
外国人材受入企業等向けフォーラム開催業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

外国人材受入企業等向けフォーラム開催業務 

 

２ 業務期間 

  契約締結日から令和５年３月 31日まで 

 

３ 業務の目的 

少子高齢化，水際対策による外国人の長期に渡る入国制限などを背景に，中小企業において

人手不足が深刻化する中，企業における外国人材の雇用ニーズが高まっていることから，外国

人材の雇用に関する講演会等を開催し，企業等に有益な情報を提供することで，外国人材の円

滑かつ適切な就労及び職場定着へと繋げる。 

 

４ 業務の目標 

  フォーラム参加者が，有益な情報を得たと回答した割合 65%以上 

 

５ 対象者（参加者） 

（１）外国人材受入企業 

（２）技能実習に係る監理団体及び特定技能制度における登録支援機関 

（３）県内商工会議所や商工会等の経済団体 等 

 

６ 業務スケジュール 

令和４年８月下旬～９月中旬  講演者，テーマ・内容，会場等調整 

10月上旬      広報開始 

      11月下旬      フォーラム開催 

令和５年３月中旬       実績報告書提出 

 

７ 業務の執行体制の確保について 

  受託者は，この委託業務に当たり，必要な要員（統括責任者，運営ディレクター，受付，総 

合窓口等）を確保，配置するとともに，総括責任者，副責任者を明らかにし，県との連絡調整 

を十分に行い，円滑に業務を実施できる体制を構築すること。 

 

８ 委託業務内容 

（１）集客目標 

   フォーラムの参加者 400社以上 

 

 



