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令和４年度「県内企業雇用環境改善支援事業」に係る業務委託 

企画提案仕様書 

 

１．業務名  

令和４年度「県内企業雇用環境改善支援事業」に係る業務委託 

 

２．事業目的 

県内企業の人材育成を支援することにより、従業員がスキルアップとキャリア形成を行うことが

できる、働きがいのある企業内雇用環境づくりを促し、離職率及び完全失業率の改善を図る。 

 

３．契約期間 

契約締結の日から令和 5年 3月 31日まで 

 

４．委託契約額の上限 

11,372千円以内（消費税及び地方消費税含む） 

※各経費は税抜き価格とし、別途消費税を計上する。 

※当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり契約金額ではない。 

 

５．経理関係事務処理における留意事項 

「委託業務に係る事務処理マニュアル（沖縄県商工労働部雇用政策課作成）」に従い、委託事

業を実施する。当マニュアルは、雇用政策課のホームページに掲載してある。 

 

６．事業概要 

県内企業の人材育成を支援し、従業員がスキルアップとキャリア形成を行うことができる、働き

がいのある企業内雇用環境づくりを促す。具体的には主に下記の施策を実施する。 

(1) 沖縄県人材育成企業認証制度の実施 

(2) 集合座学研修による人材育成手法等の修得と実践 

(3) 沖縄県人材育成企業認証制度（以下、「認証制度」という。）及び沖縄県人材育成企業（以

下、「認証企業」という。）の WEB等を通じた周知広報 

 

７．委託業務内容 

(1) 優れた人材育成の取組みを行う企業を認証する認証制度の実施に関すること。 

①認証審査等業務： 

「沖縄県人材育成企業認証制度要綱」に基づき、適切に審査を行い、審査結果のとりまとめ

を行うこと。 

年に１回、認証申請受付・審査・認証を行うことを想定しているが、具体的な日程等につい

て、県と調整し行うこと。 

②認証審査業務に従事する者の資格： 

認証申請企業の審査業務に従事する者は、人材育成全般の専門的知識と経験に加え、認

証制度の理解、本県の企業や業界特性についての見識を有する者を充てること。 
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③認証書の作成： 

新規認証及び認証更新した企業に対し、全文筆耕の賞状を作成すること。 

なお、認証書に記載する文章等の決定と賞状用紙の用意は県が行うこととする。 

   ④中間報告書の受理等業務： 

「沖縄県人材育成企業認証制度要綱」第 10 条に基づき、認証企業より「沖縄県人材育成企

業中間報告書」を受理し、県に提出すること。 

⑤効果の測定・可視化： 

認証による効果を測定し、可視化すること。認証中核基準働きがい 15 項目に照らして、研

修前後の改善状況を表わすこと。 

 

(2) 【経営者・人事責任者等向け】「人材育成推進者養成講座」の実施に関すること。 

①対象企業数： 

県内企業 60社の経営者や人事責任者等とする。 

受講者募集説明会を開催し、公募すること。 

②カリキュラム： 

年間の講座時間は、80 時間(８時間×10 回)程度とする。認証制度の認証中核基準である

働きがい 15項目に関する人材育成手法等を修得する内容とする。 

研修実施の時期については、研修の受講企業等が認証制度の申請にスムーズにエントリ

ーできるよう工夫すること。 

受講修了者が、各企業における人材育成を推進する上での中心となる者（人材育成推進

者）として、自社の業種・規模等の特性に応じて人材育成計画を策定し、その実施を推進する

と伴に、認証制度の取得に繋がることを目指すものとする。 

③講師資格： 

人材育成に関する各分野の第一人者や、経験豊富な実践者、研修講師実績の豊富な者と

し、県外からも招聘すること。 

④効果の測定・可視化： 

研修実施による効果を測定し、可視化すること。認証中核基準働きがい 15 項目に照らし

て、研修前後の改善状況を表わすこと。 

⑤「簡易版」人材育成推進者養成講座： 

事業所が小規模、もしくは離島であること等を理由に、人材育成推進者養成講座を受講で

きない企業等が活用できる「簡易版」のテキストを作成・配布し、周知を図ること。また、要望

等があった場合は、必要に応じ「簡易版」人材育成推進者養成講座などを実施すること。 

 

