
苫小牧市なでしこ就職応援事業

委託業務仕様書 

令和４年２月 

苫小牧市 



１ 委託する業務名   苫小牧市なでしこ就職応援事業委託業務 

２ 業務の目的 

全国的な人口減少と少子高齢化の進展により、本市においても生産年齢人口の減少や雇用

のミスマッチなどにより、人材不足が深刻化している。そういった中、新型コロナウイルス

感染症により、雇用情勢への影響や雇用環境への変化も見られる。 

本事業では、働く意欲がありながらも、子育て中で働くイメージを持てない女性、出産や

育児などを理由に離職している女性、感染症の影響により就業を目指す女性を対象として、

家庭と両立した働き方や心構えなど、気軽に学べる託児付のセミナーを実施するほか、働く

意欲がある女性を対象に就職に必要な研修（Off-JT）及び就職を目的とした職場実習（OJT）

等を実施し、女性の活躍促進を図る。 

３ 委託期間 

 契約締結日から令和５年３月３１日（木）までとする。 

４ 予算額上限 

 ２５，７４１千円（消費税含む） 

５ 委託業務の内容 

  本事業は次のコース及びセミナーを実施し、苫小牧市より特段の指示があれば、その指

示に従うものとする。 

コース 研修生目標数 就職者目標数 各コースにおける職場求人件数

Ａ 復職支援コース 
7 人以上で定める

こと 

研修生数の 80％以上

の人数で定めること 
20 件以上 

Ｂ 託児付復職支援コース 
7 人以上で定める

こと 

研修生数の 80％以上

の人数で定めること 
20 件以上 

Ｃ マッチングコース 
5～15 人の間で定

めること 

研修生数の 80％以上

の人数で定めること 
20 件以上 

Ａ+Ｂ+Ｃの合計 ３５人以上 ２８人以上 60 件以上 

 研修生数及び就職者目標数については、事業者の提案において決定する。 

ただし、各コースを合計した研修生目標数は 35 人以上、就職者目標数は 28 人以上とする

こと。 

セミナー セミナー回数 セミナー参加者目標数 

託児付セミナー 2 回以上 100 人以上 

 セミナー回数及び参加者目標数は事業者の提案において決定する。 

（１）実施内容 

  契約期間内に対象者を研修生として受け入れ、以下の表に記載する支援を実施し、就労

及び企業の人材確保につなげる。 

  また、セミナーは対象者とその家族及び広く市民が参加できるものとする。 



Ａ復職支援コース Ｂ託児付復職支援コース Ｃマッチングコース 

５（３）イ 説明会 ５（３）イ 説明会（託児付） ５（３）イ 説明会 

５（４）人材育成計画の策定 ５（４）人材育成計画の策定 ５（４）人材育成計画の策定 

５（５）基礎研修の企画、実施 ５（５）基礎研修の企画、実施（託児付）  

５（６）職場実習の企画、実施 ５（６）職場実習の企画、実施（託児付） ５（６）職場実習の企画、実施

５（７）就職支援の実施 ５（７）就職支援の実施（託児付） ５（７）就職支援の実施 

Ｄセミナー 

５（３）ア セミナー（託児付）

（２）対象者 

  本事業の対象者は、苫小牧市内に在住し、働く意欲がありながらも離職中であるなど、

就業を希望する者とする。 

＜Ａ復職支援コース＞ 

  以下のいずれかに該当する正社員として就職を目指す者 

ア 求職中の者 

イ 求職活動はしていないが就職を希望する者 

 ＜Ｂ託児付復職支援コース＞ 

  通常、託児を必要とする未就学の子供を育てている者等であって、以下のいずれかに該

当する就職を目指す者 

ア 求職中の者 

イ 求職活動はしていないが就職を希望する者 

＜Ｃマッチングコース＞ 

  以下のいずれかに該当する早期就業を希望する者 

ア 求職中の者 

イ 求職活動はしていないが就職を希望する者 

ウ 非正規社員として働いている者 

エ アルバイト等に従事している者 

＜Ｄセミナー＞ 

苫小牧市内に在住する結婚、出産、育児等で離職した女性、又は新たに就職を希望する

女性であって、現在求職中の者若しくは求職活動はしていないが就職を希望する者、又は

その家族等。 

（３）セミナー及び説明会 

「ア セミナー」と「イ 説明会」を同時に開催できる。同時開催の場合もセミナー開催

実績として回数カウントにできることとする。 

ア セミナー 

女性が働くイメージを持てるような再就職活動のノウハウや必要な知識・技術の提供、

家庭と仕事の両立に対する不安の解消や、家族が行えるサポートの実例など、結婚、出

産、育児等で離職した女性の再就職支援を目的とした託児付きセミナーを企画し、毎回

違う内容とし、最低２回実施する。セミナーの実施方法については、オンラインを利用



したものとすることができる。 

 イ 説明会 

   本事業の参加を検討している対象者へ、事業の詳細を伝えるための募集説明会を各コ

