
ストレスチェック業務

平成２８年８月３１日現在

番号 質問等に対する回答 備　　考

1

本業務についてはプライバシーマーク又はISO/IEC27001の認証の
取得を請負者の条件としています。
ご質問ありましたJAPHICについては、認証の内容や認証取得に当
たっての審査基準等必ずしも同等とは言えない部分があるため、今
回の入札においてはJAPHICの認証取得では条件を満たさないもの
とします。

８月２６日回答

2
個人結果の照会について、Webによる実施の場合は11月30日まで
に、紙媒体による実施の場合は11月30日までに調査用紙を回収し、
12月下旬頃までに照会可能となっていることを想定しています。

８月２６日回答

3
契約締結後、請負者と協議の上決定したいと考えておりますが、遅
くとも平成28年11月1日までには開始したいと考えています。

８月２６日回答

4

契約締結後、ストレスチェック実施までに最終対象人数を確定しま
す。
また、本業務の契約方式については請負単価契約を考えています
ので、ストレスチェック調査の部分については回答を提出した人数に
応じて金額をお支払いすることになります。

８月２６日回答

5
「選定作業に対して協力を行うこと。」としており、情報提供だけで結
構です。

８月２６日回答

調達件名　：

質問等の内容

入札説明書【５．入札者に要求される事項（１）証明書等】
①のプライバシーマークまたはISO/IEC27001の登録証ですが、
JAPHICというプライバシーマークと同等の認証基準を満たして
いるマークを取得しているのですが、こちらは該当しますでしょう
か？

業務仕様書【４　対象予定者数】
「対象者の人数は変動する可能性がある。」と記載がございます
が、貴機構との契約時に人数は確定するという認識でよろしい
でしょうか。

業務仕様書【２　履行期間】
貴機構内でのストレスチェックの開始日はいつ頃を想定しており
ますでしょうか。

業務仕様書【２　履行期間】
「ただし、ストレスチェック調査は平成28年11月30日まで」と記載
がございますが、ここで意味する「ストレスチェック調査」とは、貴
機構職員がストレスチェックを実施し、個人結果を照会する（紙
実施対象者も含む）までのことを意味しますでしょうか。
紙での実施におきましては、記入済み調査用紙をお預かりした
あと、結果の納品をするまでに4週間前後頂戴いたしますので、
紙実施対象の機構職員様には10月中旬までに調査票に記入し
てご提出していただく必要がございますが、よろしいでしょうか。

業務仕様書【５　業務の概要】
「産業医が不在、もしくは当該産業医による対応ができない事業
所等については、面接指導を行うための専門医を個別に選定す
る必要があるため、機構が行う選定作業に対して協力を行うこ
と。」との記載がございますが、こちらは該当事業所のエリア単
位で産業医に関する情報をWebで公開されている情報を元に収
集し、Excel等で一覧として情報をご提供する（産業医の選定は
含まない）といった形での協力・情報提供でよろしいでしょうか。
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番号 質問等に対する回答 備　　考質問等の内容

6

各事業所ごとに個人データ（個人毎のストレスプロフィール）および
集計データ（各都道府県労働局へ提出する資料の基となるもの）を
とりまとめて提出していただくこととなります。
集計データの詳細な抽出条件については、契約締結後、請負者と
協議の上決定します。

８月２６日回答

7

詳細については契約後の打ち合わせ等で決定することとなります
が、調査実施通知文のみ当機構で仕様を提示させて頂き、その他
の調査票や返信用封筒などについては、請負者にご準備いただき
たいと考えています。

８月２６日回答

8

調査票等の配布は、紙媒体による実施者が在籍している事業所等
へ対象者人数分まとめてお送りいただき、当機構職員が対象者へ
配布し、調査票の返送は実施対象者から直接請負者へお送りする
ことを考えています。

８月２６日回答

9

本業務の一部を再委託にて実施する場合は業務実施体制図及び
誓約書のご提出をお願いいたします。
業務実施体制図と誓約書は特段様式を指定しませんが、誓約書に
ついては以下の内容を含むかたちでの作成をお願いいたします。

・再委託先に業務仕様書の内容を遵守させること。
・再委託先に行わせた事項について発注者が報告を求めた場合、
それに応じること。

なお、提出は入札日までとさせて頂きます。

８月２６日回答

仕様書【6　必要な条件（８）】
「別紙の事業所等単位毎の個人結果及び各種集計データにつ
いて、結果報告書として紙媒体で各２部、電子データをＣＤ－Ｒ
で各１部提出すること。」との記載がございますが、ここで指す
「個人結果」とは対象者2,000名分の個人のストレスプロフィール
のことでしょうか。それとも、一覧のような形（事業所ごとに、高ス
トレス者○名のような記載）での個人結果でしょうか。また、各種
集計データとはどのような抽出条件での集計データをご希望で
しょうか。

