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1. 総説 

 調達件名 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構における人事制度見直しに係るコンサルティン

グ業務 

 

 概要・背景 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）は、平成 13 年に閣議

決定された特殊法人等整理合理化計画を受けて、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機

器審査センター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構及び財団法人医療機器センタ

ーの一部業務を統合し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成 14 年法律第 192

号）に基づいて平成 16 年 4 月 1 日に設立された独立行政法人である。 

PMDA の使命（社会的責務）は、審査・安全対策・健康被害救済の業務を通じて、国民

の命と健康を守り、医療の向上を支えることを第一としている。また、独立行政法人とし

て、厚生労働大臣の示した中期目標に基づき策定された中期計画等に沿って、国民のため、

効率的・効果的な業務を行うことも求められている。 

平成 19 年 4 月に PMDA 独自の人事評価・給与制度を導入し、10 年が経過した。当時

大きな懸案事項とされていたドラッグ・ラグやデバイス・ラグ等の早期解消を図るととも

に、世界第一級の機関へと成長することを目指して体制強化・拡充を重ね、導入当時は定

員外の職員を含めて職員数約 450 名の組織だった PMDA も、今や約 1300 名の多様な職

員を擁する大きな組織となっている。また、職員の人材育成に係る CDP（Career 

Development Program：職能開発計画）を平成 28 年度に策定し、適宜 PMDA として目

指す方向を示すべく改定を加えているところである。 

組織規模・体制が大幅に拡充され、PMDA を取り巻く環境も変化していることから、機

能面、運用面ともに組織規模に応じた人事制度の見直しが必要となって来ている。 

 

 目的 

PMDA の人事制度については、平成 28 年度に策定した CDP 等もふまえ、以下の「人

事評価・給与制度見直しの目指すもの」を掲げて現行制度の見直しを行い、等級・人事評

価・報酬制度について基本方針を平成 30 年度中に策定予定である。 

この基本方針に基づき、平成 30 年度において、新制度の詳細な設計や運用、移行方法

を構築し、平成 31 年度より新たな人事評価制度を導入することとしているが、この構築

作業が円滑かつ効果的に推進するよう、専門的知識及びノウハウを有した者に対し、新制

度の構築及び職員に対する研修業務等を委託するものである。 

 

 ＜人事評価・給与制度見直しの目指すもの＞ 

次のような人事評価・給与制度を構築することを目指している。   
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①PMDA の理念に共感する優秀な人材を育てることができるものであること 

②適切に評価されているという満足感、達成感、公平感、納得感を持てるものであること 

③職員一人ひとりの成長につながるものであること 

④組織のパフォーマンスの最大化に寄与するものであること 

⑤職員にとってよりシンプルで分かりやすいものであること 

⑥業務や組織活性化等への貢献度がより反映され、メリハリのある処遇であること 

 

 

1.4. 人事制度見直し基本方針 

（１）等級制度 

 ①役割等級制度へ一本化 

   現行の能力等級と職務等級の２つの等級からなる制度を廃し、役職と連動する役割等

級に一本化する。 

   昇任・降任（昇格・降格）の基準も合わせて見直しを行う。 

  ②役職定年制、スタッフ職制度の導入 

   職員年齢構成の偏在へ対応できる方策を導入する。 

   早期退職制度についても検討する。 

  ③多面フィードバック制の導入 

   管理職登用時等一定の時期に部下、上司、同僚等複数の立場の職員からのフィードバ

ックを得ることにより、管理職層のマネジメント力を向上させる。 

（２）評価制度 

  ①役割評価へ一本化 

   現行の能力評価と職務遂行評価の２つの評価からなる制度を廃し、CDP の「目指す職

員像」の要素を取り入れた役割評価に一本化する。 

  ②具体的改善点についてフィードバックの更なる充実 

  ③評価者の評価スキル向上、評価の平準化手法を検討 

（３）報酬制度 

  ①役割給へ一本化 

現行の能力基準給と職務給の２つの俸給からなる制度を廃し、国の俸給表をベースに

した役割給に一本化する。 

 ②人件費総額の管理 

   人件費総額、賞与原資をコントロールできるようにし、財政収支を見据えた制度運用

ができるようにする。 

 

1.5 業務の履行に関する事項 

1.5.1.  契約期間 

契約日から平成 32 年 3 月 31 日 
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1.5.2.  スケジュール 

