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【地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業】 

令和２年度就職氷河期「働く一歩」応援制度・ワンストップ相談会実施委託業務 

基本仕様書（企画提案募集用）  

  

１ 件名  令和２年度就職氷河期「働く一歩」応援制度・ワンストップ相談会実施委託業務 (以

下「本事業」という。)  

  

２ 事業の趣旨・目的 

雇用環境の厳しい時期に就職活動を行った「就職氷河期世代」には，現在も不安定な就業を余

儀なくされている，長期間無業の状態にある等，様々な課題に直面している方がいる。 

「様々な状況により求職活動を行っていない長期にわたり無業の状態にある方」や「社会参加

に向けた支援を必要とする方」について，福祉部門と連携したワンストップ相談会を行うこと等

により対象者を掘り起こし，「就職氷河期「働く一歩」応援制度」で働くことの喜びを味わって

いただくことで求職活動へのインセンティブ作りを行う。 

（１）就職氷河期「働く一歩」応援制度 

就業機会の少なかった就職氷河期世代が，就業体験を通じて，仕事や企業，社会への理解を

深めることができるよう，また，求職活動を行うためのインセンティブとなるよう「就職氷河

期「働く一歩」応援制度」として有償型の就業体験制度を創設し，参加者には「チャレンジ奨

励金」，受入企業には「就業体験受入補助金」を補助し，同世代の就労等を促進する。 

（２）「働く一歩」ワンストップ相談会 

自立相談支援機関，ひきこもり地域支援センター，社会参加に向けた支援をしている NPO

団体等（以下「自立相談支援機関等」という。）のほか，地域若者サポートステーション，県

の就職支援施設（みやぎ若年者就職支援センター，わく・わーく就職サポートセンター，沿岸

地域就職サポートセンター），ハローワーク等の就職支援施設（以下「就職支援施設」という。）

と連携し，生活支援から就労支援までの相談機関が一同に集まった相談会を実施し，就職氷河

期世代の方の幅広い相談にワンストップで対応する。 

 

３ 事業対象者 

（１）平成５年から平成１６年に学校卒業期を迎えた者。 

大卒であれば３８歳から４９歳，高卒であれば３４歳から４５歳まで（令和２年４月１日現

在）。ただし，年齢を厳格に限定することがなじまない相談会の事業はこの限りではない。 

（２）「就職氷河期「働く一歩」応援制度」については，上記に加え，次の条件を満たした者と

する。 

就職支援施設に登録し，当該就職支援施設の訓練等を経て，適性があると認められた者又は

自立支援相談機関等において推薦が得られた者。 
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４ 契約期間  

本事業の契約期間は，契約締結日から令和３年３月３１日までとする。  

 

５ 事業内容  

（１）就職氷河期「働く一歩」応援制度概要 

就業体験後

フォローアップ研

修

①求職活動をしていない

長期無業の方

・ハローワーク，地域若

者サポートステーション，

ジョブカフェ等と連携

・就職活動の基礎知識

・基本的なビジネスマ

ナー（電話応対、あいさ

つ、みだしなみ等）

・疑似職場体験

一般企業等（ジョブカ

フェ等の職場見学・職場

体験協力企業からリスト

化） ・就業体験の

振り返り

・一人一人の

状況に応じた今

後のプラン相談

・県の就職支援施設等

と連携し、相談やキャリア

コンサルティング等の就

職活動準備を開始。

・職業訓練事業と連携

し、希望に応じた職業訓

練を開始（特定のスキ

ルを習得）

②社会参加に向けた支

援を必要とする方（ひき

こもり等）

・ひきこもり地域セン

ター，自立相談支援セ

ンター，市町村福祉部

門、ＮＰＯ団体等から

就職支援施設につなぎ

連携

・コミュニケーショントレー

ニング

・社会参加訓練（ボラ

ンティア等）

・作業所での作業、清

掃、農業等（自立相談

支援センター、ＮＰＯ

法人等と連携）

支援対象者 参加者の掘り起こし
就業体験前

トレーニング研修
就業体験

就職氷河期「働く一歩」

応援制度終了後

 

