
第１号議案 

 

労働者派遣会社の選定について 

（案） 

 

 総務部における費用低減を目的とした業務の内製化、また、運用部における業務負荷軽

減のため、以下のとおり、入札により労働者派遣会社を選定し、派遣労働者の受入れを行

う。 

 

１．選定方法 

  一般競争入札（最低価格落札方式） 

 

２．業務内容等 

業務名 人数 業務内容 受入時期 

一般事務 ２名 

 

システムに関するユーザーサポート、システム運

用に係る事務手続、データ処理（集計・分析全般）、

管理事務、帳票の作成、電話やメールによる応対、

データや文書の受送信 
 

平成２９年０ 

３月初旬目途 

 

３．スケジュール 

  平成２８年１２月２１日（水）  公告 

  平成２９年 １月１２日（木）  入札説明会 

  平成２９年 １月２４日（火）  入札締切 

  平成２９年 １月２７日（金）迄 落札者決定 

 

４．入札説明書等 

   入札説明書、業務仕様書は別紙１～２のとおり。なお、公告時には入札説明書及び 

  業務仕様書をウェブサイト上にて開示することとする。 

 

５．開札の実施および落札者の決定 

   開札の実施および落札者の決定は、総務部長が行うこととする。なお、落札者との 

  契約締結にあたっては、別途、理事会にて議決をする。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１：入札説明書 

別紙２：労働者派遣業務（一般事務） 仕様書 
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【別紙１】 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

労働者派遣業務（一般事務） 

入札説明書 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

平成２８年１２月 
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1. 件名 

電力広域的運営推進機関 労働者派遣業務（一般事務） 

 

2. 調達方式 

一般競争入札（最低価格落札方式）で行う。 

 

２.１入札資格 

（１）平成 2８・2９・３０年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」に

等級「Ｃ」以上の格付けをされており、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 

（２）入札説明会に参加した者であること。 

（３）仕様書に定める要件を満たしている者であること。 

（４）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年７月

５日法律第８８号）に定める一般労働者派遣事業者であること。 

（５）各省各庁から指名停止又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けていない者である

こと。 

（６）予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（７）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（但し、

会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者で、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く）。 

（９）自己、自社若しくはその役員等（注 1）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第 2 条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注 2）でない者であること。 

（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。 

（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団

又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時

から 5 年を経過しない者等、その他これに準じる者。 

  

２.２入札説明会の実施 

下記日時で入札説明会を実施する。 

日  時：平成 2９年１月１２日（木）１１時００分～（３０分程度） 

場  所：東京都江東区豊洲６－２－１５ 電力広域的運営推進機関 

参加資格：２.1 の入札資格を満たす者 

そ の 他：・入札を希望する事業者は必ず参加すること 

（不参加の場合は入札できないものとする） 

        ・参加人数は各社２名までとする 

        ・受付にて名刺を１枚提出すること 
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２.３入札方法 

平成２９年１月２４日（火）１５時必着で、以下の書類を郵送又は持参すること。なお、入札に当

たっては、本説明書及び仕様書の内容を承知のうえ入札すること。 

（１）提出書類 

・資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

・厚生労働大臣の一般労働者派遣事業許可証の写し 

・労働者派遣基本契約書（案） 

・見積書（件名を記載の上、別途封入すること）  

（２）提出先 

〒１３５‐００６１ 

東京都江東区豊洲６－２－１５  

電力広域的運営推進機関 総務部経理グループ 労働者派遣業務（一般事務） 入札係 

  （３）入札金額 

入札金額は、本派遣業務遂行にあたって、安定・継続的に資質の高い派遣労働者を確保できる

金額を大前提とし、業務ごとの派遣労働者１人１時間当たりの派遣料金単価（税抜き）にて入

札すること。また、派遣料金単価には、この契約を履行するために必要な通勤手当を含むもの

とする。なお、時間外単価については以下のとおりとする。 

・１日の実労働時間が８時間を超えたとき、１時間当たりの派遣料金単価の２５％割増した単

価とする。深夜勤務（２２時から翌５時まで）は、さらに２５％割増した単価とする。 

・法定休日に勤務した場合、１時間当たりの派遣料金単価の３５％割増した単価とする。法定

休日の深夜勤務（２２時から翌５時まで）は、さらに２５％割増した単価とする。 

  

 2.4 入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

2.５落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする最低価格落札方式と

する。なお、本派遣業務は２名を必要とするため、調達方式に基づく上位２位までの者を選定する。 

 

 2.6 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札参加資格のいずれかを欠く者のした入札、提出資料に虚偽の記載をし

た者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

2.７落札結果の通知 

平成 2９年１月２７日（金）までに、入札者に対して落札結果を通知する。 

 

3. 業務仕様書 

  今回入札する業務は以下のとおり。なお、詳細の仕様については、「労働者派遣業務（一般事務）仕

様書」に示すとおり。 

 （１）一般事務業務（２名） 
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4. 支払条件 

  当月末締切りの翌月末支払いとする。 

 

5. 契約条項 

  労働者派遣基本契約書による。契約条項については、落札者と本機関が協議のうえ、決定する。 

 

