資料２-１
令和４年度ジョブカフェいわて管理運営等事業業務 仕様書【共通事項】
令和４年２月 21 日 岩手県
１ 趣旨
この仕様書は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和４年度ジョブカフェいわて管理
運営等事業業務」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者の選定に関し、契約する事業者
（以下「受託者」という。）に要求する業務の仕様等について明らかにし、企画提案に参加する者
の提案に関し具体的な指針を示すものである。
２ 委託期間
令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで
３ 活動拠点
(1) 所在地
岩手県盛岡市菜園１－12－18 盛岡菜園センタービル５Ｆ（【参考資料】の１参照）
※ 現地の見学を希望する場合には、利用者の混乱を避けるため、あらかじめ定住推進・
雇用労働室に連絡して見学日時の指定を受けること。
(2) 費用負担
なし（県が負担する）
(3) レイアウト
当該事業受託者は現在の活動拠点内レイアウト（【参考資料】の２参照）を活かすこと。た
だし、これによりがたい場合は、事情等の説明を含め提案すること。この場合、レイアウト変
更に要する費用等を本業務の費用積算に盛り込むこと。
なお、少なくとも次に掲げる備品・スペースを活動拠点内に配置すること。
ア 利用者が情報検索等に利用できるパソコン（10 台以上）
イ 区画された執務スペース
ウ 執務スペース内のパソコン、机等事務用品
エ 若年者地域連携事業（※）受託者の執務スペース（上記イの中に配置すること）
※ 厚生労働省が別途委託する事業であり、活動拠点は「ジョブカフェいわて」内に設
置されるもの。なお、必要な什器・備品等は当該事業の受託者が用意する。
(4) その他
セミナー等の性質により区画された会場が必要となる場合、賃借料を本業務の費用積算に盛
り込んで対応すること。
４ 本業務の内容
本業務の内容は次のとおりとし、項目ごとの詳細は別紙のとおりとする。なお、下記に明記さ
れていない本業務の趣旨に合致する活動について、提案に盛り込むことを妨げない。
（1）ジョブカフェいわて管理運営業務 [予算額（見込）60,289 千円]【資料２-２】
若年者等を対象に、きめ細かな就職相談のサービス等をワンストップで行う「ジョブカフ
ェいわて」の管理運営を行うこと。
（2）生徒等への地元産業・企業の理解促進事業業務 [予算額（見込）5,324 千円]【資料２-３】

主に高校生を対象とした県内企業や産業の理解促進を目的としたワークショップ及び県内高
等学校の進路指導担当等と県内企業の情報共有を目的としたフォーラムを企画運営すること。
なお、当該業務の実施に当たっては、岩手県高等学校教育研究会進路指導部会と共催すること。
（3）県内企業の職場定着等支援事業業務 [予算額（見込）4,003 千円]【資料２-４】
県内企業に就職した若手社員等の定着を支援するため、採用後間もない若者等の職場定着を
支援する取組を企画、実施するとともに、出張コンサルティング及び企業向けの社員育成時に
関する研修会を実施すること。
（4）就職氷河期世代支援事業業務 [予算額（見込）13,591 千円]【資料２-５】
就職氷河期世代の正規雇用化を支援するため、相談時間の延長や就職氷河期世代等を対象と
したセミナー、ｅ－ラーニング、職場見学会、企業面談会を企画運営すること。また、県内企
業に対するセミナーの企画運営をすること。
（5）Ｕ・Ｉターン機能強化事業業務 [予算額（見込）40,916 千円]【資料２-６】
首都圏等からのＵ・Ｉターンを促進するため、首都圏及び県内にＵ・Ｉターン就職支援窓口
を設置し、管理運営を行うほか、Ｕ・Ｉターン促進に関する取組を行うこと。
（6）若者・女性県内定着推進業務 [予算額（見込）17,925 千円]【資料２-７】
県内の若者・女性の県内就職を促進し、また、県内企業の採用力の向上・定着を支援するた
め、県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座や女性のための大学生等職場
体験プログラム、大卒者等若者人材の確保を促進するための企業向けの勉強会を実施すること。
５ 連携する事業及び機関等
(1) 「ジョブカフェいわて」を構成する他機関の委託事業
「ジョブカフェいわて」は、若年者就業支援機能の総称であり、次に掲げる事業は本業務と
同様「ジョブカフェいわて」を構成する事業であることから、業務の履行にあたっては、情報
の共有や業務内容の調整など、緊密な連携を図ること。
また、下記事業以外にも同様の事業が実施される場合は連携を図ること。
ア ジョブカフェいわて運営事業（盛岡市）
盛岡市が本業務の活動拠点内にキャリアカウンセラーを配置する事業であり双方の事業効
果を最大限発揮できるよう、盛岡市及び当該事業受託者と十分に調整を図ること。
イ 若年者地域連携事業（岩手労働局）
岩手労働局が若年者の雇用対策を目的として行う委託事業であり、双方の事業効果を最大
限発揮できるよう、岩手労働局及び当該事業受託者と十分に調整を図ること。
(2) ハローワーク盛岡菜園庁舎（盛岡公共職業安定所）
所在地：盛岡市菜園 1－12－18 盛岡菜園センタービル 1F 及び 2F
本業務の活動拠点には、岩手労働局（盛岡公共職業安定所）が、若年者を対象に職業紹介を
行う「盛岡新卒応援ハローワーク」及び「わかもの支援コーナー」を設けるハローワーク盛岡
菜園庁舎を併設している。一体感ある運営に特に配慮し、岩手労働局、盛岡公共職業安定所及
びハローワーク盛岡菜園庁舎と十分に調整を図ること。
(3) 地域ジョブカフェ
県内９か所（花巻市、北上市、奥州市、一関市、大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市、二戸
市）に開設される「地域ジョブカフェ」の事業効果を最大限発揮できるよう、各地域ジョブカ
フェと十分に調整を図ること。
(4)