業務仕様書【７ ストレスチェック実施形態　（２）紙媒体による実
施　（ア）】
「請負者は、調査票及び調査実施通知文、返送用封筒を実施対
象者毎に封入し、事業所等へ送付すること。」との記載がござい
ますが、調査票および調査実施通知文、返送用封筒は、弊社で
用意する標準資材を使用するという認識でよろしいでしょうか。
それとも貴機構からの仕様指示があるのでしょうか。

業務仕様書【７ ストレスチェック実施形態　（２）紙媒体による実
施　（ア）】
「請負者は、調査票及び調査実施通知文、返送用封筒を実施対
象者毎に封入し、事業所等へ送付すること。」との記載がござい
ますが、その際に、「①調査票、②調査実施通知文、③返送用
封筒」の３点を実施対象者毎に仕分けをし、紙実施対象者分は
まとめて対象者在籍の事務所に送付することを想定しておりま
すが、お間違いないでしょうか。（例：A事業所に１０名の紙実施
対象者が在籍している場合、A事業所宛に１０名分まとめて調査
票を送付する。個人宛には送付しない。ただし、調査票の返送
は実施対象者から直接弊社宛に送付される）

業務仕様書【11　その他（4）】
「請負者が、本業務の一部を再委託する場合は、事前に、書面
による機構の承諾を得ること。」とありますが、こちらは再委託先
から弊社宛に仕様に定める事項を遵守する旨の誓約書等を取
得し、機構に書面で承諾を得ることによって再委託が可能であ
るという認識でよろしいでしょうか。
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番号 質問等に対する回答 備　　考質問等の内容

10

入札説明書の「５．入札者に要求される事項」（1）の資格については
応札者が保持していれば条件を満たすものと考えています。
再委託先に要求する必要な安全管理措置については、請負者が実
施する安全管理措置と同等のものを考えていますが、再委託先単
独で同措置を実施出来ない場合は、請負者が協力することで、その
体制を構築できるのであれば、それをもって必要な安全管理措置が
講じられているものとみなします。
再委託を実施する場合に提出する業務実施体制図は、再委託先で
も必要な安全管理措置が実施されていることがわかるように作成を
お願いいたします。

８月２６日回答

11
実施状況（未受検、未提出）の管理は請負者が、実施催促は当機
構の各実施事務担当者（全国11箇所）が行います。

８月２６日回答

12
受付窓口は各実施事務担当者（全国11箇所）とし、質問事項をとり
まとめて機構本部の担当者（１箇所）より請負者へ質問します。

８月２６日回答

13

社外秘情報のため提出が困難であれば、概要資料と併せて誓約書
を提出することによって代えることができるとしていますが、個人情
報の取り扱いに関する内部規定やマニュアルの目次であれば概要
資料としての条件を満たすものと考えております。

８月２６日回答

14

実際に入札する者の名前（代理人が入札する場合は代理人の名
前）を記載して下さい。
また、お配りしています入札説明書等資料の中に「直接に持参する
入札方法について」という書類がありますので、併せてそちらをご確
認頂けますようお願いいたします。

８月２９日回答

15 上記５の質問・回答のとおり。 ８月２９日回答

入札説明書【５．入札者に要求される事項　（１）証明書等】
②個人情報の保護に関する法律に基づく、個人情報の取り扱い
に関する内部規定やマニュアルの写しですが、内部規定・マニュ
アルについては社外秘情報となりますので、証明書として全文
提出は不可となります。
目次レベルであれば提示可能なのですが、こちらを「概要資料」
とし、
代表者印を押印した誓約書と併せて提出することによって、証明
資料としてもよろしいでしょうか。

業務仕様書【11　その他（4）】
「また、再委託先にも本仕様に定める内容を遵守させるととも
に、必要な安全管理措置を講じさせること。」とありますが、入札
説明書記載の「５．入札者に要求される事項」（1）の資格につい
ては応札者が保持していれば条件を満たしているという認識で
よろしいでしょうか。また、再委託先に要求する必要な安全管理
措置とは、どういった内容を想定されておりますでしょうか。

ストレスチェック実施期間中の全国の実施状況の管理（未受検、
未提出者への実施催促など）については、貴機構内担当者様が
実施頂けるということでよろしいでしょうか。

Web・紙でストレスチェックを実施している期間のストレスチェック
ツールに関する対象者からの質問事項については、貴機構内に
受付窓口（1か所）を設け、一括して弊社に質問いただけるという
認識でよろしいでしょうか。

入札心得【第５条（直接入札）】
「直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封かんの上入
札者の氏名を表記」とございますが、入札者の氏名は代表者の
名前で宜しいでしょうか？それとも、代理人の名前を記載すれば
宜しいでしょうか？

業務仕様書【５　業務の概要】
仕様書にある「面接指導を行うための専門医を個別に選定する
必要があるため、機構が行う選定作業に対して協力して行うこ
と」と記載がございますが、選定作業は具体的にどのようなこと
を想定されてますでしょうか？
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番号 質問等に対する回答 備　　考質問等の内容

