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仕 様 書 

 
１ 件 名 

郵便貯金管理業務に係る監査業務の支援の委託 

 

２ 内 容 

受託者は、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。）が、株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆうち

ょ銀行」という。）及び日本郵便株式会社（以下「日本郵便」という。）に対

し実施する監査において、機構職員が行う監査先社員等へのヒアリング等の

記録作成や各種帳簿類の確認等の補助作業及び記録作成のほか、専門的知識

を有効に活用し、監査業務を支援するものとする。 

 (1) 監査項目（予定） 

ア 顧客情報管理態勢 

イ 苦情申告等管理態勢 

ウ 犯罪の防止態勢 

エ その他業務品質の確保に係る事項 

オ 会計業務の適正性 

カ その他、上記項目に類する項目（外部環境の変化に伴う項目を含む。） 

(2) 作業内容 

ア 監査支援作業 

ゆうちょ銀行及び日本郵便の監査において、次の作業を実施する。 

(ｱ) 店舗等（ゆうちょ銀行及び日本郵便） 

 Ａ 監査項目の検証 

 Ｂ ヒアリング内容の記録 

 Ｃ 発見事項に係る文書の素案作成及び修正 

 Ｄ 監査項目検証結果の取りまとめ（監査プログラム記録内容の確認） 

 Ｅ 監査証跡の写し取得（証跡のコピー） 

 Ｆ 監査終了後の不備事項等の報告（機構へのメール送信による報告） 

 Ｇ その他監査に係る付帯作業 

(ｲ) 本社（ゆうちょ銀行及び日本郵便） 

  Ａ 中間ヒアリング     

  (A) ヒアリング内容の記録 

   (B) 監査証跡の写し取得（証跡のコピー） 

   (C) ヒアリングにおける宿題事項の確認 

(D) その他監査に係る付帯作業 

Ｂ 本社監査  

 上記Ａと同じ 

イ 監査記録の作成作業 

上記ア「監査支援作業」の取りまとめ作業を行う。 
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(ｱ) 店舗等 

契約締結後、機構貯金部業務課（以下「主管担当」という。）から提

示する様式「業務監査報告書」の別紙「監査プログラム」に確認した

書類、確認期間、ヒアリングの対象者及びヒアリング内容等が明確と

なるよう過不足なく記入する。 

    (ｲ) 本社 

     Ａ 中間ヒアリング 

       上記イ(ｱ)と同じ。 

Ｂ 本社監査 

契約締結後、主管担当から提示する様式「本社確認事項兼ヒアリ

ングシート」にヒアリングの対象者及びヒアリング内容等が明確と

なるよう過不足なく記入する。     

(3) 前提条件 

ア 令和 3 年 5 月から令和 4 年 3 月までの間に店舗等 4 回（1 回の実地監

査でおおむね 5 か所）、本社 2 回（ゆうちょ銀行及び日本郵便の本社）、

合計 6回の実地監査を行う。 

各回の往査は、原則として、連続した日程で行うものとする（本社を

除く）。 

なお、実地監査に替えてリモート監査を実施する場合がある。 

イ 監査の支援者は公認会計士又は公認内部監査人（以下「ＣＩＡ」とい

う。）の資格を有する者とし、人数は必要に応じて 1名ないし 2名とする。 

なお、特別の事情がない限り、年間を通じて同一の者とするが、年間

を通じて同一の者と出来ない場合、引継に要する作業時間は監査支援の

作業実績時間に含めないこととする。 

(4) 作業時間等（予定） 

  作業時間 合計 232時間（予定）  

  報告書等 合計 20式（予定） 

監査対象 種別 作業時間等（予定） 報告書等数（予定） 

店舗等 

 

 

 

152Ｈ 

（8Ｈ×19か所×1名） 
16式 

本社 
（ゆうちょ銀行
／日本郵便） 

中間ヒアリング 
16Ｈ 

（8Ｈ×2か所×1名） 
2式 

本社監査 
64Ｈ 

（8Ｈ×4か所×2名） 
2式 

(5) 監査対象（監査実施数は予定） 

監査対象 会社 対象となる組織 

店舗等 ゆうちょ銀行 ・支店又は出張所（4か所）※ 

・貯金事務センター又はパートナーセンター（6か所）※ 

日本郵便 ・支社 （2か所）※ 

・郵便局（4か所）※ 

本社 ゆうちょ銀行 ・本社 
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／日本郵便 （中間ヒアリング×1回、本社監査×1回） 

 ※ 北海道、東北、関東、南関東、東京、信越、北陸、東海、近畿、四国、中国、九

州及び沖縄地方に設置されている店舗等のいずれかに監査を実施。 

(6) 納入成果物 

監査対象 種別 納入成果物 納入形式 

店舗等  業務監査報告書 
印刷物 1部（注 1）及び

電子ファイル（注 2） 
本社 中間ヒアリング 業務監査報告書 

本社監査 本社確認事項兼ヒアリングシート 

  注 1：納入の際、監査拠点で入手した資料を添付すること。 

  注 2：電子ファイルは電子メール等により納入することとし、当該電子ファ

イルにはパスワードを付すこと。 

(7) 納入期限 

原則として、監査実施日から 1か月以内とする。 

ただし、本社については監査実施日から 2週間以内とする。 

 

３ 委託期間 

令和 3年 4月 1日（木）から令和 4年 3月 31日（木）まで。 

 

４ 履行確認等 

    履行確認のため、以下の書類を期日までに主管担当に提出する。 

提出物 内容 提出期限 

監 査 支 援 確 認 書 

（別添） 

期日、時間、場所を記載し

たもの 

納入成果物の提出時 

作業報告書 

（様式適宜） 

作業者、作業時間及び諸経

費額等を記載したもの 

作業発生月の翌月 15

日 

 