就業者支援マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」運営事業者

県が別途実施する就業者支援マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」運営業務は、
Ｕ・Ｉターンの促進を目的として行う委託事業であり、本事業と密接に関連する事業であるこ
とから、双方の事業効果を最大限発揮できるよう、当該事業受託者と十分に調整を図ること。
(5)

若者向けお試し就業・お試し居住体験促進事業実施業務受託者
県が別途実施する「若者向けお試し就業・お試し居住体験促進事業実施業務」は、Ｕ・Ｉタ

ーンの促進を目的として行う委託事業であり、本事業と密接に関連する事業であることから、
双方の事業効果を最大限発揮できるよう、当該事業受託者と十分に調整を図ること。
（6） いわて暮らしサポートセンター
所在地：東京都千代田区有楽町２-10-１東京交通会館８Ｆ（ふるさと回帰支援センター内）
首都圏からのＵ・Ｉターンの促進のため、県が別途設置している移住相談窓口であり、就職
と移住・定住に係る支援をワンストップで行うため、当センターと十分に調整を図ること。
（7） 岩手県Ｕ・Ｉターンセンター
所在地：東京都中央区銀座５-15-１ 南海東京ビル１Ｆ（いわて銀河プラザ内）
首都圏からのＵ・Ｉターン就職の促進のため、県が設置している就職相談窓口であり、岩手
県への移住前から移住後まで切れ目のないサポートを行うため、当センターと十分に調整を図
ること。
６ 数値目標
上記４に示す項目ごとに定める。
７ 契約に関する条件等
(1) 無料サービスの原則
ア 本業務により提供するサービスについては、利用者に金銭負担を生じさせないことを原則と
する。
イ 活動拠点において提供する飲み物や、セミナー受講に必要不可欠で受講終了後は利用者の所
有となる物品（例：メイクアップセミナーにおける化粧用具一式）等の購入については、他
の利用者との均衡に配慮し、実費程度の金銭を利用者に負担させることを認める場合がある
ので、個別に県と協議すること。
(2) 個人情報の保護
受託者は、この契約により知り得た個人情報を、県及び本人の承諾なしに第三者に提供し、
又は当該業務以外の事業の用に供してはならないこと。
(3) 再委託等の制限
ア 再委託の制限
受託者（共同提案の場合は代表者）が本業務の一部を第三者に委託する場合には、あらか
じめ県に対して別途契約書で定める方法により再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、
再委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、承諾を得なければならないものとする。
イ 中核的業務の再委託禁止
事業の統括業務及び利用者に対するキャリアカウンセリングは、本業務の中核となる業務
であるため、再委託を認めないものとする。
(4) 本業務の引継ぎ
受託者は、本業務に係る契約の終了後、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、
利用者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、本業務に従事しているキャリアカウン

セラーの継続雇用について配慮するなど、円滑な引継ぎに努めるものとする。
(5) 権利の帰属等
本業務により製作された教材、資料等に係る著作権、所有権等に関しては、原則として委託
料の支払いが完了したときをもって受託者から県に移転するものとする。
(6) 会計帳簿
本事業に係る経理は、上記４の業務内容ごとに整理し、他の経理と明確に区分した会計帳
簿に収支を記載し、経費の使途を明らかにするとともに、証拠書類と合わせて事業の完了し
た日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。
なお、本事業には国の「地域就職氷河期世代支援加速化交付金」及び「新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業が含まれることから、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。
(6) 什器及び備品の管理
ア 県が無償で提供するもの
【参考資料】の３（1）参照
イ リース及びレンタル品
【参考資料】の３（2）に掲げる物品に掲げる物品は、当該事業受託者が必要とする仕様・
台数等を判断した上でそれぞれ調達することとし、その費用（設置費用含む）をすべて本業
務の費用積算に盛り込むこととする。
(7) その他
その他、詳細な契約条件については契約締結時に定めるものとする。企画提案書等の内容や
契約締結の意思決定に関わる重要な事項については、資料１「企画提案選考実施要領」に定
める質問受付の手続きにより問い合わせること。
８ 進捗状況の報告
県が業務の進捗状況等に関して中間報告を求めた場合は、その都度報告すること。
９ 実績報告
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
を提出し、委託者の検査を受けること。
10 成果物
契約満了に伴う本業務に係る成果物は、委託者の帰属とする。委託者と協議の上、上記４の業
務ごとに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
上記４の業務ごとに、県との協議の上決定する。

資料２-２
ジョブカフェいわて管理運営業務 仕様書
１ 活動拠点に配置する人員
活動拠点には、次の人員を配置すること。適切な労働環境を確保しつつ、提案内容を実現でき
るような人員配置とすること。
なお、職名は県と受託者の協議により定めるものとする。
(1) 総括マネージャー兼キャリアカウンセラー（１人）
若年者の就業支援に関する知識・経験に加えて、組織管理に関する知識・経験を有する者
とする。
(2) キャリアカウンセラー（５人以上）
次のいずれかの資格を有する者又は同等以上の能力及び経験を有すると認められる者とし、
過半数が１年以上の実務経験を有する者とする。
資格名
公益財団法人日本生産性本部認定キャリア・コン
サルタント

試験機関・認定機関名
公益財団法人日本生産性本部

キャリア・コンサルタント

一般社団法人日本産業カウンセラー協会

ＴＣＣマスター・キャリアカウンセラー

テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社

ＣＤＡ

特定非営利活動法人日本キャリア開発協会

特定非営利活動法人日本キャリア・マネージメン 特定非営利活動法人日本キャリア・マネージメン
ト・カウンセラー協会認定キャリア・コンサルト
財団法人関西カウンセリングセンターキャリア・
コンサルタント
ＧＣＤＦ-Ｊａｐａｎ
株式会社テクノファ認定キャリア・カウンセラー
（キャリア・コンサルタント）
ＩＣＤＳ委員会認定ＩＣＤＳキャリア・コンサル
タント
特定非営利活動法人生涯学習キャリア・コンサル
タント

