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令和元年１２月 

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 



１ 件名 

  周知用ポスターのデザイン作製  

 

２ 企画競争の内容 

仕様書（別紙１）のとおり。 

 

３ 企画案作製要領等 

（１）企画案作製要領等は別紙２及び別紙３のとおり。 

（２）別紙３の趣旨を十分かつ効果的に表現すること。 

 

４ 所要経費 

  2,000千円（消費税を含む。）を上限とする。 

  ※デザイン案と併せて下見積書の提出を求める。 

 

５ 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（以下「機構」という。） 

貯金部財務課（以下「主管担当」という。） 

  電話：０３－５４７２－７１０５   

E-mail：chokinzaimuml.wt@ml.yuchokampo.go.jp 

 

６ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

  本業務への参加者は次の資格を満たしていることを条件とする。 

（１）下記ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコ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 下記各号の一に該当すると認められるもの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。 

   (ｷ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当た 

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

  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。 

  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。 
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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）後記８の企画競争説明会に参加していること。 

 

７ 知的財産権等 

（１）本契約履行過程で生じた、著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含むすべての著作

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、受託者は、本契約履行過程で生じた著作権又はノウハウ（営業秘密）を自ら使用又 

は第三者をして使用させる場合は、機構と別に定める使用契約を締結するものとする。 

なお、受託者は機構に対し、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。 

（２）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。）が含まれている 

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を行うこと。この場合、受託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。 

（３）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場合を除き、受託者は自らの責任と負担において

一切の処理を行うこと。 

なお、機構はかかる紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の 

防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

（４）その他の必要な権利処理は、受託者が行うこととする。 

  

８ 企画競争説明会 

（１）日 時：令和元年12月13日（金） 15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 

       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 



貯金部財務課（担当者：横山） 

       電話：０３－５４７２－７１０５   

E-mail：chokinzaimuml.wt@ml.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12月12日（木） 17時まで 

（４）この説明会への参加は、企画競争に参加する者に必要な条件の一つのため、注意すること。 

 

９ 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２年１月６日（月）まで 

（３）受付時間 

   10：00～17：00（土日・祝日を除く。） 

（４）受付方法 

   メール（chokinzaimuml.wt@ml.yuchokampo.go.jp）又は電話（０３－５４７２－７１０５） 

にて受付け。 

（５）回答 

   令和元年１月７日（火）までに、メール又は電話にて回答する。 

 

10 企画案の提出期限、場所及び方法 

（１）提出期限 

令和２年１月８日（水）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貯金部財務課 

（３）提出物 

   ① デザイン案 

   ② 電子データ（Ｂ２判及びサムネイル版） 

   ③ デザイン案のコンセプト等の説明（様式適宜。Ａ４用紙１枚程度。） 

   ④ 競争参加資格審査結果通知書の写し 

   ⑤ ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他こ 

れに準ずる企業に該当することを証明する認定通知書等※の写し（該当する場合に限る） 

  ※ 認定通知書等の例 
ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（え

るぼし認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書 
イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定及びプラチナくるみん認定）

に関する基準適合一般事業主認定通知書 
ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準

適合事業主認定通知書 
エ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 
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オ 「ワーク･ライフ･バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」（内閣府男

女共同参画局長決定）（令和元年7月11日一部改正）に基づくワーク・ライフ・バラン

ス等推進企業認定等相当確認通知書 

（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。） 

   

11 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案、提出期限後に提出された

企画案は無効とする。 

 

