内容に合致したシ

ステムは、基本的にパッケージで流通しているものですの

で、それぞれのシステムを当センター仕様にカスタマイズし



た金額ではございませんので、カタログどおりの金額という

ことで、こちらとしてはこれをもって定価証明として認めて

おります。 

定価から購入率約 70％、それが予定価格としてこれが上

限になると思うのですが、この金額の客観性というのは検

証できていないと思います。 

 

実際に流通しているシステムの値引き率というものを出

すに当たっては、実際に取引金額というものは他の病院に確

認をしながらある程度出ます。ただ、そのシステムが幾らで

販売をする予定なのかというところは、それぞれの企業に聞

かざるを得ないので、その中身が適切な金額かどうかという

ことは、検証するべき方法が見当たらないということです。 

入札日が平成 22年１月 15日で、納期が３月 31日という

ことで、作業期間が３か月満たないのですが、これについ

ては適正な期間なのですか。 

尐し短かったと思います。ただ、これは富士通の方からも

その間に納入することは可能ということで進めております。 

 

そうすると、既存のシステムを作られている富士通が有

利なように思えるのですが如何でしょうか。 

既存のパッケージとして流通しているシステムですので、

仮にほかの事業者でもやれたとは思います。 

富士通のシステムがどこの病院に納入されているかとい

うのは、どうやってわかるのですか。 

 

実際には納入実績というのを富士通からとりまして、そこ

から情報としては入手する方法もありますが、それ以外にも

病院間で横の連携があります。その中でどのようなシステム

が導入されたのかというところの情報を得つつ、やっており

ます。 

富士通以外のシステムについても、価格照会を出してい

るということなのですか。それとも、意見招請にかかる公

告の後にいろいろ情報が入ってくる、その中の実績等を見

て業者からとるということでしょうか。 

最初の市場調査の段階で手を挙げたのが富士通だけであ

ったものですから、価格照会をしたのも富士通のものを出し

ております。 

 

特に意見はありません。  

【審議案件２】 

審議案件名 ：年金情報総合管理・照合システムサーバハードウェア設備等一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ・Ｂ・Ｃランク） 

選定理由  ：総合評価落式方式案件中契約金額最大 

発注部局名 ：社会保険庁 

契約相手方 ：株式会社日立製作所 

契約金額  ：３，８５３，５００，０００円  

契約締結日 ：平成２１年１２月２４日 

１者応札になった原因はなんでしょうか。 

 

意見招請は１１社ありましたし、特段、製品の指定もして

おりませんので、基本的にはどの会社でも入札できると思っ

ておりました。 

社会保険オンラインシステムの年金給付システムそのも

のは日立に著作権があり、昭和 47 年ぐらいから随意契約と

いうことで継続的に委託をしてやっているということと、今

回のシステムのソフトウェアの開発は著作権は国に帰属し

ていますが、基本的に日立が対応しているのでほかの業者が

入りにくいという環境はあったのではないかと思います。 

既にそういうソフトウェアをつくってきた実績がある日

立製作所だったら開発はできるだろうけど、ほかの会社だ

と難しいのですか。 

 ソフトウェアはそうだと思いますが、それに合わせて今回

のものはサーバ、ハードウェア一式になっておりますので、

そことの兼ね合いというところがあると思います。 

今回の案件の中には標準的なサーバとかデータベースソ

フトウェアとかのほかにそういう画像に関連するところの

つくり込みのソフトウェアが入っているということです

か。 

 今回のこの調達の中には入っていないです。 

 

このインフラ上で日立のソフトウェアが動けば問題がな

いということですね。 

問題ないと思います。 

 

尐し予定価格から乖離をした数字で落札されているんで

すが、この乖離の原因につきましてはどのように分析され

ていますか。 

予定価格については、こちらの事業担当課が幾つかとった

見積書を外部のＩＴの専門家を入れたシステム検証委員会

でその妥当性をプロの目で検証しています。ハードウェアに



 つきましてはかなりリスクハンドが想定以上にくることが

あり、それが乖離になっていると思うのですが、予定価格で

も大きいものですので、尐し差が大きく出ているのではない

かと思います。 

第三者委託を承認する際、金額の明示がないようですが、

正確な費用を把握しておく必要というのはないのですか。 

社会保険庁では大きいところは官房会計課の指示どおり

やっていたのですが、第三者委託に関しては主たる業務でな

いところは事前にきちんと指定すれば認めるということで

金額的ルールはありませんでした。今後は改めていきたいと

思っています。 

特に意見はありません。  

【審議案件３】 

審議案件名 ：国民年金被保険者名簿等の電子画像化及び索引データ作成業務（追加分）２．関東・信越ブロック 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約案件中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：社会保険庁 