（２）開催概要 

項目 内容 

開催時期 
令和４年 11月下旬 

【候補日】11月 22日（火）又は 11月 29日（火） 

時間 13時 30分～16時 00分 

実施会場 広島会場（配信会場） 福山会場（サテライト会場） 

構成 

【第１部】 

講演会 

【講演者】×４名 

（基調講演）×1名 

・外国人労働者に関して知見を有す

る専門家 

（講演及び進行）×１名 

・外国人雇用施策に知見を有する専

門家 

（講演）×２名 

・外国人労働者の受入れ及び活用に

知見を有する専門家 

・雇用労働政策に関わる行政職員 

※配信会場の講演をオンライ

ン配信 

【第２部】 

パネルディス

カッション 

【対談者】×７名程度 

・外国人材受入れ及び定着に取組む

県内企業及び当該企業で雇用され

ている外国人材，監理団体等 

※第１部の講演者４名を含めるこ

と。 

 ・実施会場とは別に，オンライン参加も可能とする。 

 ・司会については，別途県と協議の上決定する。 

・広島会場については，講演会場と配信会場を別会場とすることも可能とする。 

・開催当日参加できなかった企業等のうち，視聴申込者に対して，フォーラムの内容を YouTube

で限定配信する。 

・新型コロナウイルス感染症の状況次第では，全会場オンライン配信で実施する。 

（３）企画及び運営管理 

  ア 実施計画の作成 

フォーラムの集客目標を達成できる具体的な業務実施計画（業務実施に向けた工程を，

具体的に記載すること），会場設営，撤収等を含めた当日の運営タイムスケジュール，会

場レイアウト，進行シナリオの作成を行うこと。 

イ 講演会等の企画 

【第１部について】 

・本県における外国人雇用の課題等（都市圏への外国人材の流出問題や海外からの外国人



獲得，就労・職場定着）をテーマとし，企業等が，本県における外国人労働者を巡る現状

や課題を理解でき，かつ，今後外国人材を安定的・円滑に受け入れ，職場定着に繋げるこ

とが期待できる講演内容及び実施手法等を提案すること。 

・講演者については，基調講演を担当する「外国人労働者に関して知見を有する専門家」

を１名提案することとし，提案する講演者の経歴や専門性等について具体的に明記するこ

と。なお，基調講演の概要は提案時に示しておくこと。その他の講演者については，県が

指定する。 

【第２部について】 

・特定技能外国人の受入れ促進や職場定着に向けた県内企業の取組を対談できるテーマ

とし，第１部の講演内容を受け，今後，企業等の実践に繋がるような対談内容や実施手法

を提案すること。 

・対談者については，外国人材の受入れや職場定着に向けて，積極的に取り組んでいる県

内企業及び当該企業で雇用されている特定技能外国人，優良な監理団体や登録支援機関等

を提案することし，提案する企業等の具体的な取組内容や企業概要等を明記すること。な

お，県内企業で雇用されている外国人材については，これまでの経歴や日本語能力につい

て明記すること。 

※講演者及び対談者の最終的な決定，並びに第１部及び第２部の構成（スケジュール）は，

本契約の締結後，県と協議の上決定する。 

（４）会場の確保 

・広島会場（配信会場）については，100名程度の収容が可能で，対象者が参加しやすい場

所を確保することとし，会場のレイアウトは，スクール形式とすること。 

・福山会場（サテライト会場）については，県が確保した次の会場を推奨することとし，別

の会場を提案する場合は，50 名程度の収容が可能で，対象者が参加しやすい場所を確保す

るとともに，会場のレイアウトは，スクール形式とすること。 

日程 会場 備考 

11月 22日（火） 
福山商工会議所 101会議室 

（福山市西町 2-10-1） いずれの日程も，9時 00分～

17時 00分の間で確保 
11月 29日（火） 

福山商工会議所 102会議室 

（福山市西町 2-10-1） 

※福山商工会議所を提案した場合は，開催日程決定後，受託者において，速やかに会場使

用の本申込みや使用料の支払い等を行うこと。 

（５）新型コロナウイルス感染防止対策 

・新型コロナウイルス感染防止対策を十分講じることとし，その内容を具体的に提案するこ

と。なお，新型コロナウイルス感染防止対策は，開催時点の国・地方公共団体のガイドライ

ンや要請等に従うこと。 

（６）広報 

ア 広報用チラシの作成 

  ・参加募集のためのフォーラムのチラシ（A4 版カラー両面印刷）を 6,000 部作成し，電



子データ（PDF形式）とともに，県が指定する期日（フォーラムの開催日から起算して７

週間前を目途とする。），場所に納品すること。 

イ 参加者募集 

・集客目標を踏まえ，より多くの企業等に参加してもらうための具体的な募集方法や広報

媒体を提案すること。なお，国，市町，経済団体等との連携については，県と調整の上，

実施すること。 

ウ 参加申込受付及び応募専用サイトの制作 

・参加申込受付事務局を設置の上，ウェブでの応募専用サイトを作成し，フォーラムの参

加申込受付，管理及び電話による問合せ対応等を行うこと。 

・参加申込は，応募専用サイト以外に，メール，ファックス等でも受付けること。 

（７）講演者等との調整，報償費等支払い 

・第１部講演の講演者及び第２部パネルディスカッションの対談者（以下「講演者等」とい 

う）のフォーラム当日のスケジュール等の調整を行うとともに下記「講演者等への報償費等

の考え方」のとおり，報償費・交通費として合わせて 410,000円（税込）を確保し，この金

額の範囲内でフォーラム終了日から 15日以内に，講演者等に対し支払いを完了すること。 

   ※基調講演の講演者の報償費等については，「講演者等への報償費等の考え方」に基づく

必要はなく，410,000円（税込）に含めない。 

・各講演者等への報償費等については，事前に県と調整の上，金額を決定すること。 

   ※フォーラム当日の講演内容の調整は，原則として，県が講演者等と調整を行う。 

 

○ 講演者等への報償費等の考え方 

フォーラム 講演者等 報償費・交通費 

第１部 

（講演及び進行） 

・外国人雇用施策に知見を有する専門家 

報償費 200,000 円（税込） 

交通費 50,000 円（税込） 

※東京～広島（１泊２日） 

（講演者） 

・外国人労働者の受入れ及び活用に知見

を有する専門家 

報償費 50,000 円（税込） 

交通費 50,000 円（税込） 

※東京～広島（１泊２日） 

（講演者） 

・雇用労働政策関わる行政職員 
報償費及び交通費ともに不要 

第２部 

（対談者） 

・外国人材受入れ及び定着に取組む県内

企業，外国人材，監理団体等 

報償費 10,000 円（税込）×３名 

交通費 10,000 円（税込）×３名 

 

