企画書募集説明書等配布一覧表
名

称

［ 令和３年度山形県離転職者職業訓練事業（知識等習得コース）の実施に係る企
画書 ］

No

名

称

部数等

《企画書募集説明書》

１

(1)企画書募集説明書
(2)別紙様式（企画書募集質問用）
(3)別紙１「令和３年度山形県離転職者職業練事業一覧」
(4)別紙２「令和３年度山形県離転職者職業訓練事業に係る訓練科の訓
練内容」
(5)別紙３「令和３年度山形県離転職者職業訓練事業に係る訓練科設定
における留意事項」
(6)企画書様式

各１部

※(7)別紙３－１「企画書作成にあたっての留意事項（知識等習得コー
ス・委託訓練活用型デュアルシステム）」及び(8)別記２「就職支援経
費について」は、希望する者に対し、令和３年３月１２日（金）までの
期間、山形県立山形職業能力開発専門校において配布する。

《委託訓練仕様書》

２

(1)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 ＰＣ活用事務コース）
(2)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 事務系コース）
(3)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 介護系コース）
各１部
(4)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 提案型訓練コース）
(5)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 自由提案枠）
(6)委託訓練仕様書（離転職者職業訓練 自由提案枠（託児サービス
付））
(7)委託訓練仕様書様式

（注）上記内容について、落丁等がないか確認してください。

山形県立山形職業能力開発専門校

企

画

書

募

集

説

明

書

令和３年度山形県離転職者職業訓練事業（知識等習得コース）を実施するため、民間教
育訓練機関等の企画書募集については、関係法令及び規則に定めるもののほか、この説明
書によるものとする。
１

担当部局等
企画書募集及び仕様書に関する事務を担当する部局等
別紙１「令和３年度山形県離転職者職業訓練事業一覧」及び別紙２「令和３年度山形
県離転職者職業訓練事業に係る訓練科の訓練内容」に掲げる事業のうち山形県立山形職
業能力開発専門校所管（以下「本校所管」という。）に係る訓練科について、次のとお
りとする。
郵便番号990-2473 山形市松栄二丁目２番１号
山形県立山形職業能力開発専門校 能力開発支援課 電話番号023(644)9228

２

企画書提出先及び提出期間
本校所管に係る訓練科について、次のとおりとする。
（１）提出先
山形県立山形職業能力開発専門校 能力開発支援課
郵便番号990-2473 山形市松栄二丁目２番１号
（２）提出期間
ア 「令和３年度山形県離転職者職業訓練事業一覧（別紙１）」の訓練開始月が
４月から９月までの間に設定されている訓練科及び自由提案枠については、
令和３年２月１７日（水）から令和３年３月３日（水） 午後４時まで
イ 「令和３年度山形県離転職者職業訓練事業一覧（別紙１）」の訓練開始月が
１０月から翌年３月までの間に設定されている訓練科については、令和３年
２月１７日（水）から令和３年３月１２日（金） 午後４時まで
※提出方法は、持参又は郵送に限る。
３

応募資格
応募者は次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者
（２）山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納していない者
（３）雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入している者（加入する義務
のない者を除く。）
（４）山形県財務規則第 125 条第５項に定める競争入札参加資格者名簿への登載のための
競争入札参加資格審査申請中であり令和 3 年度の名簿への登載が見込まれる者であっ
て、県内に事業所（本店、支店又は営業所）を有する者
（５）山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていない者
（６）原則として、教育訓練を１年以上継続して実施しており、安定した事業運営が可能
と認められる者
（７）事業を適切に運営できる組織体制及び職員数を備え、教育訓練を実施する上で必要
となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態にあり、
訓練科ごとに定める仕様書の要件を全て満たしている者

（８）当該事業に付する契約に係る業務に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登
録等を受けている者
（９）就職状況報告において偽りその他不正な行為を行い、又は行おうとした者であって、
当該不正行為に係る処分を通知した日から５年を経過しない者に該当しない者
（10）民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修（以下「ガイドライ
ン研修」という。）を過去５年以内に受講した者が在籍している者、ＩＳＯ29990
（2018 年 12 月廃止、認証から３年間有効）を取得している者、又は当年度中にガイ
ドライン研修を受講することを確約する者のいずれかに該当する者
（11）次のいずれにも該当しない者（地方自治法施行令第 167 条の４第１項第３号に規定
する者に該当する者を除く。）
イ 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場
合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以
下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力
団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）で
あると認められる者
ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定
する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与している
と認められる者
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す
る等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している
と認められる者
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められる者
４

欠格事由
提出された企画書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったとする
ときは失格とする。
（１）上記３に定める資格・要件が備わっていないとき
（２）提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき
（３）提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画書が募集要領等で示した要
件に適合しないとき
（４）提出書類に虚偽又は不正があったとき
（５）見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき
５ 企画書募集に関する質問等
（１） 企画書募集に関し質問がある場合は令和３年２月２４日（水）午後４時まで担当
部局等に別紙様式によりＦＡＸで提出すること。なお、ＦＡＸは、上記期日まで担
当部局に到達しなければならない。
（２）（１）の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書
は、当該回答を行った日の翌日から令和３年３月１２日（金）までの期間、山形県立
山形職業能力開発専門校において閲覧に供する。