平成 30 年度を詳細設計・運用設計、移行計画、移行準備、職員周知期間とし、平成 31

年度より新人事評価制度本格運用、平成 32 年度より新給与制度本格運用開始を予定して

いる。 

 

 平成 31 年度より新人事評価制度の本格運用を開始できること。 

 平成 32 年度より新給与制度の本格運用を開始できること。 

 ※報酬制度の詳細設計、運用設計、移行準備、職員周知等については、平成 31 年度

中でも可とする。ただし、平成 31 年度中に人事給与システム等の改修を行うため、そ

れを考慮したスケジュールとすること。 

 

平成 30（2018）年度 平成 31（2019）年度 平成 32（2020）年度 

 

 

 

・詳細・運用設計 

・移行計画・準備 

・職員周知 

 

 

 

 

※新人事評価制度本格運用開始 

・研修等 

※新給与制度 

本格運用開始 

 

 

1.5.3.  納品物 

納品物（成果物）及び提出期限は以下のとおりとする。 

項番 実施項目 納入成果物 備考 提出期限 

1 ・業務実施計画

の立案 

・業務実施計画書 ・業務実施にあたってのプロジェ

クトスコープ、体制表、作業分担、

スケジュール、文書管理要領等に

ついて記した計画書を作成する

こと。 

契約締結日か

ら 2 週間以内 

2 ・基本方針の

検証 

・基本方針検証報

告書 

・基本方針修正案 

・議事録 

現行制度及び基本方針案に関す

る検証を報告書として提出する

とともに、基本方針の修正案を提

示する。 

平成 30 年 7 月

末日 

3 ・詳細設計の

報告 

・進捗状況の

報告 

・詳細設計書 

・進捗状況報告書 

・議事録 

詳細設計書を作成するとともに、

定期的に進捗状況を報告書とし

て提出すること。 

個別制度設計

完了後 1 月以

内 

契約期間 

新給与への移行準備 
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項番 実施項目 納入成果物 備考 提出期限 

4 ・中間報告 ・中間報告書 

・議事録 

平成 30 年度の報告書を作成し、

提出すること。 

平成 31 年 3 月

15 日 
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・最終報告 ・最終報告書 

・議事録 

最終報告書は表紙を付けた冊子

とすること。ただし、平成 32 年

2 月 28 日までに最終報告書案を

提示すること。 

平成 32 年 3 月

16 日 

 

なお、納入成果物については以下の条件を満たすこと。 

(ア) 本業務において必要となる納品物、納品物提供方法及び納入時期については、必要

に応じて PMDA と協議することとする。 

(イ) 文書を紙又は磁気媒体等（CD-R 又は CD-RW 等）により日本語で提供すること。 

(ウ) 紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とする。図表については、必要に応

じて A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。バージョンアップ時等に

差し換えが可能なようにバインダー方式とする。 

(エ) 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2013 で扱える形式

とする。ただし、PMDA が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りでは

ない。 

(オ) 各工程の中間成果物も含め、本調達に係る全ての資料を納品すること。 

(カ) 紙又は磁気媒体については二部ずつ用意すること。 

(キ) 本業務終了後の PMDA における業務を受注者によらず行うことが可能となるよ

う、詳細にドキュメント類の整備を行うこと。 

  

 

1.5.4.  納入場所 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部 人事課 

 

1.5.5.  検収 

納入成果物の作成に際しては、適宜、PMDA に進捗状況の報告を行うとともに、レビュ

ーを受けること。納入成果物については、「1.5.3 納品物」に記載の対象となるすべてが揃っ

ていること及びレビュー後の改訂事項等が反映されていることを PMDA が確認し、これら

が確認され次第、検収終了とする。 

なお、以下についても遵守すること。 

① 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに

引き取り、必要な修正を行った後、PMDA の承認を得て指定した日時までに修正が反映

されたすべての納入成果物を納入すること。 

② 1.5.3 に示した成果物以外にも、必要に応じて報告書等の提出を求める場合があるので、

作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。 
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2. 作業の内容  

 業務実施計画の立案 

本業務に取り組むにあたり、業務実施計画書の作成を行い、プロジェクトの目標設定、

目標を達成するに至る過程について PMDA の合意を得た上で作業に着手すること。 

 