 (3) 【認証企業向け】「フォローアップ講座」の実施に関すること。 

①対象： 

認証企業の経営者や人事責任者等とする。 

②カリキュラム： 

40時間(８時間×５回)程度とする。認証制度の認証中核基準である働きがい15項目に関す

る人材育成手法等を修得する内容とする。 

認証企業が、認証取得後も認証基準を維持し、認証期間である３年を経過した後の更新審

査においても、引き続き認証更新できるよう支援するとともに、認証時に比べ、より高い水準

の取組みができるよう支援することを目指すものとする。 
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③講師資格： 

人材育成に関する各分野の第一人者や、経験豊富な実践者、研修講師実績の豊富な者と

すること。 

④効果の測定・可視化： 

研修実施による効果を測定し、可視化すること。認証中核基準働きがい 15 項目に照らし

て、研修前後の改善状況を表わすこと。 

 

(4) WEB等を活用した認証制度・認証企業の周知広報に関すること。 

①WEBを活用した認証制度・認証企業の周知広報： 

沖縄県人材育成企業認証制度や人材育成推進者養成講座等、当事業に係る告知・募集等

を WEBを活用して広報活動を行い、大学・専門学校等の新規学卒者を含む求職者へ認証制

度の認知度向上を強化すること。 

②その他の広報啓発： 

県内企業・求職者・一般県民等に対して、シンポジウム開催、学校関係への広報、パンフレ

ット(5,000 部)作成・配布をはじめとする周知広報を行い、制度の認知度を高め、県内企業の

認証取得を促すこと。 

③認証企業限定合同企業説明会： 

認証企業の人材確保を支援するとともに、認証制度と認証企業について広く知ってもらい、

県内企業の認証取得を促すため、認証企業に限定した合同企業説明会を開催すること。 

ア 開催日については、沖縄県、沖縄労働局及び大学等が実施する他の就職イベントを勘

案するほか、学校行事等についても配慮すること。 

イ 合同企業説明会に参加する認証企業、来場者を募るための周知広報を行うこと。なお、

来場者については、新規大学等卒業予定者などとする。 

ウ 参加企業数及び来場者数については、新聞社やテレビ局等各社からの取材へ対応でき

るように、合同企業説明会終了後、即時に集計結果を県に報告すること。 

エ 合同企業説明会終了後は、参加企業毎のブース訪問者数を大学等に分けて集計し、集

計結果を速やかに県へ報告すること。 

オ 参加企業及び来場者の双方に対して、アンケートを実施し、その回収率を高める工夫を

行い、合同企業説明会終了後は、アンケート結果を大学等に分けて集計し、集計結果を

速やかに県へ報告すること。 

 

 (5) 人材育成好事例周知冊子の作成・配布に関すること。 

①冊子の内容： 

人材育成の手法や、企業での取組み好事例を紹介し、これを参考に、県内企業が同様の

取組みを実施することを促す内容とする。 

②作成部数：2,500部 

 

(6) 企業の人材育成を促す支援制度について効果的な方策の審議を行うこと等を目的とした

「人材育成支援協議会」について、必要に応じ開催すること。年１回の開催を想定し、実施時

期、審議内容等については、県と調整すること。 

 

(7) 認証制度や人材育成推進者養成講座について、関係機関・関係団体等より説明会開催の
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要望等があった場合は、必要に応じ開催すること。 

 

(8)認証制度の効果検証調査に関する業務 

①平成 25年度の認証制度創設後、認証を取得した企業（55社、認証更新辞退の企業も含む）

及びその他企業（認証取得を目指し申請をしたが認証を取得できなかった企業）に対し、認

証取得前後の従業員に対する効果（例：離職率の増減や新規人材採用に対する効果等）、

インセンティブ、認証項目など認証制度に対する要望等のアンケートを実施し、取りまとめた

報告書を令和４年 7月末までに紙媒体３部、電子データ一式を県に提出すること。 

②アンケートの実施に当たっては、沖縄県雇用政策課と事前調整（アンケート項目等の確認）

をした上で実施すること。 

 

