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禁転載 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

東京電力ホールディングスの新規事業領域の事業性評価に係るアドバイザー業務について 

 

令和 3年 10月 6日 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「機構」という。）は、東京電力ホールディングス株式会社（以下

「東電」という。）と共同で策定し、令和 3 年 8月 4日に主務大臣の認定を受けた新たな総合特別事業計画

の確実な履行に向け、東京電力ホールディングスの新規事業領域の取組についての検証・評価を行い、

必要な改善策を提案するため、専門的な知見を有するアドバイザーを、下記の通り募集いたします。 

 

記 

  

1. 目的 

東京電力は今後、恒久的且つ安定的に長期の廃炉・賠償費用を捻出して行かなければならない。そ

の目的を達成するため、新規事業領域における収益は重要な要素であり、特に、重点注力事業につい

ては、事業性を適正に評価し、モニタリングすることは機構業務において必要不可欠である。 

以上を踏まえ、機構は東京電力ホールディングスの新規事業領域の取組についての検証・評価を行

い、必要な改善策を提案するため、専門的な知見を有するアドバイザー（以下「委託先」という。）を募集

することとした。 

 

2. 委託業務の概要（以下「本業務」という。） 

（１）東京電力が展開する新規事業領域（自動車セクターや住宅セクターの電化に伴う事業、蓄電池を切

り口とした事業立ち上げ支援など）の事業性や目標達成状況に関する評価・検討 

（２）新規事業の効率的な実施や PDCA サイクルの構築に必要な体制やルールの整備に関する評価・検

討 

（３）その他上記に不随する業務 

 

3. 委託先が満たすべき要件 

（１）本業務を遂行するために必要な新規事業領域の拡大に関する経験等を有していること。特に、自動

車、住宅、蓄電池といったセクターについて、十分な知見及びアドバイザーの実施経験等を有すること。 

（２）機構との間で、本業務を遂行するに当たって支障が生じる重要な利害関係がないこと。なお、本業務

を受託するにあたり必要な条件がある場合には、後掲企画提案書に記載すること。 

（３）業務モニタリング体制 

①本業務を実施するためのプロジェクト体制を構築すること。 
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②体制のイメージは、プロジェクト責任者 1名、プロジェクト等の実態把握・進捗管理・モニタリングのた

めの実施者 3～5名程度を想定。 

 

4. 業務期間（5 ヶ月間） 

令和 3年 11月から令和 4年 3月末日までの期間（予定） 

ただし、本業務の委託にあたって機構との間で締結する業務委託契約書に記載の業務期間と、上記

業務期間が異なる場合には、当該業務委託契約書に定める期間とする。 

 

5. 業務の実施方法 

機構、東電からの情報提供及びインタビューのほか、委託先のノウハウ・ネットワークにより入手する

情報等を活用するものとする。 

なお、本業務の実施に当たって必要な場合には、機構の指示に基づき適宜各種委員会及び会議への

陪席等を通じて、業務を実施するものとする。 

  

6. 成果物（委託業務の検収に際しては CD-R等にて提出） 

（１）東京電力ホールディングスの新規事業領域の事業性評価に関する最終報告書 

（２）業務期間中に行った主要な分析・提案資料一式 

（３）業務期間中に行った主要な会議に係る議事メモ 

 

7. 企画提案書等の提出書類 

（１）提出先 

機構事務所（下記 13項参照） 

（２）締切日時 

令和 4年 10月 20日（水）12時必着（ただし、（４）の②は 20日（水）中の到着であれば可とする。） 

（３）提出方法 

提出書類（（４）の①、③、④、⑤）は機構の担当者（下記 13 項参照）宛て、メールにて提出する（容量

が 9MBを超過する場合は分割して提出すること）。提出書類（（４）の②）は郵送にて提出する（10月 20

日（水）必着）。なお、提出書類（（4）の②）の郵送に当たっては、封緘した入札書とは別に、担当者の

連絡先（メールアドレス・電話番号）を記載した書類を同封すること（入札書が届いた際、期限日までに

機構から受領連絡を行うこととし、連絡がない場合は期限内に問い合わせください）。また、提出書類

は、その事由の如何にかかわらず、変更、差し替え又は取消しを行うことはできない。 

なお、次に掲げる事項に該当する場合は、提出を無効にする。 

①締切日を過ぎて提出された場合 

②提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 
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③その他提出書類が不完全と認められる場合 