 進捗状況報告、中間報告及び最終報告 

一連の業務の開始報告を行い、その後は適宜、進捗状況を報告書として取りまとめ、年

度報告及び最終報告を行うこと。 

また、一定期間毎に成果物の作成状況等、実施経過を報告すること（月に１～２回程度

の実施を想定）。 

PMDA 内の会議において、PMDA から要請があった場合は出席し、必要に応じて診断

内容等について説明を行うこと。会議に出席した際には、議事録を作成し、PMDA に内容

の確認を行った上で、4 営業日以内に PMDA に議事録を提出すること。 

本業務を遂行する上で、PMDA 以外の法人へのヒアリング等が必要な場合は事前に

PMDA に報告し、承認を得た上で受注者において法人にアポイントを取り、ヒアリングを

実施すること。また、ヒアリングに係る一切の費用及び責任は受注者が負うこと。 

 

2.3. 業務内容 

 （１）人事制度の設計 

ア 現行制度、基本方針の整理・確認・検証 

（ア）現行制度の特性分析及び課題整理 

（イ）基本方針と課題の整合性確認 

（ウ）基本方針修正案検討 

 

イ 制度詳細・運用・導入設計 

（ア）等級制度の詳細・運用・移行導入設計 

  ①職種・職務体系・等級定義・基準の具体的検討 

  ②昇任・降任（昇格・降格）要件、基準、手続の設計 

  ③役職任用の基準、条件、任期、例外の設定 

  ④スタッフ職制度の具体化 

  ⑤早期退職制度の検討 

  ⑥360度（多面）フィードバックの検討 

  ⑦移行・運用方法の検討 

 

（イ）評価制度の詳細・運用・移行導入設計 

①評価要素・項目と基準の設計 

②評価尺度（評語等）の体系、定義、設定方法の検討 

③評価組織、手続、スケジュール等検討 

④評価反映方法の検討 
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⑤運用方法の検討 

⑥評価者のレベル向上、評価の平準化手法検討 

 

（ウ）報酬制度の詳細・運用・移行導入設計（非金銭的報酬の検討を含む） 

①新報酬制度の設計（人件費総額、賞与制度、退職金制度等含む） 

（ⅰ）俸給表の整備（国の俸給表との連動方法の検討） 

（ⅱ）医療職（臨床担当）との横並びの調整 

（ⅲ）賃金シミュレーション（個別と人件費総額） 

（ⅳ）昇給・賞与の方式の検討（人件費総額の調整方法を含む） 

（ⅴ）退職金制度への影響確認、補正方法等の検討 

②新給与への移行方法、経過措置等の検討（仮格付け、当てはめ、現給保証を

含む） 

③現行報酬制度から新制度への移行シミュレーションの実施とシミュレーショ

ン結果の分析、改善策の検討 

 

ウ 人事評価規程、給与規程等規程改正案の作成 

 

エ 人事評価制度実施要領、運用マニュアル、人事評価シート、集計・計算表等帳

票類の作成 

 

（２）新人事制度の導入・定着化 

ア 制度移行・運用・定着化計画の策定、実施 

イ 職員とのコミュニケーションプラン策定、実施 

ウ 職員研修（評価者研修含む）及び説明会の企画、資料作成、実施 

 

（３）その他の人事制度の再構築に関する業務 

ア 人事制度の再構築にあたって、必要に応じて機構内の会議への参加 

イ 制度構築に必要な人事制度に関する各種情報提供 

ウ その他、人事制度の構築に必要とされる業務 

 

 

2.4. 具体的作業内容 

  （１）人事制度の設計 

   ア 現行制度、基本方針の整理・確認・検証 

      前述の基本方針に基づく制度改正を進めるにあたり、現行の人事・給与・評価

制度の整理・確認を行い、現行制度の各課題に対する解決手段としての基本方針

の妥当性を検証する。検証の結果として、方針の修正が必要な場合は修正案を提

示する。 

検証を行う際には、以下の点を考慮して現行制度と現状の基本方針に基づいた

財政的な影響を、シミュレーション等を行って比較し示すこと。 

・現状の職員構成（男女比・年齢ピラミッド・現行の報酬額など、各職員の属性



 

8 

 