ト・カウンセラー協会
公益財団法人関西カウンセリングセンター
特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会
株式会社テクノファ
特定非営利活動法人ＩＣＤＳ
特定非営利活動法人エヌピーオー生涯学習

(3) その他（２人程度）
必要に応じて施設の維持、管理、事業の企画・運営、受付、施設案内等、本業務 の履行
に必要な人員を配置する。
２ 支援対象者
概ね 45 歳までの求職者等とする。
３ 活動拠点の管理運営
(1) 活動拠点の営業時間

毎週月曜日から土曜日まで（「国民の祝日に関する法律」（昭和 23 年法律第 178 号）で定
める休日及び年末年始（12 月 29 日から翌年の１月３日まで）を除く）営業するものとし、営
業時間については提案事項とする。
ただし、営業時間中は、不測の事態に対応できる者（統括マネージャーである必要はな
い）を１人以上必ず配置すること。
(2) 活動拠点の維持管理費
ア 水道光熱費
すべて本業務により受託者が負担するものとする（積算の目安は【参考資料】の４参
照）。
イ 清掃料
受託者が負担するものとし、活動拠点の賃貸人が指定する条件に従うものとする（積算
の目安は【参考資料】の４参照）。
(3) 利用者データベースの構築等
利用者情報管理のため、利用者に関するデータベースを作成すること。その際、利用者情
報は、県が指定する就職支援システムにより管理すること。
なお、当該システムに加えてコンピューター・システム等によりデータベースを構築する
場合は、システム開発者、管理者、システム概要について提案書に記載すること。
４ 活動拠点における業務
(1) 利用者に対する情報提供
利用者に対して、就職支援に関する情報を適切に提供すること。
(2) キャリアカウンセリングの実施
キャリアカウンセラーが実施するものとし、再委託は認めない。
また、実施する時間帯、利用者をより効果的に就職決定に導くための仕組みは提案事項と
する。
なお、学卒者については、学校卒業までに就職が決まらなかった者及び早期離職者を個別
に把握し、支援すること。
(3) 広報
ア ホームページを管理運営し、必要な更新を行うこと。
イ その他、あらゆる手段を用いて利用者やその保護者に本業務の内容を周知し、活用を促
すこと。
(4) その他、活動拠点の管理運営に必要な一切の業務
上記の他、活動拠点の管理運営に必要な一切の業務を行うものとする。
５ 関係機関及び関連事業等との連携
(1) ハローワーク盛岡菜園庁舎
「総合就業支援拠点における県と国による一体的業務実施に関する協定」に基づき、ジョ
ブカフェいわて（岩手県）及びハローワーク盛岡菜園庁舎（岩手労働局）は「岩手県央総合
就業支援拠点」として、求職者に対し一体的・総合的な支援サービスを提供することとして
いることに留意し、利用者に機能の境界を意識させないよう、一体感ある運営に特に配慮し、
岩手労働局、盛岡公共職業安定所及びハローワーク盛岡菜園庁舎と十分に調整を図ること。
(2) 高等学校、大学、専修学校等

県内の高等学校、大学、専修学校等からキャリア講座やセミナー等の開催、キャリアカウ
ンセリングの実施等について依頼があった場合は、依頼者と協議の上、要望に応じた支援を
行うものとする。
なお、実施に当たっては、ジョブサポーター（※）による支援等、国の施策と重複しない
よう、十分調整を図ること。
（※）新卒応援ハローワークで新卒者の就職支援を専門とする職業相談員

(3) 企業・その他関係機関等
県内企業や関係機関等（経済団体、業界団体及び他の就業支援機関等）と連携を図り、本
業務に関する情報提供や協力依頼を通じて、適切な就業支援を行うとともに、活動機会の増
加に努めること。
(4) 地域ジョブカフェ
地域ジョブカフェの利用者へのキャリアカウンセリングはジョブカフェいわてが集約して
行うことから、実施にあたり必要な調整を地域ジョブカフェと行うこと。
上記３(3)の利用者データベース等は、県と協議の上定める範囲内で、インターネット経由
により各地域ジョブカフェに無償で利用させること。
※ 地域ジョブカフェでデータベースを使用する人員は概ね 30 人であること。
また、本業務において作成する教材・資料等は、県と協議の範囲内で、本業務の経費によ
り各地域ジョブカフェに提供すること。
その他、具体的な支援内容については提案事項とする。
６ 数値目標
(1) 利用者数
35,000 人
利用者は、資料２-１「令和４年度ジョブカフェいわて管理運営等事業業務仕様書」４（1）
～（3）の利用者とする。
(2) 就職決定者数
1,100 人
「就職決定」とは、対象者自身の責任において明確に進路決定することを指し、現職継続、
進学、職業訓練受講開始等の意思決定を含む。
７ 評価及び検証
事業の効果を高めるため、利用者等の情報収集及び分析を実施し、定期的に事業の評価及び検
証を行うこと。また、その結果を県に定期的に報告すること。

