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1 委託業務 

（1）業 務 名：令和３年度地域雇用人材育成事業 

（2）委託期間：契約の日から令和 4年 2月 28日まで 

 

2 趣旨と目的 

本市の雇用状勢は改善しつつあるとはいえ、全国及び県内との比較で見ると、依然とし

て厳しい状況にあり、継続的な支援が必要な状況にある。また令和３年度は、昨年度から

の労働環境の急激な変化により、さらなる企業への人材育成及び人材確保の支援が必要で

ある。 

こうした状況を踏まえ、本市に居住する求職者に対して、継続雇用を前提とした人材育

成を実施することにより、就業機会の創出、立地企業の地域定着の促進を図り雇用状勢の

さらなる改善を図ることを目的とする。 

 

3 内容 

市内に立地する事業者（以下、「事業者」とする。）が進める事業において、求職者を新た

に雇用した上で、当該事業者による継続雇用を目指し、必要な知識・技術を OFF-JT（講義等）、

OJT（職場実習等）により習得するための人材育成研修を行う。 

 

4 対象者 

（1）本事業における研修生（以下、「研修生」とする。）とは、新たに雇用した求職者で、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

① 雇入日時点で、うるま市に住所をおくものであること。 

② 高校、大学、専門学校等の教育機関に在籍中のものではないこと。 

③ 同一職種に就業した経験が無く、研修が必要なものであること。 

※印同一職種への就業期間が短く（６か月未満）、再研修が必要な場合を除く。 

（2）受託者は、研修生を決定する際に、官公署で発行した氏名及び生年月日を確認できる書

類の写しによって、訓練開始時点での対象者の氏名及び年齢を確認するとともに、過去

の職歴や教育機関在籍の有無を確認しなければならない。 

（3）対象者は 11 月末日までに雇用すること。 

 

5 受託候補者の選定 

受託候補者の選定にあたっては、１事業者につき、新規に雇用する研修生の数を５名以下

とする実施可能な新規雇用・事業効果等の企画提案を受け、企画提案方式による審査を実施

する。 

 

6 公募の要件 

 本事業を受託した際には、次の各号に掲げる要件のすべてに取り組むこととする。 

（1）本業務の実施のため、新規に研修生を雇い入れること。なお、採用活動については契約

の日以降に取り組むこと。 

（2）本業務において人件費等の委託業務費を積算できる期間、すなわち研修生の研修期間は、
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委託期間内の６カ月以内とする。 

（3）期間終了後においても、継続雇用を前提とした企画提案ができる事業者とする。 

（4）期間終了後においても、アンケート等に協力可能な事業者とする。 

 

7 公募者の資格 

 本事業へ公募を希望しようとする者は、次の各号に掲げる資格要件のすべてを満たしてい

ることとする。 

（1）うるま市内に事業所を有する民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等

であること。（支店等を含む） 

（2）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者

であること。 

（3）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があ

った後 2 年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又

は入札代理人として使用する者でないこと。 

（4）国税及び地方税、社会保険料等を滞納していない者であること。 

（5）本事業に必要とされる知識・経験を有していること。 

 

8 公募に関する事項 

（1）公募方法 

うるま市役所経済部商工労政課ホームページにて公募を行う。 

（2）公募期間 

令和 3年 1月 8日（金）～ 令和 3年 2月 5日（金） 

（3）提出書類の提出期限 

令和 3年 2月 5日（金）午後 5時まで（期限までに担当課へ持参すること） 

※提出された書類は返却しないものとする。 

（4）質疑書の提出方法等 

質疑書（様式第 1号）の受付は、ファックスもしくは電子メールにて、令和 3年 1月 20日

（水）午後 5時までとする。他の質疑者分も含めた回答を、令和 3年 1月 22日（金）午後 5   

時までに商工労政課のホームページにて回答する予定。 

 

9 説明会の開催 

(1) 開催日時 令和 3年 1月 15日（金）午前 10時から午前 12時 

説明会への参加申し込みは、説明会参加申込書（様式第 2 号）をファックスもしくは電子

メールにて、令和 3年 1月 14日（木）午後 5時までに提出すること。 

（2）会場 うるま市役所 本庁舎東棟２階 第１会議室 

 

10 業務にかかる必要経費の概算 

（1）本業務の対象経費は、人件費、一般管理費、消費税及び地方消費税とする。 

（2）人件費は、新規雇用者の賃金、諸手当（時間外手当を除く）、社会保険料等（会社負担

分含む）とする。 
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（3）一般管理費は、人件費に一般管理費率（10％以内）をかけた金額とする。 

（4）業務委託費は、研修生１名あたり月額 179,000円以内（人件費・一般管理費・消費税及

び地方消費税を含む、例を参照）で積算する。 

（5）新規雇用者の数は、原則として一事業者あたり５名以下とするが、企画提案の内容や公

募状況等により、公募者と個別に調整を行うことがある。 

 

＜例：1名雇用、5月から採用予定、研修期間 6カ月の場合＞ 

1 ヶ月当たりの人件費 147,500 円（社会保険料及び諸手当含む）、一般管理費 14,750 円（人

件費の 10％）、消費税額 16,225 円の場合、1 ヶ月 178,475 円（月額）となり、6 カ月分（事

業費総額）では 1,070,850 円となる。 

 