(9) その他、上記(1)～(7)以外で、本事業の目的を達成するために効果的な業務の提案があれ

ば、その提案業務の実施に関すること（自主提案）。 

 

８．企画提案書の内容について 

(1) 「沖縄県人材育成企業認証制度」の実施について。 

①認証審査の体制。審査に従事する者の氏名・知識・スキル・経歴等。 

②公募説明会等の実施方法、広告媒体を活用する場合は、その内容やスケジュール。 

 

(2) 【経営者・人事責任者向け】「人材育成推進者養成講座」の実施について。 

①公募説明会等の実施方法、広告媒体を活用する場合は、その内容やスケジュール。 

②カリキュラム詳細（各カリキュラム内容について、それを実施することの狙いを記載） 

③実施スケジュール。 

④研修講師の氏名、経歴、資格、専門分野、本事業の講師として適任であると考える理由等 

⑤研修により、企業の人材育成の取組みが進んだ状況を把握し、可視化して、事業による成

果としてとりまとめる方法。（認証中核基準働きがい 15 項目に照らして研修前後の改善状況

が分かるようにすること） 

 

(3) 【認証企業向け】「フォローアップ講座」の実施について。 

①認証企業への周知方法。 

②カリキュラム詳細（各カリキュラム内容について、それを実施することの狙いを記載） 

③実施スケジュール。 

④研修講師の氏名、経歴、資格、専門分野、本事業の講師として適任であると考える理由等 

⑤研修により、企業の人材育成の取組みが進んだ状況を把握し、可視化して、事業による成

果としてとりまとめる方法。（認証中核基準働きがい 15 項目に照らして研修前後の改善状況

が分かるようにすること） 

 

(4) WEB等を活用した認証制度・認証企業の周知広報の実施について 

①シンポジウムの開催時期・回数、企画内容、学校関係への広報方法等を具体的に示すこ

と。 

②認証企業限定合同企業説明会の開催時期・周知方法等を具体的に示すこと。 
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(5) 人材育成好事例周知冊子の作成・配布の実施について。 

①冊子の作成にあたっての考え方、構成等内容。 

②県内企業に、冊子の有効活用を促す配布の方法等。 

 

(6) 上記(1)～(5)以外で、本事業の目的を達成するために効果的な業務の提案がある場合は、

理由も含めその内容について（自主提案）。 

 

(7) その他 

①全ての業務において具体的に記述し、全体の作業スケジュールを入れて提案書を作成する 

こと。 

②提案書の概要を、令和４年度「県内企業雇用環境改善支援事業」に係る業務委託業者選定

企画コンペ実施要領の【様式６】「提案内容説明資料」に記入し、電子メールで所定のアドレス

に送信すること。 

③実施体制図、見積書を添付すること。 

④企画提案書及び見積書の体裁については「11．企画提案書の体裁及びプレゼンテーション

について」及び「12．積算見積及び経費限度額」に基づくこと。 

 

９．提案・実施に関する要件について 

提案する企画及び積算・実施にあたっては、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

(1) 積算関係 （下記に示す金額は税別である。） 

①研修講師の時間あたり謝金は以下の金額を上限とする。但し、１日あたり４時間を越える分

は、その半額とする。また、４時間を越えるのは２時間までとする。 

・【県外からの招聘講師】大学教授級 11,000円、准教授級 8,000円、その他 6,000円 

・【県内の招聘講師】大学教授級 5,500円、准教授級 5,000円、その他 4,000円 

   

10．事業の成果目標について 

本事業は、沖縄振興特別推進交付金を活用し、県内企業の人材育成取組み支援による雇用

環境改善を目的としていることから、下表のとおり指標を定め、事業成果を見極めることとする。

本成果目標の達成度は、翌年度に雇用政策課が実施する業務委託における委託業者選定の

参考とする。 

成  果  指  標 目標値 

    ①人材育成認証企業数 ２０社 

    ②人材育成推進者養成企業数 ６０社 

（表の語句の説明） 

・「人材育成認証企業数」とは、沖縄県人材育成企業認証制度の認証を受けた企業数をい 

う。 

・「人材育成推進者養成企業数」は、人材育成推進者養成講座の修了認定を受けた者１名の

属する企業を１社とカウントする。同一企業で２名以上の修了認定を受けた場合は企業数

を１社とする。 

 

