別紙

高齢者スキルアップ・就職促進事業評価基準及び採点表
標記については、以下のとおりとする。
評価項目

評価基準・採点基準

採点等

比重

評価点

必須評価項目

/24

1 事業目的の理解度

本事業の趣旨、目的に関する理解や企画全体の基本的考え方は適切か。

合・否

-

/8

2 事業の実施体制

事業の実施に必要な体制を整えているか。

合・否

-

/8

3 事業実施の必須事項

次のいずれの業務も行うものとなっているか。

合・否

-

/8

・

事業の高齢者への周知、技能講習受講者の募集

・

技能講習受講希望者への導入支援

・

技能講習の実施

・

企業等への周知・広報、技能講習修了者の就職支援

・

就業状況の把握・フォローアップ

加点評価項目

/108

1 事業の高齢者への周知、技能講習受講者の募集
・ 周知、募集方法等

事業の高齢者への周知、技能講習受講者の募集方法等は、効果的か。

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

2

/8

0･2･3･4

2

/8

（採点基準）
4点 周知、募集方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 周知、募集方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 周知、募集方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 周知、募集方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 周知、募集方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。
2 技能講習受講希望者への導入支援
・ 実施方法等

技能講習受講希望者への導入支援の実施方法等は、効果的か。
（採点基準）
4点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。

3 技能講習の実施
(1) 共通講習・地域設定講習
・ 講習の多様性

各分野ごとに、多用な講習を行うものとなっているか。
（採点基準）
4点 全講習数を全分野数で除した額（1分野当たりの平均講習数）が5コース以上である。
3点 全講習数を全分野数で除した額（1分野当たりの平均講習数）が4コース以下である。
2点 全講習数を全分野数で除した額（1分野当たりの平均講習数）が3コース以下である。
1点 全講習数を全分野数で除した額（1分野当たりの平均講習数）が2コース以下である。
0点 全講習数を全分野数で除した額（1分野当たりの平均講習数）が1コース以下である。

・ 講習の実施時期

講習の実施時期は、求人の状況等を踏まえて就職が見込まれれるものとなっているか。
また、特定の時期に集中せず、年間を通じて実施するものとなっているか。
（採点基準）

4点 講習の実施時期に就職が見込まれる理由が定量的に記載されており、かつ、講習の実施が特定の時期に集中していない。
3点 講習の実施時期に就職が見込まれる理由が記載されており、かつ、講習の実施が特定の時期に集中していない。
2点 講習の実施が特定の時期に集中していない。
0点 講習の時期が特定の時期に集中している。
・ 講習の内容

講習の内容、実施方法等は、効果的か。

0･1･2･3･4

（採点基準）
4点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。

2

/8

(2) 地域設定講習
・ 設定分野の多様性・内容

共通講習と異なる分野、また、高齢者の就職が見込まれる分野を設定しているか。

0･1･2･3･4

2

/8

（採点基準）
4点 地域の高齢者や企業等のニーズが定量的に記載されており、高齢者の就職が大いに見込まれる共通講習と異なる分野を設定して
いる。
3点 地域の高齢者や企業等のニーズが記載されており、高齢者の就職が大いに見込まれる共通講習と異なる分野を設定している。
2点 地域の高齢者や企業等のニーズが記載されており、高齢者の就職が見込まれる共通講習と異なる分野を設定している。
1点 地域の高齢者や企業等のニーズが記載されており、高齢者の就職がやや見込まれる共通講習と異なる分野を設定している。
0点 共通講習と異なる分野を設定していない。
・ 講習の内容

講習の内容、実施方法等は、効果的か。

0･1･2･3･4

2

/8

0･1･2･3･4

2

/8

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

1

/4

1

/4

（採点基準）
4点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 実施内容、実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。
・ 講習の実施地域

特定の地域に偏らず、幅広い地域で講習を行うものとなっているか。
（採点基準）
4点 講習を実施する地域が、5地域以上である。
3点 講習を実施する地域が、4地域以下である。
2点 講習を実施する地域が、3地域以下である。
1点 講習を実施する地域が、2地域以下である。
0点 講習を実施する地域が、1地域以下である。