（４）提出書類 

①企画提案書：電子媒体をメールに添付 

別紙１「企画提案書の記載事項」の内容を記載すること。企画提案書は、パワーポイントにより

作成し、A4横版横書き 30枚以内。 

②入札書（様式第１）、委任状（※必要な場合）（様式第２）：各１部（紙媒体） 

企画提案書とは別に作成し、封緘すること。金額は、税込か税別かを明記すること。外部委託

先を活用する予定の場合は、委託予定の業務に対応する報酬額を内訳として記載すること。入

札金額の審査は、委託予定の業務に対応する報酬額を含む総額で行う。 

本業務の実施に要する諸経費（海外出張旅費を除く）は、原則として委託先の負担とする。 

また、代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は委任状を提出しなけれ

ばならない。また、入札の度に委任状が１部必要なため、再度入札に参加する場合は、別途委

任状を提出すること。なお、委任状の日付は、提出日を記入すること。 

③資格審査結果通知書（令和 01・02・03年度全省庁統一資格）の写し：電子媒体 

④組織概要（パンフレット等）：電子媒体 

⑤情報管理体制（別紙２）及び履行体制図（別紙３）：電子媒体 

※⑤は、体制について、提出時点で分かる範囲で記入のこと。 

＜※再委託（下請）実施の場合の留意点＞ 

○ 業務の効率性、経済性の観点から、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分について、再

委託（下請）は実施しないようにすること。 

○ また、再委託（下請）に係る費用は、原則として総経費の１／２を超えないようにすること。１／２を超

えざるを得ない場合には、契約締結時にその理由書の提出を求める。 

 

（５） 提出部数  

① 企画提案書   電子媒体をメールに添付 

② 入札書、委任状      各 1部（入札書は要封緘） 

③ 資格審査結果通知書の写し  電子媒体をメールに添付 

④ 組織概要（パンフレット等）    電子媒体をメールに添付 

⑤ 情報管理体制及び履行体制図 電子媒体をメールに添付 

 

（６） 提出書類の取り扱い 

提出書類は、委託先の選考以外には使用しない。また、提出書類は返却しない。 

（７） 再度入札 

開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、
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直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わなかった場合は、再

度入札を辞退したものとみなす。 

 

 

8. プレゼンテーションの実施 

企画提案書の提出後、企画競争参加者によるプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションに当

たっては、企画提案書に含まれない内容は使用できない。企画競争参加者による説明時間は 20分以内

とし、別途、質疑応答時間を 15 分設ける。プレゼンテーションの開始日時詳細は、各企画競争参加者に

対して事前に通知する。 

（１） 開催日（予定） 

令和 3年 10月 21日（木）午後  

（２） 開催場所 

オンラインで開催予定。機構が指定する Web 会議システム（Microsoft Teams）を利用する予定

（Web環境など事前確認のため機構担当から別途連絡する予定）。 

 

9. 審査等 

機構は、提出書類を確認し、競争参加者によるプレゼンテーションを受けたうえで、別途機構が定め

る採点シートに基づき審査を行う。採点シートは公表しないが、以下の要素が採点対象となる。 

（１）企画提案書、及びプレゼンテーションの内容・構成 

（２）本業務の実施体制（業務の取組体制、情報管理体制） 

（３）過去に携わった類似案件等における実績 

（４）入札金額 

審査の結果、最も高い得点を挙げた競争参加者を最終委託候補者とし、最終委託候補者に次いで

高い得点を挙げた競争参加者を次点候補者とする。 

最終委託候補者、次点候補者、不合格者に対しては、審査の結果を電話で個別に連絡を行う。審

査の経過、得点等に関する個別の問い合わせには応じない。 

 

10. 落札者の決定方法等 

 

(１) 入札保証金及び契約保証金 全額免除 

(２) 入札の無効 

競争参加資格のない者による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。 

(３) 契約書作成の要否 要 

(４) 落札者決定の方式 

機構は、予定価格の制限の範囲内の入札があった場合は、総合評価点の最も高い者を落札者とす
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る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行

がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格を以っ

て入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。また、予定価格が一

千万円を超える契約であって、相手方となるべく者の入札金額が１０分の６を予定価格に乗じて得た

額に満たない場合、落札者決定を保留とし、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどう

かを低入札価格調査行った上で落札事業者を決定する。 

 

11. 契約の締結等 

審査結果の通知後、機構は最終委託候補者と本業務を委託するにあたって締結する契約の詳細

（契約条件、業務内容等）につき協議を行い、合意に達した場合には、速やかに契約を締結する。 

なお、協議を行った結果、協議が纏まる見通しが立たないと機構が判断した場合には、機構は、最

終委託候補者との協議を終了し、次点候補者と本業務の委託に係る協議を開始できるものとする。 

 