12 選考 

（１）選考は、一次選考及び最終選考の２段階で実施する。 

（２）一次選考として、一次評価者が企画案に対して次の観点により採点（１～５点）を行い、評価

（合計点）の高い上位５案を選出する。 

【点数付けの観点】 

① 郵便貯金の権利消滅制度について十分かつ効果的に表現されている。 

② 郵便貯金の早期払戻しについて十分かつ効果的に表現されている。 

③ 簡易生命保険の保険金等の早期受取りについて十分かつ効果的に表現されている。 

④ メインとなるモチーフ（タレント、イラスト等）の訴求力・好感度が高いものとなっている。

（タレントの使用を可とする。ただし、使用期限のあるタレント・キャラクター等を使用する

場合は、令和4年3月末まで追加費用なしで使用が可能なこととする。） 

⑤ キャッチフレーズが郵便貯金の保有者（家族等を含む）の関心を引く内容となっている。 

⑥ キャッチフレーズが簡易生命保険の契約者等（家族等を含む）の関心を引く内容となってい 

る。 

⑦ デザインとして仕上げが優れている。 

※ ③⑥は共通版の評価のみ適用 

（３）最終選考として、最終評価者（一次評価者とは別の者とする。）は、上記（２）で選出した上 

位５案に対して上記（２）の点数付けの観点で採点（１～５点）を行い、最も評価（合計点（一

次選考での得点は加算しない））が高い企画案を採用する。 

（４）ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これ

に準ずる企業である場合には、一次選考及び最終選考において、それぞれの評価者配点（５点

×評価者数）に別添の基準による割合を乗じた点数を加点する。  

（５）選考結果（採用・不採用）は別途通知する。ただし、企画案の得点等の詳細は通知しないこ

ととし、また、照会にも回答しないこととする。応募者はこのことを承諾の上、企画案を提出

すること。 

 

13 選考結果の通知 

  令和２年１月20日（月）までに、応募のあった全ての者に通知（採用・不採用）する。 

  なお、企画案の得点等の詳細は通知せず、また照会にも一切回答しない。 

 

 



14 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。 

 

15 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。 

 

16 契約保証金 

免除 

 

17 留意事項 

（１）企画競争応募者に対する留意事項は次のとおり。 

 ① ４色分解が可能なデザインとする。 

 ② ポジフィルムを使用するデザインは色を加工しない。 

 ③ 提出するデザイン案は２案までとし、カラープリントで提出する。 

  （「共通版」及び「郵便貯金版」の２種類１セットを１案とする。） 

 ④ 提出するデザイン案本体には社名を記載しない。 

 ⑤ 提出された企画案は原則として返却しない。 

 ⑥ 企画案の応募に関する費用は応募者の負担とする。 

 ⑦ 別紙１の作製要領により、デザイン作製の意図、趣旨を理解する。 

 ⑧ 主管担当から資料等を受領していた場合、作業終了後速やかに主管担当に返納すること。 

 ⑨ 採用したデザインはポスターに使用するほか、チラシ、広告、ホームページ等他の媒体にも使 

用することがあるため、タレント（モデル）・キャラクターを使用する場合は、他の媒体での使 

用も可能にして応募すること。なお、使用期限は令和４年３月末日とし、使用期限までの間の使 

用には追加費用を支払わない。 

（２）デザイン採用業者に対する留意事項は次のとおり。 

① 提出した企画案がポスターデザインとして採用された場合は、別紙３「仕様書」に準じて

契約を締結する。契約に当たっては、下見積書の積算についての妥当性について説明を受け

ることとし、必ずしも下見積書の金額での契約を保証するものではない。 

② 採用したデザインに修正を依頼することがある。 

③ デザイン、レイアウト及びイラストの変更等、詳細については、主管担当と十分打ち合わ

せを行った上で作製すること。 

④ 校正は主管担当が承認するまで行うこと。 

⑤ 採用したデザインをもって下表の電子データを作成し、Microsoft 社製 Windows10 及び

Apple 社製 Mac OS X 上で読み込み可能な CD-R 又は DVD-R１枚に格納し、主管担当へ納入期

限までに納入すること。 



 納入成果物 データ形式等 備考 

① 印刷用版下 

データ 

・アウトラインデータ 

・再編集可能なデータ 

AdobeSystem 社のソフトウェア

Illustrator CC で読み取り可能な

版下データ（ai形式） 

② PDFファイル ・PDF 形式に変換した電子データ

（トンボ無・高解像度） 

・増刷用（トンボ有）のPDF形式に

変換した電子データ(350dpi以上) 

・テキスト抽出可能なデータ（ア

ウトライン化はしない） 

・ディスプレイ上及び印刷しても

十分判別可能であること 

③ JPEGファイル JPEG 形式（JPEG2000）に変換した

電子データ 

 

 

18 その他 

（１）企画案等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）提案された企画案は、機構において審査、選定を行う。 

（３）提案された企画案に示された下見積額において、必ずしも契約するものではない。 

（４）適当な企画案がない場合は、中止又はその他の方法によることがある。 

（５）印刷は、別途契約業者を決定する。 

（６）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） 

 