に関わるもので制度の運用に関わる全ての要素を含む） 

・国家公務員一般職に関する人事・給与制度のうち、従前より PMDA が連動し

ている要素（人事院勧告の適用、基本昇給の考え方、昇任・昇格の基準等） 

・独立行政法人が適用を受ける諸制度（ラスパイレス指数、中期計画に基づく事

業の実施等） 

      その上で、上記検証結果についての報告書及び基本方針の修正案を提示するこ

と。なお、当該シミュレーションにあたっては、今後 30 年間を 5 年以内のスパン

で検証するとともに、財政的な影響額についても必ず数値で示すこと。 

更に報告書に基づき、必要に応じて基本方針の修正案を提示すること。修正案に

ついても、現行制度検証と同様のシミュレートを行い、問題のあった要素ごとに修

正案を提示すること。 

  

 イ 詳細制度・運用・移行導入設計 

 詳細制度構築にあたっても、検討事項毎に前項で実施したものと同レベルのシミ

ュレーションを実施し、検証を行った上で制度を構築することを必須とする。ま

た、以下の全要素を考慮及び検証した上で新たな制度を構築するが、基本方針に

修正があった場合は、当該修正に伴い発生する作業についても含むものとする。 

 なお、現行制度では、能力等級について、医師及び歯科医師を対象とした国の医療

職（一）に相当する俸給表Ⅱと、それ以外の者を対象とした国の行政職（一）に相

当する俸給表Ⅰの二つの俸給表で運用がされているため、それらを考慮した制度

設計とする。 

 移行・運用方法の検討にあたっては、出向者や、育児休業、配偶者同行休業、休職

者等の取り扱いについても考慮するものとする。 

   

（ア）等級制度   

①職種・職務体系・等級定義・基準の具体的検討 

現行の 2 種類の等級（能力等級及び職務等級）とそれに応じた 2 種類の給与（能力

基準給及び職務給）を統合し 1 本化する。1 本化する等級については、役職と連動す

る役割等級とし、給与については俸給表を用いた形式とする。 

 

②昇任・降任（昇格・降格）要件、基準、手続の設計 

役職に連動した昇任・降任（昇格・降格）人事が行えるよう、要件や基準、手続等を

整備する。とりわけ、昇任・降任（昇格・降格）要件については、その後の財政への影

響も考慮した設計とする。また、抜擢人事についても検討する。 

 

③役職任用の基準、条件、任期、例外の設定 

④スタッフ職制度の具体化 

⑤早期退職制度の検討 
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⑥360 度（多面）フィードバックの検討 

    将来的な財政見通しや職員の年齢構成の偏在に対する対応策として、役職定年制や

スタッフ職制度、早期退職制度の導入等を検討するが、これについても導入の妥当性

や代案の提示、導入に伴い必要となる全ての検討事項について作業対象とする。特

に、管理職については、360 度（多面）フィードバックの導入を視野に入れ、マネジ

メント力の向上を図る制度を検討する。また、合わせて適切な組織体系、管理職数に

ついても整理するものとする。 

 

  （イ）人事評価制度 

人事評価制度の設計にあたっては、以下の要素を考慮することとする。 

 CDP において策定した「目指す職員像」との整合性の取り方 

 職員の満足感、公平感、納得感が高まり、より適切な評価が可能になるよう

な、評価者の評価視点の調整、評価の上振れや甘辛を調整する方法の検討 

 被評価者の成長につながるような、効果的なフィードバックの充実 

 

