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業 務 説 明 書 

１ 業務名称 

 平成 29年度新規採用職員募集に係る情報発信等支援業務 

 

２ 履行期間 

   契約締結日の翌日から平成 29年３月 31日まで 

 

３ 目的 

 平成 29 年度の新規採用職員募集にあたり、学生が利用する就職サイト（以下「就職サイト」という。）への

当機構の募集要項及び事業内容等の掲載及び就職サイト登録者へのダイレクトメールの送付等により速や

かに良質な母集団形成を図る他、エントリー者の情報を一元管理し、会社セミナーや総合能力検査等の案

内や予約受付、会社セミナー等の準備を一括して行うことにより、採用活動の一助とすることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

（１） 業務の構成 

本業務は、以下の業務から構成する。 

構成 内容 

平成28年度新規採用職員募集

に係る情報発信等支援業務 

Ａ 母集団の形成を図るための業務 

① 当機構の業務概要及び採用情報等の就職サイトへの掲載 

② 就職サイト上での当機構へのエントリー受付 

③ 会社セミナーの会場設営及び運営等 

Ｂ 応募者情報管理システムの提供、管理運営及び利用支援 

① エントリー者等の情報の一元管理 

② エントリー者への採用 PRパンフレット送付等 

③ 「平成 29年度新卒採用エントリーシート」の管理等 

Ｃ その他情報発信等支援に関する独自の企画提案 

 

（２） 業務の内容 

Ａ 母集団の形成を図るための業務 

① 平成 29年度新規採用職員募集情報の就職サイトへの掲載 

就職サイトへは、少なくとも次の(ｲ)～(ﾆ)に掲げる情報を掲載する。 

(イ)当機構の募集要項（採用選考方法やスケジュールを含む） 

(ロ) 当機構の会社概要及び事業概要 

(ﾊ) 当機構の先輩職員情報 

(ﾆ) 当機構採用ホームページへのリンク又はバナー 

 

② 就職サイト上での当機構へのエントリー受付 

  就職サイト上で当機構へのエントリー受付を可能とする設定を行う。また、エントリー受付にあたって

は、エントリー者の次の（ｲ）～（ト）に掲げる情報を取り込むこととする。 

(イ)氏 名（漢字表記並びにふりがな又はフリガナ表記） 

(ロ) 現住所（郵便番号、都道府県、市町村区、町名・地番等） 

(ﾊ) 電話番号（自宅固定電話及び携帯電話） 

(ﾆ) メールアドレス（※データ送受信の関係から、多機能携帯電話（スマートフォン）以外の携帯

電話のメールアドレスは不可とする。） 
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(ﾎ) 大学・大学院・学部・学科・専攻名 

   ※大学院生の場合、大学の学部、学科、専攻名も追加する。 

(ﾍ) 希望職種及び希望業種 

（ト） 応募するきっかけ 

 

③ 会社セミナー会場の準備設営・片付け及び運営 

(ｲ) 受注者は、当機構の会社セミナー（学生向け会社説明会）のうち、東京会場における会場の設

営・片付け及び運営を行う。 

(ﾛ) 会社セミナー（東京会場）の概要は下記のとおりである。 

（なお、当業務契約後、運営上の改善のための変更（開催時期及び会場を除く。）は可能とす

る。） 

 

【会社セミナー（東京会場）】 

項目 内容等 

開催時期 平成 28年 3月下旬から同 5月中旬までの間における 5日間 

（※大学主催による学内セミナーの参加日が確定次第、当セミナー日程を

決定する。） 

会場 下記の候補 A、その他都内に別途発注者が手配する会場、又はその両方

で実施する。 

【候補 A】 

名 称： 独立行政法人都市再生機構本社内会議室 

所在地： 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地１ 

横浜アイランドタワー内 

使用会場： 10階大会議室 A・B 

 

構成 ・会社概要説明（講義形式）  ビデオ上映を予定 

・個別質問 

時間設定 全体開催時間： 午前 10時 00分～午後 6時 00分 

1日当たり回数：4～5回 （説明 40分、質疑応答・入替時間 45分） 

学生予約数 1回あたり 50名～100名程度 

予約受付期間 平成 28年 3月上旬から 5月上旬（未定） 

当日配布物 ①会社概要パンフレット （A4サイズ製本） 

②パワーポイント資料 （A４判カラーコピー・ホチキス止め） 

③会場配置図・ブース座席表 

④先輩職員一覧 

⑤参加アンケート 

⑥封筒（A４サイズ） 

⑦クリップボード （当日貸与、終了時回収） 

※上記は予定。 

 