6. 特記事項 

（１）本説明書及び仕様書に記載されている事項について不明な点は、平成 2９年１月１６日（月）

１７時までに下記問い合わせ先へ電子メールにて問い合わせることとする。問い合わせへの回

答は、平成 2９年１月１８日（水）までに電力広域的運営推進機関ウェブサイトの本入札公告

上に開示する。 

問い合わせ先：keiyaku@occto.or.jp 

 ウェブサイト：http://www.occto.or.jp/oshirase/chotatu/index.html 

（２）本説明書及び仕様書に記載のない事項及び疑義については、本機関と協議のうえ決定すること

とする。 

 （３）本入札結果について、落札者との契約締結後、原則として、契約相手方、契約締結日等の契約

の概要を公表することとする。 

 

以上 
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【別紙 2】 

労働者派遣業務（一般事務） 仕様書 

 

1. 件名： 

電力広域的運営推進機関 労働者派遣業務（一般事務） 

 

2. 契約期間： 

平成２９年３月 1 日～平成３０年２月２８日 

※本契約終了後、最長 3年間までの更新予定あり 

※個別契約書の契約期間は、当初最長 3ヶ月を予定 

 

3. 勤務場所： 

  電力広域的運営推進機関 

  東京都江東区豊洲６－２－１５ 

 

4. 勤務時間： 

  平日 9時 00分～17 時 40分（休憩：12時 00 分～13時 00 分） 

   ※土日、祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3日）を除く 

   ※時間外勤務を命じることがある（月２０時間程度の見込み） 

 

5. 派遣人数： 

  ２名（配属は経験等を踏まえ広域機関にて決定） 

 

6. 業務内容： 

 （１）システムに関するユーザーサポート 

    ・会員企業からの問合対応 

     受付・回答（電話やメールによる）、履歴の管理、ＦＡＱ整備 

    ・会員企業からの申込受付 

    ・各種情報の開示と連絡 

    ・システム上でのデータ更新 

 （２）システム運用に係る事務手続 

 （３）データ処理（集計・分析全般） 

 （４）管理事務、帳票の作成 

 （５）電話やメールによる応対、データや文書の受送信 

 

7. 派遣労働者の条件： 

 （１）Windows、Excel、Word、PowerPoint、Outlook の基本操作ができる方 

    ※Excel は、関数（四則演算、平均値、VLOOKUP、IF等）、表・グラフ作成、ピボット機能

が使えるレベル。 

 （２）電話応対の実務経験をお持ちの方（ヘルプデスクやコールセンター業務経験者尚可） 

 （３）システムの基本操作（閲覧やデータ取得等）ができ、好奇心と向上心をもち、新たに知識や技
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能を身につけながら柔軟に対応頂ける方 

 （４）チームワーク、コミュニケーションを重視し、複数の部門や関係者、周囲のメンバーと円滑に

業務を進めることのできる方 

 （５）バイタリティーがあり、明朗活発で職場環境を明るく出来る方 

 

8. その他契約上の条件等： 

 （1）派遣労働者の変更 

  本機関は、派遣労働者に次の行為があったときは、派遣元に派遣労働者の交代を要求することがで

きることとする。 

  a. 派遣労働者の勤務状況が適正と認められないとき 

  b. 派遣労働者の業務の実施が当仕様書又は契約条件に適合しないとき 

  c. 派遣労働者に不品行があったとき 

  d. 派遣労働者が不測の事故又は休暇等により連続 3日以上勤務できない場合は、代理人の派遣労働

者を派遣すること 

  e. 応募資料に記述された内容に不備があった場合 

（2）トライアル期間の設定 

a. トライアル期間は、派遣労働者の就業開始日から 2 週間以内とする。 

b. 就業部署において派遣労働者の就業状況を審査し、その結果を派遣元会社へ通知する。 

c. 派遣労働者の技能等について、疑義が生じた際には、応札時の業務提案書類の内容確認のため、 

 派遣元に対し、技能・資格に関する証明書類の提示を求める場合がある。 

d.「可」の場合は、派遣元は派遣労働者に確認のうえ、支障が無ければ、仕様書の契約期間満了まで 

 派遣すること。 

e. トライアル期間中に、派遣労働者の交代を要請した場合は、派遣元はそれに応じるものとし、 

速やかに候補者を再選定し、派遣すること。その際、派遣料金（契約単価金額の変更は行わない

ものとする。以後の派遣労働者が交代した場合は、その都度トライアル期間を設定する。 

 （3）苦情及び苦情担当責任者 

  a. 派遣元は、本機関と連携し、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題について適切かつ迅

速な処理・解決に努めるものとする。 

  b. 本機関及び派遣元は、派遣労働者の苦情を処理するため、それぞれ苦情担当責任者を置く。 

 （4）その他 

  a. 派遣元は、本件業務に関し、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。派遣元は、派遣労働者

その他の派遣元の従業員に対し、業務上知り得た機密事項及び個人情報の保護の義務を遵守させ

なければならない。 

  b. 本件業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。 

  c. 本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等について、必要に応じて派遣元と本機関が協議

のうえ、定めるものとする。 
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