
                                                                    

質問への回答 

 別府市職員研修業務公募型プロポーザルに係る質問について、下記のとおり回答します。 

令和４年１２月１５日 

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

１ 

(1) 実施要領 

(2)１ページ 

(3)２ 業務概要（2）

業務目的 

今回対象となる職員数・部署数をお伺いできます

でしょうか。 

令和４年４月１日現在の各階層の職員数（消防除

く）及び部署数は下記のとおり 

管理職 部長級     １６名 

    次長級      ５名 

課長級     ６３名 

監督職 課長補佐級  １３２名 

    係長級    ２９６名 

一般職 主任級    １４６名 

主事級     ６５名 

事務員     ６３名 

部等の名称（課等の数） 

総務部（６）企画戦略部（３） 

観光・産業部（５）公営事業部（１） 

市民福祉部（７）いきいき健幸部（４） 

建設部（４）市長公室（２） 

防災局（１）上下水道局（４） 

教育部（３） 

―１― 



                                                                    

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

２ 

(1)実施要領 

(2)１ページ 

(3)２ 業務概要（3）

業務期間 

契約期間が３年間と設定されていますが、何故３

年間という期間なのか理由をお伺いできますでし

ょうか。 

研修の目的は、人材育成です。 

将来的なビジョンに基づき長期的な計画で育成し

ていく必要がある一方で、高度複雑化し目まぐる

しいスピードで変化し続ける行政ニーズや行政課

題に対応する必要があるため、契約期間を３年間

としています。 

３ 

(1)実施要領 

(2)３ページ 

(3)６ 参加資格（7）

企画業務担当者 

地方公共団体の職員向け指導実績についてです

が、公益財団法人は地方公共団体として認められ

ますでしょうか。 

地方公共団体等は、以下の２つです。 

(1)日本国内の地方公共団体 

(2)日本国又は日本国内の地方公共団体の職員の

育成を目的に設置された研修実施体 

よって、公益財団法人に限らず、(2)に該当する

研修実施体は「地方公共団体等」とします。 

４ 

(1)実施要領及び様式

第５号 

(2)５ページ 

(3)配置予定企画業務

担当者 

(1)実施要領５ページ並びに様式第５号に「企画業

務担当者について、（中略）雇用関係が分かるも

の」とありますが、当社の業務委託による講師の

派遣は可能ですか？ 

 

(2)またその際、受託者も当社同様に自治体研修の

実績が必要でしょうか？ 

(1) 業務委託による講師の派遣について 

研修講師に「応募者と３月以上の直接的かつ恒常

的な雇用関係」は要しません。 

また、研修講師の派遣は、事前協議をし、書面に

よる承諾を受けた場合に限ります。 

(2)上記の場合における受託者について 

「６ 参加資格 (6)」の履行実績は要しませ

ん。 

―２― 



                                                                    

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

５ (1)実施要領及び様式

第５号 

(2)５ページ 

(3)配置予定企画業務

担当者 

上記に続いて、当社の業務委託で協力依頼する講

師の派遣が良い場合、その者の名称、その他情報

はどのタイミングで開示することが必要でしょう

か？（例えば、「〇〇思考力」という講義をする

場合に数名候補がいる場合もあります。） 

最優秀企画提案者決定後の提案内容の調整の際に

研修講師の候補者を提示していただき、原則とし

て各研修の実施２月前までに確定させてくださ

い。 

６ 

当方にて研修を行う場合に、ゲスト講師を連れて

くることは可能ですか？また、ゲスト講師はオン

ラインでご登壇いただくことは可能ですか？ 

研修の目的が達成されるのであれば、ゲスト講師

及びオンラインのご登壇は、可能です。ただし、

事前協議事項とさせていただきます。 

７ 

(1)実施要項 

(2)６ページ 

(3)８（１）イ（エ）d 

（a）基本理念 

「人材育成と研修についての基本理念」について

述べるにあたって、ベースとなる平成２８年４月

の別府市人材育成基本方針の内容変更はあります

か。最新のものがありましたらご提示願います。 

別府市人材育成基本方針は、平成２８年４月のも

のが最新になります。 

８ 

(1)実施要領 

(2)８ページ 

(3)審査方法 

(1)企画提案書類を提出した者は、全てプレゼンテ

ーションを行う必要はありますか？ 

 

(2)また、その場合、オンラインなどの手法で実施

することは可能ですか？ 

(1)プレゼンテーション及びヒアリングは、企画

業務担当者が行い、企画業務担当者以外の１名は

補助役を原則とします。 

(2)プレゼンテーション及びヒアリングをオンラ

インで実施することは、原則不可とします（コロ

ナの感染状況等によって可とすることがありま

す。）。 

―３― 



                                                                    