(ﾊ) 受注者は東京会場において、次に掲げる業務を行う。 

・参加者の受付、案内、整理、誘導 

・配布資料等のアッセンブリー及び受付時における配布 

・アンケート、クリップボード等の回収 
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・会社セミナー終了後における出席者リストのデジタルデータ（Microsoft Excel®（以下「エク

セル」という。）を使用のこと。）作成及び当機構への納品 

・その他円滑なセミナー運営に際して必要な事項 

(ﾆ) 実施に必要な搬送費用は、開催準備においては発注者・受注者それぞれが自らの負担にて搬

送し、片付けにおいては、受注者が搬送費用の全額を負担する。 

 

Ｂ 応募者情報管理システムの提供、管理運営及び利用支援 

①  エントリー者等の情報の一元管理 

平成 29 年度新規採用募集にあたり、エントリー受付や選考等の過程において少なくとも次の（ｲ）

～(ﾆ)に掲げる業務を行うことの出来るシステムの提供、システムの管理運用及び利用にあたっての

支援を行う。なお、システムの運用期間については、平成 30年 3月末日までとする。 

(イ) エントリーの受付及び管理 

・ 上記４（2）Ａ②に記載するエントリー時の個人情報の入力は、機構ホームページからも入力画

面にジャンプして入力できるようにすること。 

・ エントリー者に対し、個々に識別できる IDナンバー（自動付番：8桁程度）を発行のうえ、かつ、応

募サンクスメールを自動で送信できるようにすること。 

・ エントリー者の個人情報等の一覧表がＣＳＶファイル又はエクセルファイルでダウンロードできるよ

うにすること。 

・当機構が指定する他の就職サイトで当機構が取得した学生の情報について、応募者管理システ

ムに取り込み、エントリー受付を行うこと。 

(ロ) エントリーシートの作成及び管理 

・ エントリー者が、ＷＥＢ上でのエントリーシートの記入及び提出ができるようにすること。また提出

後のエントリーシートを、面接官が確認しやすいようにＰＤＦ形式化や閲覧、出力をできるようにす

ること。 

（注） ４（2）Ｂ③にて説明する本人手書きによる紙媒体のエントリーシート（「平成 29 年度新

卒採用エントリーシート」という。）とは設問内容等が異なるものである。（※こちらは手書きエ

ントリーシートと区別して「WEBエントリーシート」という。） 

(ﾊ) 会社セミナー、総合能力検査及び面接試験等のイベント毎の予約受付案内等 

・ 各イベント（会社セミナー、総合能力検査、面接試験等）の日程や人数等にあわせた予約画面

の設定ができるようにすること。 

・ ＣＳＶデータのアップロード、バーコード等によりフラグ立てを行い、選考段階毎に予約可能な者

を限定することができるようにすること。 

・ エントリー者自身がＷＥＢ上で各イベントの予約ができるようにすること。 

・ 各イベントの予約者が、自ら各イベントの予約変更又はキャンセルをできるようにすること。 

・ 各イベントの予約・変更・キャンセルについて、多機能携帯電話（スマートフォン）からも操作が

可能であること。 

・ 各イベントの予約完了時等にサンクスメールを自動で送信できるようにすること。 

・ 予約者等の一覧表がＣＳＶファイル又はエクセルファイルでダウンロードできるようにすること。 

(ﾆ) エントリー者等への一括メールの作成及び送信 

・ エントリー受付完了時のほか、各選考段階の予約完了時や選考結果等を通知する際の通知メ

ールを作成し、対象者に対してメールを一括送信することができるようにすること。 

・ メールを一括送信する対象者の設定にあたっては、ＣＳＶデータのアップロード、バーコード等に

よりフラグ立てができるようにすること。 

 

② エントリー者への採用 PRパンフレットの送付等 
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受注者は、次により採用 PRパンフレット等の発送を行う。 

採用 PRパンフレット（会社案内） 

・ 発送対象者はエントリー者とし、エントリー受付最終日（※）に受け付けた者までを対象とする。 

※注：エントリー受付最終日は 7月第 2週を予定している。 

・ 発送はエントリー者に対して一定の間隔（1週間毎（※）程度）をもって行うものとする。 

   ※注：1週間毎程度とするが、期限が近くなったらその都度とする。 

 

