
令和５年度大阪市職員人材開発センター及び総務局人事部人事課研修関連業務 

にかかるプロポーザル審査方法及び審査基準 

【審査方法】 

１． 審査は、大阪市職員人材開発センター及び総務局人事部人事課研修関連業務（公募型

プロポーザル方式）事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の委員が行う。 

２． すべての企画提案書について、【審査項目・審査基準】に基づき採点を行う。 

３．２の採点結果に基づき、次の（１）～（３）で最も優れた提案者を選定する。 

（１）２点以下を４項目以上つけた提案は、選考対象から除外する。

（２）（１）を除外したうえで、研修ごとに２の採点結果が上から５位以内の提案を選ぶ。 

（３）（２）で選んだ提案について、順位付けしたものを選考結果とする。 

 選考結果について「選定委員会」において意見を聴取し、最終結果をとりまとめる。 

  なお、最終結果において複数の提案者が同点数で並んだ場合の順位付けは次の（ア）～（オ）

により行い、差がついた時点で最終決定することとし、それでもなお、同点数で並ぶ場合

は、くじ引きにより決定する。 

(ア) 審査項目のうち、「研修目的及び仕様書との整合性」の点数が最も高い者

(イ) 審査項目のうち、「企画内容の創造性・有効性」の点数が最も高い者

(ウ) 審査項目のうち、「実績」の点数が最も高い者

(エ) 審査項目のうち、「実施体制」の点数が最も高い者

(オ) 経費見積額が最も安価な者



 

【審査項目・審査基準】 

 審査項目及び審査基準は次のとおりとする。 

◎本業務に対する考え 

 ≪研修目的及び仕様書との整合性≫ 

  ① 本研修の目的に整合した企画内容となっているか。 

  ② 仕様書に整合した研修企画書となっているか。 

 

◎本業務の企画内容 

 ≪企画内容の創造性・有効性≫ 

  ③ 企画内容が創造性に富み、受講者の知識やスキルの向上に役立つものとなっているか。 

  ④ 専門講師ならではの効果的な手法や技法を的確に盛り込んだ研修企画書となっている

か。 

 

◎本業務にかかる研修実績 

 ≪実績≫ 

  ⑤ 講師は、本研修に関して豊富な研修実績を有しているか。 

    

◎本業務の実施体制 

 ≪実施体制≫ 

  ⑥ 研修の実施にあたり、信頼できる実施体制が確保されているか。 

 

 



 

【審査基準点】 

 ◆ 審査基準点は次のとおりとする。 

 審査基準点 

非常に的確・非常に効果的・非常に優秀 ５ 

的確・効果的・優秀 ４ 

普通 ３ 

やや不十分 ２ 

不十分 １ 

 

【配 点（100点満点）】 

１．（別紙１）研修番号１～９、11、12 

審査項目 審査基準 
審査 

基準点 
ウェイト 配点 

研修目的及び仕様

書との整合性 

① 本研修の目的に整合した企画内容

となっているか。 
５ ×４．０ ２０ 

② 仕様書に整合した研修企画書とな

っているか。 
５ ×４．０ ２０ 

企画内容の創造

性・有効性 

③ 企画内容が創造性に富み、受講者

の知識やスキルの向上に役立つも

のとなっているか。 

５ ×４．０ ２０ 

④ 専門講師ならではの効果的な手法

や技法を的確に盛り込んだ研修企

画書となっているか。 

５ ×３．０ １５ 

実 績 
⑤ 講師は、本研修に関して豊富な研

修実績を有しているか。 
５ ×２．０ １０ 

実施体制 
⑥ 研修の実施にあたり、信頼できる

実施体制が確保されているか。 
５ ×３．０ １５ 

合        計 １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．（別紙１）研修番号 10 

審査項目 審査基準 
審査 

基準点 
ウェイト 配点 

研修目的及び仕様

書との整合性 

① 本研修の目的に整合した企画内容

となっているか。 
５ ×４．０ ２０ 

② 仕様書に整合した研修企画書とな

っているか。 
５ ×４．０ ２０ 

企画内容の創造

性・有効性 

③ 企画内容が創造性に富み、受講者

の知識やスキルの向上に役立つも

のとなっているか。 

５ ×４．０ ２０ 

④ 専門講師ならではの効果的な手法

や技法を的確に盛り込んだ研修企

画書となっているか。 

５ ×４．０ ２０ 

実 績 
⑤ 講師は、本研修に関して豊富な研

修実績を有しているか。 
５ ×１．０ ５ 

実施体制 
⑥研修の実施にあたり、信頼できる実

施体制が確保されているか。 
５ ×３．０ １５ 

合        計 １００ 

 



（別紙１）

1 新採用者研修
新採用者フォローアップ研修
（グループ別研修）

主体的に物事を考え、行動する必要性を理解するとともに、円滑に業務を遂行するための
ヒューマンスキルを養う。

2
グローアップ研修（採用３年
目）

グローアップ研修（採用３年目）
（グループ別研修）

周囲の状況を理解し、適切に働きかけながら、主体的に業務を遂行する姿勢・能力を養う。

新任主務研修【基礎】
（オンライン研修）

新任主務研修【実践】
（グループ別研修）

新任係長マネジメント研修【基礎】（オンライン研修）

新任係長マネジメント研修【実践】（グループ別研修）

新任課長代理研修
（集合研修）

課長代理としての責務に対する認識を深めるとともに、課長の補佐的役割を担う課長代理級
に求められるマネジメント能力の向上を図る。

管理職育成アセスメント研修（グループ別研修）

・他者からのアセスメント（評価）により、自身の能力や強み・弱みを明確にし、課題を認
識する。
・自己理解を深めた上で、管理職として必要な、マネジメントのスキルを向上させる。
・評価の結果を課長昇任の際の参考とする。