 

（２）就業体験前トレーニング研修及び就業体験後フォローアップ研修 

就業体験前に，就職活動の基礎知識やビジネスマナー，コミュニケーション能力等の就職基

礎能力を習得するためのトレーニングを集中的に行う研修を実施する。   

就業体験後に，就業体験を振り返り，一人一人の状況に応じた就職，職業訓練及び社会参加

に向けたプランづくりを支援する研修を実施する。 

 

ア 開催回数等 

（ア）１人につき１回以上行う。時間や日数は参加者の状況に応じて実施する。 

（イ）契約締結日から令和３年３月までの期間内で分散して開催すること。 

イ 開催場所  

（ア）県南及び県北の各地区で，それぞれ１回以上開催すること。 

（イ）参加人数や実施内容に合わせて，適切な会場を確保すること。 

（ウ）公共交通機関によるアクセスが容易で，近隣に駐車場がある等，参加しやすい会場を確

保すること。 

 ウ 実施内容 

（ア）社会人としての就職基礎能力の向上に資する効果的な内容を企画し，実施すること。 

（イ）就職氷河期世代への指導経験が豊富な者を講師とすること。 

（ウ）能力差等により参加者の理解度にずれが生じた場合は，個別にフォローを行うこと。 

（エ）欠席した参加者が，次回以降の開催回を受講できるよう配慮すること。 

（オ）参加者に対しては，個別カウンセリングを適宜実施すること。 

（カ）各回終了後，参加者にアンケート調査を実施し，その分析結果を委託者に報告すること。   
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（３）就業体験 

    上記（１）の就業体験前トレーニング研修の修了者（最大 40名）を対象に，就職氷河期世

代の雇用の意向がある受入企業において就業体験を実施する。 

  参加者及び受入企業には県が助成金を支給するため，事業において事前に簡易審査を行う。 

ア 受入企業  

（ア）業界団体やハローワーク，関係機関等と連携して掘り起こすこととし，ハローワークに

就職氷河期世代限定もしくは歓迎求人を提出している企業を中心に確保するよう努めるこ

と。  

（イ）県内に事業所のある企業とすること。  

（ウ）次の項目に該当しない企業であることを確認すること。  

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団又は同条

６号に規定する暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行

う企業 

   ・風俗営業等関係事業者 

・経済的基礎を有していない事業者 

・特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とした企業    

・社会保険及び労働保険の未加入，賃金不払い，著しい長時間勤務，内定取り消し，雇用関

連法規違反等，その他劣悪な労働環境であることが何らかの根拠をもって疑われる企業 

・その他公序良俗に反する，もしくは反するおそれのある企業  

（エ）受入企業に対しては，紹介料等の支払を求めないこと。  

（オ）受入企業の確保に当たっては，求人票に記載されている情報のほか，採用・定着状況，研

修制度の有無，年次有給休暇の取得状況，平均年齢，平均勤続年数等の情報把握に努めるこ

と。 

イ 実施日数等    

（ア）１名につき１日６時間，５日程度を原則とする。    

（イ）就業体験前トレーニング研修修了後に実施すること。  

ウ マッチング    

（ア）参加者の適性，希望等を勘案した上で適切な受入企業をマッチングして実施すること。  

（イ）参加人数が受入企業の求人数を超えることのないよう配慮すること。  

エ 実施内容    

（ア）受入企業と相談のうえ決定すること。 

（イ）受入企業に過度な負担がないよう配慮すること。 

（ウ）実習プログラムを事前に把握し，参加者にとって有意義な内容となるよう配慮すること。  

（エ）事前に実習プログラムを委託者に報告するとともに，実習の実態が労働基準法第９条に規

定する「労働者」に該当していないかを適宜確認すること。  

（オ）実習の内容に応じて，参加者を必要な保険に加入させること。  
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（カ）実習期間中は，定期的に参加者の状況を把握し，適宜フォローすること。 

