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１ 件名 

郵便局と類似するサービスを提供している民間企業等の営業戦略と店舗の維持・運用に関する調査の
請負 

 

２ 企画競争の内容 

仕様書（資料１）のとおり。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和２年３月31日（火）まで 

 

４ 企画提案書作成要領 

企画提案書作成要領（資料２）のとおり 

 

５ 予算額 

5,000千円（消費税及び地方消費税※を含む。）を上限とする。 

なお、本件に係る経費・予算規模については、企画提案書の評価項目の１つとして評価を行うため、

企画提案書と併せて下見積書を必ず提出すること。 

※消費税及び地方消費税については、引き上げ後の税率である 10％を適用することとする。 

 

６ 担当部署 

東京都港区虎ノ門５－13－１ 虎ノ門40ＭＴビル３階 

  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 支援部支援課（主管担当） 

  電話：０３－６７２１－５００９  E-mail：kikou@yuchokampo.go.jp 

 

７ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

  本件に参加を希望する者は次の資格を満たしていることを条件とする。 

(1) 以下に該当しない者であること。 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者で

あって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

イ 以下(ｱ)から(ｶ)までの一に該当すると認められる者でその事実があった後２年間を経過してい

ない者。代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 

(ｱ) 契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の

行為をした者。 

(ｲ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合

した者。 

(ｳ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者。 

(ｴ) 監督又は検査に際し、職務の執行を妨げた者。 

(ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 

(ｶ) その他、当機構に損害を与えた者。 

ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申

立てをした者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定を受けた者を除く。 
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エ 総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中である者。 

オ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから５年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団集団等及びその他これらに準ず

る者。（以下「暴力団等」という。） 

カ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者。 

キ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。 

ク 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者。 

ケ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

を有する者。 

コ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 

(2) 令和元・２・３年度における国の競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」を有する者であ

ること。 

(3) 後述10の企画競争説明会に参加の上、後述13の企画提案の実施（プレゼンテーション）を行った

者であること。 

 

８ 知的財産権等 

(1) 請負者は、本契約に関して機構が開示した情報等（公知の情報等を除く。以下同じ。）及び契約履行

過程で生じた納入成果物等に関する情報を本契約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ずること。 

なお、当該情報等を本契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に主管

担当の承認を得ること。 

(2) 本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第 27条及び第28条に定める権利を含む全て

の著作権及びノウハウ（営業秘密）は機構に帰属し、機構が独占的に使用するものとする。ただし、

請負者は、本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権又はノウハウ（営業秘密）を自ら使用

し又は第三者をして使用させる場合は、機構と別途協議するものとする。 

なお、請負者は機構に対し、一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使

させないものとする。 

(3) 納入成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物」という。）が含まれる場合は、機構

が特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約に係る一

切の手続きを行うこと。この場合、請負者は当該契約等の内容について事前に主管担当の承認を得る

こととし、機構は既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。 

(4) 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当

該紛争の原因が専ら機構の責めに帰する場合を除き、請負者の責任、負担において一切を処理するこ

と。この場合、機構は係る紛争等の事実を知ったときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防

衛を請負者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。 

 

９ 業務等の実施体制 

(1) 業務従事者の能力 

契約を履行する業務に従事する担当者（以下「業務従事者」という。）は、本件業務を実施するに

当たって有用な資格、業績等背景となる経歴、知見を有すること。 
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(2) 情報保全の履行体制 

ア 請負者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として請負者が

収集、整理、作成等した情報であって、主管担当が保護を要さないと確認したものを除く。）その

他の非公知の情報（主管担当から提供した情報を含む。以下「保護すべき情報等」という。）につ

いて、適切に管理するものとする。 

イ 保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞

なく主管担当に通知するものとする。 

(ｱ) 主管担当が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱う履行体制 

(ｲ) 主管担当の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせない履行体制 

(ｳ) 主管担当が許可した場合を除き、請負者に係る親会社や請負者に対して指導、監督、業務支

援、助言、監査等を行う者を含む一切の請負者以外の者に対して伝達又は漏えいさせない履行

体制 

ウ 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、直ちに必要な措置等を講ずるとともに、主管担当に報告すること。また、主管担当から求めら

れた場合は、情報の管理の履行状況等を報告するとともに、機構における調査が行われる場合は、

これに協力すること。 

 