契約相手方 ：株式会社ムサシ 

契約金額  ：２，０６４，６４９，１３９円 

契約締結日 ：平成２１年１２月１８日 

追加分だから随意契約ということですが、元の契約の入

札で応札者が４社あったうちこの会社が一度選ばれている

からこのままその会社に続けてお願いしようという前提が

あるように思うのですが、正しくデータが入力されている

かが問題になっている案件ですので、その判断はどうなさ

れたのですか。 

工程管理を別途契約しており、この工程管理業者から意見

を聞いたところ、このムサシというところは問題ないという

参考意見も聞き社会保険庁の調達委員会の審査も経て判断を

しました。 

この元契約の方も１件当たりで単価は出しているけれど

も、総額で契約をされているということでしょうか。 

元契約は単価契約でありますが、業者を選定するに当たっ

ての札入れ額をそれぞれの単価に元契約の提示した予定件

数をかけて足し上げたもので競争をして、総合評価落札方式

ですので、価格と技術点の評価が一番高かったムサシが落札

したということです。追加契約は元契約と契約の仕方は同じ

です。 

単価が、元契約と今回の契約で契約単価については全く

変更されていないのですが、単価の見直しという視点から

検討をされたのですか。 

 

業者の方からすれば次の仕事も考えなければいけない

等々や件数も相当増えているということ、加えて入札ですの

で、一般的な取引に比べれば、かなりディスカウントしてい

るので、上げてほしいということがあります。保管業務とか

運搬業務がかかっているのかということを業者に社外秘の

内訳を出させ、その資料を外部委員にも見ていただいて、こ

の金額になっております。 

特に意見はありません。  

【審議案件４】 

審議案件名 ：労働局総務情報システム（雇用均等行政情報システム）における事業場台帳管理機能の維持管理及び 

ヘルプデスク業務 

資格種別  ：物品・役務等―の提供等（Ａランク） 

選定理由  ：一般競争入札案件中契約金額最大、一者応札 

発注部局名 ：労働基準局労災補償部労災管理課 

契約相手方 ：日本ユニシス株式会社 

契約金額  ：６１，７４０，０００円 

契約締結日 ：平成２２年２月１５日 

既存のシステムを新しくオープン化するということで導

入したのだと思いますが、既存の業者はどこですか。 

 日本ユニシスです。 

日本ユニシスとしては入札しやすい状況ではあったとい

うことと考えられますね。 

はい。 

ヘルプデスクを、使う人はだれなのですか。 労働局の雇用均等室の職員です。 

これは例えばオープン化することによって、旧システム 最低価格入札方式をとっているので、複数者が参加すれば



に比べると金額というのは相当下がるものなのですか。 業者間の競争が当然あるので、価格の方も下がっていくと思

われます。 

 予定価格はどうやって決めているのですか。 

  

私どもの方で積算するということもありますが、他方で複

数の業者から参考見積という形でいただき、それをまた支援

業者にチェックを受けるという形で予定価格としておりま

す。 

 説明会に４社が参加されて、応札者が１者ということな

のですが、降りられた３社の主な理由というのはどういう

ところですか。 

 

開発からずっとやってきているので、新たに参入する業者

にとっては読み込みも必要になりますし、人員の確保という

ことなどからどうしても既存の業者が有利に働くという面

はあると思います。 

 厚生労働省の職員の方が電話等でお問い合わせをするサ

ービスにもう一つ契約をとってお金を支払う必要性という

のはあるのですか。サービスでお願いできないのですか。 

技術的な点の仕組みもありますので、機能的な要件とかも

技術的につくった方でないと答えられない部分とかもござ

いますので、軽易な質問とかであれば、何も業者を頼まなく

てもいいと思うのですが、維持・管理全体で委託した中でヘ

ルプデスクという形も含めてのトータルの形でお願いして

いるものですので、ヘルプデスク単体でお願いをしているも

のではないことをお考えいただきたいです。 

 厚生労働省としては、やはり開発業者でないと困るので

はないですか。 

開発業者である日本ユニシスは、確かに今までの蓄積もあ

りやりやすいということはあると思いますが、開発業者に限

定するような要件は設けず、広く業者を求めています。発注

側といたしましては、仕様通りにやっていただければ、より

コストがかからないところにお願いしたいというスタンス

です。 

特に意見はありません。  

【審議案件５】 

審議案件名：平成21年度精神障害の正しい理解のための普及啓発に係る調査・研究事業 

資格種別 ：－ 

選定理由 ：総合評価落札方式案件中契約金額最大 

発注部局名：社会・援護局障害保険福祉部 

契約相手方：株式会社マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン 

契約金額 ：３８，８６６，４０６円 

契約締結日：平成２１年１２月２５日 

マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパンはどうい

う会社なのですか。 

 