  （ウ）報酬制度 

①新報酬制度の設計（人件費総額、賞与制度、退職金制度等含む） 

（ⅰ）俸給表の整備（国の俸給表との連動方法の検討） 

俸給表上の各俸給額については国家公務員の俸給表に連動したものを想定して

いるが、等級の数については必ずしも国家公務員の俸給表と連動しないため、統

合作業が必要となる。これに伴い新制度下において単純な等級移行が困難な職員

が発生するが、このような職員に対する給与及び昇任・昇格等の対処方針につい

ても作業対象とする。 

（ⅱ）医療職（臨床担当）との横並びの調整 

  現行制度において能力基準給の俸給表は、医療職（臨床担当）の職員は俸給表

Ⅱ（国の医療職（一）相当）、それ以外の職員は俸給表Ⅰ（国の行政職（一）相当）

を使用している。現俸給表Ⅰ・Ⅱとも見直しにあたっては、PMDA 内での均衡お

よび、国の制度とのバランスを考慮し検討する。 

（ⅲ）賃金シミュレーション（個別と人件費総額） 

（ⅳ）昇給・賞与の方式の検討（人件費総額の調整方法を含む） 

報酬制度の構築にあたっては、長期的スパンにおいて想定される総額人件費内

に収まるものとした上で、財政収支に応じてコントロール可能なものを構築する。

財政収支によりコントロールが必要な場合については、昇給、賞与もしくは手当

において調整できる制度を原則とする。また、職員については現行の給与額を補

償するする必要があるため、これに係る検証・方針案の策定・シミュレート等に

ついても作業に含むものとする。 

総額人経費の設定にあたっては、長期的財政収支見込・国家公務員及び民間企

業（特に製薬企業）との年収の格差、優秀な人材の確保等多面的な要因を考慮し
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設定するが、様々なパターンによるシミュレーションを実施し、検討・評価を行

う。人件費に関する財政収支及び国家公務員・民間企業の報酬関係については受

託者において分析を行い、提案すること。 

（ⅴ）退職金制度への影響確認、補正方法等の検討 

  給与制度改訂に伴う退職金への影響をシミュレーションで確認をし、補正方法

や算出方法、移行措置等を検討すること。 

 

②新給与への移行方法、経過措置等の検討（仮格付け、当てはめ、現給保証を含む） 

③ 現行報酬制度から新制度への移行シミュレーションの実施とシミュレーション

結果の分析、改善策の検討   

      新制度への移行に伴い必要となる移行手続き及びスケジュールについて、新旧

両制度の分析をもとに想定されうるあらゆる場合における検証を行い、計画案を

提示すること。その際、分析結果をもとに、懸念される要因毎に対応策をそれぞ

れ複数案提示すること。 

      対応が必要となる要因として、以下の要素が見込まれるが、これ以外も含めて、

あらゆるケースを想定すること。事前に PMDA から提供した情報に基づき想定さ

れる範囲の要素については、全て作業の対象とする。 

       ・現行の 2 種類の等級（能力・職務）に伴う給与水準について乖離があるこ

と 

       ・現状、外部機関からの出向者については主に給与の支給について独自の運

用を設けていること 

       ・新制度においては、国家公務員の俸給表をベースとしつつも、主に人事評

価により国家公務員とは異なる昇給・昇任（昇格）の基準を設けること 

       ・医師及び歯科医師については通常と異なる俸給表を設けており、新制度移

行後も基本的に当該運用に変更はないこと 

       ・PMDA の職員構成においては、平成 29 年度現在、30 代の年齢層の割合が

極めて高いこと 

       ・その他、PMDA の置かれている社会的地位、人事・給与に関する規定、今

後の財政状況等を加味した制度を構築する必要があること 

 

  ウ 規程改正案の作成 

    以下、改正が必要になると思われる主要な規程について例示するが、例示した規程

以外にも、制度移行に伴い必要に応じて改正案を提示するものとする。 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程の実施細則 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程の実施細則 

  職員退職手当支給規程 
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  エ 人事評価制度実施要領、運用マニュアル、人事評価シート、集計・計算表等帳票類

の作成 

    制度移行に伴い、新たな制度に必要となる人事評価シートや実施要領等、職員や評

価者が使用する帳票に加え、人事評価の集計や昇給計算、賞与配分、人件費総額、人

事院勧告による影響、職員の生涯年収への影響、ラスパイレス指数の算出等制度を運

用していく上で必要となる作業を効率よく作業を進められるよう必要な帳票類を作成

すること。 

 

（２）新人事制度の導入・定着化 

ア 制度移行・運用・定着化計画の策定、実施 

 現行制度から新制度へ完全移行するまでの移行・運用・定着化計画を策定し、実

施及び実施の補助を適宜行うこと。 

 特に、人事評価制度については、本格運用を開始した後（平成31年度中）に、支

障等が生じた場合には、適宜必要な検証・修正等を行う。 

イ 職員とのコミュニケーションプラン策定、実施 

 新制度導入にあたり、職員の理解を得て効果的な制度設計・運用・定着化を図る

ことが必須となる。そのため、制度設計段階から職員の理解を得られるようなコミ

ュニケーションプランを策定し、実施及び実施の補助を適宜行うこと。 

ウ 職員研修（評価者研修含む）及び説明会の企画、資料作成、実施 

 新制度導入にあたり、職員への説明会や被評価者、評価者向けの研修等の企画、

資料作成、実施及び実施の補助を適宜行うこと。 

  

