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企 画 提 案 競 技 実 施 の公 示

次のとおり企画提案書の提出を招請します。

   平成 30 年２月 23 日

   独立行政法人都市再生機構

    総務部長  関口 律

１ 業務名称

平成 30 年度中途採用職員募集に係る総合支援業務

２ 履行期間

契約締結日から平成 31 年 3 月 31 日まで

３ 目的

平成 30 年度の中途採用職員募集にあたり、転職希望者が利用する就職サイト（以下「転職サ

イト」という。）を複合的かつ効果的に活用することで、速やかに良質な母集団形成を図ることに

より、採用活動の一助とすることを目的とする。

４ 業務内容等

（１） 母集団の形成を図るための業務

(ｲ) 年間の転職サイト掲載等計画立案

(ﾛ) 当機構の業務概要及び採用情報等に係る複数の転職サイトへの掲載

(ﾊ) 転職サイト上での当機構へのエントリー受付

（２） 中途採用職員募集に関する独自の企画提案

※中途採用職員の応募要件は、以下の(ｲ)及び(ﾛ)を全て満たす者とする。

(ｲ) 大学を卒業又は大学院を修了している者。（短期大学卒業者は対象としない。）

(ﾛ) 2 年以上の就業経験を有する者。（アルバイト、パートは就業期間に算入しない。）

※主たるターゲット層は、概ね 20 代後半から 30 代半ばまでの者を想定している。

※当年度の採用計画については、全て年度内入社可能な者で達成することを目標としている。

５ 参加資格

下記の事項を全て満たす者であること。

（１） 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構達第    

95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。

（ http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照）

（２） 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けてい

る者でないこと。  

（３） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。

（定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規程」→

「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力
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団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」

（http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照。）

（４） 企画提案書提出時点において平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区

物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された

者であること。

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必

要がある。競争参加資格審査の申請等の提出先は以下のとおり。

（申請・提出先）

〒231-8315

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

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話 045-650-0189

※郵送により申請書を提出する場合は、「平成 30 年度中途採用職員募集に係る総

合支援業務」に係る参加表明中である旨を送付状等に記載すること。

（５） 本店又は営業所の所在が関東地域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県又は山梨県）に所在すること。

（６） 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者、

又は個人情報保護法に基づくプライバシーポリシー（個人情報保護方針）を整備している者若

しくは情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）を整備・構築している者であること。

（７） 発注者の求人広告の掲載等の利用が可能な転職サイト（以下「利用可能サイト」という。）を

複数提供できる（代理店契約に基づくサービス提供を含む。以下同様。）こと。

（８） 次に掲げる(ｲ)、(ﾛ)及び（ﾊ）の要件を満たす者

(ｲ)  登録会員数（平成 29 年 12 月末時点）が 100 万人以上の利用可能サイトを提供できる

こと。

(ﾛ) 掲載社数（平成 29 年 12 月末時点）が 1,000 社以上の利用可能サイトを提供できるこ

と。

(ﾊ) 平成 27 年 4 月以降において、利用可能サイトを複数提供すると共に、これらのサイトに掲

載したコンテンツの管理運営及び利用支援等を行う業務（以下「同種の業務」という。）の実績

を 1 件以上有していること。

６ 企画提案書の提出者を選定するための主な基準

（１） 参加資格の有無

（２） 企業の経験及び能力

７ 企画提案書を特定するための主な評価基準

（１） 転職サイトの活用提案内容

（２） 実施体制及び要員

（３） 独自の企画提案

（４） 参考見積
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８ 手続等

（１） 担当支社等

イ 契約関係

〒231－8315 

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

独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課

電話 045－650－0189

ロ 企画関係

〒231-8315

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

独立行政法人都市再生機構 人事部 人事課

電話 045-650-0246（担当：原田・髙草・山岡）

（２） 企画提案競技説明書等の交付期間、交付方法

交付期間：平成 30 年２月 23 日（金）から平成 30 年３月 22 日（木）まで

交付方法：当機構のホームページからダウンロードすること。（※書面配布は行わない。）

http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html

（３） 参加表明書の提出期間、提出場所及び提出方法

提出期間：平成 30 年２月 23 日（金）から平成 30 年３月８日（木）の土曜日及び日曜日を

除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし正午から午後１時の間は除く。）。

提出場所：〒231-8315

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

独立行政法人都市再生機構 人事部 人事課

電話 045-650-0246（担当：原田・髙草・山岡）

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵

送又は電送によるものは受け付けない。

提出部数：1 部（印刷は、白黒、カラーどちらでも可。）

（４） 企画提案書の提出期間、提出場所及び提出方法

提出期間：平成 30 年３月 14 日（水）から平成 30 年３月 22 日（木）の土曜日及び日曜日

を除く毎日、午前 10 時から午後5 時まで（ただし正午から午後１時の間は除く。）。

なお、３月 22 日(木)に提出する場合は、８（６）により実施するプレゼンテーション

の際に提出すること。

提出場所：８（３）と同じ。

提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵

送又は電送によるものは受け付けない。

提出部数：８部（印刷は、白黒、カラーどちらでも可）

（５） 再公募の実施

本業務において、参加する者が当機構の関係法人１者であった場合は、当該手続きを中

止し、再公募を実施する。

（６） プレゼンテーションの実施

企画提案書に関するプレゼンテーションは質疑応答も含め各者 35 分を予定する。
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実施予定日：平成 30 年３月 22 日（木） （※時間帯は午前を予定）

実 施 場 所：当機構本社（横浜アイランドタワー）

※詳細は企画提案書提出要請以降に連絡する。

９ 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について

  企画提案競技説明書による。

10 その他

（１） 契約書作成の要否：要

（２） 関連情報を入手するための照会窓口：８（1）に同じ

（３） ５（４）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者も参加表明書を

提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても企

画提案書を提出するためには、企画提案書提出時点において、当該資格の認定を受けて

いなければならない。

（４） 詳細は企画提案競技説明書による。

以 上