10 企画競争説明会 

(1) 日 時：令和元年10月１日（火） 14時から 

(2) 場 所：東京都港区虎ノ門５－13－1 虎ノ門40ＭＴビル３階 

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 会議室  

(3) 参加方法 

 次の連絡先に電話又はメールにより必要事項を連絡し、参加を申し込むこと。 

 連絡先：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 

支援部支援課（担当者：加藤、佐藤） 

電話：０３－６７２１－５００９  E-mail：kikou@yuchokampo.go.jp 

必要事項：会社名、参加者名、電話番号 

申込期限：令和元年９月 27日（金） 17時まで 

(4) 企画競争説明会に参加しない提案者については、選考の対象から除外する。 

 

11 企画競争説明書等に関する質問の受付及び回答 

(1) 受付先 

主管担当 

(2) 受付期間 

令和元年10月８日（火）まで（10：00～17：00）（土日、祝日を除く） 

(3) 受付方法 

メール（kikou@yuchokampo.go.jp）又は電話（０３－６７２１－５００９）にて受付け。 

(4) 回答 

令和元年10月11日（金）までに、メール又は電話にて回答する。 

 

 

mailto:kikou@yuchokampo.go.jp
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12 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

(1) 提出期限：令和元年10月15日（火）17時まで 

(2) 提出場所：東京都港区虎ノ門５－13－1 虎ノ門40ＭＴビル３階 

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支援部支援課 

(3) 提出物 

企画提案書作成要領（資料２）のとおり 

(4) 提出方法 

持参又は郵送すること（郵送の場合は提出期限までに必着とし、書留郵便又は簡易書留郵便に限る。） 

 

13 企画提案の実施（プレゼンテーション） 

(1) 提案者が提出した企画提案書に基づき、当機構関係職員に対しプレゼンテーションを行い、質疑応

答を行う。 

(2) プレゼンテーションの日時等詳細については別途調整を行う。 

(3) プレゼンテーションの会場については当機構が提供するが、これ以外に発生するプレゼンテーショ

ンに係る一切の費用は提案者の負担とする。 

(4) プレゼンテーションに用いる資料は企画提案書とし、その他の資料は使用しないこと。 

(5) プレゼンテーションを行わなかった者については、企画提案書の選定の対象外とする。 

 

14 選定方法等 

(1) 当機構に設置する審査委員会において審査の上、契約候補者を選定する。 

(2) 審査委員による企画提案書の評価方法については、企画提案書評価方法（資料３）のとおり。 

(3) ワーク・ライフ・バランスを推進する事業主として法令に基づく認定を受けた者その他これに準ず

る事業主である場合は、認定状況等により加点する。 

(4) 選定結果は、令和元年11月12日（火）までに選定対象となった全ての提案者に通知する。ただし、

企画提案書の評価得点等の詳細は通知せず、個別の照会にも回答しない。提案者はこの旨を承諾の上、

企画提案書を提出すること。 

   

15 企画競争の無効 

本企画競争に必要な参加資格を満たしていない者の提出した企画提案書、提出期限後に提出された企

画提案書は無効とする。 

 

16 契約の締結 

企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、契約手続の完了までは、当機構との契約関

係を生ずるものではない。 

契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、契約を締結する。 

 

17 契約書の作成 

(1) 契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。 

(2) 契約書において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(3) 契約書は２通作成し、双方各１通を保管することとし、契約書の作成に要する費用はすべて請負者

の負担とする。 
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18 契約保証金 

免除 

 

19 その他 

(1) 企画提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーションに係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 企画提案書に添付された下見積書の金額において、必ずしも契約するものではない。 

(3) 本件に関する疑義が生じた場合は、主管担当に照会し、その指示を受けること。 

 

 

独立行政法人の契約に係る情報の公表に伴う御協力のお願い  

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年   

１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人

への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされてい

るところです。  

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしま

すので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を   

行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。  

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、

ご了知願います。  

１ 公表の対象となる契約先  

次のいずれにも該当する契約先  

⑴ 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以上の職を  

経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること  

⑵ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること  

※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外  

２ 公表する情報  

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、

契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。  

⑴ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構における最終

職名  

⑵ 当機構との間の取引高  

⑶ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 

ア ３分の１以上２分の１未満 

イ ２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上  

⑷ 一者応札又は一者応募である場合はその旨  

３ 当方に提供していただく情報  

⑴ 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構における最終職

名等）  

⑵ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高  

４ 公表日  

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については原則として９３

日以内） 

 