管理職育成アセスメントフォローアップ研修（集合研修）
管理職育成アセスメント研修を受講した職員が、管理職になっていくにあたっての自覚を持
ち、マネジメント力向上に取り組む意識を強化する。

新任部門監理主任研修
（グループ別研修）

取り巻く環境変化に対する視野を広げるとともに、部門監理主任として所管する職員を指
揮・監督する責任と役割を認識し、併せて仕事のあり方を理解し、職場活性化と部下の指導
育成方法を習得する。

新任技能統括主任研修
（グループ別研修）

取り巻く環境変化に対応しうる識見と洞察力を深め、所管する職員の総括管理者として、職
場マネジメント能力を高める。

キャリアデザイン研修１
（グループ別研修）

30歳という節目の年齢において、これまでの仕事経験を振り返り、働くことの意味や目的に
ついて改めて考えることで、組織の求める自律的な職員を育成することを目的とする。

キャリアデザイン研修２
（グループ別研修）

40歳という節目の年齢において、これまでの仕事経験を振り返り、自身の価値観や強み弱み
を理解し、働くことの意味や目的について改めて考えることで、組織の求める自律的な職員
を育成することを目的とする。

キャリアデザイン研修３
（グループ別研修）

55歳を迎える職員（定年まで残り10年）に対し、役職定年や定年の引き上げなどに伴う役割
や処遇等環境変化への対応力を身に付けさせるとともに、これまでの自身の経験を振り返
り、今後組織に求められる役割を認識し、主体的に自身のキャリアを築いて組織貢献してい
ける自律的な職員を育成することを目的とする。

キャリアデザイン研修（希望制）
（グループ別研修）

これまでの仕事経験を振り返り、今後のキャリア形成について考えることで、自己啓発意識
を高め、組織の求める自律的な職員を育成することを目的とする。

キャリア形成にかかる相談・助言
職員にキャリア形成を促すことで、能力開発に対する意識を高め、組織の求める自律的な職
員を育成することを目的とし、キャリア相談制度を実施する。

8 企画・発想力向上研修
企画・発想力向上研修
（グループ別研修）

企画立案の基本的な流れを理解したうえで、発想法について習得し、新しい考えや効果的な
企画を立案できる能力を身につける。

9
イクボス（ワーク・ライフ・
バランス）研修

イクボス（ワーク・ライフ・バランス）研修（グループ別研
修）

多様な働き方を確保し、質の高い市政運営を図るために、ワーク・ライフ・バランスについ
て理解を深め、職場において管理者層がイクボスとなりリーダーシップを持って部下職員の
ワーク・ライフ・バランスを推進し、自ら率先して仕事と家庭や地域生活の調和を図ること
を実践し、定着させる

ＤＸ基礎研修【全職員向け】
（動画研修）

職員として必要なＤＸマインド・デジタルリテラシーを身につけ、積極的にＤＸ推進に取り
組む姿勢・能力を養う。

ＤＸマネジメント研修【課長級職員向け】
（動画研修）

ＤＸマネジメント研修【課長級職員向け】
（オンライングループ研修）

11
人事評価者研修【組織マネジ
メント編】

人事評価者研修【組織マネジメント編】
評価者に対し、より評価の納得性を高めるための評価基準の標準化や効果的な面談手法を習
得することで、人事考課制度の趣旨である人材育成と執務意欲の向上、並びに評価精度の向
上を目的とする。

12
指導管理者向け研修
及び特別研修
（概算契約）

指導管理者向け研修及び特別研修
（概算契約）

（１）指導管理者向け研修
・勤務実績が良くない又はその職に必要な適格性を欠くと認められる職員（以下「指導対象
職員」という。）に対し、指導を行う立場の職員（以下「指導管理者」という。）に管理監
督者としての役割、責任について、理解・認識させるとともに、本市において実施する職場
指導等（以下「適正化指導」という。）において、より効果的な指導・助言、指導記録の作
成等につなげていくための指導技法等の習得を図る。

（２）特別研修
・指導対象職員に対し、本市職員としての職責を果たせるよう資質・能力の向上を図り、本
研修後に設けている３月間の所属での指導期間において、その状態を改善させる。

総務局人事部
人事課

組織の中でリーダーシップを発揮し、部下職員に気づきを与え、変革の契機をもたらすた
め、ＤＸ時代に適応したマネジメント力を身につける。

3

係長職としての責務に対する認識を深めるとともに、担当業務の責任者として、部下育成
力、業務遂行能力の向上を図る。

管理職層研修

技能職員研修

新任主務研修

7 キャリア研修

ＤＸ研修10

職員人材開発
センター

研修目的カリキュラム名

令和５年度 大阪市職員人材開発センター及び総務局人事部人事課研修関連業務にかかる業務委託　公募型プロポーザル研修

4

研修
番号

主務の職責を担う職員としての自覚を持ち、業務運営の要として将来を見据える力を養う。

担当 研   修   名

5 管理職育成アセスメント研修

6