12. その他注意事項 

（１） 使用する言語は、日本語とする。使用する通貨は、日本国通貨に限る。 

（２） 企画提案書の作成等、応募に要する費用等は、各企画競争参加者が負担するものとする。 

（３） 企画提案書に記載された内容に変更又は虚偽があった場合には、採択後であっても採択を取り

消すことがある。 

 

13. 提出書類の提出先及び問い合わせ先 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

  計画グループ 

  〒105－0001 東京都港区虎ノ門 2－2－5  共同通信会館 5階 

  TEL 03－5575－3811 

担当者：高瀬（takase-naoaki@ndf.go.jp）、前田（maeda-toshiaki@ndf.go.jp）、澤山（sawayama-

daisuke@ndf.go.jp） 

以 上 

 

 

 

 

 

mailto:maeda-toshiaki@ndf.go.jp
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（様式第１） 

令和  年  月  日 

  

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

契約等担当役 殿 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名 印 

 

代理人氏名 印 

 

注）有効な委任状を提出済みの代理人が入札する場合には、代理人氏

名の記載及び押印が必要。代表者の押印は不要。 

 

入 札 書 

 

件 名 ： XXXXXXXXXXXX 

 

入札金額：下記のとおり。 

 

 

記 

 

 

契約条項の内容、仕様書及び入札説明書等を承諾の上、入札いたします。 

 

入札金額（税抜き）   ￥                    
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（様式第２） 

令和  年  月  日 

 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

契約等担当役 殿 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名              印 

 

 

委 任 状 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の事項に関する下記権限を委任します。 

 

件 名 ： XXXXXXXXXXXXX 

 

 

委任事項 ： １．入札（見積）に関する事項             

  ２．開札の立会に関する事項              

 

 

記 

 

 

代理人氏名 ：                   

 

代理人使用印鑑 
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（別紙１） 

企画提案書の記載事項 

１. 基本的事項 

(１) 法人又は会社概要 

① 法人又は会社名、代表者名及び所在地 

② 沿革 

③ 他法人又は他社との合併又は資本提携等により、今後 1年間に法人又は会社

の業務形態等に変動の予定がある場合は、その内容 

④ 外部委託先を活用する場合は、外部委託先の概要 

(２) 連絡先（担当者の所属部署、役職、氏名、電話番号、Emailアドレス） 

 

２. 本業務の実施 

(１) 本業務に対する基本認識・基本方針等 

① 現状のプログラムにおける課題認識、及び課題への対応方針 

② 本業務実施に当たっての機構、東電との具体的な連携イメージ 

(２) 業務の取組体制等 

① 業務実施体制、本業務の総責任者、プロジェクト責任者、及び領域毎の担当者 

② 各業務従事予定者の氏名、経歴、経験、想定関与割合 

③ 外部委託先を活用する場合は、委託予定の業務内容 

(３) 必要な協力体制等 

① 機構及び東電に対して求める協力体制 

② 本業務の実施に際して機構、及び東電に準備を依頼する予定の資料等の一覧 

 

３. その他参考となる事項 

(１) 過去の類似業務等の実績（※） 

① 電力事業又は他事業における新規事業領域の事業性評価及びその高度化に

関するアドバイザー業務の実績 

（２）情報管理体制 

（３）上記以外で特別に記載したい事項 

（記載上の注意事項） 

※ プロジェクト従事予定者に係るものを含めて構わない。 
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（別紙） 

評価手順書 

1. 落札方式及び得点配分 

（１）落札方式 

次の要件をともに満たしている者のうち、「（２）総合評価点の計算」によって得られた

数値の最も高い者を落札者とする。 

① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

② 別添「評価項目」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。 

（２）総合評価点の計算 

総合評価点＝技術点＋価格点 

技術点＝基礎点＋加点 

価格点＝（１－入札価格÷予定価格)×１００ 

※なお、技術点の配分と価格点の配分は２：１とする。 

（３）得点配分 

技術点に関し、必須及び任意項目の配分を２００点、価格点の配分を１００点とする。 

 

2. 評価の手続き 

別添の評価項目について、評価基準に従い各評価項目ごとに採点を行い、獲得した合計点を

技術点とする。複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果（点数）を合計し、それ

を平均して技術点を算出する。必須とする項目について得点できない場合は、その応札者を不

合格とする。 

技術点及び価格点に小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てとする。 

 

