
仕  様  書  

 

１．契約件名  

  心の健康に関する相談等業務の委託 

 

２．委託業務の内容  

（１）業務の内容 

  ア 相談業務 

① 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）の従業員におけ

る職場内での業務ならびに人間関係などによって生じる心の健康問題に関する相

談への対応 

② 機構の従業員の個人的な要因に基づく心の健康問題に関する相談への対応 

（①と②のいずれも家族からの相談を含む） 

  イ 職場復帰支援 

    心の健康問題から長期欠勤や休職となった機構の従業員の職場復帰支援 

ウ 研修業務 

   ① 機構におけるメンタルヘルス及びハラスメント等に関する研修の企画及び実施

（１年につき６回実施し種類は最大６種類） 

②  機構における職場環境改善のためのワークショップの講師派遣 

（１年につき３回実施し、各回で対面による事前打合せ３回程度を含む） 

  エ その他の指導・助言 

     メンタルヘルス全般に関する諸問題及びハラスメント等の対策に関して、機構の

産業医及び人事労務担当職員等への指導・助言 

 

（２）業務の実施形態 

  ア 相談業務  

     仕事上の問題のみならず、個人的問題、家族問題等どのような問題についても相

談に応じ、必要な場合は専門機関への紹介をすること。相談方法は以下①から③の

全てが可能であること。 

   ① 面接相談 

機構の従業員及びその家族（以下「相談者」という。）が業務受託者（以下「受

託者」という。）の相談室に訪問して相談を行うこと。 

受託者は、受託者の相談室において相談者が他の相談者と接触することがない

よう配慮すること。 

   ② 電話相談 

相談者が電話により相談を行うこと。なお電話の費用は、受託者が負担するこ

と。 

   ③ メール相談 

相談者が電子メールにより相談を行うこと。 



なお、受託者は、メール相談に対しては、メール受信後４８時間以内に何らか

の返信を行うこと。 

   ④ 相談に関するフィードバック 

相談者からの相談件数、相談内容の傾向及び傾向に対する受託者の評価等を四

半期毎に集計し、集計結果を機構に報告すること。 

また、具体的な対応について、５（２）に規定する守秘義務に反しない範囲で、

機構の産業医及び労務管理担当職員と情報共有を図り、連携すること。 

 

イ 職場復帰支援 

   心の健康問題から長期欠勤や休職となった機構の従業員の復職訓練の計画を一

緒に作成すること。復職訓練中は復職訓練機関、医療機関、機構の産業医及び労務

管理担当職員と情報共有を図り、連携すること。また、復職訓練後は当該従業員の

現状、訓練経緯などを記載した報告書を復職訓練終了から１５日以内に提出するこ

と。    

   

ウ 研修業務 

① メンタルヘルス及びハラスメント等に関する研修の実施（年６回） 

機構において、機構の従業員を対象とするメンタルヘルス及びハラスメント等に

関する研修を企画し、年に６回実施すること。 

新規採用者向けの研修を４月に 1回実施するものとし、それ以外の５回について

は、研修の内容及び実施日その他必要な事項は機構と受託者と協議のうえ決定する

ものとする。なお、ラインケア研修及びハラスメント研修については必ず実施する

こと。 

研修で使用する資料は１０営業日前までに電子媒体として機構に送付すること。

なお、受託者が研修当日に使用する資料については受託者が用意すること。 

② 職場環境改善のためのワークショップの講師派遣（年３回） 

機構において、機構の従業員を対象とする職場環境改善のためのワークショップ

（職員参加型討議）に、年に３回ファシリテーター（進行役）を派遣すること。 

ワークショップの内容及び実施日その他必要な事項は機構と受託者と協議のう

え決定するものとし、事前に対面による打合せを行うこと。（各ワークショップに

つき３回程度） 

ワークショップで使用する資料は１０営業日前までに電子媒体として機構に送

付すること。なお、受託者がワークショップ当日に使用する資料については受託者

が用意すること。 

 

  エ その他の指導・助言 

ストレスチェックの結果を有効に活用し、メンタルヘルス対策や復職支援等に関

し機構の産業医及び人事労務担当職員等から意見を求められたときは訪問、電話、

メール等の手段にて指導・助言を行うこと。また、メンタルヘルスの対策に必要と

される情報の提供をすること。 



（３）業務の規模等 

    平成３０年現在の機構の従業員数は１２８７人であり、今後さらに増員する予定で

ある。 

    過去の実績等を踏まえて算出した各業務の１年あたりの参考見込人数は、以下のと

おり。 

      面接相談       延べ１２０人程度 

      電話相談       延べ２７０人程度 

      メール相談      延べ２７０人程度 

      研修         １回あたり１時間３０分から２時間 

参加人数は３０～１００人程度 

 