ースで２回以上開催すること。必要に応じ、Ａ、Ｂ、Ｃコースの説明会を同時に開催す

ることもできる。 

（４）人材育成計画の策定 

ア 本事業で研修に参加する者（以下「研修生」という。）毎に「人材育成・就業支援計画」

（別紙１）を策定し、これに基づき人材育成及び就職支援を行うこと。なお、計画には

基礎研修（Off-JT）と職場実習（OJT）の方法の組み合わせによる具体的な内容とするこ

と。ただし、Ｃコースの場合は、基礎研修（Off-JT）は行わず、職場実習（OJT）の方法

によるものとする。 

イ 「人材育成・就業支援計画」に基づき、研修生及び企業等の雇用ニーズを踏まえて、

職場実習先企業等に体験実習を実施する。 

なお、職場実習先企業等に対し料金の支払いは求めないこととする。 

ウ 職場実習（OJT）については、職場実習先企業等及び研修生から、人材育成に向けてど

のような指導を受けたかについて、書面による報告を受けることとし、報告に応じた金

額を研修生に支払うこと。 

エ 研修生の状況等に合わせて、適宜見直しを図ること。 

（５）基礎研修（Off-JT）の企画、実施 

 下記の項目を最低基準とし研修生及び企業等のニーズを踏まえ、企画、実施すること。 

ア キャリアブランクを補完するもの 

   ・職業マインド、表現・思考スキル、組織でのコミュニケーションスキルの向上等に

係るもの 

   ・その他就職後に必要な能力習得に係るもの 

イ キャリアチェンジに係るもの 

ウ 生活と仕事の両立に対する工夫・心構えなど 

エ 労働基準法、労働契約法など働く上で必要な法に関わるもの 

※（３）セミナー及び説明会に定めるセミナーへの参加を基礎研修の「ア キャリアブラ

ンクを補完するもの」として、実施することができることとする。 

（６）職場実習（OJT）の企画、実施 

ア 職場実習先企業の開拓 

   研修生及び企業等のニーズを踏まえ、マッチングにつながるよう、多様な業種の職場

実習先企業等を必要数開拓及び選定すること。 

   開拓及び選定にあたっては、職場実習先企業などに対し、本事業の趣旨等について十

分な説明を行い、理解を得るとともに、研修生の勤務が可能で、かつ新たに従業員を雇

用する見込みのある苫小牧市内に事業所等の拠点がある企業を選定すること。 

イ 就職支援の実施 

研修生が研修等により習得した知識や技術等を活かし就職につながるような支援を実

施すること。Ｃマッチングコースについては、本人の希望や経験を尊重し、就職につな



がるような支援を実施すること。 

（７）研修生の取扱い 

ア 研修生の募集 

   研修生の募集にあたっては、対象となる求職者等を集められるよう、最大限に効果が

見込まれる媒体等による広報活動を実施すること。また、苫小牧市が運営する就職マッ

チングサイト「とまジョブ」等を利用し募集を行うこと。 

イ 実習期間及び実習時間 

  ＜Ａ復職支援コース＞ 

Ａコースの研修生は新たに雇用し、実習時間は基礎研修を 80 時間以上（10 日以上）、

職場実習を 80 時間以上（10 日以上）を目安に、合計 160 時間以上（20 日以上）とす

る。基礎研修は週 5日程度で実施し、基礎研修及び職場実習ともに原則 9：00～17：00

（8 時間）とする。 

＜Ｂ託児付復職支援コース＞ 

研修生の実習時間は基礎研修を 60時間以上（10日以上）、職場実習を 60時間以上（10

日以上）を目安に、合計 120 時間以上（20 日以上）とする。基礎研修及び職場実習と

もに原則 9：30～15：30（6 時間）とする。 

＜Ｃマッチングコース＞ 

研修生の実習期間、実習時間は事業執行者の提案による。ただし、実習期間につい

ては、1 人当たり原則、80 時間までとする。早期就業を希望する求職者を、事業の委

託期間中に可能な限り受け入れることができるよう配慮すること。 

ウ 研修生に支払う額 

    各コースの研修生には基礎研修、職場実習ともに賃金（雇用した場合）又は給付金

を支給すること。支払う金額は、北海道最低賃金及び地域の賃金水準を考慮した妥

当な水準とし、内容・期間等に応じたものとすること。 

エ 交通費支給額 

   受託者の労務規定に準じた額とすること。 

オ 保険の加入等 

   職場実習の実施にあたっては、受託者の負担で、傷害保険、企業への損害保険等に加

入することとし、受入企業と参加者がトラブルにならないよう、最大限努めること。 

 カ 研修生の就職先 

   就職先については、多様な業種、職種から各コース２０件以上の求人を用意すること

とする。 

   ただし、飲食店の調理やホールスタッフ、販売員、運送補助の職種については、正社

員又は一定期間後に正社員登用の可能性があるとわかる正式な書類（雇用契約書の写し）