資料２-３
生徒等への地元産業・企業の理解促進及び人材確保事業業務 仕様書
１ 高校生と県内企業等による「岩手で働く」をテーマとした課題解決型ワークショップ等の実施
県内の高校生が、県内企業の社員等との交流を通じ、岩手の産業や企業への理解を深めるだけ
でなく企業の抱える課題の解決を通じて、岩手を担う人材として進路選択の動機づけや入社後の
課題認識の醸成を目的としたワークショップ等を企画・実施すること。
（1） 年間１回開催すること。ただし、予算の範囲内で回数を増やすことは可とする。
（2） 学校や年代の壁を越えた交流をねらいとしていることから、全県から広く高校生が参加でき
るよう、日程や移動手段等にも配慮すること。
（3） 各地域に成果及び運営ノウハウを波及させるための取組について企画・実施をすること。
（4） 実施にあたっては、日程や実施方法について県と十分に協議すること。
（5）その他、関係団体等が実施する県内就職促進のイベント等と連携するなど、事業をより効果
的な取組とするため（1）～（4）以外の企画・実施を提案に盛り込むことは妨げないものとす
る。
２ 高校生の県内就職促進をテーマとしたフォーラムの開催
高等学校の進路指導に携わる教職員と県内企業の各業界の現状を知る機会とするとともに、他
県等における県内就職促進の先進事例などを学ぶことを目的とした企画・実施とすること。
（1） 年間１回開催すること。ただし、予算の範囲内で回数を増やすことは可とする。
（2）高等学校及び県内企業が多く参加できるよう、日程や移動手段等に配慮すること。
（3）新たな高校生の就職先の開拓等は教員が行い、企業は人材の確保及び人材育成について学ぶ
機会となるよう、企画・実施すること。なお、実施にあたっては、日程や実施方法について県
と十分に協議すること。

資料２-４
県内企業の職場定着等支援事業業務 仕様書
１ 職場定着・人材育成支援事業業務
若手社員等の職場定着に関する取組は、各企業において重要であるとの認識はあるものの、若
手社員本人や育成担当者へのヒアリングや具体的な対応策が出来ていない状況であることから、
職層別にヒアリングを実施し、必要に応じた支援（研修等）を関係機関（労働局、中小企業団体
中央会等）と連携し、支援することで離職防止につなげ、企業の活性化を図るもの。
（1）若年者の職場定着支援
採用後間もない若者等の職場定着を支援する取組を関係機関と連携して企画実施すること。
（2）企業に対する定着支援
ア 若手社員や育成担当者等に向けた、社員の育成等に関するカウンセリング等の支援を年
間 30 回程度行うこと。
イ 企業の経営者層、育成責任者へ向けた、社員の育成等に関する研修会を関係機関と連携し
て実施すること。

資料２-５
地域就職氷河期世代支援事業業務 仕様書
１ 事業の趣旨
雇用環境の厳しい時期に就職活動を行い、現在も不本意ながら不安定就労状態にある、長期間
無業状態にある等様々な課題を抱える者が、各自のライフスタイルや段階に合わせて正規雇用化
を目指すことができるように支援すること。
また、県内企業の就職氷河期世代の抱える課題に対する理解や受入れ体制の整備等を促進し、
同世代が安心して活躍できる基盤づくりを行うこと。
２ 対象者
(1) 就職氷河期世代等
岩手県内に在住する、平成５年から平成 16 年までに学校卒業期を迎えた世代（概ね 36 歳か
ら 51 歳までの者）で、不安定な就労状態にある者（以下、「就職氷河期世代等」という。）
(2) 県内企業
岩手県内に事業所を有する企業
３ 業務内容
(1) ジョブカフェいわての開館時間の延長
就職氷河期世代等の相談時間を確保するため、資料２-２「ジョブカフェいわて管理運営業務
仕様書」の３(1)に定める営業時間を延長すること。
ア 延長時間
週２回、１時間延長すること。
イ 延長時間帯の支援内容
提案事項とする。ただし、キャリアカウンセリングを実施する際は、資料２-２「ジョブカ
フェいわて管理運営業務 仕様書」の１(2)に定める資格を有する者が実施することとし、再
委託は認めない。
(2) ｅ-ラーニング講座
就職氷河期世代等が正規雇用化に必要となる資格取得やスキル習得を目的としたｅ-ラーニン
グ講座を提供すること。
ア 講義内容
講義内容は提案事項とする。ただし、就職氷河期世代等の正規雇用化に資する資格取得及
びスキル習得を支援するものであること。
なお、本事業の目的に合致する内容であれば、受託者が有する既存のｅ-ラーニングコンテ
ンツの利用や再委任による講座の提供も可とする。
イ 講座の回数
１講座あたり１回以上とする。契約期間内に完了するものであれば、連続する形式も可と
する。
ウ 講座の時間数
１回あたり 60 分を目安とする。カリキュラムの内容により 60 分とすることが適当でない
ものはこの限りでない。
エ 教材

教材を必要とする場合はＰＤＦ等により無償で配布すること。
オ 受講者の募集
県内の就職氷河期世代等に行き届くように、ＷＥＢ広告やチラシ等、効果的な手段を事業
者が提案し、実施するもの。ただし、周知するためのチラシ等の広報物内容等については、
事前に委託者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった
場合は追加・修正等を行うこと。
カ 受講受付
受付フォーム等を作成して、受講者の受付、登録等を行うこと。
受講者の受付に際し、本事業の趣旨を説明し、本仕様書に定める対象者であることを確認
すること。
キ 受講管理
受講者毎にアカウントを発行する等により、受講者の講座受講状況が把握できるようにす
ること。
ク 受講後のアンケート調査
受講者に対し、講座内容に関するアンケート等を行い、その結果を集計・分析して報告す
ること。
(3) キャリアアップセミナー
就職氷河期世代等の希望に沿った就職の実現を支援するため、今後のライフプランやキャリ
ア形成等を考えるセミナーを実施すること。
ア 開催方法及び開催場所
提案事項とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染対策を考慮した方法とすること。
イ 実施回数
月に１回程度開催すること。
ウ セミナーの内容
就職氷河期世代同士等の意見交換や専門家の助言等、多角的な視点で自身の今後のキャリア
やライフプランを考えられる内容とすること。具体の内容は提案事項とする。
エ セミナーの運営・管理について
セミナーに関する広報、参加企業の募集、講師及び参加企業との連絡調整、会場の手配、資
料の作成、セミナー当日の運営等の一切の事務を行うこと。
ただし、周知するためのチラシ等の広報物やセミナー時に配布する資料の内容等については、
事前に委託者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった場
合は追加・修正等を行うこと。
オ 講師
セミナーの目的を達成するために必要な知見・能力・経験を有する者とすること。
カ セミナー後のアンケート調査
参加者に対し、セミナーに関するアンケート等を行い、その結果を集計・分析して報告する
こと。
（4） 職場見学会
就職氷河期世代等を対象として、県内で人手不足となっている建設業、介護福祉業及び製造
業を対象とした職場見学会を実施すること。
ア 開催回数
各業種２回ずつ、計６回開催すること。ただし、予算の範囲内で、開催回数を増やすこと