５ 履行場所及び履行日等 

主管担当が別に指示する場所及び日時とする。 

 

６ 諸経費 

本契約にかかる諸経費については契約額に含まれるものとする。ただし、

監査に伴う交通費、宿泊費等については次のとおり、実費を機構が負担する。 

なお、交通費、宿泊費等の請求に当たっては、その支払を証明するに足る

書類（領収書等）を添付するものとする（航空機を利用した場合は搭乗券等

も併せて添付するものとする。）。 

おって、次に定めるもののほか、諸経費に含まれるか否かの疑義が生じた

ものに関しては、受託者は主管担当にその旨を事前に通知するものとし、主

管担当による書面による承認を得た場合に限り、諸経費に含まれるものとする。 

(1) 鉄道及び航空機の利用に当たっては、普通運賃(グリーン車及びスーパー
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シート等の特別料金を除く。)とする（交通費については特段の事情がない

限り最も経済的な移動方法による額とし、監査日程等が確定した時点で、購

入可能な割引運賃（往復割引等）を優先して利用する。）。 

(2) 宿泊費については上限 1万円(税込)とする。 

なお、宿泊費とは素泊りにかかる費用（宿泊税を含む。）のことを指し、

食事代（朝、昼、夕食代）は受託者負担とする。   

(3) 上記(1)及び(2)について、旅行会社等を通じてチケットを手配した場合に

生じる料金（旅行会社等への手数料やクレジットカード決済のための料金等）

は受託者負担とする。 

(4) 主管担当の都合により発生した諸経費 

  

７ 資格要件 

本業務への受託者は次の資格を満たしていることを条件とする。 

(1) 機構、ゆうちょ銀行、日本郵便の会計監査人又は外部監査人でないこと。 

(2) 本業務を受託することにより、受託者とゆうちょ銀行又は日本郵便と本件

受託業務契約期間中における関係が利益相反の関係に該当することとなら

ないこと。 

なお、この場合において、利益相反の関係とは、受託者が自己又はゆうち

ょ銀行若しくは日本郵便の利益を図ること等により機構の利益を損なう可

能性があることをいい、例えば、ゆうちょ銀行又は日本郵便の預金に係る業

務に関する内部統制又は監査態勢の構築の支援等に本件受託業務契約期間

中に深く携わること等をいう。 

(3) 公認会計士又はＣＩＡの資格を有する者を担当者とできること。 

(4) 過去 10 年以内に、旧日本郵政公社の郵便貯金業務、機構の郵便貯金管理

業務又は銀行業その他の金融業に係る業務について、監査業務等の実務の経

験者を有する法人又は個人であり、当該経験者を本件業務の担当者として確

保できること。 

  なお、過去 1年以内にゆうちょ銀行又は日本郵便の社員として在籍してい

た者は本件業務の担当者にはできない。 

(5) 本業務内容及びその事項に係る秘密事項において守秘義務を負うことが

できること。 

  

８ 再委託の禁止 

受託者は、本件受託業務の全部又は一部を第三者（受託者の子会社（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。 

 

９ 個人情報の保護及び秘密の保全 

(1) 秘密の保持 

本件受託業務を履行するに当たり知り得た機構並びにゆうちょ銀行及び
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日本郵便の業務上の秘密、個人情報、取引先の情報等を第三者に漏らし、複

製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならないものとする。なお、本契

約が終了した後も同様とする。 

(2) 情報の管理 

  本件受託業務の履行に当たり、電子ファイルへのパスワード設定、使用す

るパソコンへの有効なウイルスチェックソフトのインストール等、情報漏え

い防止のための適切な安全管理措置を講じなければならない。 

(3) 情報の漏えい等発生時における対応 

本件業務において情報の漏えい等が発生した場合、受託者は即時に原因等

を究明し対応の上、併せて主管担当に当該事由が発生した日時、場所等の内

容及び対応状況を直ちに報告することとし、主管担当が指示する場合は、そ

の指示に従うこと。 

(4) 受託作業終了時における情報の消去及び媒体等の返却 

受託者は、契約の履行に際して主管担当から提供を受けた情報については、

受託作業終了後、直ちに情報が記録されている媒体を主管担当へ返却すると

ともに、主管担当の承認を得た場合を除き、情報を複製していない旨の証明

書（様式適宜）を主管担当へ提出しなければならない。 

なお、受託者において主管担当の承認を得て情報をパソコン等に登録して

いる場合は、受託作業終了後、受託者は直ちに一切のデータを消去し、デー

タ消去に関する報告書（様式適宜）を主管担当に提出すること。 

 

10 委託契約の解除 

受託者が以下の事項に該当する行為があった場合は、委託契約の解除がで

きるものとする。 

(1) 前記７に掲げる資格要件を満たしていないことが判明したとき。 

(2) 前記９(1)「秘密の保持」に反した行為を行ったとき。 

(3) 正当な理由なく、作業が遅延したとき又は作業に着手しないとき。 

(4) 作業状況に著しく誠意を欠くと認められたとき。 

(5) 上記(1)から(4)のほか、受託者において、委託契約を継続しがたい事象を

発生させたとき。 

 

11 その他 

(1) 仕様書の詳細については、主管担当（03-5472-7104）の指示によること。 

(2) 委託内容に疑義が生じた場合は、主管担当に相談するものとする。 

なお、契約手続等の疑義については、機構総務部会計課（契約担当）

（03-5472-7103）あて照会すること。 

(3) 履行完了後、速やかに履行完了届兼検査調書及び請求書を主管担当あて提

出すること。 

以上  