等を提出できるもののみを就職の実績とする。 

（８）実施場所 

ア 説明会、セミナー及び Off－JT の会場について、交通アクセスの利便性や駐車場の確

保等の研修生が参加しやすい会場を受託者の責任において確保すること。 

イ 研修生のカウンセリングは、個人情報に配慮した会場を受託者の責任と負担において

確保すること。 



（９）実施体制 

ア 事業責任者の配置 

事業に必要な専門性や経験を有し、以下の業務を行う業務責任者を１名配置すること。 

なお、事業責任者は、下記の「イ 支援員」、「ウ 企業開拓員」及び「エ 事務担当者」

との兼務を妨げない。 

  （ア）事業の企画及び実施に関する業務 

  （イ）事業の実施状況の確認 

  （ウ）事業の実施結果のとりまとめ 

  （エ）苫小牧市や関係各機関との連絡調整 

（オ）事業の実施に関する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理 

  （カ）その他事業の実施に必要な事務 

イ 支援員の配置 

   カウンセリングを通じて参加者のニーズの把握、体験先企業のマッチング、参加者に

対する体験前後のフォロー等を行うため、以下の要件を満たす支援員を配置すること。 

  （ア）標準レベル以上に相当するキャリアコンサルタント等、カウンセリングに関する

専門の資格を有すること。 

  （イ）子育て女性の就労支援に関わった経験、知識と理解及び自身の子育て経験等があ

り、参加者の悩みや不安に寄り添った支援ができる者。 

  （ウ）参加者の状況に応じて、臨機応変かつ柔軟な対応が可能な者 

  （エ）よりよいワーク・ライフ・バランスを実現することや男性の育児参加の必要性を

認識している者。 

 ウ 企業開拓員の配置 

   体験先・就職先の開拓、開拓企業に対する本事業の趣旨説明及び受け入れ企業の体験

前後のフォロー等を行うため、以下の要件を満たす支援員を配置すること。 

  （ア）企業の採用業務に関わった経験があること。 

  （イ）子育て女性の就労支援に関わった経験を有し、知識と理解がある者。 

  （ウ）受入先として、子育て女性の職場実習の実績がない企業があることが想定される

ため、企業に対して、本事業の趣旨を十分に説明し、必要に応じて受け入れ要件等

の整備などの提案ができる者。 

  （エ）よりよいワーク・ライフ・バランスを実現することや男性の育児参加の必要性を

認識している者。 

 エ 事務担当者の配置 

   事業参加希望者の受付、参加者の研修管理、各種書類の作成等の事務を行うための事

務担当者を配置すること。 

（10）託児内容 

 研修生が基礎研修や職場実習に安心して参加できるよう、以下により託児を実施する。 

ア 託児時間  基礎研修や職場実習の時間及び職場実習先から往復する時間を含む 

イ 対象年齢  概ね０歳（５７日）から６歳（就学前）まで 

ウ 託 児 室  概ね乳幼児１人当たり 1.65 ㎡以上とし、乳児（概ね満１歳未満の児童を

いう。）の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画し、かつ安全性



を確保すること。 

         また、乳幼児のミルク、離乳食、食事、おやつ、おむつは研修生の負担

とするが、その他託児に必要な消耗品、備品等は受託者の負担で用意する

ものとする。 

エ 従 事 者  児童福祉施設最低基準第 33 条第 2 項に規定する従事者数以上を配置し、

保育する児童が１人である場合を除き、常時２人以上配置すること。また、

保育士や看護師の配置に努めること。 

オ 損害賠償保険 事故防止に努め、万一事故が発生した場合の対策として、損害賠償保

険に加入すること。 

カ 託児費用  無料とすること。 

その他、託児については、「認可外保育施設指導監督基準」（別紙３）を参考とし、児童の

安全確保に配慮して実施すること。 

６ 事業の周知・地域波及効果 

本事業の周知を図るため、チラシやポスターの作成、新聞等への広告など、最大限に効果

が見込まれる媒体等にて広報活動を行うこと。 

 また、苫小牧地域のイメージアップを図るため、契約期間を通じて、事業全体を紹介する

パンフレットやポスターの作成、掲示を行うとともに、専用サイトの作成や Web によるター

ゲティング広告を活用するなど各種広報媒体等と連携し、広く周知すること。 

７ 追跡調査の実施 

 本事業への参加申込み時から終了後における女性の意識の変化等を把握することができる

よう、参加する女性に対して、参加申込み時や終了後等にアンケート調査などの方法により

調査を実施すること。また、実施したアンケート調査の結果について、集計・分析を行うこ

と。 

なお、アンケート項目及び内容、また集計・分析の項目等については、事前に苫小牧市と

