
 

仕様書 

 

１ 件名 

簡易生命保険管理業務に係る監査業務の支援の委託 

 

２ 概要 

  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、

委託先である株式会社かんぽ生命保険（以下「かんぽ生命」という。）、簡易生命保険管理業務の再委

託先である日本郵便株式会社（以下「日本郵便」という。）及び株式会社かんぽ生命の情報システムの

開発に係る委託先（以下「システム関連」という。）に対し実施する監査において、専門的知識を有効

に活用し、監査項目の作成、各監査項目に関する各種帳簿類の監査、ヒアリング、記録作成等を実施

することにより、監査に係る業務全般を支援するものとする。 

 

３ 委託内容 

  (1) 業務監査 

ア 各監査項目に対する監査事項の作成支援、監査手法の改善提案等 

  イ 監査の支援 

   (ｱ) 監査項目に基づく監査 

   (ｲ) 監査対象部署への質問表等によるヒアリング 

  ウ 監査結果の記録の作成 

  エ 指摘事項の作成支援 

 (2) システム監査 

  ア 各監査項目に対する点検、監査事項の作成支援等 

  イ 監査の支援 

   (ｱ) 監査項目に基づく監査 

   (ｲ) 監査対象部署への質問表等によるヒアリング 

  ウ 監査結果の記録の作成 

  エ 指摘事項の作成支援 

 (3) 会計処理の適正性に関する監査 

ア 決算データ等の検証 

(ｱ) 責任準備金等保険契約準備金に係る仕組みの確認 

(ｲ) 抽出検査及び網羅性の確認による責任準備金等保険契約準備金の算出の正当性（算出方法書に

基づき正しく算出されていること）の検証 

(ｳ) 責任準備金等保険契約準備金の推移の妥当性の検証 

(ｴ) 契約者配当準備金に係る財務諸表の注記額に関するかんぽ生命の算出方法書に対する評価及

び算出額の検証（期末決算に対する監査時のみ実施） 

イ 監査対象部署への質問表等によるヒアリング 

ウ 監査結果の記録の作成 

(4) その他附帯業務（監査時に受領した資料及び録音データの整理等） 

 

４ 監査項目（予定） 

 (1) 業務監査 

ア 業務品質の確保 



イ 犯罪の防止態勢 

ウ 顧客情報管理態勢 

エ 苦情・申告等処理態勢 

オ 保険金等支払管理態勢 

カ 契約維持管理態勢 

キ 取引時確認の実施態勢 

ク かんぽ生命の外部委託先管理態勢 

(2) システム監査 

  ア システム開発等に伴うシステムリスク管理態勢 

  イ 会計システムに係るシステムコントロールに関する監査 

(3) 会計処理の適正性に関する監査 

   決算データ等の検証（期末決算及び中間決算） 

   

５ 契約期間 

   契約締結日から令和６年３月 31 日（日）まで 

 

６ 前提条件 

 (1) 監査の際に使用している直近のチェックリスト・質問表等の内容はもとより、その根拠となる関

係規程類・マニュアル、過去の監査結果等については、必要に応じて機構保険部業務課（以下、「主

管担当」という。）から貸与するので、本支援等の実施者は、受託者の費用及び責任により本支援等

に支障がないように十分把握すること。 

 (2) システム監査については、過去の監査結果等を元に監査手法を提案し、事前に主管担当の承諾を

受けて開始することとし、監査事項及び監査場所については、主管担当との協議により決定するこ

と。 

 (3) 保険会社を専門に監査している部門等を配置している又は過去３年以内に継続して保険会社に対

して監査業務を実施した実績があり、当該部門又は当該業務を担った社員を参加させること。 

 

７ 作業時間（予定） 

  合計 1,772 時間 

 (1) 業務監査（1,136 時間） 

作業内容 作業時間（予定） （参考）作業時間の内訳 

各監査項目に対する監査

事項の作成支援、監査手

法の改善提案等 

516 時間 

・初回            324 時間 

・２回（上期・下期）      192 時間 

 

108 時間×３人×１回 

32 時間×３人×２回 

監査項目に基づく監査

（監査結果事項の作成に

当たっての提案等含む。） 

476 時間 

・かんぽ生命サービスセンター 32 時間 

・かんぽ生命支店       84 時間 

・かんぽサービス部      252 時間 

・日本郵便郵便局       108 時間 

 

16 時間×２人×１回 

６時間×２人×７回 

６時間×２人×21 回 

６時間×２人×９回 

監査（監査対象部署への

質問表等によるヒアリン

グ) 

96 時間 

・かんぽ生命本社       64 時間 

・日本郵便本社        32 時間 

 