3. 作業の体制及び方法 

 作業体制 

受注者は、業務受託後、PMDA に対して作業体制（受注者側の体制図とそれぞれの役割

の詳細）を報告し、承認を得て業務を進めること。 

その際、業務に従事する者のそれまでに携わった業務やその実績を明記すること。 

なお、作業体制には PM（プロジェクト・マネージャー）を配置すること。 

 

 作業方法 

作業に際しては、以下の事項を遵守し実施すること。 

① 作業・プロジェクト管理等の進め方について PMDA と協議して取り決め、その取り決め

に従うこと。 

② 作業場所その他必要となる環境（PMDA 内での作業場所を除く。）については、受注者

の責任において確保すること。 

③ 作業を行うにあたり、想定されるリスクやその対応策等を明示すること。 

④ 契約締結後、業務一式のプロジェクト実施計画書を提示すること。また、提示後に変更

が発生した場合には、その都度速やかに変更後のプロジェクト実施計画書を提出すること。 
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⑤ 進捗状況や直近における予定等の報告をすること。報告のタイミングは PMDA と協議

し取り決めを行い、その取り決めに基づき行うこと。それ以外にも、PMDA 又は受注者

が必要と判断した場合は、必要に応じて随時追加の報告を行うこと。 

⑥ 上記の他、PMDA の指示に従うこと。 

 

4. 特記事項 

 基本事項 

受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実

に行うこと。 

② 本業務に従事する要員は、PMDA と円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有し

ていること。 

③ PMDA 内で本業務を履行する場合において、その履行場所を他の目的のために使用しな

いこと。 

④ 本業務に従事する要員は、PMDA 内で本業務を履行する場合、履行場所での所定の名札の

着用等、従事に関する所定の規則に従うこと。 

⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責め

に起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。 

⑥ 受注者は、本業務の履行に際し、PMDA からの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じ

ること。また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。 

⑦ 本調達の業務遂行に当たって必要な備品等の準備等の費用（パソコン等作業用機材、ネッ

トワーク接続環境の整備費用、事務用消耗品等）や交通費は、受注者自ら負担すること。 

 

 各業者との役割分担 

本業務を複数業者が連携（再委託を含めて）して実施する等の場合は、参画する各業者の役

割分担等を明示すること。 

 

 打合せ・協議 

本業務の打合せ及び協議は、随時行うものとし、受注者は、その内容について、必要に応

じて記録し、相互に確認するものとする。 

 

 貸与資料 

受注者は、本業務の実施において、PMDA の所有する関係資料が必要な場合は、PMDA

の承諾のうえ、貸与するものとする。貸与を受けた関係資料は、本業務の完了までに返却す

るものとする。ただし、PMDA が必要とする場合はその都度返却するものとする。 
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 応札条件 

応札希望者は、以下の条件を満たしていること。 

① 国、独立行政法人（500 人以上）、政府関係法人、地方自治体、製薬メーカー等におい

て、人事・給与・評価等コンサルティングを元請けとして請け負った経験を有すること。 

②本仕様書別紙記載の資料を閲覧期間内に閲覧した記録があること。 

③ 一般的な組織マネジメントについての知見を有すると共に、国、独立行政法人、政府関

係法人、地方自治体や製薬メーカー等の人事給与制度に対し調査能力を有すること。ま

た、現制度が抱える課題について解決に向けた提案能力を備えていること。 

④ 企画案プレゼンテーションは、本業務の PM 従事予定者が行うこと。 

⑤ 落札時には工数、概算スケジュールを含む見積り根拠資料の即時提出が可能であるよう

準備しておくこと。 

⑥ 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を持ち、当該業務の達成、計画の遂行、

及び事業の継続的実施に必要な組織及び人員を有していること。 

 

※プライバシーマークや ISO27001/ ISMS、ISO9001 等について取得していることが望ま

しい 

 

 再委託 

① 受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受

注業務のうち契約金額の 10％を超える業務の一部を再委託する場合は、事前に再委

託する業務、再委託先等を PMDA に申請し、承認を受けること。申請にあたって

は、「再委託に関する承認申請書」の書面を作成の上、受注者と再委託先との委託契

約書の写し及び委託要領等の写しをPMDAに提出すること。受注者は、機密保持、

知的財産権等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、

必要な処置を実施し、PMDA に報告し、承認を受けること。なお、第三者に再委託

する場合は、その最終的な責任を受注者が負うこと。 

② 受注者又は本業務の一部の委託を受けた業者（以下この項において「委託元業者」と

いう。）から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を第三者に

再委託することができる。この場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等につい

て、委託元業者を通じ、受注者が取りまとめの上、PMDA に申請し、承認を受ける

こと。申請にあたって必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務について

は、①に準拠する。なお、再委託された業務に係る最終的な責任は受注者が負うこ

と。 

 