３．応募要件 

（１）担当者の要件 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、以下の①～③のすべての条件を満たす者を機 

構との窓口となる担当者とすること。また、相談業務については①及び②の条件を満た

す者を従事させること。 

   ① 臨床心理士、精神保健福祉士、シニア産業カウンセラーもしくは保健師の資格を

有すること 

   ② 心の健康相談に関して３年以上の業務経験を有すること 

   ③ 常勤で勤務していること 

（２）相談窓口に関する要件 

相談員は、原則として相談者に対して専任担当制とし、担当不在時の相談について

は引き継ぎをすること。また、相談回数については、無制限とすること。相談窓口に

ついて以下の条件を満たすこと。   

  ア 面接相談 

相談室は、原則として事前予約制とし、受託者の直営施設または受託者が提携する

施設において開設する。 

ただし、機構の職場（東京都千代田区及び大阪市北区）の周辺（機構の所在地から

公共交通機関を利用した片道所要時間が概ね３０分程度以内）に所在し、かつ最寄

りの駅から１０分以内であること。 

    相談受付日は、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

基づく休日、１２月２９日から１２月３１日及び翌年の１月１日から１月３日を除く

日とする。 

    なお、平日については１０時から２０時、土曜日については１０時から１８時まで

は、相談受付が可能であるものとする。 

イ 電話相談 

    相談受付日及び相談受付時間は、面接相談と同じとする。 

ウ メール相談 

    相談受付日及び相談受付時間は、３６５日２４時間とする。 



なお、メール相談に対しては、受信後４８時間以内に何らかの返信を行うこと。 

 

４．契約期間 

  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

５．受託者の責務  

（１）業務の適正化 

   受託者は、本業務を遂行するに当たっては、心の健康相談業務の特殊性を十分認識し、

受託業務の処理を行わなければならない。 

（２）守秘義務 

ア 受託者は、本契約期間中及び本契約終了後も本契約に関し知り得た機構の業務上の

情報を第三者に開示又は漏洩しないこと。 

  イ 受託者は、アに加え、相談者の事前の承諾なしに相談者の氏名、相談内容等、相談

者が特定できる情報を機構及び第三者に開示又は漏洩しないこと。ただし、法律が要

求する場合や相談者に自傷他害の恐れ、重大な犯罪にかかわる問題があるときはこの

限りではない。 

  ウ 受託者は、ア及びイの守秘義務の遵守を、相談員を含む受託者の従業員に徹底させ

るものとする。 

エ その他事項については秘密保持契約書に明記することとし、受託者においては別途

書類提出を求めることとする。 

 

６．協議事項 

  本契約について疑義が生じたとき、または本契約について定めていない事項については、

必要に応じて機構と受託者が協議して定めるものとする。 

 

７．再委託について 

業務の全部または主要部分を第三者に委託することなく遂行できること。受託業務の一

部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を機構に申請し、承認を受けるこ

と。申請にあたっては、「再委託に関する承認申請書」の書面を作成の上、機構に提出すること。

受託者は、機密保持等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必

要な処置を実施し、機構に報告し、承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合は、その

最終的な責任を受託者が負うこと。 

 

８．本業務の選定について 

本業務については、本仕様書に基づいた企画案について企画競争により、受託者を決定

する。 

 

９．企画競争参加者の条件 



（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。 

（２）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。 

（３）全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」

で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

（４）企画競争説明会に参加した者であること。 

（５）その他条件は企画競争説明書による。 

（６）本業務の企画書については指定された期日までに提出すること。 

（７）企画案のプレゼンテーションには、本業務に従事する者が参加すること。 

（８）受託業者においては、本業務の見積りの内訳書について、詳細な根拠資料を選定後３

日以内に提出すること 

（９）日本工業規格（JIS）の JIS Ｑ15001（個人情報保護マネジメントシステム―要求事

項）に適合した個人情報保護体制を構築・運用し、一般財団法人日本情報経済社会推進

協会 (JIPDEC) により付与されるプライバシーマークを取得していること。 

 