（キ）実習終了後，参加者及び受入企業にアンケート調査を実施し，その分析結果を委託者に報

告すること。   

オ 参加者日当（チャレンジ奨励金） 

参加者には以下及び別途定める方法により，県が日当を支給するため，参加者からの支給申請

書を受け付け，簡易審査を行い，県に提出するほか申請の実績を報告すること。    

（ア）実習時間が１日当たり６時間の参加者に対して，4,000円の日当を支給する。 

（イ）参加者日当は，参加した日の属する月の翌月末日までに口座振替等の支払記録が確認でき

る形により支給する。 

（ウ）日当の他に旅費等は支給しない。 

カ 受入企業日当（就業体験受入補助金） 

 受入企業には以下及び別途定める方法により，県が日当を支給するため，受入企業からの支給

申請書を受け付け，簡易審査を行い，県に提出するほか申請の実績を報告すること。    

（ア）受入企業に対して，１人１日当たり 6,000円の日当を受け入れした日の属する月の翌月末

日までに口座振替等の支払記録が確認できる形により支給する。 

（イ）日当の他に経費負担等をしない。 

 

助成金（協力金・チャレンジ奨励金）事務処理イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ワンストップ相談会  

生活支援から就労支援までの相談機関が一同に集まった相談会を実施し，就職氷河期世代の方

の幅広い相談にワンストップで対応する。 

委 託 業 者 

協力企業 

宮 城 県 

就職氷河期世代の求職者 

○申込

み 

○サポート 

・協力企業 

情報紹介 

○協力企業登録 ○訪問 
・制度紹介 

③簡易審

査後提出 
④支給 ④支給 

③簡易審

査後提出 

① 就業体験
の実施 

②補助金

支給申請 

②チャレン

ジ奨励金支

給申請 
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ア 実施回数等    

（ア）８回以上 

（イ）インターネットの会議システム等を使った面談等も実施するなど，長年社会参加ができな

かった方たちが参加しやすい形式で実施すること。 

 

（５）事業に係る広報  

  本事業の実施にあたり効果的な広報を行う。 

ア 事業目標を達成できるよう，ハローワークはじめ関係機関等と連携を図りながら，広報を行

うこと。 

イ 就職氷河期世代等の特性を把握したうえで，既存の広報手段に囚われることなく，最も効果

的な方法により広報を行うこと。 

ウ 本事業告知用の専用 WEBサイトを設置すること。  

エ メディアに取り上げられるよう工夫をこらすこと。  

オ SNS等を活用し，拡散されるよう工夫をこらすこと。  

カ 受託者が就職支援会社の場合，自社の登録会員に向けてメルマガ等を活用した広報を行うこ

と。また，受託者又は他社が開催する合同企業説明会や就職フェア等に本事業専用のブースを

出展し，告知を行う等工夫すること。 

キ 事業目標の達成並びに各業務に必要な参加者の確保のため，リーフレットやポスター等を必

要部数作成し，適切な対象に送付すること。 

 

６ 事業目標 

（１） 下記を最低限の目標として設定する。なお，事業者において改めて目標値を提案するこ

と。 

ア 就職氷河期「働く一歩」応援制度 

「働く一歩」利用者数  ４０名 

うち就職者数 

正規雇用就職者目標数   ２名 

非正規雇用就職者目標数  ３名 

イ 「働く一歩」ワンストップ相談会 

   実施回数         ８回 

   参加支援機関目標数 ５団体／回 

   参加者目標数    １０名／回  

 

 

７ 事業進捗状況等  

（１）本事業の進捗状況等について，委託者に毎月報告すること。  

（２）本事業への参加者について，就労状況（就労の有無，就労先の業種・職種・雇用形態等）
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を調査し，委託者に毎月報告すること。 

（３）委託者が実績等に関する中間報告を求めた場合は，その都度報告すること。  

  