・ 発送部数は 8,500 部とするが、エントリー者数に応じて、別途変更契約を締結する場合があ

る。 

・ エントリー者への発送に必要な情報（郵便番号、住所、氏名）については、受注者が応募者管

理システム上から自ら抽出することとする。 

・ 発送用封筒に、挨拶状と採用パンフレットを同封し、郵送先ラベルを張り付け、受注者負担によ

り発送すること。（挨拶状を採用パンフレットの上とし、封筒の郵送先ラベルがある面を表面として

封入する。） 

・ 次に掲げる a)～c)を支給品とし、受注者の責任により確実に管理するものとすること。なお、最

終発送日以降に余剰が生じた場合は、速やかに受注者の搬送費用負担により発注者に返却

するものとする。 

a) 学生用採用 PRパンフレット （8,500部） 

b) 挨拶状             （8,500部） 

c) 発送用封筒          （8,500部） 

 

 

③  「平成 29年度新卒採用エントリーシート」の管理 

・ 当機構の採用活動において、当機構を受験する学生に対し、本人手書きによる紙媒体エントリー

シートを提出させることとしており、受注者に下記(ｲ)～(ﾛ)の業務を委託する。 

  平成 29年度新卒採用エントリーシート概要 

項目 内容 

仕   様 紙媒体、A4縦判 1枚（予定） 

エントリーシート提出期間 平成 28年 4月上旬～同 7月中旬（詳細未定） 

提出締切 複数締切制 

 

(ｲ) 提出されたエントリーシートの一時保管及び整理 

・ 学生から郵送にて提出された平成 29年度新卒採用エントリーシートを一時的に保管する。 

※注：学生が提出するにあたり、発生する郵送料・封筒費用等は学生本人が負担する。 

・ 郵送先は、受注者が当機構以外の場所で、かつ、個人情報管理体制・環境が整った場所を指

定する。 

・ 平成 29 年度新卒採用エントリーシートは、次の職種に区分のうえ、それぞれの職種においてエ

ントリー識別番号（IDナンバー）の昇順で整理する。 

職種： 事務職、建築職、土木職、造園職、電気設備職、機械設備職 

・ 平成 29 年度新卒採用エントリーシート提出時に記載されているエントリー識別番号をリスト化し、

デジタルデータ（エクセルファイルを使用のこと。）に収納するとともに、エントリーシートもデジタル

データ化し、原則としてエントリーシート到着日の翌日までに、それぞれ応募者情報管理システ

ムにデータを格納する。 

・ エントリーシート受付者の情報を総合能力検査事業者の保有するシステムに入力した上で受

験に係る必要情報を同システムより抽出し、応募者情報管理システムに入力するとともに、エ
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ントリーシート受付者に対して、エントリーシートを受領したこと及び総合能力検査の受検資格

を与える旨の電子案内文書を原則としてエントリーシート到着日の翌日までに送付する。 

・ 郵送で使用された封筒は、裁断（シュレッダー）のうえ破棄すること。 

(ﾛ) エントリーシートの当機構への納品等 

・ 上記(ｲ)にて整理された平成 29 年度新卒採用エントリーシート及びデジタルデータを機構の指

定する期日及び場所に納品する。なお、エントリーシート提出は複数締切日を設定する予定で

あり、これに伴い、機構への納品する期日も複数回とする。なお、エントリーシートについては原

則としてエントリーシート到着日の翌日までにデジタルデータを応募者管理システム上で確認で

きるようにするものとする。（詳細については、企画提案の特定した日以降に協議を行うものとす

る。） 

・ 総合能力検査の結果について、総合能力検査事業者の保有するシステムよりデータを都度

抽出、応募者情報管理システムにデータを格納するとともに、総合能力検査の結果を踏まえ

た機構所定の面接様式にデータを抽出する仕組みを作成する。 

 

Ｃ その他情報発信等支援に関する独自の企画提案（任意提案） 

・ 選考活動開始前に多くの学生に当機構を認知し、当機構へのエントリーに繋がるイベント等、及び選

考試験受験者の辞退抑制に繋がるような情報発信等の企画・運営を提案すること。 

・ 就職活動に精通した事業者からの斬新な提案を期待するものであり、内容については特段の制限事

項は設けない。 

 