（８）広島・福山会場での運営 

・本フォーラムが円滑に進行し，参加者等からの苦情やトラブルが発生しないよう，十分な

人員配置と綿密な計画のもとで，フォーラム当日の運営（会場設営・撤収，新型コロナウイ



ルス感染防止対策，参加者受付，資料の準備・配付，講演者等接遇，機材操作，その他フォ

ーラム当日の運営一切）を行うこと。 

・各会場の会場入口に参加者受付の受付台（幅２ｍ程度）を必要数設置すること。 

・各会場には，インターネット通信が可能なパソコン，プロジェクター，スクリーン，レー

ザーポインター，マイク（有線及びワイヤレス），音響機器，参加者及び講演者等の机，背

もたれ付椅子，その他必要とされる機材を県と協議の上準備すること。 

・各会場において，事故・急病等の緊急事態が発生した場合には，受託者の責任のもと，救

急車の手配等，適切な措置を講じるとともに，速やかに県へ連絡すること。 

（９）オンライン配信業務 

・広島会場を配信拠点とし，安定した動画配信を行うために必要な機材・人員等一式を配 

置すること。 

・広島会場については，配信会場とフォーラム会場を同一会場とすることも，別会場とする

ことも可能とするが，参加者が受講しやすい方法について提案すること。 

※提案する事項の例 

  ・使用するオンラインツール 

・オンライン参加者へのサポート方法 

・配信映像 

・会場全体の映像か，説明資料のみか 

・スクリーンへ投影するのか，参加者の机に設置したモニターへ投影するのか等 

・福山会場及びオンラインでのフォーラムの配信については，福山会場の参加者からの質疑

応答にも適宜対応できるようにするとともに，オンライン参加者からの質疑応答に対応でき

る方法について，その具体的内容を提案すること。 

（10）フォーラム終了後の見逃し配信業務 

  ・フォーラムに参加できなかった企業等に対して情報提供を行うために，フォーラムの内容

を県公式 YouTube チャンネルに掲載し，視聴申込のあった企業に限定して配信（以下，「見

逃し配信」という）を行う。 

   ※配信映像については，県が講演者と調整し指示する。 

  ・見逃し配信は，視聴申込受付，申込者へ視聴用 URLの送付及びアンケートの送付，回収を

行うなど，企業が参加しやすく，かつ円滑にアンケートが回収できる方法を提案すること。 

・配信時期はフォーラム終了日から１週間以内に配信を開始し，県と協議の上，開始から３

か月を目安に終了する。 

   ※県公式 YouTubeチャンネルへの掲載は県が行う。 

（11）アンケートの実施 

・フォーラム参加者及び見逃し配信視聴者に対するアンケートを実施し，その結果を集計，

分析した報告書を作成すること。 

・アンケートの内容は今後の事業改善に活用できるものを提案し，県と協議して決定するこ

と。 

（12）実績報告書の提出 



  ・上記（１）から（11）までの業務が完了したときは，その完了から起算して 20日以内， 

  又は令和５年４月 10 日のいずれか早い日までに別記様式による実績報告書を提出すること。 

・参加申込に係るデータ，フォーラム内容の録画データ等，本業務の成果物一式も併せて県

に引き渡すものとする。 

 

９ 留意事項 

（１） 受託者は，契約期間中の業務経過内容全般を把握している担当者を置き，業務の実施状

況を定期的に報告し，県と連絡調整を十分に行うこと。 

（２） 業務の実施に関して，常に県と密接な連携を図り，県の意図を熟知の上，効率的な進行

に努めなければならない。県は，業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じ

た場合は，受託者に協議を申し出る場合がある。この場合，受託者は委託料の範囲内にお

いて仕様の変更に可能な限り応じること。 

（３） 契約の締結，業務の履行に必要な費用は，特段の定めのない限り，すべて受託者の負担

とする。 

（４） 受託者は，本業務の遂行にあたり，第三者の名誉や信用を毀損する行為（そのおそれが

ある行為を含む。）やその他不適切な行為が行われないよう十分に注意を払うこと。 

（５） 受託者は，業務の運営上取り扱う個人情報を，契約書に定める事項及び関係法令その他

の社会的規範に基づき適切に管理しなければならない。また業務の実施に関して知り得

た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（６） 著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条に規定する権利をい

う。以下，同様。）をはじめ，本業務の成果品における一切の権利（以下，「著作権等」と

いう。）は，県に帰属する。やむを得ない事情により著作権等の譲渡ができないものにつ

いては，受注者は，県が本業務の成果物を事業目的の範囲内で契約期間終了後に活用でき

るよう，必要な使用許諾を県に与えること。 

（７） 本業務の実施に際し，第三者の著作権，肖像権，特許権，その他権利を使用する場合は，

受託者がその使用に関する一切の責任と費用負担を負うものとする。 

（８） 本業務に関し，受託者が県から受領又は閲覧した資料等は全て返却することとし，県の

了解なく公表又は使用してはならない。 

（９） プロポーザル提案書に明記されている場合を除き，本業務の一部を受託者以外の第三者

に委託する場合は，書面により県の承諾を得ること。その際，再委託先ごとの業務の内容，

実施の体系図及び工程表，再委託先の概要及びその体制と責任者を明記した物を県に提

出すること。 

（10） 上記(１)から(９)までの事項に違反したとき，または業務を完了する見込みのないとき

は，県は契約を解除し，受託者に損害を補償させる場合がある。 

（11） 本業務の内容に疑義がある場合や仕様書等に定めのない事項及び重要な事項の決定につ

いては，予め県と協議の上，その指示または承認を受けること。 


