
 仕 様 書  

 

１ 件名 

簡易生命保険管理業務に係る各種資料の作成補助等の業務に従事する労働者派遣 

 

２ 派遣先の名称、所在地及び就業場所 

⑴  名称 

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構（以下「機構」

という。） 

⑵ 所在地 

東京都港区虎ノ門５丁目１３番１号 虎ノ門４０ＭＴビル３Ｆ 

  ⑶ 組織単位・配属先 

保険部業務課 （以下「主管担当」という。）(03-5472-7107) 

 

３ 業務内容 

 ⑴ 事務用機器による Microsoft Office Word 2016（以下「Word」という。）、Microsoft 

Office Excel 2016（以下「Excel」という。）、Fuji Xerox DocuWorks8（以下「DocuWorks」

という。）等を利用した各種資料等の作成等(文字・データ入力、データ集計、編集、

加工、演算処理、グラフ・表の作成、分析、統計、データ管理等)、ファイリング及び

付随する業務（電話対応、各種研修への参加等を含む） 

⑵ 電話応対（簡易なものに限る） 

 ⑶ 官公署への各種届出及び証明書類の取得業務に関すること 

 ⑷ 庶務業務全般（郵便局への郵便物等の差出しを含む） 

 

４ 業務を遂行するために必要とされる知識、能力又は経験水準 

⑴ 次のオペレーティング・システムの基本的知識及び業務経験（ファイルやフォルダの

移動、コピー及び削除等）を有すること。 

 ・Microsoft Windows10 

  なお、日商 PC 検定３級程度のレベル（企業実務に必要とされる基本的な IT・ネット

ワークの知識、スキルを有し、自己の業務に利活用することができる）の知識等を有し

ていることが望ましい。 

 ⑵ Wordの基本的知識を有し、日常業務において支障なく使いこなせること。 

   なお、Wordを使用した業務を１年以上経験していること。 

  ・文書の作成及び保存 

 ・既存ファイルの編集  

・文書スタイルの編集 

・画像の操作 

・段落のカスタマイズ 

・表のカスタマイズ 

等の操作が自力で行えること。 

⑶ Excelの基本的知識を有し、日常業務において支障なく使いこなせること。 

  なお、Excelを使用した業務を１年以上経験していること。 

  ・表（管理帳票・計算表等）の作成及び保存 

・既存ファイルの編集 



・各種印刷設定 

・書式設定 

・データの集計・並び替え 

・グラフの作成 

等の操作が自力で行えること。 

 ⑷  ⑴、⑵及び⑶に係る派遣労働者のスキルに不足があると派遣先が判断した際には、派

遣元は業務を遂行するために必要な研修を派遣労働者に対して行うこと。 

⑸ 複合機による各種書類のスキャン及びパソコンによるスキャンしたデータの

Docuworksでの取り込み等の処理が支障なく行えること。 

⑹  キーボードやテンキーの入力が迅速かつ正確にでき、文字入力速度が10分あたり 400

字以上であること。 

⑺  電話応対に係る業務を１年以上経験していること。 

⑻  個人情報保護法、情報セキュリティを理解しており、個人情報が記載されている記録

媒体の使用及び管理を徹底できること。 

 

５ 派遣労働者の事前確認 

派遣元は派遣労働者の決定に当たり、４⑴、⑵、⑶及び⑹に掲げる経験を有しているこ

との確認できる書類を事前に派遣先責任者へ提出すること。 

 

６ 派遣期間 

令和３年４月１日（木）から令和４年３月３１日（木）まで 

（派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日 令和４年４月１日） 

 

７ 派遣人員 

１名  

 

８ 就業日、就業時間、休憩時間及び時間外勤務、休日労働等 

⑴ 就業日 

 月曜日から金曜日までの毎日。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日及び 

１２月２９日から１月３日までの日（１月１日を除く。）を除く。 

⑵  就業時間 

９時３０分から１７時３０分まで（業務の都合上、変更する場合もある。） 

⑶ 休憩時間 

１２時００分から１３時００分まで 

⑷ 時間外勤務 

   派遣先は派遣労働者に対して月１時間を限度とした範囲において時間外勤務を命令す

ることができるものとする。 

 ⑸ 時間外、休日及び深夜の割増賃金については、労働基準法第３７条に定める割増賃金

を支払うものとする。時間単位に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

⑹ 就業時間中に作業に従事できなかった場合 

   就業時間中に、病気等の事由により派遣労働者が作業に従事できなかった場合は、そ

の時間を未就業時間として整理し、派遣労働者が従事すべき時間について１か月分（そ

の月の初日から末日まで）を合算し、その合計時間から未就業時間相当分を減じるもの



とする。 

⑺ 派遣労働者の責任によらず作業に従事できなかった場合 

   派遣労働者が、交通機関等の遅延により作業の開始時刻に間に合わなかった場合にお

いて交通機関等の遅延証明を派遣先責任者に提出して認められたときや、派遣労働者の

安全衛生の確保及び自然災害等により派遣先責任者の指示において作業に従事しない時

間があった場合は、その時間は従事したものとみなす。 

⑻ 端数整理 

   就業時間は５分単位で計算し、端数は切り捨てるものとする。 

 

９ 一人当たりの総派遣労働時間（予定） 

  １，７０６時間（平日（７時間／日×２４２日＋時間外勤務１時間／月×１２か月）） 

 

10 指揮命令者及び指揮命令者の役割 

⑴ 指揮命令者 

保険部業務課 課長及び職員       

⑵ 指揮命令者の役割 

就業場所において、派遣労働者に業務内容に関する具体的な指示を行う。 

 