11．企画提案書の体裁及びプレゼンテーションについて 

(1) 原則として A4 判横、左綴りとする。ただし、グラフ、表等は必要に応じて A3 判に印刷し、A4
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サイズに織り込むなど、理解しやすいように適宜工夫してよいものとする。 

(2) 企画提案書の提出締切日時を過ぎた後の、追加資料等の提出は、原則として認めない。 

(3) 第二次審査プレゼンテーションは、審査員が理解しやすいように、説明は簡潔にすること。プ

レゼンテーションは、提案書を用いて行い、プロジェクターの使用は認めない。 

(4) プレゼンテーションの時間枠については、第一次審査結果と同時に通知する（各社プレゼン

テーション 15分、委員からの質疑応答 20分を想定しているが審査件数により変動する。）。 

 

12．積算見積及び経費限度額 

(1) 各経費は税抜き価格とし、別途消費税を併記して提出すること。項目「４．委託料上限額」の

範囲内とする。 

※企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。 

(2) 積算の費目については、以下の内容で提出すること。 

ア 事務局人件費 

イ 認証制度に係る経費 

ウ 人材育成推進者養成講座、フォローアップ講座に係る費用（説明会、講師謝金・旅費、会

場賃借料等） 

エ メディア等を活用した認証制度・認証企業の周知広報に係る経費（番組制作費等） 

オ 人材育成支援協議会に係る経費（報償費、旅費等） 

※具体的には、県と調整の上で実施するが、年１回、委員６名(県外(東京)３名･県内３名)、所

要時間２時間、会場は県庁内会議室で会場賃借料不要と想定。 

カ その他必要経費 

キ 一般管理費、消費税 

※各経費については、月数、回数、個数、単価等が分かるよう明記すること。 

※「キ 一般管理費」は、以下の計算式により算出すること。 

（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10／100以内 

※「９．提案・実施に関する要件について」で示しているものは当該積算基準を適用するこ

と。 

 

13．再委託の制限について 

(1) 契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請負わせることができない。

また、以下の業務（以下、「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委

託し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、

これと異なる取扱をすることがある。 

○契約の主たる部分 

   契約金額の 50％を越える業務 

   企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

(2) 指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履

行を委任し、又は請負わせることはできない。 

(3) 本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委託し、又は請負わせることのできる業務

等の範囲は以下のとおりとする。 

下記以外の契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面
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による県の承認を得なければならない。 

ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこ

の限りでない。 

○再委託により履行できる部分 （その他、簡易な業務） 

チラシ・ポスター等広報物の製作 

   資料の収集・整理 

   複写・印刷・製本 

   原稿・データの入力及び集計 

   その他単純作業的な業務であって、安易かつ簡易なもの 

 

14．自社調達の利益排除について 

委託対象経費の中に受託者の自社製品の調達等に係る経費がある場合には、調達価格に含

まれる利益を排除する必要があることから、自社調達を予定している場合はその内容を明らか

にし、原価（当該調達品の製造原価など※）をもって委託費の対象経費に計上すること。 

※雇用政策課が策定する「委託業務に係る事務処理マニュアル」参照。 

 

15．業務進捗及び打ち合わせ 

業務の進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせは、原則月に１回程度、沖縄県商工労働

部雇用政策課にて行うこととする。その他、必要が生じた場合は、随時実施する。 

 

16．著作権 

成果物の著作権及び所有権は、沖縄県商工労働部雇用政策課に帰属する。ただし、本委託

業務にあたり、第三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用をも

って処理するものとする。 

 

17．協議について 

本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは本仕様書の記載事項に疑義が

生じた場合は、沖縄県商工労働部雇用政策課と協議すること。 