広告代理店に近いのですが、マーケティング調査なども行

っている会社であり、海外のインターネット、精神保健に関

するサイトなども、海外の事業所で手掛けていると聞いてお

ります。 

 海外でのノウハウがあるので日本法人もつくられて、日

本のマーケットを開拓されている会社ということですか。 

 はい。 

応札された会社は仕事の内容につきましてどのような評

価だったのですか。 

実際にされた仕事は一通り納めていただきましたが、時間

が短かったこともあり、多尐手直しの指示をしているところ

はあります。 

品質については問題がなかったのですか。  はい。 

企画書を出させているのですね。  はい。 

特に意見はありません。  

【審議案件６】 

審議案件名 ：被爆二世健康診断調査委託費 

資格種別   ：－ 

選定理由  ：随意契約、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を越えるもの。 

発注部局名 ：健康局 

契約相手方 ：広島市長 秋葉 忠利 

契約金額  ：６２，９９５，９８０円 

契約締結日 ：平成２２年２月２２日 

この事業はいつからされているのですか。 平成 13年から行っております。 



委託料の健康診断 8,400 円は広島市内の内科医院等に１

人当たりお支払する金額ということですか。 

はい。 

 残りの賃金、需用費、役務費という金額につきましては、

財団法人の広島原爆障害対策協議会にお支払いするという

ことになるのですか。 

こちらは広島市の方にお願いするのですが、実際の事務

は、市が財団法人にお願いしているということです。 

広島市がこの財団法人の協議会にどの程度支払っている

かということはわからないのですか。 

 

１件１件委託契約を結び、その１人辺りについて検査代を

払うという形になります。 

市の事業と国の事業という点からすると、これはやはり

市の事業ではなくて国の事業ということですか。 

基本的に被爆者対策というのは、国が責任を持って行って

いるところです。 

この財団法人は医療機関ではなさそうですが、再委託の

相手方なのですね。 

市の被爆者対策を行っている外郭団体のようなところで

すので、こちらに事務をお願いしています。 

もし、市が直接医療機関と契約を結んでいれば、財団法

人が入ってくる余地はないと思いますが、財団法人は広報

活動をしているとか、どのような関与をしているのですか。 

具体的な関与の内容は確認できていません。 

随契の理由にこの事業の利用申込み者が二世の方々であ

ることの確認を行うためということですが、確認を行うだ

けだったら国が直接照会すればいいのではないですか。 

 

二世の方々につきましては、全体で言うと平成 10 年ぐら

いにこちらの方で調査をしたところ、把握できているものが

８万 8,500人でしたが、そのうち今、実際検診を受けている

方々が１万 7,000人というような状況でございます。国の方

へ１万 7,000人全員が一括で来ればいいのですが、ばらばら

年間通して上がってくるという状況でございますので、国で

は今の人数では対応できないというような現状でございま

す。 

特に意見はありません。  

【審議案件７】 

審議案件名 ：平成21年度要介護状態フォローアップ調査事業 

資格種別  ：―  

選定理由  ：企画競争案件中契約金額最大 

発注部局名 ：老健局 

契約相手方 ：みずほ情報総研株式会社 

契約金額  ：４３，０３９，３４４円 

契約締結日 ：平成２１年１月７日 

企画書の評価の状況について説明をお願いします。 企画書の評価は企画書を提出してきた４社について見積

もりの金額と評価の結果の点数を表示した一覧があります。 

点数をつけるときにそれぞれの様式何番が何点とあるの

ですが、様式毎に補足資料などを付けさせているのか、あ

るいは様式の内容で点数をつけているのですか。 

様式はこちらで定めているのですが、実際に企画書を提出

していただく際には、補足の資料としていろいろ付けていた

だいています。 

 みずほ情報総研というのは、過去にも同じような取引き

をされたことはあるのですか。 

要介護認定の一次判定はコンピュータソフトで判定する

ことになっていて、そのコンピュータソフトで判定する際に

いろんな調査、タイムスタディ調査という細かい調査がある

んですが、その調査をしていただいた実績もあります。 

 評価結果の点数からしますと、もう１つの会社も非常に

高得点をとられているのですが、過去に取引はあったので

すか。 

過去にこちらの会社の方も似たような調査の実績はあり

ます。 

見積金額はみずほ情報総研が高いようですがこの評価の

点差と金額のコストパフォーマンスを考えたときになぜも

う１つの会社を選択しなかったのですか。 

実施体制とか、調査をするに当たっての検討委員会の設置

とかということに関しては、みずほ情報総研の方に似たよう

な実績を持っているということからお願いしました。 

 金額は予定価格以下であれば、高い低いは問わなかった

ということですか。 

 