16

結果報告書としてご提出頂く個人結果及び各種集計データについて
は、事業所等単位ごと（業務仕様書別紙の６０事業所別）に分割（本
部１部、北海道区水産研究所１部･･･）したかたちで、紙媒体のもの
を各２部ずつ、電子データのものをCD-Rで各１部ずつ納品していた
だきます。

８月２９日回答

17 上記２の回答のとおり。 ８月２９日回答

18
特段期限は指定しませんが、個人結果回収後、速やかに納品してく
ださい。

８月２９日回答

19

返送用封筒については特に様式を指定していませんので、窓空き
封筒での回収も可能としますが、業務仕様書【６　必要な条件（４）】
にも記載のとおり受診者のプライバシーが守られること、無用な不
快感、不安感を与えることのないような配慮がされていることは必要
であると考えています。

８月２９日回答

20

ストレスチェック開始日の４週間前に受検者名簿を提供することは
可能ですが、名簿提出後、ストレスチェック開始までの間には採用
や退職などの人事異動の可能性がありますので、そのことを念頭に
置いて頂けますようお願いいたします。

８月２９日回答

21

事業所別の分析報告書も必要としますが、調査の実施結果によっ
ては数人しか回答がない事業所もあることが予想されるため、60事
業所全てに対して必要になるとは限りません。また、複数の事業所
を選択して（例えば、東北区水産研究所、八戸庁舎、宮古庁舎、船
舶（若鷹丸）の4箇所を選択して、東北区水産研究所全体の）組織分
析を行うことも考えています。
詳細については、契約締結後に請負者と協議の上決定したいと考
えております。

８月２９日回答

業務仕様書【６　必要な条件（８）】
仕様書にて「別紙の事業所等単位毎の個人結果及び各種集計
データ」と記載がございますが、各事業所ごと（60事業所別）に
データを分けて、（紙媒体2部・電子データ1部）の納品ということ
で宜しかったでしょうか？

業務仕様書【６　必要な条件（８）】
弊社では、紙の個人結果納品について、回収から1ヵ月後頂い
ております。回収から個人結果納品について、どのようにお考え
でしょうか？

業務仕様書【６　必要な条件（８）】
集団分析の納品について、個人結果回収から2ヵ月程を頂いて
おりますが、集団分析の納品はどのようにお考えでしょうか？

業務仕様書【7　ストレスチェック実施形態　(2）紙媒体による実
施】
仕様書に「返送用封筒」と記載がございますが、弊社の場合窓
空き封筒で調査票を納品し、各自回答後も同じ窓空き封筒を封
緘してもらい回収を行っています。同じ窓空き封筒での、回収で
宜しいでしょうか？

業務仕様書【６　必要な条件（2）】
受検者のデータについて、弊社の場合、受験者名簿（メールアド
レス・職員コード等）をストレスチェック期間の4週間前に頂いて
おります。理由として、受験者名簿の整理・修正を行うことを考
慮しているためです。受験者名簿のデータをストレスチェック開
始日の4週間前に、頂くことをご検討頂けますでしょうか？

組織分析についてですが、事業所別の分析報告書も集団分析
と別に、必要という認識で宜しかったでしょうか？
またその場合、事業所数は、60事業所でお間違いないでしょう
か？
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番号 質問等に対する回答 備　　考質問等の内容

22
契約締結後、請負者と協議の上決定したいと考えておりますが、遅
くとも平成28年11月1日までには開始し、実施期間としては１ヶ月間
を確保したいと考えています。

８月２９日回答

23
本業務を再委託にて実施する場合の業務実施体制図と誓約書は応
札者が提出いたします。
再委託先からの誓約書までは必要としていません。

８月２９日回答

24
入札説明書と併せて配布しています当機構の請負単価契約書（案）
の内容と整合するものであれば対応可能ですが、詳細については
落札者決定後、協議の上決定したいと考えております。

25
実施対象者から容易に、かつ、確実に請負者へ送付できるレター
パックなど、配達記録が残る方法を選択していただきたいと考えて
おります。

請負単価契約書等の契約書類について
弊社が提供するストレスチェックツールには、利用規約や申込書
等の専用の契約書を用意しており、もし受託した折には、貴機構
の請負単価契約書の内容と整合・調整をさせていただきつつ、
弊社書類にも記入いただきたいのですが、その対応をご相談す
ることは可能でしょうか。

業務仕様書【７ （２）紙媒体による実施（ア）（ウ）】
「請負者は、調査票及び調査実施通知文、返送用封筒を実施対
象者毎に封入し、事業所等へ送付すること。」
「…実施対象者が直接請負者へ送付すること」
とありますが、こちらの送付に当たっては普通郵便を使用して問
題ないでしょうか。

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、
当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。

業務仕様書【11　その他（4）】
請負者が本業務の一部を再委託にて実施する場合に提出する
業務実施体制図及び誓約書については応札者が提出するとい
う認識でよろしいでしょうか？
それとも、再委託先から請負者宛の誓約書を入手し、再委託先
から受領した誓約書と併せて提出する必要があるのでしょう
か？

業務仕様書【２　履行期間】
ストレスチェックの実施期間について、いつ頃をお考えでしょう
か？
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