3. 評価項目の加点方法 

評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の

得点が決定される。 

基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には

提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場

合は０点となる。提案者は、基本的に、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足するこ

とを示さなければならない。 

加点は、特定の提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際

の観点に沿って評価を行う。 
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評 価 項 目 一 覧 

 評価項目 要求事項 評価基準 基礎点 加 点 合計点 

１ 事業の目的、内容 ・内容が事業目的に合致しているか。 

・事業内容が具体的かつ目的に対して有効な内容が

提案されているか。 

（基礎点） 

・内容が事業目的に合致しているか。 

（加点） 

・事業内容が具体的かつ目的に対して有効な内容が提案されているか。 

１０ ３０ ４０ 

２ 事業の実施方法 ・実施方法が事業の目的・内容と合致しているか。 

・効率的・効果的な実施方法がとられているか。 

（基礎点） 

・実施方法が事業の目的・内容と合致しているか。 

（加点） 

・効率的・効果的な実施方法がとられているか。 

１０ ３０ ４０ 

３ 事業実施計画 ・事業の目的・内容に対し、スケジュールは妥当か。 

・人員、実施手順等は妥当か。 

（基礎点） 

・事業の目的・内容に対し、スケジュールは妥当か。 

（加点） 

・人員、実施手順等は妥当か。 

５ ２０ ２５ 

４ 事業実施体制 ・事業の実施体制、役割分担、要員数が明確にされ

ているか。 

・適切な情報管理体制が確保されているか。また、

情報取扱者以外の者が、情報に接することがないか。 

・事業が遂行可能な専門的知識・経験を有する人員

が確保されているか。 

（基礎点） 

・事業の実施体制、役割分担、要員数が明確にされているか。 

・適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、

情報に接することがないか。 

（加点） 

・事業が遂行可能な人員が確保されているか。 

５ ２０ ２５ 

５ 組織、事業従事予定

者の専門性、類似事

業実績 

・類似事業の実績があるか。 

・事業内容に関する専門知識、ノウハウ等があるか。 

（基礎点） 

・類似事業の実績があるか。 

（加点） 

・事業内容に関する専門知識、ノウハウ等があるか。 

１５ ４０ ５５ 

６ 事業遂行のための

経営基盤、管理体制 

・事業遂行のための経営基盤を有しているか。 

・一定以上の資金等を有しており、管理体制に優れ

ているか。 

（基礎点） 

・事業遂行のための経営基盤を有しているか。 

（加点） 

・一定以上の資金等を有しており、管理体制に優れているか。 

５ １０ １５ 

    ５０ １５０ ２００ 

（別 添） 
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（別紙２） 

情報管理体制 

 

＜委託先（乙）の情報管理体制＞ 

 氏名 所属部署 役職 業務内容 

①（情報管理責任

者） 

    

②（情報取扱管理

者） 

    

③（情報取扱管理

者） 

    

④（業務従事者）     

⑤（業務従事者）     

⑥（再委託先）     

 

①：受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

②、③：本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもの

で、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

④、⑤：本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

 

※入札前に提出する場合は、提出時点で分かる範囲で記入すること。 
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（別紙３） 

履 行 体 制 図 

令和  年  月  日 

事業者名： 

 

 

 

 

＜再委託先等の体制＞（※該当する場合） 

事業者名 住所 契約見込金額(税込み) 業務の範囲 

Ａ（再委託先） 東京都○○

区・・・・ 

※算用数字を使用し、

円単位で表記 

※できる限り詳細に

記入のこと 

Ｂ（再委託先） 〃 〃 〃 

Ｃ未定（外注先） 〃 〃 〃 

Ｄ（再々委託先） 〃 記入不要 〃 

Ｅ未定（再々委託

先） 

〃 〃 〃 

Ｆ（それ以下の委託

先） 

〃 〃 〃 

 

【※履行体制図に記載すべき事項】 

・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲（具体的かつ明確に記載すること） 

・業務の分担関係（再委託、再々委託等）を示すもの 

ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。 

・契約金額１００万円未満の契約の相手方 

・入札前に提出する場合は、提出時点で分かる範囲で記入すること。 

乙 

事業者Ａ 

事業者Ｂ 

事業者Ｃ（未定） 

事業者Ｄ 

事業者Ｅ（未定） 

事業者Ｆ 

（再委託先） （再々委託先） （それ以下の委託先） 