（３） 企画提案内容に関する補足事項 

企画提案内容について、下記事項に配慮すること。 

①  実施体制、要員及びスケジュールに関する提案に関して 

・ 業務実施体制について、専任、兼任等レベルに分けて役割や人員数等が具体的かつ明確に記述さ

れ、適切に配置されていること。特に広報活動開始前後（2 月～3 月）において、当業務への支援が

着実に実行できる体制を組むこと。 

・ 緊急時の対応体制について、充実した体制が確保されていること。 

・ 本業務を行う上で知り得た一般に公開されない情報や個人情報等の機密情報管理について、管理

方法や管理体制が具体的かつ明確に記述されていること。 

・ 就職サイト掲載までのスケジュールや応募者情報管理システムの始動時期、準備時期の作業スケ

ジュールが具体的に記述されている。 

② 母集団の形成を図る業務に関する提案に関して 

・ 学生の視点に立ったコンテンツ構成と操作性を持っており、学生の業界研究・企業研究を補佐する

ツールとしての機能を豊富に備えていること。 

・ 学生が主に使用する就職サイトとしての利用率が高く、登録する学生の会員数が多く、かつ、良好な

構成であること。 

・ 会社概要、採用情報、会社セミナー等イベント周知等について、学生に伝わりやすい構成となってい

ること。 

・ 学生向けイベント運営等に関して豊富な実績があり、当機構の会社セミナー実施について、円滑か

つ確実な実施が見込まれる内容となっていること。 

③ 応募者情報管理に係るシステム等に関する提案に関して 

・ 当該システムについては、機能等が年々複雑化しており、採用担当の職員が円滑に利用できるよう、

下記事項が整備されていること。 

▽機能が豊富であり、操作や設定が容易であること。（応募者データに係る検索・抽出・挿入・削
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除等の操作がわかりやすいこと。） 

▽操作マニュアルが機能別に検索しやすく、解説がわかりやすいこと。 

▽使用に当たっての問い合わせ（ヘルプデスク等）体制が万全であること。 

▽通常ルート以外の緊急時問い合わせ体制が整っていること。 

・ 受験する学生が使用するに当たり、会社セミナー等各種イベント申込操作がわかりやすくこと。（学生

本人が登録を確認できる機能があること。） 

④  その他情報発信支援業務に係る独自の企画提案に関して 

 ・企業ＰＲを兼ねた学生への情報発信、イベント等で学生が当機構に興味を持ち、応募につながるよう

な企画であること。 

・イベントの趣旨等について、学生が分かりやすい内容であること。 

・ 良好な母集団を形成し、志望度及び能力の高い学生が当機構へエントリーし、最終選考まで受験し、

試験合格後も安定するような独自の企画を提案すること。 

・ ただし、法令、採用活動倫理憲章、コンプライアンス面に抵触する企画提案、当機構の品位・信頼

等を下げるような企画提案及び実施に際して多額の費用が新たに発生する企画提案については、こ

れを採用しない場合があるので注意すること。 

（参考） 昨年度企画提案例： オンライン会社セミナー、広報活動開始時期（3 月）における学生配布

物への掲載、企業・職場紹介チャンネル配信  等 

 

（４） 企画提案書等の作成等 

・ 上記（３）の内容を踏まえ、企画提案書及び参考見積書を作成する。 

・ 参考見積書は、企画提案競技説明書６（１）ロに示した予算内で、上記４（１）で区分した項目ごとに明

細を表示し、合計額は税抜・税込両方を表示すること。 

 

５ 提出物（書類提出） 

（１） 様式６（代表者の押印があるもの。） 

（２） 企画提案書（Ａ4判） 

（３） 参考見積書（様式自由） 

※補足：上記提出は紙媒体のみとする。また、企画提案書の枚数に関する制限は設けないが、プレゼンテ

ーション時間（1者 30分程度）を踏まえた分量とすること。 

 

６ その他 

（１） 本業務は、この業務説明書に定めるほか、発注者と十分協議しながら作業を実施するものとする。 

（２） 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属

するものとし、協議が必要な場合は予め申し出るものとする。 

（３） 企画提案書の特定後の業務実施にあたり、業務の主たる部分（全体を総括・調整する業務に該当す

る業務）についての再委託は認めない。また、再委託の必要が生じた場合は、企画提案書特定者自らが

実施する業務の範囲を指定様式にて提出し、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 

（４） 再委託の必要が生じ受注者が業務の一部を再委託する場合、書面（様式自由）により再委託の相手

方との契約関係を明確にしておくこととともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることと

する。また、発注者からの求めに応じ、委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出

すること。 

（５） 業務遂行にあたり、機構ホームページを編集・操作する場合は機構の指示に従うこと。 

（６） 企画提案競技説明書６（１）ロで提示した概算費用は、あくまで企画提案の目安となる金額であり、概

算費用を確約するものではない。 

（７） 本業務において当機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。 
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（８） 業務説明書に記載のない事項、疑義等が生じた場合は、その都度発注者と協議すること。 

 

以 上  