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

９ 

(1)実施要領別紙１ 

(2)１ページ 

(3)今後の別府市職員

に求められる能力 

職員に求められる能力が４つありますが、ご提案

する企画内容として全ての能力を満たす必要がご

ざいますか。求められる４つの能力から特に重要

なものをピックアップして企画する形でもよろし

いでしょうか。 

年度や対象によって注力する能力にメリハリをつ

けた企画内容は可です。ただし、３ヵ年の研修を

経て４つの能力が一定の水準に達することを求め

ます。 

10 

(1)実施要領別紙２ 

(2)１ページ 

(3)人間力・基礎的職

務能力向上の庁内研修

の（管理職）（監督

職）（一般職） 

研修対象者となる部長、課長、課長補佐、主査、

主任、主事、事務員、新採用それぞれの人数を教

えてください。 

令和４年４月１日現在の各階層の職員数（消防除

く）は下記のとおりです。 

管理職 部長級     １６名 

次長級      ５名 

課長級     ６３名 

監督職 課長補佐級  １３２名 

 係長級    ２９６名 

一般職 主任級    １４６名 

主事級     ６５名 

事務員     ６３名 

令和４年度新採３３名（主任級～事務員） 

令和５年度新採２２名（予定数。階層は未定） 

11 

(1)実施要領別紙２ 

(2)１ページ 

(3)人間力・基礎的業

務能力向上 

大分県自治人材育成センターの階層別研修を必修

とされているとのことでしたが、各研修の実施内

容がわかる資料をご提供いただくことはできます

でしょうか。 

添付の「回答別紙１」をご参照ください。 

―４― 



                                                                    

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

12 

(1) 実施要領別紙２ 

(2)１ページ 

(3)人間力・基礎的職

務能力向上 

大分県自治人材育成センターで実施している、職

層別研修の内容をお伺いできますでしょうか。そ

れぞれの階層ごとで学習している具体的な内容、

開催回数、参加者人数。 

添付の「回答別紙１」をご参照ください。 

13 

(1) 実施要領別紙２ 

(2)１ページ 

(3)人間力・基礎的職

務能力向上の庁内研修

の（管理職）（監督

職）（一般職） 

対象階層の前３年間の展開実績（会合数含む）を

教えてください。 

添付の「回答別紙２」をご参照ください。 

14 

(1)実施要領及び実施

要領別紙２ 

(2) １ページ 

(3)対象について 

今回の職員研修事業委託の対象範囲は、実施要領

別紙２によるとどの範囲になりますか？（再任用

職員研に“委託”マークがありますが、再任用職

員の方が対象でしょうか？） 

またその人数を教えていただくのは可能ですか？ 

今回の職員研修事業委託の対象範囲は、管理職、

監督職及び一般職です。再任用職員のみを対象と

した研修は、予定していません。ただし、管理

職、監督職又は一般職に再任用職員が含まれるこ

とがあります。 

15 

(1)実施要領別紙４ 

(2)１ページ 

(3)「運営体制」の

「評価の 

視点」の内容について 

【受託実績】のところに、「Ａ：８以上」と記載

がありますが、履行実績が８件以上であれば

「Ａ」となり、満点になるということでしょう

か。同様に、【実施体制】についても企画業務担

当者の業務実績が５件以上あれば、「Ａ」の満点

になるということでしょうか。 

【受託実績】は、履行実績が８件以上であれば

「Ａ（満点）」となります。 

【実施体制】は、企画業務担当者の業務実績が５

件以上であれば、「Ａ（満点）」となります。 

―５― 



                                                                    

番号 

質問箇所 

(1)資料名称 

(2)ページ数 

(3)項目 

質 問 内 容 回    答 

16 

(1)様式第２号 参加申

込書 

(2)１ページ 

(3) 

下部に「※必要事項を記載し、ＰＤＦファイルで

提出してください。」と記載があり、送信先メー

ルアドレスが載っていましたが、「実施要領」５

ページの「エ 提出方法」には、「持参又は郵送」

となっていました。実施要領のとおり、メールで

の提出ではなく、関係書類も含めて持参又は郵送

でのご提出でよろしいでしょうか。 

実施要領のとおり、メールではなく、関係書類も

含めて持参又は郵送でのご提出をお願いします。 

17 

(1)様式第４号 業務実

績調書 

(2)１ページ 

(3) 

(1)下部の注意事項２に、「写しのＰＤＦファイル

を添付」と記載がありました。「実施要領」５ペ

ージの「エ 提出方法」に記載のとおり、データで

の提出ではなく、写しをご郵送するのでよろしい

でしょうか。 

(2)実績の記載は、様式１枚（１ページ）に収める

のではなく、複数ページにわたって作成してもよ

ろしいでしょうか。 

(1)実施要領のとおり、持参又は郵送でのご提出

をお願いします。 

 

 

 

(2)適宜ページを追加し記入してください。 

18 

(1)様式第８号 参考見

積書 

(2)１ページ 

(3)項目 

参考見積書の「項目」について、細かく記載する

のではなく、年度ごとの総額を一式という形で記

載すればよろしいでしょうか。 

年度ごとの総額の一式の記載ではなく、積算の根

拠が確認できるよう項目を明示してください。 

※企画・打合せに要する経費、事務（テキスト印

刷等）に要する経費、研修実施に要する経費（講

師料、旅費等）、研修実施後に要する経費（アン

ケートの実施及び分析等）など。 

―６― 



                                                                    

 