協議のうえ決定し、作成すること。 

８ 受託者が提案する効果的な事項 

 本事業を効果的に実施するために、以下に例示するような内容やテレワークなど時代に合

った働き方を実現するための提案をすることができる。ただし、予算額上限内で実行可能な

ものに限る。 

 ア 基礎研修において習得したスキルにより、請負業務を行うなどフリーランスとして働

くことができる人材育成 

 イ テレワークなどを取り入れ、短時間でも在宅で勤務できる人材育成と企業とのマッチ

ング 

 ウ 即戦力を目指し、ターゲットを絞った人材育成と企業とのマッチング 

９ 実施上の注意 

（１）新型コロナウイルス感染症対策について 

   事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の業界別のガイドライン等



を参考にし、感染対策を実施すること。事業執行者又は支援対象者に感染者が出た又は

疑いがあると判明したときは、速やかに市に連絡すること。 

（２）連絡・調整体制 

   苫小牧市との連絡・調整が速やかに行えるよう、明確な連絡・調整体制を構築するこ

と。また苫小牧市と綿密に打ち合わせを行い、進捗に応じてその都度必要な情報提供を

行うなど、当該業務を適正に執行すること。関係者に事故等生じたときは速やかに市に

報告すること。 

（３）事業計画書の作成 

契約締結後、事業計画書を速やかに作成し、計画内容について苫小牧市と十分に協議

を行ったうえで業務を実施すること。 

（４）実施報告 

   業務責任者、担当職員及び研修生は、その業務状況について、業務日報を作成するこ

と。苫小牧市の指示に基づき、事業の進捗状況を報告するとともに、事業終了時には速

やかに実績報告書等を作成し、書面及びデータにより提出すること。なお、例月報告に

ついては、毎月１０日までに前月分を提出すること。ただし、１２月分については、１

月１５日までに提出すること。 

【例月報告】 

①業務日報、例月活動報告書及び例月実績報告書 

②人材育成・就業支援計画 

③研修生の出勤簿及び業務日報 

④研修生の職場実習に係る契約書の写し（契約の必要があれば） 

⑤研修生の賃金台帳 

⑥研修生一覧・参加企業一覧（住所、氏名等） 

⑦開拓企業一覧（開拓状況・開拓方法・各開拓実施日時） 

⑧職場実習募集内容の確認書類 

⑨研修内容、研修の効果状況 

⑩研修、説明会で使用した資料等 

⑪本事業で撮影した写真データ ※写真データは、電子媒体（CD-R）で提出 

⑫追跡調査結果 

⑬チラシなど広報物、新聞などの掲載物 

⑭事業を実施しての総括（成果、課題等） 

⑮託児の実施日数が確認できる書類 

⑯上記以外に受託者が提案する項目 

【事業終了後報告】 

①業務日報、活動報告書及び実績報告書 

②人材育成・就業支援計画及びジョブカード 

③委託事業の実施期間 



④事業費 

⑤研修生の出勤簿及び業務日報 

⑥研修生の職場実習に係る契約書 

⑦研修生の賃金台帳 

⑧研修生の社会保険料の支払いが確認できる書類 

⑨研修生の雇用保険被保険者資格取得等通知書・喪失確認通知書（事業主通知用）写し 

⑩研修生一覧・参加企業一覧（住所、氏名等） 

⑪開拓企業一覧（開拓状況・開拓方法・各開拓実施日時） 

⑫研修内容、研修の効果状況 

⑬研修、説明会で使用した資料等 

⑭本事業で撮影した写真データ ※写真データは、電子媒体（CD-R）で提出 

⑮追跡調査結果 

⑯チラシなど広報物、新聞などの掲載物及び記録 

⑰事業を実施しての総括（成果、課題等） 

⑱上記以外に受託者が提案する項目 

１０ その他特記事項 

（１）再委託等の制限 

   受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。ただし、

事前に書面にて報告し、苫小牧市の承諾を得たときは、この限りでない。 

（２）他の就労支援事業等との連携について 

 ア 苫小牧市や他の公的機関において、就労支援のためのセミナーや事業及び働き方改革

の対応に関する企業支援等が実施される際は、積極的な事業間の連携や周知を依頼する

ことがあるため、留意すること。 

 イ 本市と包括連携協定を締結している企業から、セミナー等の講師の派遣が可能な場合

があるので、希望する場合は申し出ること。 

（３）守秘義務及び個人情報の取扱い 

ア 受託者は本業務（再委託した場合を含む）を通じて知り得た情報について、公にされ

ている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、

本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。 

イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、苫小牧市個人情報保護条例（平

成７年条例第２号）を遵守するとともに、契約時に定める「個人情報の保護に関する特

記事項」を遵守しなければならない。 

（４）関係法令の遵守 

   業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、労働

者派遣法等のその他関連法令を遵守すること。 

（５）成果等の帰属について 



ア 業務の実施により得られた成果、情報（個人情報を含む）等については苫小牧市に帰

属するものとし、苫小牧市の承諾を得ないで、他に使用しあるいは公表してはならない。 

イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に

基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様等を使用するときは、その

使用等に関する一切の責任を負わなければならない。 

（６）損害賠償 

   本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負

い、苫小牧市に発生原因及び経過等を速やかに報告し、苫小牧市の指示に従うものとす

る。 

（７）各種助成金、補助金等との併給 

   業務を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこ

ととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その他の補助金等の交付を受

ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額するものとする。 

（８）委託費の減額、返還等 

ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託費を受けた受

託者に対しては、委託費の全部又は一部を返還させる。 

イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委

託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと苫小牧市が認めると

き、若しくは委託業務の目標が達成できない場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、

委託料を支払わないこと、若しくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還さ

せ、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。 

 ウ Ａコース、Ｂコース、Ｃコースの３コースにおいて、以下のいずれかの場合は計算式

により算出した金額を請求額から減額すること。苫小牧市との協議により、減額費用を

算出する。 

   ①各コースの研修生が目標数を下回った場合、その欠員分の人件費（交通費、保険料

等を含む） 

ただし、全コースの研修生数が研修生目標数の合計以上となった場合はこの限りで

はない。 

   ②各コースで研修生が就職せずに、基礎研修又は職場実習の途中で研修を終了した場 

    合、その途中辞退者の計画人件費（交通費、保険料等を含む）と実績の差額。 

    ただし、基礎研修終了後、受託者の支援により早期就職に至った場合、当該者の分

の人件費についてはこの限りではない。 

   ③Ｂコースに係る託児の実施日数が事業者の提案する託児日数を下回った場合、その

差額 

  【計算式】 



   ①の減額費用 ＝ 目標を下回った人数 × ①に該当するコースの基礎研修及び職

場実習の計画時間数 × 1 時間当たりの時間給 

   ②の減額費用 ＝ （②に該当するコースの基礎研修及び職場実習の計画時間数 － 

②に該当する研修生が実際に研修を受けた時間数） × 1 時間当たりの時間給 

 ③の減額費用 ＝ 1 日当たりの託児費用 × 未実施日数 

  ※1日当たりの託児費用は保育料、託児室の賃借料及び保険料を合計して実施予定の日

数で割り返したものとする。 

エ 託児付セミナーで参加者が託児を利用しないセミナーが１度でもあった場合、以下の 

計算式により算出した金額を請求額から減額すること。 

  【計算式】 

  減額費用 ＝ 1 日当たりの託児費用 × 未実施の回数 

  ※1日当たりの託児費用は保育料、託児室の賃借料及び保険料を合計して実施予定の日

数で割り返したものとする。 

 オ 前述のウ、エにより算出できない事由がある場合は苫小牧市と受託者との協議により

金額を決定することとする。 