６ 企画書の構成及び提出
（１）企画書の構成
①企画書は、訓練科ごとに作成すること。
②企画書は、以下の書類をもって構成し、各１部を提出すること。
ア 企画提出書（様式１）
イ 事業者及び訓練実施施設の概要（様式２）
ウ 企画提案する訓練科の運営方針（様式３）
エ 訓練実施施設及び運営の状況（様式４）
オ 委託訓練カリキュラム（様式５）
カ 就職支援カリキュラム（様式５付１）
キ 日別訓練計画表（様式５付２）
ク 講師名簿（様式６）
ケ 使用教材等一覧（様式７）
コ 就職支援の計画と実績（様式８）
サ 見積書（様式９）
シ 訓練実施施設内の配置図（教室、就職相談室、休憩場所、トイレ、事務室）
ス 訓練実施施設の写真（建物の外観、駐車場、教室、就職相談室、休憩場所、ト
イレ、事務室）
セ 訓練実施施設の案内パンフレット等
ソ 訓練実施施設利用に係る資料の写し
タ ソフトウェアの使用許諾契約書等の写し
チ 職業紹介事業の許可又は届出の写し
ツ 法令等で定める研修課程等に係る許可又は届出の写し
テ 山形県競争入札参加資格者名簿登載に係る申請書の写し
ト 民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修修了証(ただし、
当年度中に受講する場合はこれを証するもの）及び自己診断表の写し又はＩＳ
Ｏ29990 の取得を証する書類の写し
ナ 「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」を取
得している場合は同認定証の写し
③上記②のシからソまでは、訓練科ごとに提出すること。
④上記②のタからナまでは、該当する場合に提出すること。
⑤上記②のツに掲げる介護員養成研修等の指定通知書の写しは、介護系の訓練を実施
する場合のみ提出すること。また特別な事情がある場合には、遅くとも当該訓練の
訓練受講者の募集開始の前日までに提出すること。
⑥発注者が必要と認める場合において、その他必要書類の提出を求める場合がある。
⑦上記②のアからサまでについては、データを保存した記録媒体も併せて１部提出す
ること。
（２）企画書の提出
ア 企画書の提出書類及び部数
上記６（１）のとおりとする。なお、内陸地区の自由提案枠については、託児な
しの訓練科（４コース）と託児付加の訓練科（２コース）に対し、それぞれ２コー
スまで企画書を提出することができる。

イ

企画書の提出先
上記１に同じ。
ウ 提出方法
直接提出（持参）又は郵送とする。
エ 提出にあたっての留意事項
（ア）別紙３－１「企画書作成にあたっての留意事項（知識等習得コース・委託訓
練活用型デュアルシステム）」及び仕様書に基づき、企画書を作成し、提出す
ること。
（イ）企画書は、真に実現可能な訓練科の数を踏まえて提出すること。
（ウ）提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消はできな
いものとする。
（エ）提出のあった企画書は返却しないものとする。提出後に取り下げた場合も同
様とする。
（オ）企画競争の手続及びこれに係る事務処理において、県が必要とするときは、
提出された企画書の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
（カ）提出された企画書は、提出先に無断で使用しないものとする。
（キ）企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
７ 審査内容
（１）山形職業能力開発専門校に設置する審査委員会が、提出された企画書の内容につい
て公平かつ客観的に書類審査を行い、総合的な観点から評価する。
（２）審査項目は、次のとおりとする。
評価項目
事業者及び訓練実施施設

配点
５

審査の視点
事業者の状況など

企画及び提案

２０

企画提案の内容など

訓練環境

１５

施設の状況、設備の状況、運営の状況など

４０

カリキュラム（訓練・就職支援）の内容、
訓練受講者の評価方法、機器の設置状況、
講師の配置状況など

訓練内容と指導体制
使用教材等
就職支援の計画と実績
訓練実施経費
その他

５
１０
５
－

使用する教材とその費用など
計画の内容及び実績など
訓練実施経費
事務処理状況、受託時の対応など

８ 契約候補者の決定
（１）上記７の審査により、委託訓練の趣旨及び目的に合致し、かつ、評価の高い企画書
を提出した者を最優秀提案者として選定し、契約候補者とする。また、必要に応じ次
点者を選定する。
ただし、最高点の者又は次点者が複数者いる場合は、審査員の合議により決定する
ものとする。
（２）評価点が４０点未満の場合は、契約候補対象外とする。
（３）応募者が 1 者のみの場合でも、審査員の評価結果により提案内容について契約の目
的を十分に達成できるものと判断できるときは、当該者を最優秀提案者として選定す
る。
（４）発注者は、応募者全員に対し選定結果を速やかに通知するものとする。
９

契約の締結
契約候補者に対し、見積書の提出等所定の手続を経た上で、当該業務の委託契約を
締結する。
なお、契約締結日までに契約候補者が上記３に該当しなくなった場合は、契約を締
結しないものとする。

10 その他
（１）委託契約するにあたっては、契約書の作成を必要とする。
（２）この企画書募集及び契約は、県の都合により手続の停止等があり得る。
（３）本事業を受託するに当たって、訓練期間が複数年度にまたがる訓練科については
債務負担行為の設定を伴う委託契約となるため、以下に留意すること。
ア 委託料の支払については、各会計年度における支払限度額によるものとする。
イ 会計年度ごとに訓練業務報告書を提出するものとする。
（４）本事業は、国の委託事業であり、当該年度における国庫受託額の決定及び県予算
の成立が契約締結の条件となるため、選考結果に関わらず、契約できない場合があ
る。
（５）本事業は、国の委託事業であるため、国の委託訓練実施要領等の改正により、内
容及び金額等を変更する場合がある。
（６）受講希望者の応募状況等に応じ、訓練受講者の数は、定員にかかわらず減員する
場合がある。また、著しく訓練受講者が少なく、最少催行人員未満となったときは
当該訓練科を中止する場合がある。
（７）本説明書及び仕様書に定めのない軽微な事項については、発注者の指示に従うこ
と。