８ 実績報告  

（１）委託業務を完了したときは，直ちに，事業の実績・成果を取りまとめた実績報告書及び完

了届を提出すること。  

（２）提出された実績報告書に記載のある個人情報の取扱いについては，県の個人情報保護条例

及び情報公開条例の規定によるほか，委託者と受託者との事前の合意なしに第三者に提供又は

開示しない。 

  

９ 成果物 

契約満了に伴う本事業に係る成果物等は，委託者の帰属とする。 委託者と協議の上，以下の

成果物及びその他委託者が指示するものを作成すること。 

（１）成果物の形式，数量 

・紙媒体  正副 1部  

・電子媒体 1部  

（２）成果物の内容 

ア 就職氷河期「働く一歩」応援制度 

・対象者名簿  

・カウンセリング記録票  

・経過報告書  

・アンケート調査結果  

・就労状況報告書  

イ 「働く一歩」ワンストップ相談会 

・実施報告書（参加機関数，相談者数） 

・相談者名簿及び相談内容の概要 

 

１０ 受注者の責務  

（１）受託者は，不測の事態により業務を実施することが困難になった場合には，遅滞なくその

旨を委託者に連絡し，その指示に従うものとする。  

（２）受託者は，事業の過程において委託者から指示された事案については，迅速かつ的確に実

施するものとする。  

  

１１ 著作権等  

（１）本事業の遂行により生じた著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定められた権利を含む）

は，すべて委託者に帰属するものとする。  

（２）第三者が権利を有する著作物（写真等）を使用する場合には，著作権，肖像権等に厳重な
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注意を払い，当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受託者において行う

ものとする。  

（３）本仕様書に基づく業務に関し，第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場

合には，当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き，受託者は自らの責任と負担

において一切を行うものとする。  

  

１２  秘密の保持等  

（１） 秘密の保持 

受注者は，本業務により知り得た情報を，業務履行中及び業務完了後も業務に関係のない第

三者に漏らしてはならない。また，本業務に関して知り得た情報の漏えい，滅失の防止，その

他適正な管理のために必要な措置を取ること。また，業務完了後も同様とする。 

（２） 個人情報の取扱 

対象者の個人情報を関係機関と共有する際は本人から同意を得ておくなど，個人情報の取扱

について適切な措置を取ること。 

（３） 業務に利用する電子メールの誤送信防止対策 

受注者は，以下により電子メールの誤送信を防止する対策を取ること。 

◇電子メールを送信する前に，送信先アドレス，アドレス区分（宛先，CC，BCC）件名，本文

及び添付ファイル等に誤りがないか再確認すること。 

◇一斉送信する場合は，必要がある場合を除き，他の送信先の電子メールアドレスがわからな

いよう BCCを利用すること。 

◇重要な電子メール（個人情報又は機密情報を含むメール，以下同じ）を送信する場合は，必

要に応じて，暗号化又はパスワード設定を行うこと。 

 ◇一斉送信する場合や重要な電子メールを送信する場合は，複数職員による確認を行うこと。 

 

１３  その他留意点  

（１） 受託者は，本事業の推進にあたっては，委託者と連絡を密にとり，その指示に従うこと

とする。なお，疑義が生じた場合には，速やかに連絡し，委託者の指示を受けること。  

（２） 本事業の実施にあたり，やむを得ない事情等により，仕様内容等に大幅に変更が生じる

場合は，委託者及び受託者は協議の上，契約変更を行うものとする。  

（３） 本事業は，国の地域就職氷河期世代支援加速化交付金を活用した事業であるため，関係

する規定を確認し，遵守すること。また，会計検査院の実地検査等の対象となるため，実地

検査等が行われるときは協力すること。 

（４） 生活困窮者自立支援法等の枠組みによって，本事業と重複する支援が受けられる者につ

いては，支援の対象とはしない。 

（５） この仕様書に定めのない事項については，必要に応じて委託者と受託者が協議して決め

るものとする。 

 