 瑕疵担保責任 

本業務の瑕疵担保責任の範囲・期間等の瑕疵への対応については、契約において定める
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ものとする。 

受注者は、瑕疵担保責任を果たす上で必要な情報を整理し、その一覧を契約時に PMDA

に提出すること。情報の管理及び消去に関しては、「4.8.機密保持」を参照すること。 

 

 機密の保持 

本業務を実施する上で必要な機密保持に係る条件は、以下のとおり。 

① 受注者は、受注業務の実施の過程で PMDA が開示した情報（公知の情報を除く。以

下同じ。）、本業務に類似する業務を過去 PMDA から受注した者が提示した情報及

び受注者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しく

は漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じ、ISO/IEC27001 認

証（国際標準）又は JISQ27001 認証（日本工業標準）に従い、厳重に管理をするこ

と。また、瑕疵担保責任を果たす上で必要な情報については、瑕疵担保責任の期間

が終了するまで、同様に管理すること。 

② 受注者は、本受注業務を実施するにあたり、PMDA から入手した資料等については

管理台帳を作成して適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 

 用務に必要な場合を除き、複製しないこと。 

 用務に必要がなくなり次第、速やかに PMDA に返却、廃棄又は消去すること。 

受注業務が完了次第、「瑕疵担保責任の期間終了後速やかに上記①に掲げる情報を

返却、廃棄又は消去し、受注者において該当情報を保持しない」ことを誓約する旨

の書類を PMDA に提出すること。 

また、瑕疵担保責任の期間が終了した後は、速やかにそれら情報をデータ復元ソフ

トウェア等を利用してもデータが復元されないように完全に消去すること。データ

消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した証明書を作業ログとともにPMDAに

対して提出すること。なお、データ消去作業に必要な機器等は、受注者の負担で用

意すること。 

③ 受注者は、「秘密保持等に関する誓約書」を PMDA に提出し、これを遵守しなけれ

ばならない。「秘密保持等に関する誓約書」には、受注業務に従事する者を列挙し、

従事者以外に機密情報を閲覧させてはならない。また、本受注業務実施中に従事者

に変更が生じた場合は、速やかに「秘密保持等に関する誓約書」を改訂し、提出しな

ければならない。 

④ 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

⑤ 受注者は、機密保持に係る措置の実施状況について、PMDA が定期又は不定期の検

査を行う場合には、これに応じること。 

⑥ 受注者は、万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及

び手順等を明記した書面を事前に PMDA に提出すること。また、そのような事態

が発生した場合は、直ちに PMDA に報告するとともに、当該手順等に基づき可及

的速やかに修復すること。 
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 知的財産権の帰属 

本業務で作成したすべてのドキュメント類の作成物の著作権（著作権法第 21 条から第

28 条に定めるすべての権利を含む。）は PMDA に帰属するものとする。 

本件に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争

の原因が専ら PMDA の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処

理すること。この場合、PMDA は係る紛争の事実を知ったときは、受注者に通知し、必

要な範囲で訴訟上の防衛を受注者にゆだねる等の協力措置を講ずるものとする。 

 

 環境への配慮 

環境への負荷を低減するため、以下に準拠すること。 

 本件に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号）に基づいた製品を可能

な限り導入すること。 

 

 疑義 

本仕様書に明記されていない事項または、疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する

ものとする。また、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施のうえで当然行

わなければならないと認められるものについては、受注者において補足するものとする。 

 

 その他 

 本業務を遂行するために PMDA に対する資料要求､要望等がある場合は､原則文書にて行う

こと。 

 本業務における提出物等の公表にあたっては､支援事業者名も併せて公表することとする｡ 

 国、独立行政法人（500 人以上）、政府関係法人、地方自治体、製薬メーカー等において、

人事・給与・評価等業務コンサルティングを元請けとして請け負った実績について説明をす

ること。 

 応札にあたっては、必ず入札説明会に参加した上で、最低限、以下の書類の内容を熟知して

おくこととする。 

ア PMDAパンフレット 

イ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 

ウ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構平成16～28年事業年度業務報告 

エ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員就業規則 

オ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程 

カ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程の実施細則 

キ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程 

ク 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程の実施細則 

ケ 職員退職手当支給規程 

コ 継続雇用職員就業規則 

サ 任期付職員就業規則 
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シ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構育児休業等に関する規程 