は可とする。
イ 開催方法
ハイブリッド方式（対面及びオンライン）で実施すること。ただし、対面での実施に当たっ
ては新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で実施すること。
ウ 職場見学会の内容
提案事項とする。ただし、就職氷河期世代が職場の環境や雰囲気を確認でき、職員と交流で
きる機会を得られる内容とすること。
エ 見学先企業
県内企業で、建設業、介護福祉業、及び製造業に分類される企業であること。
オ 職場見学会後のアンケート
職場見学会に参加した就職氷河期世代等及び見学先企業に対し、職場見学会に関するアンケ
ート等を行い、その結果を集計・分析して報告すること。
（5）企業向けセミナー
就職氷河期世代等の雇用を促し、就職氷河期世代が活躍できる環境等の整備を支援するため、
県内企業を対象としたセミナーを実施すること。
ア 開催回数
３回開催すること。ただし、予算の範囲内で、開催回数を増やすことは可とする。
イ 開催方法及び実施回数
ハイブリッド方式（対面及びオンライン）で実施すること。ただし、対面での実施に当たっ
ては新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で実施すること。
ウ セミナーの内容
提案事項とする。ただし、県内企業が就職氷河期世代等を雇用し、活躍できる環境等の整備
を促進するような内容とすること。
エ セミナーの運営・管理について
セミナーに関する広報、参加企業の募集、講師及び参加企業との連絡調整、会場の手配、資
料の作成、セミナー当日の運営等の一切の事務を行うこと。
ただし、周知するためのチラシ等の広報物やセミナー時に配布する資料の内容等については、
事前に委託者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった場
合は追加・修正等を行うこと。
オ 講師
セミナーの目的を達成するために必要な知見・能力・経験を有する者とすること。
カ セミナー後のアンケート
参加企業に対し、セミナーに関するアンケート等を行い、その結果を集計・分析して報告す
ること。
（6）企業面談会
県内企業が就職氷河期世代等の人柄等を深く知り、就職氷河期世代等が県内企業の魅力を知
ることを目的とした企業面談会を実施すること。
ア 開催回数
２回開催すること。ただし、予算の範囲内で、開催回数を増やすことは可とする。
イ 開催方法及び実施回数
ハイブリッド方式（対面及びオンライン）で実施すること。ただし、対面での実施に当たっ
ては新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で実施すること。

ウ 企業面談会の内容
提案事項とする。ただし、就職氷河期世代等及び県内企業が交流し、それぞれの魅力を知る
ことができる内容とすること。
エ 企業面談会の運営・管理について
企業面談会に関する広報、参加企業の募集、講師及び参加企業との連絡調整、会場の手配、
資料の作成、企業面談会当日の運営等の一切の事務を行うこと。
ただし、周知するためのチラシ等の広報物や配布する資料の内容等については、事前に委託
者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった場合は追加・
修正等を行うこと。
オ 企業面談会後のアンケート
職場見学会に参加した就職氷河期世代等及び参加企業に対し、職場見学会に関するアン
ケート等を行い、その結果を集計・分析して報告すること。
４ 成果目標
(1) 延長時間帯の就職氷河期世代等の利用者数
(2) 就職氷河期世代等の正規雇用の就職者数

101 人（延べ数）
18 人

(3) 地域就職氷河期世代支援事業業務の利用者総数 220 人（延べ数）
５ 追跡調査
上記３（1）～（6）の実施後、参加した就職氷河期世代等の就職・転職等就労状況及び参加企業
の就職氷河期世代等の採用状況等について追跡調査を行い、その結果を報告すること。
６ 他の支援施策及び支援機関との連携
本事業の参加者に対して、岩手県及びその他の機関が実施する就職氷河期世代支援施策や支援機
関の利用を誘導する等、積極的な連携を図ること。
７ 成果物
「ジョブカフェいわて管理運営業務 仕様書【共通事項】」９（2）に定める成果物は下記のと
おりとする。
(1) ジョブカフェいわての開館時間の延長
ア 利用者に関する記録
(2) ｅ-ラーニング講座
ア 受講者名簿及び受講に関する記録
イ ｅ-ラーニング講座のデータ（本事業の委託料で新たに作成した場合）
ウ ｅ-ラーニングに関するアンケート結果
(3) キャリアアップセミナー
ア 参加企業名簿
イ セミナーに関するアンケート結果
(4) 職場見学会
ア 参加者及び参加企業名簿
イ 職場見学会の実施報告書
ウ 職場見学会に関するアンケート結果

