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求人開拓事業（市場化テスト事業（平成 20年度））に係る実績評価について 

 

市場化テスト評価委員会 

 

１ 事業概要 

平成 20 年度、雇用失業情勢が厳しい地域における求人を量的に確保するため

の求人開拓事業を実施した全国 39 地域の中から、市場化テスト対象地域として

選定した２地域において民間競争入札を実施し、民間委託を実施した。 

 

(1) 対象地域                       【別添１参照】 

  民間実施地域 

北海道函館地域1、青森東青地域2 

 

(2) 事業の実施期間 

  平成 20年４月１日～平成 21年３月 31日 

 

 (3) 開拓対象となる求人 

開拓により確保する求人の対象及び内容は、求職者の再就職に資する求人の

量的確保を目的とし、次の条件に該当するものとした。 

① 対象地域に所在する事業所のものであること。 

② 対象地域を就業地とするものであること。 

③ 雇用保険への加入が見込まれるものであること。 

 

 (4) 実施内容 

求人開拓として実施する内容は次のとおりとした。 

① 求人未提出事業所に係る求人提出につながる情報を収集すること。 

② 求人未提出事業所に対し求人提出を勧奨すること。 

③ 具体的な求人につながる求人未提出事業所の情報について、その詳細を把

握、確認の上、管轄のハローワークに提供すること。具体的には、求人申込

書（ハローワークに求人を出したことがない事業所にあっては事業所登録シ

ートを含む。）を提出すること（求人票を提出しようとする事業主が、過去

においてハローワークに求人申込を行ったことがない場合、事業所訪問を行

うこと。）。 

④ 求人開拓時には、紹介に当たり希望する事項等の把握に努め、把握できた

事項を補足事項として報告すること。 

 

(5) 実施要項上の目標 

                         
1 「北海道函館地域」 ：函館公共職業安定所管轄 
2 「青森東青地域」 ：青森公共職業安定所管轄 

平成 21年 10月 15日 

別添３ 
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  確保されるべき求人開拓事業の質は、各地域ごとに次のとおり。当該年度の

開拓求人数及び開拓求人の充足数がともにこれを超える場合は、受託事業者に

対し開拓促進費3が支払われる。 

 北海道函館地域 開拓求人数    4,500人以上 

         開拓求人の充足数 1,700人以上 

  

青森東青地域  開拓求人数    4,200人以上 

        開拓求人の充足数 1,500人以上 

 

２ 受託事業者等の概要 

(1) 民間実施地域 

ア 北海道函館地域 

  株式会社シグマテック 

  本  社   ： 東京都品川区上大崎３－１－５ 

  設  立      ： 昭和 57年８月 

  主な業務内容 ： 人材派遣事業、人材紹介事業、製造請負事業 

  総合評価点4  ： 107.77点 

             ① 評価点      172点(288点満点) 

             ② 落札価格  16,758,000円（税込み） 

  企画書に掲げた目標： ① 開拓求人件数  3,150件 

             ② 開拓求人数   5,670人 

             ③ 充足数     1,700人 

  イ 青森東青地域 

  株式会社シグマテック5 

  本  社   ： 東京都品川区上大崎３－１－５ 

  設  立      ： 昭和 57年８月 

  主な業務内容 ： 人材派遣事業、人材紹介事業、製造請負事業 

  総合評価点 ： 91.60点 

① 評価点      144点(288点満点) 

             ② 落札価格  16,506,000円（税込み） 

  企画書に掲げた目標： ① 開拓求人件数  2,770件 

             ② 開拓求人数   5,000人 

             ③ 充足数     1,500人 

                         
3 「開拓促進費」：開拓求人数及び開拓求人の充足数が、ともに確保されるべき求人開拓事業の質に定める値を超

える場合は、受託事業者に対し、当該値を超える開拓求人の充足数分について、20人毎に３万円の開拓促進費に

100分の 105を乗じた額を支払う。当該年度の開拓求人の充足数が 460人に満たない場合は、その不足する開拓

求人の充足数分について、20人毎に3万円に100分の105を乗じた額を委託事業者に対する委託費から減額する。 
4
「総合評価点」：総合評価方式による一般競争入札を実施。総合評価点＝評価点／落札価格×1.05×107 
5 平成１９年度青森東青地域において市場化テストによる求人開拓事業を受託した株式会社東海道シグマは株式

会社シグマテックの関係会社である。 
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３ 実施結果の評価方法等について 

(1) 評価指標 

  同事業の民間競争入札実施要項（以下、「実施要項」という。）において、 

 ① 開拓求人として受理された求人件数 

 ② 当該求人に係る求人数及び求人充足数 

③ 開拓求人に占める正社員求人の割合 

④ 事業の運営に要した経費 

を掲げている。 

 

(2) 比較対象地域 

平成 20年度において、国が求人開拓事業を実施した 39地域のうち、民間実

施地域と雇用失業情勢や労働市場の規模等が類似する地域を比較対象地域と

して、北海道函館地域に対して青森津軽地域6及び高知中央地域7を、青森東青

地域に対して青森三八地域8を選定した。 

 

４ 実績について 

平成 20年度の実績は、以下のとおりであった。 

 (1) 開拓求人件数、開拓求人数、充足数等           【別添２参照】  

  ア 実施要項上の目標との比較 

確保されるべき求人開拓事業の質として定められた開拓求人数、開拓求人

充足数に対する実績比は次のとおりであった。 

 

(表１) 確保されるべき求人開拓事業の質に対する実績比   

 開拓求人数 開拓求人充足数 

北海道函館地域(民間) 84.4％ 51.0％ 

青森東青地域(民間) 60.0％ 56.9％ 

 

