
（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＩＴ・Ｗｅｂプログラミング科」訓練業務委託

２　委託内容 　ＩＴ・Ｗｅｂプログラミング科訓練業務委託

３　契約の相手方 　学校法人　岩崎学園

４　契約金額 　20,790,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

474 1

460 2

458 3

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

学校法人 岩崎学園

ヒューマンアカデミー株式会社

 株式会社ソフトキャンパス

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（IT・Webﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＩＴ・Ｗｅｂプログラミンクﾞ科」訓練業務委託について、公募型プロポーザ
   ル方式で受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

主な発言内容

・訓練と就職支援を同じ講師が担当することで、毎日顔を合わせ本音を引き出す環境づくりをして
いる点は評価できる。
・未経験者が長く働くことが難しい業界に対して、短期間の業務でもあっせんするなど、早期就職
に向けた取組は評価できる。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＩＴビジネス科」訓練業務委託

２　委託内容 　ＩＴビジネス科訓練業務委託

３　契約の相手方 　ヒューマンアカデミー株式会社

４　契約金額 　20,790,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

436 1

342 2

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

ヒューマンアカデミー株式会社

 株式会社ソフトキャンパス

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（ＩＴビジネス科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＩＴビジネス科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル方式で
　 受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容

・新たに人事労務業務を取り入れるなど、県内求人の動向を踏まえた取組になっている。
・趣旨に沿ったカリキュラムが組まれており、実績に基づく工夫が見受けられる。
・求人に合わせた履歴書等書類作成をフォローしている点が評価できる。
・地域特性に関する言及と市場に訓練生をどうマッチさせるかがなかった。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「医療・調剤事務ＯＡ科」訓練業務委託

２　委託内容 　医療・調剤事務ＯＡ科訓練業務委託

３　契約の相手方 　ヒューマンアカデミー株式会社

４　契約金額 　20,790,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

428 1

330 2

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

ヒューマンアカデミー株式会社

 株式会社ソフトキャンパス

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（医療・調剤事務ＯＡ科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「医療・調剤事務科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル方
　 式で受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容

・キャリアコンサルティングと業界従事者の面談から、訓練生の今後の方向性、働き方を明確化
し、訓練期間中から意識付けが行われる点が評価できる。
・最新の知識・ノウハウが学べる講師陣、カリキュラムが提示された。
・現役を含め多くの医療経験者を講師として配置している。
・就職に有利な資格取得を念頭においた訓練は評価する。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「介護総合科」訓練業務委託

２　委託内容 　介護総合科訓練業務委託

３　契約の相手方 　ヒューマンアカデミー株式会社

４　契約金額 　20,790,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

400 1

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

ヒューマンアカデミー株式会社

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（介護総合科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「介護総合科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル方 式で
　 受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容
・介護初任者研修を修了できない人を減らす仕組みが講じられている。
・現場実習など、ミスマッチ防止や離職率低下に繋がる内容が充実している。
・連携介護施設の多さは評価できる。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＯＡ経理科」訓練業務委託

２　委託内容 　ＯＡ経理科訓練業務委託

３　契約の相手方 　ヒューマンアカデミー株式会社

４　契約金額 　14,520,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

402 1

332 2

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

ヒューマンアカデミー株式会社

 株式会社ソフトキャンパス

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（ＯＡ経理科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「ＯＡ経理科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル方式で
　 受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容

・実績に基づいた復習講義の設定や会計実習へ反映させている点は評価したい。
・準備講習や補講体制など様々な場面で就職を支援する仕組みづくりを評価する。
・講師体制が各分野において十分網羅されており、主力となる人材が投入されている。
・ＰＲをした在宅ワーク事業だけでは就職への期待感が薄い。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「介護・医療事務ＯＡ科」訓練業務委託

２　委託内容 　介護・医療事務ＯＡ科訓練業務委託

３　契約の相手方 　ヒューマンアカデミー株式会社

４　契約金額 　14,520,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

404 1

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

ヒューマンアカデミー株式会社

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（介護・医療事務ＯＡ科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「介護・医療事務ＯＡ科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル
　 方式で受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容
在宅医療の増加を見越した介護事務のニーズを予測した訓練を想定しており、有効性が高いと
感じられる。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



（運用基準　様式３）

１　件名 　令和２年度横浜市中央職業訓練校「パソコン基礎科」訓練業務委託

２　委託内容 　パソコン基礎科訓練業務委託

３　契約の相手方 　株式会社ソフトキャンパス

４　契約金額 　13,200,000円

５　契約日 　令和２年４月１日

６　評価結果

評価点数 順位

342 1

338 2

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　　経済局市民経済労働部雇用労働課
　　横浜市中央職業訓練校

 株式会社ソフトキャンパス

ヒューマンアカデミー株式会社

令和2年4月1日

　　経済局市民経済労働部雇用労働課

「令和２年度横浜市中央職業訓練校訓練業務委託
（パソコン基礎科）」契約結果

　 令和２年度横浜市中央職業訓練校「パソコン基礎科」訓練業務委託について、公募型プロポーザル方式で
　 受託者選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

提案者

開催日時

開催場所

評価基準 　別紙のとおり

主な発言内容
・高年齢者の就職支援が難しい中で、ＩＴ知識やスキルが正社員レベルに到達しない場合、契約
社員やパートからの正社員登用を目指す方策は評価できる。
・常に就職を意識した支援や意識付け、理解しやすい実技カリキュラムは評価したい。

  令和２年1月16日（木）　9時00分～16時00分

　関内中央ビル4階Ｃ会議室



配点
評価の換算式
（）は加重倍率

業務実施方針及び手法に関する視点 20

市場動向等に関する理解度 10

実施方針・手法の妥当性 10

30

訓練の妥当性 10

就職支援の妥当性 20 （×２）

50

担任・就職支援担当の常駐
講師等の適切な配置

20 （×２）

類似業務の受託件数 10

類似業務の就職率 20 （×２）

100

配点

企業としての取組に関する視点

①ワークライフバランスに関する取組 1

1

1

1

②障害者雇用に関する取組 1

5

10

110合計

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定をし、労働
局に届け出ている(従業員101人未満の場合のみ加算)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動
計画の策定をし、労働局に届け出ている(従業員301人未満の場合のみ加算)

次世代育成支援対策推進法による認定の取得をしている（くるみんマーク、プラ
チナくるみんマーク）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基
づく認定（えるぼし）の取得をしている、又は、よこはまグッドバランス賞の認定の
取得をしている

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得をして
いる

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.2%を達成している(従業員45.5人以
上)、又は、障害者を１人以上雇用している(従業員45.5人未満)

市内の中小企業であること

評価の着目点

小計

小計

市内の中小企業として一般競争入札有資格者名簿で登録が確認できた企業

（様式１－２）

評価項目 評価 コメント

提案書評価基準

業務内容に関する視点

評価方法
各評価項目は原則として、５段階評価で行うことを標準とする。評価は各項目10点満点とし、10点：優れている、8点：やや優れ
ている、6点：普通、4点：やや劣る、2点：劣る、とする。ただし、加算項目である「企業としての取組」については各項目を1つ満
たすごとに１点加算することとし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。
市内の中小企業であることでの加点は原則５点とし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。

実施体制に関する視点

評価項目(加算項目)


	運用基準　様式３（作成済）
	提案書評価基準（様式１－２）