11 派遣先責任者及び業務範囲  

⑴  派遣先責任者 

保険部業務課 課長 柴田 徹 

⑵ 派遣先責任者の業務範囲 

  ア 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知 

  イ 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業主との連絡調整 

  ウ 派遣先管理台帳の作成及び保存に関すること 

  エ 派遣労働者から苦情申立てがあった場合の処理 

  オ その他必要と認められる業務 

 

12 派遣労働者への便宜供与及び福利厚生に関する措置 

⑴ 業務の遂行に必要な建物の一部（トイレ及び指定するロッカー等）、機器類、備品、消

耗品類、式紙、光熱及び水道等は無償で使用できるものとする。ただし、これらの使用

にあたっては、善良な管理者の注意を払うこと。 

⑵  機構が提供する備品類以外の備品等は派遣元において負担すること。 

なお、派遣元側で用意した備品等を派遣先に持ち込むときは、事前に主管担当の承諾

を得ること。 

 

13 安全及び衛生  

パソコン等（いわゆる VDT（Visual or Video Display Terminals））を連続して操作す

る時間は１時間までとする。 

また、１時間連続して操作した時は、少なくとも１０分間の VDT作業の休止時間を与え

る。 

 

14 派遣労働者からの苦情処理 

（1）派遣先で苦情の申出を受ける者 



保険部業務課 課長 柴田 徹 

⑵ 苦情処理の方法、連携体制等 

派遣元又は派遣先において派遣労働者から苦情の申出を受けたときには、ただちに派

遣元責任者及び派遣先責任者へ連絡することとし、それらの責任者が中心となって、誠

意を持って、遅滞なく、その苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果につ

いて派遣労働者に必ず通知する。ただし、自らでその解決が容易であり、即時に処理し

た苦情を除く。 

 

15 派遣先の規律・秩序維持 

派遣元は、派遣労働者が指揮命令に忠実に従い、職場の規律、秩序及び施設管理上の諸

規則、作業心得並びに次項に定める守秘義務等を遵守し、就業上の諸規則を違反しないよ

うに、教育指導等適切な措置を講じること。 

派遣労働者がこれらに違反した場合、派遣元は連帯してその責務を負わなければならな

い。 

 

16 秘密保持義務の遵守 

⑴ 派遣元は、派遣労働者が業務の遂行に際して知り得た機構の業務上の機密、個人情報、

取引先の情報その他業務の遂行に当たって知り得た情報を第三者に漏らし、複製し、目

的外に利用し、又は持ち出してはならないようにするため、派遣労働者に対して情報の

秘密保持義務を遵守させるよう必要な措置を講じなければならない。 

   なお、派遣期間が終了した後においても同様とする。 

⑵ 派遣労働者が⑴に違反することによって派遣先が損害を受けた場合、派遣元はその損

害を補償しなければならない。 

 

17 派遣労働者の継続性の確保 

⑴ 派遣元は、契約期間中、基本的に同一の労働者を派遣することとし、派遣労働者をむ

やみに交代してはならない。 

⑵ 派遣労働者の病気、事故、長期にわたる年次有給休暇等の取得その他の理由により、

１週間超の欠員が生じる場合は、派遣元は責任をもって、遅滞なく代替要員を確保する

こと。 

   なお、代替要員は、代替前の派遣労働者と同等の要件を満たす者であること。 

 

18 派遣労働者の交代 

⑴ 派遣先責任者は、次のいずれかの事情が発生した場合は、その理由を示して、派遣労

働者の交代を求めることができるものとする。 

  ア 業務処理に必要な要件を欠いているとき。    

イ 指揮命令に従わないとき。 

  ウ 正当な理由なく作業を著しく遅延させ、又は作業に着手しないとき。 

  エ 作業状況に著しく誠意を欠くと認められるとき。 

  オ 業務内容に対する不平不満を口にするなど、他の職員に対し、悪影響を及ぼす行為

があったと認められるとき。  

  カ 同様のミスを繰り返すなど、業務知識の習得に対する能力の欠如が認められるとき。 

  キ 職場の風紀を乱す行為があったと認められるとき。 

（2） 派遣元又は派遣労働者の都合により派遣労働者を交代する場合には、派遣元は原則と



して交代の３０日前までに主管担当あて書面により通知するとともに、確実な業務の引

継ぎを行い、交代した以降の業務に支障が生じないよう措置を講じること。 

なお、この場合の経費負担は、派遣元が負うものとする。 

 

19 派遣労働者の就業状況の通知 

派遣先責任者は、派遣元責任者に対し、派遣労働者の就業状況を１か月に１回以上、一

定の期日を定めて書面等で通知する。 

また、派遣元事業者から請求があった場合も、遅滞なく書面等で通知する。 

 

20 派遣期間等の変更 

 業務上の都合により、派遣期間、派遣人員等仕様書の内容に関し変更する場合は、１か

月以上の予告期間を設けて通知し、協議を行う場合がある。 

 

21 再委託の禁止 

 前記３に掲げる業務の全部又は一部を第三者（派遣元の子会社（会社法（平成 17 年法

律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に再委託してはな

らない。 

 

22 その他 

(1)   契約期間中の各月終了ごと及び契約期間終了後に、速やかに履行完了届兼検査調書及

び請求書を提出すること。 

⑵ 本業務の実施に伴い得られた著作物の著作権があった場合においては、当該著作権は

機構に帰属するものとし、派遣元及び派遣労働者は著作者人格権を行使しないこと。 

⑶ その他詳細については、主管担当の指示によること。 

⑷ この契約についての問い合わせ先は、総務部会計課（03-5472-7103）とする。 
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