16 時間×２人×２回 

16 時間×２人×１回 

指摘事項の作成支援 48 時間 16 時間×３人×１回 

 (2) システム監査（486 時間） 



作業内容 作業時間（予定） （参考）作業時間の内訳 

各監査項目に対する点

検、監査事項の作成支援

等 

324 時間 36 時間×３人×３回 

監査の支援 90 時間 

・システム関連        54 時間 

・かんぽ生命本社       36 時間 

 

６時間×３人×３回 

６時間×３人×２回 

監査結果の記録の作成 42 時間 

・システム関連        24 時間 

・かんぽ生命本社       18 時間 

 

８時間×３人×１回 

９時間×１人×２回 

指摘事項の作成支援 30 時間 10 時間×３人×１回 

(3) 会計処理の適正性に関する監査（150 時間） 

作業内容 作業時間（予定） （参考）作業時間の内訳 

決算データ等の検証 116 時間 

・期末決算          64 時間 

・中間決算          52 時間 

 

32 時間×２人×１回 

26 時間×２人×１回 

監査対象部署への質問表

等によるヒアリング 

８時間 

・期末決算           ４時間 

・中間決算           ４時間 

 

２時間×２人×１回 

２時間×２人×１回 

監査結果の記録の作成 26 時間 

・期末決算          16 時間 

・中間決算          10 時間 

 

８時間×２人×１回 

５時間×２人×１回 

 

８ 監査日程・場所及び監査実施者数（予定） 

監査場所及び監査実施者数は、以下のとおりとし、詳細については、主管担当の指示によるものと

する。 

監査場所は、主管担当が確保することとし、監査の２週間前までに監査日程及び監査場所を通知す

る。ただし、天候、交通事情、監査対象組織の都合等により監査を行い難いときは、主管担当の指示

によるものとする。 

また、監査実施者数は、監査１拠点ごとに１日あたり１名から３名（予定）とし、主管担当が指示

する人員を確保することとする。 

なお、各種監査については同時並行で実施する可能性がある。 

監査対象組織 監査場所（予定） 監査実施者数（予定） 

かんぽ生命 北海道、東北、東京、北陸、近畿、中

国、九州 

※ Web 会議システムを活用したリ

モート監査も検討。 

本社１日あたり２名、 

支店１拠点あたり１日２名、 

サービスセンター１拠点あたり１日２名 

日本郵便 本社１日あたり２名、 

支社１拠点あたり１日２名、 

郵便局１拠点あたり１日１名 

システム関連 システム関連１日あたり３名 

会計処理関連 会計処理関連１日あたり２名 

 

９ 納入成果物 



納入成果物の種類、媒体種別及び納入期限は、以下のとおりとし、主管担当が指定する場所及び日

時に納入すること。ただし、納入成果物の納入期限等に変更の必要が生じた場合には、主管担当が別

途指示するとおりとする。 

(1) 業務監査 

納入成果物 媒体種別 納入期限 

チェックリスト（各監査項目に係る

改善提案を含む。） 

電子媒体 各監査開始日の７日前 

監査結果を記入したチェックリス

ト 

電子媒体 各監査終了日の 14 日後 

ヒアリング実施時の録音記録 電子記録媒体 

（ＣＤ－Ｒ等） 

各実地監査終了日の 14 日後 

ただし、実地監査時の受領資料の電

子記録媒体については、紙媒体の資

料をスキャンしたデータを格納す

る。 

監査時の受領資料 電子記録媒体 

（ＣＤ－Ｒ等） 

指摘事項に係る提案書 電子媒体 最終本社監査（かんぽ生命本社及び

日本郵便本社）開始日の 21 日前 

 (2) システム監査 

納入成果物 媒体種別 納入期限 

チェックリスト（各監査項目に係る

改善提案を含む。） 

電子媒体 各監査開始日の７日前 

監査結果を記入したチェックリス

ト 

電子媒体 各監査終了日の 14 日後 

ヒアリング実施時の録音記録 電子記録媒体 

（ＣＤ－Ｒ等） 

各監査終了日の 14 日後 

ただし、監査時の受領資料の電子記

録媒体については、紙媒体の資料を

スキャンしたデータを格納するこ

とする。 

監査時の受領資料 電子記録媒体 

（ＣＤ－Ｒ等） 

指摘事項に係る提案書（監査結果に

おけるリスク評価等） 

電子媒体 各監査終了日の 30 日後 

(3) 会計処理の適正性に関する監査 

納入成果物 媒体種別 納入期限 

期末決算に係る報告書 電子媒体及び紙媒体 監査終了日の 14 日後 

中間決算に係る報告書 電子媒体及び紙媒体 監査終了日の 14 日後 

 

10 履行確認 

本仕様書に係る業務の実施状況について、作業者、作業時間、交通費及び諸経費額等を機構が確認

できる「作業報告書」（様式適宜）を作成し、作業等が発生した月の翌月 15 日までに主管担当に提出

すること。ただし、令和６年３月分の「作業報告書」については、令和６年３月末までに主管担当に

提出すること。 

 