(5) 企業向けセミナー
ア 参加企業名簿
イ セミナーに関するアンケート結果
(6) 企業面談会
ア 参加者及び参加企業名簿
イ 企業面談会の実施報告書
ウ 企業面談会に関するアンケート結果
(7) 追跡調査
ア 就職氷河期世代等の就職・転職等就労状況に関する調査報告書
イ 企業の就職氷河期世代等の採用状況等に関する調査報告書
８ その他
本事業の実施に際して、仕様書に記載のない事項については、委託者と協議し、双方共通の
認識のもとで実施すること。また、本仕様書に関して疑義が生じた場合は、委託者と受託者が
協議の上、決定すること。
委託内容は、採択された企画提案の内容を基本とするが、委託者の都合により変更、修正を
求める場合があること。

資料２-６
Ｕ・Ｉターン機能強化事業業務 仕様書
１ 活動拠点に配置する人員
活動拠点には、次の人員を配置すること。人数は目安であるため、適切な労働環境を確保しつ
つ、提案内容を実現できるような人員配置とすること。
なお、職名については県と受託者の協議により定めるものとする。
(1) キャリアカウンセラー（１名）
保有資格については、資料２－２「ジョブカフェいわて管理運営業務 仕様書」の１(2)の
キャリアカウンセラーと同様とする。なお、配置は「いわて暮らしサポートセンター（東京
都千代田区 ふるさと回帰支援センター内）」とする。
(2) インターンシップサポート窓口（２名程度）
首都圏在住の本県出身学生等のＵ・Ｉターンの促進を図るため、県外学生等のインターン
シップ窓口体制を整備し、本県でのインターンシップの実施に向けた相談対応や受入れフロ
ーの調整及び事務手続等の業務を行う「インターンシップサポート窓口」の運営に必要な人
員を配置すること。
(3) その他（２名程度）
その他、必要に応じて事業の企画・運営等、本業務の履行に必要な人員を配置すること。
２ 本業務の範囲
本業務の範囲は次のとおりとし、具体的な内容は提案事項とする。
なお、下記に明記されていない本業務の趣旨に合致する活動について、提案に盛り込むことを
妨げないものとする。
(1) Ｕ・Ｉターンの相談対応
ア 就職と移住・定住のワンストップ相談支援
いわて暮らしサポートセンター（東京都千代田区 ふるさと回帰支援センター内）におい
て、移住コンシェルジュと連携し、岩手への就職と移住・定住のワンストップ相談対応を行
うこと。
イ 県内におけるＵ・Ｉターン相談対応
県内のＵ・Ｉターンに関する相談窓口として、相談対応、情報発信を行うこと。
(2) Ｕ・Ｉターンの促進に関する取組
ア ふるさと若者ミーティングの実施（首都圏大学生等とのネットワーク強化）
インターンシップへの参加や県内就職を促進するため、首都圏や仙台圏等に在住の大学生等
を対象とした交流イベント「ふるさと若者ミーティング」を４回（原則として、対面２回、オ
ンライン２回）以上開催すること。
対面の場合は各回 20 名程度、オンラインの場合は各回 30 名程度の参加を目標とし、全体で
100 名程度の参加を目標とすること。また、岩手Ｕ・Ｉターンクラブ加盟大学等への周知を十
分に図ること。
イ 社会人向けセミナーの実施
首都圏や仙台圏等に在住の社会人（転職者、求職者）を対象としたセミナー（オンライン
参加も可能な形態。）を１回以上開催すること。
対象はこれから転職・就職活動を本格化する者とし、転職・就職活動を進めるに当たって
のポイント（キャリアの棚卸、方向性の定め方など）を伝達する内容を含むこと。

ウ 情報発信の実施
（ア） ＬＩＮＥアカウント「いわてとつながろう」を活用した情報発信
・ ＬＩＮＥアカウント「いわてとつながろう」の管理・運営を行うとともに、就職関連
イベント、Ｕ・Ｉターン支援情報等について、定期的に情報発信を行うこと。
・ これから就職・進学をする高校３年生とその保護者に対して、ＬＩＮＥ登録に誘導す
るための効果的な取組を企画し、実施すること。
・ ＬＩＮＥ登録者に継続して情報を届けられるよう、ブロックを防止するための工夫を提
案すること。
（イ） その他の媒体を活用した情報発信
・ 県外在住の大学生やその保護者を対象とし、県内へのＵ・Ｉターン就職の動機付けに
つながるような効果的な情報発信を行うこと。
エ その他Ｕ・Ｉターン促進に関する取組（自由提案）
Ｕ・Ｉターン促進のため、市町村を含めた各支援機関の担当者がＵ・Ｉターン支援に対す
る知見を深める取組を２回以上（市町村向け１回、県支援機関向け１回以上。いずれもオン
ラインを想定。）企画実施すること。
なお、具体的な内容については提案事項とするが、別途選定される就業者支援マッチング
サイト「シゴトバクラシバいわて」運営事業者と連携を図り、効果的な取組を行うこと。
(3) 県外学生等へのインターンシップ支援
ア インターンシップ支援窓口の設置
首都圏在住の本県出身学生等のＵ・Ｉターンの促進を図るため、県外学生等のインターン
シップ相談支援窓口体制を整備し、本県でのインターンシップの実施に向けた相談対応や受
入れフローの調整及び事務手続等の業務を行うこと。
下記イの参加者と合わせて、年間 40 名程度のインターンシップの受入を目標とすること。
イ 独自のインターンシッププログラムの提供
複数の県内中小企業等のインターンシップを体験するプログラムを企画し、企業等と調整
の上、実施すること。また、その利用促進を図ること。
なお、参加者については、岩手Ｕ・Ｉターンクラブ加盟大学の学生を優先すること。
(4) 岩手Ｕ・Ｉターンクラブの運営
首都圏等をはじめとする大学生等のＵ・Ｉターン就職を促進するため、県出身者が在学する
大学等を会員とする岩手Ｕ・Ｉターンクラブの事務局を運営すること。なお、実施にあたって
は、県と十分な調整を図ること。
ア 事務局の運営
会員大学との連絡調整を行うこと。
イ 交流イベントの開催
会員大学等と県内企業とのオンラインでの情報交換会を１回以上実施すること。また、会
員大学等が県内企業の現地見学を希望した場合、県内企業等と調整、アテンド等受入に関す
る対応を行うこと。
ウ 大学等への新規加盟促進
東北地区を中心とした未加盟大学に加盟を促すこと。新規加盟大学３校程度を目標とし、
新規加盟に向けた具体的な取組を企画提案すること。

