「大分県内企業 魅力発見バスツア ー」開催業 務委託仕様 書
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委託業務 の名称
「大分県 内企業魅 力発見バスツ アー」開 催業務委託
実施目的
県外大学 等に進学 した者を対象 に、県内 企業へのバス ツアーを 通じ、その魅 力を体
感、実感し、 県内企業 に対する理解 を深める ことで、県内 就職及び 本県へのＵＩ Ｊタ
ーンを促進す る。

３ 委託業務 の内容
(1) 時期及び回 数
時期：平成３ ０年１２ 月１日から平 成３１年 ２月２８日ま で
回数：２回（ 全て日帰 り） ※１回×２コ ー ス 計４コー ス
(2)

バスツアー 内容
ア 訪問コー ス
①１コースあ たり、２ 社程度を訪問 すること 。
②バス発着基 点は、福 岡県内とする 。
③各コースに テーマを 設定すること 。
例 技術系コ ース、総 合職コース、 女性活躍 コース 等
イ 職場 見学
ウ 若手社員 等との交 流
①若手社員等からの説明（自己紹介、就職活動体験談等）、参加者からの質疑応答
②形式は若手 社員と参 加者が活発に 交流でき るよう工夫す ること。
エ 訪問企業 及び参加 学生に対する アンケー ト調査及び集 計

(3)

訪問企業の 選定
以下の要件を 満たし、 設定した各コ ースのテ ーマに沿った 企業を企 画提案するこ
と。また、各 コースの 企業の組合せ （企業の 規模や地域性 ）を工夫 すること。た だ
し、企画提案 段階にお いて、企業へ の打診等 は行わないこ と。
要件① 主たる事 業所または就 業場所が 大分県内に所 在する企 業
②平成３２年 ３月大学 等卒業予定者 の正規採 用を予定して いる企業
※ 訪問企 業の決定等（ 上記②の 確認含む）に ついては 、受託決定後 、県と
調整のうえ行 う。

(4)

本催事に使 用す る送迎バスの 運行につ いて
ア 出発 （=到着 ）地から訪問 先企業ま での送迎バス を確保す ること。
イ 本送迎バ ス運行業 務は、安全か つ効率的 に行うこと。
ウ バスによ る送迎ル ートの設定は 、受託者 の創意工夫に よるもの とする。
ただし、発着 基点は福 岡県内とし、 大分駅を 経由すること 。
エ 有料 道路料金 及び駐車に係 る利用料 金は、当該委 託金額に 含むものとす る。
オ 希望者は 、ツアー 終了後、大分 市内での 下車を可とす る。

(5)

参加者の募 集等 について
ア 参加者 ８０名程 度（１コース×２０ 名 程度）
ただし、以下 の要件を満た す者とす る。（①から ③の順に 優先）
①大分県出身 の平成３ ２年３月県外 大学等卒 業予定者
②おおいた学 生登録者
③大分県内企 業への就 職に関心のあ る学生
イ 広報・申 込受付
①ポ スター、 チラシを 作成し、福岡 県内大学 等を中心に配 布するこ と。
②福岡県内で 学生の利 用が多い駅構 内におい て交通広告を 行うこと 。
③ＷＥＢ上の ＤＭ配信 等、対象者に 対し、効 果的に周知・ 広報する こと。
④要件を満た す者を優 先し、ＷＥＢ 上で申込 み受け付けを すること 。
⑤その他、県 と協議の うえ決定する 。

(6)

当該ツアー にか かる資料等の 作成
ア ツアー当 日のスケ ジュール、注意 事項等 を記した配布 資料（ス タッフ向け・訪
問企業向け・ 参加者向 け）を作成す ること。
なお、配付資 料は、県 が指定する日 時までに 原稿を作成し 、県の了 承を得た後 、
必要部数を印 刷するこ と。
イ その他本 事業実施 に必要な備品 等の作成 を行うこと。

(7)

アンケート の実 施、報告書作 成
ア 参加者（ 学生・企 業）に対しア ンケート 調査及び集計 を行うこ と。
なお 、アンケ ートは、県が 指定する 日時までに原 稿を作成 し、県の了承 を得た
後、必要部数 を印刷す ること。
イ 業務完 了後、業 務 概要全体（ 開催・運 営 状況、アン ケート結 果 等）につい ての
報告書を作成 し、紙媒 体１部及び電 子媒体を 県に提出する こと。

(8)

参加者の昼 食に ついて
ア 昼食会場 （場所） を確保するこ と。
イ 希望する参加者に対し、昼食の手配及び集金を行うこと。（昼食代は参加者負担）
ただし、道 の駅等 の昼 食場所で、 自由行 動と することも 可とす る。 （昼食代は
参加者負担・ 昼食の斡 旋なし）

(9)

(10)

(11)

損害保険に つい て
参加者 分の損害 保険に加入す ること。 （委託金額に 含む）
開催前日までの 企画協議
協議は 、県庁舎 内において５ 回以上行 うこととする 。
禁止事 項
ア 訪問企 業による 採用のための 個人情報 取得は不可と する。
イ 訪問 企業によ るツアー中の 選考につ ながるとみな される行 為は禁止する 。
（例） 選考のた め志望先企業 等を聞く 行為、その他 特定の個 人に対して、 就職に
係る質疑を繰 り返すな どの行為。

(12)

その他 留意事項
ア 事業 効果を高 めることを目 的に、当 該仕様以外の 内容を付 加することは 、差し
支えない。
イ 事前に現 地確認を 行い、企業の 施設管理 者等との連絡 調整を図 ること。
ウ 委託契約 期間終了 後も、本催事 にかかる 照会、報告等 があった 場合は、大分 県
へ的確に連絡 するなど 誠実な対応を 行うこと 。
エ 受託 事業の実 施にともなう 制作物（ 運営マニュア ル、ロゴ マーク、タイ トル、
コピー等）の 著作権は 大分県に帰属 する。
オ その他、 必要に応 じて大分県と 協議のう え、変更及び 決定する こと。