金額についてはそこまで重要視はしていなくて、あくまで

精度の高い調査ができるかどうかというところに絞って評

価の方をしております。 

 総合評価だと金額を指数化し、合計してやるわけですか

ら価格も評価に入れていいような気もします。企画書の評

価が精緻な点数がつけられるようなフォーマットとなって

いるかにもよりますが、価格の評価は客観的なものですの

 



で、評価について再考された方がいいのではないかと思い

ます。 

【審議案件８】 

審議案件名 ：健康監視システム動作環境等一式 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ、Ｃランク） 

選定理由  ：一般競争入札案件中１者応札案件で契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：東芝ソリューション株式会社 

契約金額  ：５３０，２５０，０００円 

契約締結日 ：平成２１年１２月２１日 

 これは新しいシステム開発なのですか。 新しいシステムです。 

 東芝ソリューションは、前のシステムとか、ここにある

ＮＥＳＩＤとかのシステムとの関係があるのですか。 

感染症発生動向調査における集計等システム、ＮＥＳＩＤ

というものの開発業者も東芝ソリューションです。 

 日本中で感染症に関連するような情報システムはないと

いうことですか。 

検疫所で使用しているシステムで、これに類するシステム

は、ほかにはありません。 

常識的に考えると、ほかの業者は手を挙げにくいですね。 

 

ソフトウェアを別途調達して、そこでのハードウェアの動

作環境を構築するというシステムなので、そのソフトウェア

の開発業者以外の業者は逆に入りづらいと思われます。 

他の業者が入りやすい環境をつくるために何が必要かと

いうのは検証されましたか。 

19年７月にＣＩＯ連絡会議で「情報システムに係る政府調

達の基本方針」というのを定めていて、ソフトウェアとハー

ドウェアを一体的に調達していたようなものは、分離してい

ろんな業者が入れるようにしております。 

入札額がほぼ予定価格より尐し上くらいを狙われてしま

うというところというのは、何か問題になりますね。 

 

予定価格につきましては、調達仕様書に記載されている要

件を満たした機器等の実際価格をインターネット等で調査

した結果ですので、今回、高落札率になってしまったのは一

回目で落ちずに、どんどん業者が身を削って落としていった

結果、３回目でようやく予定価格の範囲内に収まったという

ことなので、高落札率になってしまっているのはやむを得な

いことなのかと思います。 

何回までやるということになっているのですか。 

 

基本的には３回までです。その後、ほかの案件も同様です

が、一番低かったところと随意契約の交渉、いわゆる不落随

契という形になります。 

本件も３回目で落ちなければ不落随契で協議してという

ことですか。 

はい。それは入札を不調としまして、その後にまた随意契

約の交渉をするということです。 

履行期間をもう尐し長期におけば、もしかしたら他の業

者が入る可能性が増えるということはありますか。 

その可能性はあると思います。 

できるだけ履行期間を長期化するという努力をする必要

があるかと思います。 

 

【審議案件９】 

審議案件名 ：地方厚生局における増員に対応するための厚生労働省ネットワークシステムクライアントＰＣ・プリン

タ・周辺機器等の増設 

資格種別  ：役務の提供等（Ａ、Ｂ、Ｃランク） 

選定理由  ：総合評価落札方式実施している一者応札案件中契約金額最大、高落札率 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：東芝ソリューション株式会社  

契約金額  ：２２９，６５７，２５７円 

契約締結日 ：平成２１年１２月１６日 

増設前は特定の業者の機器となっているのですか。 

 

 既存の平成 21 年７月から使っているものにつきまして

は、保守とか管理の体制の話がございますので、モノクロ

プリンタはこれ、パソコンはこれということで一応、統一

されたものとなっています。 

増員とか増設というとですか。 

 

 社会保険庁が平成 21年 12月末日をもって廃止され、そ

の一部が地方厚生局という組織に定員として受け入れら



れております。その職員数は大体定員ベースで 200～300

名いるので、その職員に使わせるために既存のパソコンと

互換性のあるものを納入していただきたいというのが、こ

の調達です。 

今回東芝ソリューションになっていますが、既存のもの

は東芝ソリューションですか。 

 厳密には型番が、調達時期が若干後になっておりますの

で、互換性を見た上で更に新しい機種にはなっております

が、基本的には東芝製のパソコンということで納入されて

おります。 

パソコンが同じだけれど、納入企業は同じなのですか。 同じ業者です。 

競争入札ということは、違う業者が来ても構わないとい

うことですか。 

 