4 企業等への周知・広報、就職支援の実施
(1) 事業主、事業主団体への周知・広報、求人開拓
・ 周知、開拓方法等

事業主、事業主団体への周知・広報、求人開拓の方法等は、効果的か。
（採点基準）

4点 周知、開拓方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 周知、開拓方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 周知、開拓方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 周知、開拓方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 周知、開拓方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。
(2) 技能講習受講者への求人情報の提供
・ 実施方法等

技能講習受講者への求人情報の提供の実施方法等は、効果的か。
（採点基準）
4点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。

(3) 職場見学、職場体験
・ 内容、実施方法等

職場体験の内容、実施方法等は、効果的か
（採点基準）

4点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 内容、実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。
(4) 管理選考
・ 内容、実施方法等

管理選考の内容、実施方法等は、効果的か

0･1･2･3･4

（採点基準）
4点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 内容、実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。

(5) その他就職支援
・ 内容、独自性等

上記(1)から(4)以外の就職支援の内容、実施方法等は、効果的か。また、独自性はあるか。

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

1

/4

0･1･2･3･4

2

/8

（採点基準）
4点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 内容、実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 内容、実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。
5 就業状況の把握・フォローアップ
・ 実施方法等

技能講習受講者の就職状況の把握の実施方法は適切か。また、フォローアップの内容、実施方法
等は、効果的か。
（採点基準）
4点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が定量的に記載され、効果が大いに期待できる。
3点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が大いに期待できる。
2点 実施方法等が具体的に記載されており、効果が期待できる。
1点 実施方法等が具体的に記載されており、効果がやや期待できる。
0点 実施方法等が具体的に記載されていない、又は、効果が期待できない。

6 受託者の業務遂行能力
・ 技能講習、就職支援等の実績

過去に技能講習や就職支援等を実施する事業等を実施し、成果を上げた実績があり、その知識や
ノウハウ等を活かして事業を実施することが期待できるか。
（採点基準）

4点 過去の事業等の実績とその効果が定量的に記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
3点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
2点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できる。
1点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施がやや期待できる。
0点 過去の事業等の実績が記載されていない、又は、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できない。
・ 高齢者関連事業の実績

過去に高齢者関連の事業等を実施し、成果を上げた実績があり、その知識やノウハウ等を活かし
て事業を実施することが期待できるか。

0･1･2･3･4

2

/8

（採点基準）
4点 過去の事業等の実績とその効果が定量的に記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
3点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
2点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できる。
1点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施がやや期待できる。
0点 過去の事業等の実績が記載されていない、又は、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できない。
・ 関係機関との連携

過去に労働局、ハローワーク等の関係機関と連携して事業等を実施し、成果を上げた実績があ
り、その知識やノウハウ等を活かして事業を実施することが期待できるか。

0･1･2･3･4

2

/8

（採点基準）
4点 過去の事業等の実績とその効果が定量的に記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
3点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が大いに期待できる。
2点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できる。
1点 過去の事業等の実績が記載されており、過去の事業等の実績を活かした事業の実施がやや期待できる。
0点 過去の事業等の実績が記載されていない、又は、過去の事業等の実績を活かした事業の実施が期待できない。
7 ワークバランス等の推進に関する指標 ※１、※４
・ えるぼし認定等の状況

下記のいずれかに該当するか（複数該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。）。
（女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業）等の状況）
4点 ３段階目の認定を受けている（認定基準５つ全てが○となっている。）。
3点 ２段階目の認定を受けている（認定基準５つのうち３～４つが○となっている。）。※３
2点 １段階目の認定を受けている（認定基準５つのうち１～２つが○となっている。）。※２
1点 行動計画を策定している。※３
（次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）の状況）
3点 プラチナくるみんの認定を受けている。
1点 くるみんの認定を受けている。
（若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）の状況）
3点 ユースエールの認定を受けている。

※１
※２

複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

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等に関する省令（平成27年10月28日厚生労働省令
第162号）第８条に定める基準。このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）に限る（計画
期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）
※４ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※３

0･1･2･3･4

1

/4