エ その他
県の就職情報の提供、会員大学等が実施するイベントの開催支援など、Ｕ・Ｉターン就職
の促進に関する取組全般について、必要な支援を行うこと。
３ 数値目標
就職決定者数

250 人

※ 「就職決定者数」とは、Ｕ・Ｉターン機能強化事業業務による支援等を経由して県内へ就職
決定した者とする。

資料２-７
若者・女性県内定着推進業務 仕様書
１ 事業の趣旨
県内の若者・女性の県内就職を促進し、また、県内企業の採用力の向上・定着を支援することにより、
人口の社会減に歯止めをかけるとともに、県内企業の人材の確保を推進するもの。

２ 対象者
(1) 県内の若者
岩手県内の高等教育機関等に在籍する者、又は既卒概ね３年以内の者。
(2) 県内企業
岩手県内に事業所を有する企業
３ 業務内容
(1) 県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座
・ 県内高等教育機関の実施する各種講座や講義と連携し、県内企業の若手職員から、企業の魅
力や社会人としての経験を学生に伝えてもらう等の方法により、学生等に対し県内企業を知
る機会を提供する。
・ 就職活動が本格化する前の学年（４年制大学であれば１・２年生、２～３年制の学校であれ
ば１年生）を主な対象とすること。ただし、その他の学年が参加することを妨げない。
ア 講座の実施回数
年間 20 回程度実施すること。
イ 企業数
各回３社程度の企業を紹介すること。
ウ 連携する高等教育機関
提案事項とする。ただし、少なくとも４校以上と連携すること。
エ その他の業務の範囲
高等教育機関との事前調整、企業の選定、企業との事前調整、当日資料作成、当日運営、事
後アンケートの実施・回収、アンケート結果の分析及び県への報告を行うこと。
(2) 女性のための大学生等職場体験プログラム
県内高等教育機関に通う女子学生に対し、グループでの職場体験及び女性社員との交流会等
を実施すること。ただし、男子学生が参加することを妨げない。
ア プログラム内容
女性が活躍できる職場が県内には少ないのではないかという誤解を解消する目的を達成す
るため、女性社員が働いている職場での体験や、女性社員との交流ができる内容とすること。
具体の内容は提案事項とする。
イ 回数
年間 10 回程度実施すること。
ウ 企業選定・企業数
１回あたり２社程度において体験等をさせること。また、企業選定の際は、いわて女性活躍
認定企業、くるみん認定企業等、国や県の働き方改革関連制度の認定・認証等を受けている
企業を優先すること。ただし、学生の希望に沿った企業とすること。

エ 参加者の募集
県内高等教育機関に通う学生に情報が届くよう、チラシ等、効果的な手段を事業者が提案
し、実施すること。ただし、周知するためのチラシ等の広報物内容等については、事前に委
託者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった場合は追
加・修正等を行うこと。
オ 体験場所までの交通手段
参加者が集合しやすい場所（通っている高等教育機関の所在地等）から、体験場所までの交
通手段を手配すること。なお、費用は受託者が負担すること。
カ その他の業務の範囲
企業の選定、企業との事前調整、当日資料作成、当日運営、事後アンケートの実施・回収、
アンケート結果の分析及び県への報告を行うこと。
(3) 企業の大卒者等若者人材の確保を促進するための勉強会
県内企業の採用力を向上させるための研修やワークショップ等を実施すること。
ア 開催方法及び開催場所
提案事項とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染対策を考慮した方法とすること。
イ 実施回数
年間 10 回程度実施すること。
ウ セミナーの内容
企業の魅力の磨き上げや効果的なＰＲ方法、採用面接のポイント等に係る企業向け説明会や
内定者及び学校関係者からの採用活動に関する意見交換・ワークショップを実施すること。同
内容を複数回実施しても構わない。具体の内容は提案事項とする。
エ 勉強会等の運営・管理について
勉強会等に関する広報、参加企業の募集、講師及び参加企業との連絡調整、会場の手配、資
料の作成、当日の運営等の一切の事務を行うこと。
ただし、周知するためのチラシ等の広報物や当日配布する資料の内容等については、事前に
委託者と協議し、承認を得ること。その際、委託者からの変更等の意思表示があった場合は追
加・修正等を行うこと。
オ 講師
勉強会等の目的を達成するために必要な知見・能力・経験を有する者とすること。
カ 事後のアンケート調査
参加者に対し、セミナーに関するアンケート等を行い、その結果を集計・分析して報告する
こと。
４ 成果目標
(1) 県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座
参加人数 2,000 人（延べ数）
(2) 女性のための大学生等職場体験プログラム
参加人数 50 人（延べ数）
(3) 企業の大卒者等若者人材の確保を促進するための勉強会
参加人数 1,000 名（延べ数）