はい。１つ留意点としては、ヘルプデスクとかデータセ

ンターとか役務の部分もすべて一体として引き受けても

らう内容になっております。 ただ、調達手法といたしま

して、別の業者が落とした上で自分ではできない部分は東

芝に頼むということも可能ですので、その点については入

札説明会において、そういった参加意欲のある業者さんに

つきましては、東芝に依頼を一部したいという場合には、

東芝からその業者間の費用の請負について見積もりを掲

示させるという説明をしております。 

従来であれば、随契で行う案件であったが、あえて入札

としたというように考えてよろしいですか。 

過去であれば、随契であった可能性はあります。 

機器の調達とそれ以外のところで分離したら、如何です

か。 

 

例えば厚生労働省ネットワークシステムの契約には、サ

ービスレベル情報というのがありまして、例えば何々の故

障が起こったときには 15 分以内に検知して対応しなけれ

ばならないとか、そういった一定の役務の品質保証に関す

る条項が大変厳しくなっておりますので、機器の調達と役

務の部分を分離いたしますと、役務側を請け負う業者の方

はかなり腰が引けてしまうという可能性があります。 

2回目の入札とは言え、予定価格に非常に近い数字を出

してくるというのは、どういう理由があるのですか。 

 

今回の予定価格の積算は、本省においても同様の調達を

していまして、そこの落札業者は東芝ソリューションにな

るのですが、そこの価格を参考に今回の予定価格を出しま

した。今回は東芝ソリューション１者が入ってきました

が、そこに近い数字を先方が入れてきたと考えられます。 

東芝ソリューションのデータを参考に予定価格をつく

ったからという意味ですか。 

 はい。 

システムの拡張時の予定価格の決め方が納得できるよ

うにもう尐し合理的な工夫をする必要があるかもしれな

いと思います。  

 

【審議案件１０】 

審議案件名 ： 平成21年度幼尐期献血普及啓発業務 

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、低入札価格調査 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社中外 

契約金額  ：４，６４６，２５０円 

契約締結日 ：平成２２年２月５日 

低入札価格調査結果の中でこの会社がなぜ安い価格で

受けられるかという理由のところで、社内スタッフによる

一貫体制で効率的に作業ができるからという趣旨ですが、

予定価格調書を見ると積算内訳がほとんど広告掲載料と

いうことで、社内管理体制が効率的にできるという内容と

実際にやられる事業内容というのは異なっているのでは

ないですか。 

今回の予定価格の積算は要求部局の方でどういうもの

を想定しているのかと聞いたところ、広告掲載を想定して

いるということでしたので、それを基に予定価格をつくり

ました。いろいろな業者がいろいろな企画を出しているの

で、合っていないというところはやむを得ない結果なのか

と思います。 

中外はどういった形でこの内容の普及業務を行ったの

ですか。 

厚生労働省ホームページに「けんけつのおはなし」とい

うことで、幼尐期向けの動画形式の紙芝居で血液の話をご



 らんいただくようなページをつくっていただきまして、

「けんけつのおはなし」に一般の方が飛んでいただくため

に、例えば小さいお子様をお持ちのお母様がよくごらんに

なるホームページとかにバナーを掲載して、「けんけつの

おはなし」に興味を持った方にクリックしていただくとい

うような形の広告を実際にやっていただきました。 

事業内容に沿った形で予定価格をつくられたとするな

らば、当初想定された事業と実際に行われた事業の内容に

ついて、乖離が出てしまったのではないですか。 

金額自体は非常に安かったのですが、結果を見てみると

こちらが想定していた広告をやっていただけたと思って

おります。 

雑誌に掲載してないのは問題ないのですか。 

 

ほかの提案を出した業者では、雑誌への掲載などもあっ

たのですが、中外はホームページ、インターネットを活用

した広告を提案されたということです。 

事業内容については問題がなかったということですか。  はい。 

 提案された内容が契約内容になるのですか。 はい。 

ホームページで自分の厚生労働省のホームページに残

る形のものを提案するということは流れてしまうテレビ

コマーシャルと比べれば、外部的な価値もあるし、妥当で

はないかと判断するような気はしますね。 

形として残るものが結果としてできたので、契約終了後

もホームページを活用した広告の活用に使えるというこ

とで非常に有効だったと思います。 

 

特に意見はありません。  

 