  イ 受託事業者が設定した目標と実績の比較 

    入札企画書において受託事業者が提示した開拓求人件数、開拓求人数、開

拓求人充足数の目標値に対する実績比は次のとおりであった。 

 

(表 2) 受託事業者が設定した目標に対する実績比   

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

北海道函館地域(民間) 56.3％ 67.0％ 51.0％ 

青森東青地域(民間) 48.1％ 50.4％ 56.9％ 

                         
6
 「青森津軽地域」 ：弘前公共職業安定所管轄、黒石公共職業安定所管轄、五所川原公共職業安定所管轄 
7
 「高知中央地域」 ：高知公共職業安定所管轄、いの公共職業安定所管轄 
8
 「青森三八地域」 ：八戸公共職業安定所管轄 



4 

 

 

ウ  民間実施地域と比較対象地域の実績の比較 

民間実施地域に対する比較対象地域の実績比は次のとおりであった。 
 

  (表３) 民間実施地域に対する比較対象地域の実績比 

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

青森津軽地域(国) ／北海道函館地域(民間) 2.0倍 1.6倍 3.3倍 

高知中央地域(国) ／北海道函館地域(民間) 1.3倍 0.9倍 1.9倍 

青森三八地域(国) ／青森東青地域(民間) 3.2倍 2.6倍 3.9倍 

 
(表４)【参考】 民間実施地域に対する比較対象地域の実績比（地域ごとの雇用情勢の変化を補正9） 

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

青森津軽地域(国) ／北海道函館地域(民間) 2.5倍 1.9倍 4.2倍 

高知中央地域(国) ／北海道函館地域(民間) 1.1倍 0.8倍 1.6倍 

青森三八地域(国) ／青森東青地域(民間) 2.3倍 1.9倍 2.8倍 

 

 

エ 事業実施期間中における前半と後半の実績        【別添３参照】 

民間実施地域に対する比較対象地域の実績比は次のとおりであった。 
 

(表５) 事業実施期間の前半及び後半それぞれにおける民間実施地域に対する比較対象地域の実績比 

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

前半 後半 前半 後半 前半 後半 

青森津軽地域(国) ／北海道函館地域(民間) 2.9倍 1.4倍 2.4倍 1.1倍 4.1倍 2.8倍 

高知中央地域(国) ／北海道函館地域(民間) 1.6倍 1.1倍 1.2倍 0.8倍 2.1倍 1.8倍 

青森三八地域(国) ／青森東青地域(民間) 2.8倍 3.6倍 2.4倍 2.9倍 3.6倍 4.2倍 

 

 

オ 民間実施地域について前年度及び国実施時実績との比較 【別添４参照】 

北海道函館地域では、前年度（平成 19 年度）においては、国が求人開拓

事業を実施しており、 

青森東青地域では、前年度（平成 19 年度）においては、民間が求人開拓

事業を実施し、前々年度（平成 18 年度）においては、国が求人開拓事業を

実施している。前年度及び国実施時に対するそれぞれの民間実施地域の実績

比は次のとおりであった。 

 

                         
9 「雇用情勢の変化を補正」：各地域における各年度の雇用失業情勢の変化の影響を除いて比較するという観点か

ら、各地域の開拓求人件数、開拓求人数、開拓求人充足数を当該地域の有効求人倍率で除して調整。 
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(表６) 同一地域について 20年度と 19年度及び国実施時の実績比 

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

北海道函館地域（20年度・民間）／(19年度・国) 61.5％ 89.0％ 39.7％ 

青森東青地域（20年度・民間）／(19年度・民間) 138.3％ 132.0％ 125.0％ 

青森東青地域（20年度・民間）／(18年度・国) 66.7％ 83.8％ 57.9％ 

 
 (表７) 【参考】同一地域について 20年度と 19年度及び国実施時の実績比（地域ごとの雇用情勢の変化を補正10） 

 開拓求人件数 開拓求人数 開拓求人充足数 

北海道函館地域（20年度・民間）／(19年度・国) 79.5％ 115.0％ 51.3％ 

青森東青地域（20年度・民間）／(19年度・民間) 189.6％ 181.0％ 171.5％ 

青森東青地域（20年度・民間）／(18年度・国) 82.0％ 103.0％ 71.1％ 

 

(2) 開拓求人件数に占める正社員求人の割合         【別添２参照】 

開拓求人件数に占める正社員求人の割合は次のとおりであった。 
 
(表８) 開拓求人件数に占める正社員求人の割合 

 正社員求人の割合   正社員求人の割合 

北海道函館地域(民間) 46.7％ 青森東青地域(民間) 44.3％ 

青森津軽地域(国) 38.1％ 青森三八地域(国) 43.6％ 

高知中央地域（国） 44.9％  

 

開拓求人件数のうち正社員求人について、民間実施地域に対する比較対象地

域の実績比は次のとおりであった。 
 

  (表９) 開拓求人件数のうち正社員求人について民間実施地域に対する比較対象地域の実績比 

青森津軽地域(国)／北海道函館地域(民間) 1.6倍 

高知中央地域(国)／北海道函館地域(民間) 1.2倍 

青森三八地域(国)／青森東青地域(民間) 3.1倍 

 

(3) 事業の運営に要した経費               【別添５、６参照】 

ア 事業実施に要した費用の比較 

  民間実施地域に対する比較対象地域の総事業費の実績比は次のとおりで

あった。 
 

 

 

 

                         
10 「雇用情勢の変化を補正」：脚注９と同じ。 