11 諸経費 

本契約には、本件業務に係る諸経費を含むものとする。ただし、監査に伴う交通費・宿泊費等につ

いては、以下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、その支払い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、航空チケット半券等も併せて添付するものとする。）。 

おって、以下に定めるもののほか、諸経費に含むかの疑義があるものについては、受託者が主管担

当にその旨を事前に通知するものとし、主管担当から書面による承認を受けた場合に限り、諸経費に

含むものとする。 

(1) 鉄道、航空機等の利用に当たっては、普通運賃等（グリーン料金、スーパーシート料金等を除く。） 

とする（交通費については、特別の事情等がない限り、最も経済的な通常の経路及び方法による額

とし、監査日程等が確定した時点で、予約・購入可能な割引制度（往復割引、パック商品等）を積

極的に活用する。）。 

(2) 宿泊費については、１日につき上限１万円（税抜)とする。 

   なお、宿泊費とは、素泊料を指し、食事代（朝・昼・夕食代）は、受託者が負担する。 

   また、食事代が加味されているパック商品を利用した場合には、食事代が明確に分離できるとき

はその額を、分離できないときは相当額を差し引いた額を宿泊費とする。 

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

の手数料やクレジットカード決済の手数料等）が発生した場合は、受託者が負担する。 

(4) 主管担当の都合により発生した諸経費 

 

12 資格要件 

受託者は、次の資格を満たしていること。 

(1) 本件業務等を確実に遂行するために、本件業務の実施者は、常勤の者とし、契約期間を通じて、

できる限り同一の者（最低２名は契約期間を通じて同一の者となるよう固定）とした人員が確保で

きること。ただし、主管担当の承認を受けて、過去に本件業務を行った経験のある者を担当者とす

る場合は、この限りではない。 

(2) 主たる担当者は、生命保険業務に係る監査の実務を経験した者とすること。 

また、上記３(2)の業務については、次のアからエまでに掲げるいずれかの要件を満たすこと、上

記３(3)アの業務については、オに掲げる要件を満たすこと。 

  ア 情報処理技術者試験のうち、独立行政法人情報処理推進機構が実施する「システム監査技術者 

試験」の合格者であること。 

イ 情報システムコントロール協会の「公認情報システム監査人」であること。 

ウ 特定非営利活動法人日本システム監査人協会の「公認システム監査人」であること。 

エ 一般社団法人日本内部監査協会の「情報システム監査専門内部監査士」であること。 

オ アクチュアリーの資格を有する者であること。 

(3) 機構及びかんぽ生命の会計監査人でない等、利益相反の関係に該当しないこと。 

(4) 個人情報保護に関する内部規程を定めてあり、個人情報について守秘義務を負うことができるこ

と。 

また、今回委託する内容及びその事項に係る秘密事項について、守秘義務を負うことができるこ

と。  

 

13 情報の保全及び個人情報の取扱い 

(1) 守秘義務 

受託者は、本件業務の履行に際し知り得た機構、かんぽ生命、日本郵便及びシステム関連の業務

上の秘密、個人情報並びに取引先の情報等（以下「情報」という。）については、適切に管理し、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。本契約が終了し

た後においても同様とする。 



(2) 情報の漏えい等発生時における対応 

   契約の履行中、履行後を問わず情報の漏えい等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったとき

は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、原因等を究明し対応の上、主管担当に当該事由が発生し

た日時、場所及び対応状況等を報告すること。 

また、主管担当が指示する場合は、その指示に従うこと。 

(3) 本件業務終了時における媒体等の返却及び情報の消去 

受託者は、契約の履行に際し主管担当から提供を受けた情報については、本件業務終了後、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、主管担当が承認した場合を除き、情

報を複写していない証明書（様式適宜）を主管担当に提出すること。 

なお、受託者において、主管担当の承認を受け情報をパソコン等に登録している場合は、本件業

務終了後、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。ただし、主管担当が承認した場合は、この限りではない。 

 

14 再委託の禁止 

 受託者は、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。）に委託してはならない。 

 

 

15 契約の解除 

  受託者が以下の事項に該当するときは、本契約の解除ができるものとする。 

(1) 上記 13(1)に反した行為を行ったとき。 

(2) 正当な理由なく、作業を遅延したとき又は作業に着手しないとき。 

(3) 作業状況に著しく誠意を欠くと認められたとき。 

(4) 上記 12 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。 

(5) その他、受託者において、本契約を継続しがたい事象を発生させたとき。 

 

16 その他 

(1) 本契約に係る詳細については、この仕様書によるほか、主管担当（TEL 03-5472-7107）の指示に

よるものとする。 

(2) 委託内容等に疑義がある場合は、主管担当と協議するものとする。 

なお、契約手続等の疑義については、機構総務部会計課（TEL 03-5472-7103）あて照会すること。 

(3) 受託者は、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に提出すること。 

  