ス 独立行政法人医薬品医療機器総合機構育児休業等に関する規程の実施細則 

セ 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関す

る実施細則 

ソ 国家公務員法 

タ 一般職の職員の給与に関する法律 

チ 人事院規則（９－８、１１－４、１９－０等） 

ツ 人事評価マニュアル（内閣人事局・人事院） 

※上記アからセについては PMDA ホームページよりダウンロードすること。 

http://reiki.pmda.go.jp/FormLibrary/A_001_Index.aspx 

 

5. 窓口連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 総務部 人事課 

担当者：矢田 真子 

電話：03-3506-9427 

FAX：03-3506-9417 

メール：yata-masako@pmda.go.jp 

 

 

 

 

 

mailto:yata-masako@pmda.go.jp


別紙１ 資料の閲覧について 

 

1. 閲覧対象物 

①現行人事評価制度参考資料 

②PMDA における Career Development Program 

③PMDA の職員構成等資料 

 

2. 閲覧場所 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構内 

 

3. 閲覧期間 

平成 30 年 2 月 5 日（月）から平成 30 年 2 月 20 日（火）までの平日（10:00～17:00） 

 

4. 閲覧上の注意 

(1) 閲覧に際しては、5.連絡先に電話もしくはメールにて連絡し、社名・連絡先・人数等

を登録すること。なお、3.閲覧期間の後半は閲覧場所を確保できなくなる場合がある

ので、早めに閲覧希望日時を登録すること。 

(2) 閲覧前に別紙様式１に基づき秘密保持誓約書を作成し、捺印の上 PMDA に提出する

こと。 

(3) 一回あたりの閲覧時間は 1 時間程度とする。閲覧回数は原則制限しない。 

(4) 閲覧時に個々の内容に関する質問に応じることはできない。質問がある場合は、所

定の手続きをとること。 

 

5. 連絡先 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構総務部 人事課  矢田 真子 

電話：03-3506-9427 

メール：yata-masako@pmda.go.jp 

 



（別紙様式 1） 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中 

秘密保持等に関する誓約書 

○○会社（以下「弊社」という。）は、貴機構の人事制度見直しに係るコンサルティング

業務（以下「本案件」という。）に関わる資料を閲覧するにあたり、以下の事項を遵守する

ことを誓約いたします。 

 

 

1. 弊社は、本案件見積作業のために必要な者（次頁に記載する者をいう。以下同じ。）以

外は見積作業に従事させません。ただし、本案件見積作業中に人員の追加又は変更が生

じる場合は、貴機構に届け出を行い了承を得るものとします。 

2. 弊社は、媒体及び手段を問わず、貴機構から開示若しくは提供された貴機構の秘密情報

（以下「本件秘密情報」という。）を、本案件見積作業のために必要な者以外には開示い

たしません。ただし、以下の項目については秘密情報に含まないものとします。 

(1) 弊社が貴機構から開示を受けた時点で既に公知であったもの 

(2) 弊社が貴機構から開示を受けた時点で既に所有していたもの 

(3) 弊社が貴機構から開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの 

(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの 

(5) 法令または裁判所等の命令により開示を義務づけられたもの 

3. 弊社は、本案件見積作業のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないため

の厳正な措置を講じることとします。 

4. 弊社は、本件秘密情報を本案件見積作業のみに限るものとし、他の目的には一切使用い

たしません。 

5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件秘密情報を複写又は複製いたしま

せん。 

6. 弊社が本誓約書の内容に違反したこと等により本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が

発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。 

なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。 

7. 本誓約は、本案件見積作業終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する

事を確認します。 



（別紙様式 1） 

 

以上 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

東京都○○区・・・ 

○○株式会社       担当部長（以上）   ○○ ○○  部長印 

 

 

 

 

 

 

 本案件見積作業に従事する者は下記の者とする。 

 

記 

 

 

○○株式会社 

  ○○○○○部              ○○ ○○ 

  ○○○○○部              ○○ ○○ 

 

 

 