【一般管理費率の算出方法について】 

 一般管理費率は、10％もしくは以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とする。ただ

し、特殊要因等がある場合は、協議のうえ一般管理費率を決定する。 

【企業における計算式】 

一般管理費率＝（『販売費及び一般管理費』-『販売費』）÷『売上原価』×100 

 損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算をおこなう。ただし、『販売費』

（販売促進のために使用した経費（例：広告宣伝費、交際費等））については、決算書の注記事項など

に記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は、『販売費及び一般管理費』を『販売費』

と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用する。 

【公益法人における計算式】 

 一般管理費率＝『管理費』÷『事業費』×100 

 正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算をおこなう。ただし、『管理

費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払い消費税額がある場合は除外する。 

 

11 提出書類 

（1）公募申請書（様式第 3号）1部 

（2）企画提案書（様式第 4号）9部 

（3）添付書類（各 1部、写し 8部） 

① 定款（法人のみ） 

② 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本（法人のみ） 

③ 国税及び地方税（所在する都道府県及び市町村のもの）の完納証明書 

④ 社会保険料納入確認（申請）書 

⑤ 身分証明書（法人は不要、個人は市町村で発行する証明書） 

⑥ 財務諸表（直近 1カ年の貸借対照表及び損益計算書、もしくはそれに該当するもの） 

※ 各種証明書は 3カ月以内に発行されたものを提出すること。 

 

12 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

（1）企画提案書の作成方法 

企画提案書は、下記事項に従って作成する。 
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① 提出書類の規格は、Ａ4版で作成すること。 

② 提案書類には必ず実施する企画提案事業名を記載すること。 

③ 企画提案書は 10枚以内、片とじ、横書き、両面とすること。 

④ 文字の大きさは 10.5ポイント以上とすること。 

⑤ 作成にあたっては要点を分かりやすく簡潔にまとめること。 

 

13 審査の方法等 

（1）審査方針 

審査にあたり、評価基準に基づいて提案の内容等を審査、評価し、受託候補者を決定す

る。ただし、審査結果が一定の基準（選定委員配点の平均が 70 点を目安とする。）に満た

ない場合は、採択しないことがある。また、審査内容に係る質疑や異議は一切受け付けな

いこととする。 

【個別ヒアリングの実施について】 

書類審査に先駆けて、企画提案書の内容把握のため、事務局にて、個別ヒアリングを

行う予定であり、時間は 30分程度、日時等については、企画提案書を受付後、下記の期

間内にて調整を行う。 

期間：令和 3年 2月 8日（月）～ 令和 3年 2月 9日（火）（予定） 

 

（2）審査（選定）方法 

下記の評価基準に基づき、選定委員による審査を実施し優れた提案を行った公募者につ

いて、点数の高い順に順位付けして選定する。 

公募者多数の場合は、選定委員による書類審査を行い、合格者には個別ヒアリングの日程

案内を行う。なお、一次審査不合格者には結果のみを通知する。 

評価項目 評価の着目点 

事業の必要性 

業務実施方針及び手法について、以下の着目点などから総合的に

評価する。 

・業務内容の理解度 

・事業の必要性 

実施内容について 

実施内容について、以下の着目点などから総合的に評価する。 

・事業（研修）内容の妥当性 

・事業の執行体制、取り組み姿勢 

・事業のスケジュールの妥当性、実現性 

・提案の的確性、実現性、独創性 

雇用の継続性 

継続雇用について、以下の着目点などから総合的に評価する。 

・雇用の継続性（継続雇用計画の妥当性）、業務内容の妥当性 

・雇用形態の妥当性 

参考見積と企画提案

内容との関係 

見積書について、以下の着目点より総合的に判断する。 

・積算根拠の妥当性、経済的効率性 
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（3）審査結果等 

審査の結果については、公募者全員に文書を送付して通知する。 

（4）契約 

選定された受託候補者とうるま市において、仕様の詳細を確定したうえで、業務委託契

約を締結する。 

（5）審査対象除外 

企画提案を行った事業者に次の行為があった場合は、失格（選定対象からの除外）とす

るとともに、別途、入札に準じて入札参加停止等の措置を講じることとする。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

② 他の提案者と公募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

③ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して公募提案の内容を意図的に開示する

こと。 

④ 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

⑤ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

⑥ 公募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑦ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

14 予算措置 

本公募は令和３年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、

予算成立後に効力を生じるものである。市議会において当初予算案が否決された場合ま

たは、沖縄振興特別推進市町村交付金が交付されない場合は契約を締結しないことがあ

るため、あらかじめご了承ください。 

 

15 お問合せ及び提出先 

〒904-2292 

沖縄県うるま市みどり町一丁目 1番 1号 西棟庁舎 

うるま市 経済部 商工労政課（担当：前徳 薫） 

TEL：(098)923-7634  FAX：(098)923-7627 

E-mail：syoukou-ka@city.uruma.lg.jp 