５ 追跡調査
上記３（1）～（3）の実施後、参加した企業の令和５年４月採用者数について追跡調査を行い、
その結果を報告すること。
６ 就職支援機関との連携
本事業の参加者に対して、県及びその他の機関（以下「就職支援機関」という。）が実施する就
職支援施策を紹介する等、就職支援機関と積極的な連携を図ること。
７ 成果物
資料２-１「ジョブカフェいわて管理運営等業務 仕様書【共通事項】」10（2）に定める成果
物は下記のとおりとする。
(1) 県内高等教育機関と連携した県内企業の魅力等を伝える講座
ア アンケート結果
(2) 女性のための大学生等職場体験プログラム
ア 参加者名簿
イ アンケート結果
(3) 企業の大卒者等若者人材の確保を促進するための勉強会
ア 参加企業名簿
イ アンケート結果
８ その他
本事業の実施に際して、仕様書に記載のない事項については、委託者と協議し、双方共通の
認識のもとで実施すること。また、本仕様書に関して疑義が生じた場合は、委託者と受託者が
協議の上、決定すること。
委託内容は、採択された企画提案の内容を基本とするが、委託者の都合により変更、修正を
求める場合があること。

【参考資料】
１

活動拠点概状況

【盛岡菜園センタービル 5F】

２

活動拠点内レイアウト
カウンセリングブース

倉
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ス
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パソコンコーナー

フリースペース

打
ち
合
わ
せ
ス
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ス

３

什器及び備品

（1）

県が無償で提供する物品

ア

テーブル

５台

イ

鍵付書庫(ベース込)

２台

ウ

パネル

４枚

エ

自立案内サイン

１台

（2）

リース及びレンタル品
物品

所有者

2

富士通リース株式会社 東北支店
住所：宮城県仙台市青葉区一番町
2－3－22 仙台ビルディン
グ
TEL：022-222-8842

IP アクセスルータ

レーザープリンタ

RICOH IPSIO SP C821

1

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ・ﾓﾆﾀ-

Qwatch

1

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

RICOH Pro C5200S 一式

1

プリンタ

EP-4004

1

ESPRIMO D588/TX

4

VL-17BSS (液晶ディスプレイ)

4

LIFEBOOK U938/Ｔ

2

LIFEBOOK U939/A

1

ESPRIMO D752/E

8

VL-17BSS (液晶ディスプレイ)

8

LIFEBOOK A7510/D

5

パーティション

NKS-P-1AH

7

机

平行スタックテーブル

シュレッダー

MG-5250

1

FMV LIFEBOOK A579/C

18

パソコン関係２

パソコン関係３

Si-R170

台数

スイッチングハブ

パソコン関係１

４

仕様

DME-4K50D モニター

C-001

電気料
電話・通信料
(電話機賃借料含む)

4

FMV LIFEBOOK U939/C

1

ディスプレイ（４２Ｖ型フルハイビジョンＬＥ
Ｄ）

1

LIFEBOOK

1

A746/R

LIFEBOOK

A577/TX

1

LIFEBOOK

S936/P

1

活動拠点の管理運営等に係る積算の目安
項 目
月額の目安（税抜）
約

１０５，０００円
約

５０，０００円

株式会社ＪＥＣＣ
住所：東京都千代田区丸の内 3-41
TEL 03-3216-3878

項 目
有線放送使用料
清掃料
(指定業者に再委託)

テクノレント株式会社
住所：東京都港区芝浦 4-13-23
MS 芝浦ビル 5F
TEL 03-6858-9304

オリックス・レンテック株式会社
住所：東京都品川区北品川 5 丁目
5−5 番−15 号
TEL 0120-974-824

月額の目安（税抜）
約 ６，０００円
９３，０００円

５

ジョブカフェいわて活動実績等（抜粋）

項

目

H16 年度

ジョブカフェいわて 外部活動利用者数
来所者数

(大学支援含む)

（単位：人）
ﾔﾝｸﾞﾊﾛｰﾜｰｸ
利用者数

合

計

カウンセリング

就職決定者数

利用者数

11,298

1,806

8,409

21,513

6,720

1,480

H17 年度

18,411

6,880

10,491

35,782

4,898

2,175

H18 年度

14,652

9,645

9,373

33,670

5,350

2,337

H19 年度

14,143

7,182

8,399

29,724

4,879

2,363

H20 年度

14,212

7,196

10,119

31,527

4,320

2,321

H21 年度

12,999

7,491

10,836

31,326

4,279

2,690

H22 年度

12,208

13,264

10,129

35,601

4,118

2,625

利 H23 年度

10,490

17,150

12,382

40,022

3,651

2,528

H24 年度

9,702

16,683

11,645

38,030

3,883

2,527

H25 年度

10,715

18,814

10,073

39,602

4,199

2,246

H26 年度

8,955

21,125

11,356

41,436

3,187

2,204

H27 年度

8,914

23,396

12,180

44,490

3,128

2,353

H28 年度

8,584

23,354

13,250

45,188

3,423

2,098

H29 年度

7,726

35,125

11,850

54,701

3,053

2,052

H30 年度

6,862

44,639

10,415

61,916

3,027

2,026

R１年度

6,736

44,765

9,955

68,126

2,953

2,103

R２年度

6,116

59,684

7,227

73,027

3,572

1,413

（H16.7.1 開所）

用
者
数

※

H24、25 年度の活動実績は、沿岸地域雇用促進支援事業実施業務利用者数を含む。

※

H26、27 年度の活動実績は、被災地域就業支援事業業務利用者数を含む。

※

H28、29、30 年度の活動実績は、いわてで働こう推進事業、いわてしごと人材創生事業、働き方改

革推進事業業務利用者数を含む。
※

R1 年度の活動実績は、いわてで働こう推進協議会管理運営業務、いわて就業促進事業業務、いわて

働き方改革加速化推進事業業務いわて働き方改革等推進事業費補助金事業業務利用者数を含む。
※

R2 年度の活動実績は、Ｕ・Ｉターン機能強化事業実施業務、いわて働き方改革加速化推進事業業

務、いわて働き方改革等推進事業費補助金事業業務利用者数を含む。