１０．受託者の決定方法 

受託者の決定は、別途提示する予算額の範囲内で、参加者が実施可能な業務を記載し 

た企画書に基づいて審査を行い、質疑等を行ったうえで、以下（２）に記載した評価基 

準に基づき評価を行い、最も点数が高かった業者を契約予定者として選定する。 

評価に当たっては、機構に設置する企画競争選定委員会において評価を行う。 

（１）評価の配点  

評価に当たっては、1200 点の範囲内で採点を行う。 

（２）評価基準及び評価点 

    別紙「評価基準書」にて、評価基準を示す。評価点については以下のとおりとする。 

① 各評価項目に設定する範囲の点数で評価を行う。 

② 評価項目の一部に基準点を設定する。 

③ 採点の結果、各項目において基準点に達しなければ、当該事業の確実な遂行が危ぶ

まれる可能性があるため、不合格とする。 

（３）選定方法 

① 企画競争参加者は、企画審査として企画書に基づきプレゼンテーションを行う。 

② プレゼンテーションの時間は15分、質疑応答は10分とする。 

③ 各委員は、上記①の結果を審議する。 

④ 審査終了後、各委員は参加者の評価点数を投票用紙に記入し、投票を行う。 

⑤ 機構は、上記④の合計点を算出し、最高点を得た参加者を選定、契約予定者 

として選出する。結果については参加者全員に通知する。 

⑥ 最高点を得た者が2 者以上の場合は、くじ引きにより契約予定者を決定する。 

⑦ 最高点を得た参加者について、契約の履行が出来ないと認められる場合には、 



その者と契約は結ばず、次点の者と契約を結ぶこととする、また、次点の参加者 

についても同様とする。 

 

１１．結果の通知・公表 

・受託者名 

・採点結果の得点は発表しない 

・後日、機構ホームページに上記結果を掲載 

 

１２．納入成果物及び納入方法 

（１）四半期毎の相談者からの相談件数、相談内容の傾向及び傾向に対する受託者の評価

等の報告書（紙媒体８部） 

（２）１年間の相談者からの相談件数、相談内容の傾向及び傾向に対する受託者の評価等

の報告書（紙媒体８部、電子媒体を記録したCD-R（又はDVD-R）１枚） 

（３）復職支援を行った場合は復職訓練報告書（紙媒体２部） 

（４）研修に使用する資料 （電子媒体） 

（５）その他、実施内容に応じた成果物については、適宜、機構に進捗状況の報告を 

行うこと。また、納品に際しては、機構担当者の指示により納品すること。 

 

１３．納入期限 

  ・１２．（１）については各四半期終了日から１５日以内。ただし、第四四半期について 

は、第四四半期終了日 

 ・１２．（２）については各年度終了日 

 ・１２．（３）については復職訓練終了から１５日以内 

 ・１２．（４）については各研修実施日の１０営業日前 

 

１４．検収及び業務の完了 

受託者からの業務完了報告書の提出後、機構担当者による検収を受けること。納入成

果物の全部又は一部に不合格となるものが存在した場合、受託者の負担により是正した

上で、再度、機構担当者による検収を受けること。 

機構担当者による検収終了をもって、業務完了とする。 

 

１５．その他 

（１）選定された企画書案については、業務実施期間において、確実に履行できるもの 

とすること。 

（２）提出された企画書等に対する経費の支出は行わない。また、審査終了後、企画書 

等は返却しない。 

（３）企画書等には営業上の機密事項が含まれていることを考慮し、各社の企画書等は 

非公開とする。 

（４）仕様書にない事項又は仕様書について生じた疑義については、両者協議の上、解 

決するものとし、本業務の実施に当たっては、機構担当者の指示に従い実施すること。 



（５）業務の引き継ぎが必要になった場合は、相談者の承諾を得て引き継ぎを行うことと

する。 

 

１６．窓口連絡先 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

総務部職員課 佐藤、小澤 

電話：03-3506-9502 

E-mail：shokuin-kosei@pmda.go.jp 



（別紙） 
「心の健康に関する相談等業務の委託」評価基準書（１２００点満点） 

 

 評価項目 評価基準 配点 

1 実施体制 ① 職場復帰支援の実績が豊富かどうか。 

② 本業務に従事するスタッフが、その専門

において最新の情報を得られる状況であ

るかどうか。 

③ 産業衛生及びメンタルヘルスに理解の深

い医療機関との連携が図れるかどうか。

④ 機構の産業医や労務管理担当者、その他

関係者との連携体制が十分整っているか

どうか。 

⑤ 専任の担当スタッフ不在時の相談があっ

た場合に相談内容の引き継ぎ体制が十分

整っているかどうか。 

 
７５０点 

2 企画内容 ① 機構のメンタルヘルス対策への提案・助

言にあたり、ストレスチェックの結果を

十分に活用できるかどうか。 

② メンタルヘルス対策に関する研修の実

施にあたり、機構の実情に合わせた対応

が可能であるかどうか。 

③ 研修資料だけでなく、メンタルヘルス対

策について職員への周知・教育に資する

十分な資材を提供できるかどうか。 

 
３００点 

3 実施費用 実施費用が適切であるかどうか。  
８０点 

4 

 
 

ワーク・ライフ・バラン

ス等の推進に関する指標 

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし

認定企業） 

 

 
３０点 

次世代法に基づく認定（くるみん認定企

業・プラチナくるみん認定企業） 

 

 
２０点 

 

若者雇用促進法に基づく認定 

（ユースエール認定企業） 

 

 
２０点 
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