
説明書別添３ 

 

医療・福祉分野求職開拓事業に係る仕様書 

 

１ 事業名 

医療・福祉分野求職開拓事業 

 

２ 事業の概要 

医療・福祉分野求職開拓事業（以下「本事業」という。）は、安定所を利用してい

ない医療・介護分野の有資格者、経験者及び新規就業希望者等の潜在求職者を対象

者として、静岡労働局が実施するイベント等に係る管理・周知・広報等を実施し、

これらの者に対し、仕事に興味・関心を持たせること等により、安定所の利用登録

を促す。 

 

３ 委託内容 

（１）静岡労働局主催の『プラチナナースのための年金セミナー ～働きながら年金

を受給するための基礎知識～（仮称）』に係る運営・周知・広報等 

（２）静岡労働局主催の『ブランクナースのための技術講習会 ～この機会に採血・

注射・吸引技術の再確認をしてみませんか？（仮称）』に係る運営・周知・広報

等 

 

４ 周知・広報等を行うイベントの内容 

（１）『プラチナナースのための年金セミナー ～働きながら年金を受給するため

の基礎知識～（仮称）』 

  ア 開催期間等  令和２年１２月１日～令和３年１月３１日まで 

イ 開催場所   東部：ハローワーク沼津、三島、富士、富士宮、御殿場 

           中部：ハローワーク清水、静岡、島田 

           西部：ハローワーク浜松、磐田 

ウ 開催回数   東部：各ハローワーク１回・・・計５回 

           中部：清水及び静岡２回、島田１回・・・計５回 

           西部：浜松３回、磐田２回・・・計５回 

エ 開催時間帯  ①９：３０～１０：３０ ②１１：００～１２：００ 

                        （１日２回開催） 

オ 対象者    概ね６０歳以上の看護師・准看護師 

カ 受講者数   ５人／回（１日１０名、合計１５０名） 

  キ 主  催   静岡労働局 

（２）『ブランクナースのための技術講習会 ～この機会に採血・注射・吸引技術の

再確認をしてみませんか？（仮称）』 

  ア 開催期間等  令和２年１２月１日～令和３年１月３１日まで 



 

イ 開催場所   東部：ハローワーク沼津、三島、富士、富士宮、御殿場 

           中部：ハローワーク清水、静岡、島田 

           西部：ハローワーク浜松、磐田 

ウ 開催回数   東部：各ハローワーク１回・・・計５回 

           中部：清水及び静岡２回、島田１回・・・計５回 

           西部：浜松３回、磐田２回・・・計５回 

エ 開催時間帯  ①１３：３０～１４：４５・・・採血＆注射編 

②１５：００～１６：１５・・・口腔、鼻腔吸引編 

                        （１日２講座各１回開催） 

オ 対象者    ブランクのある看護師・准看護師 

カ 受講者数   ３人／回（１日６名、合計９０名） 

キ 主  催   静岡労働局 

   ※（１）及び（２）の開催日は同日となる予定。 

 

５ 具体的な内容 

（１）新聞への広告掲載 

受託者は上記４（１）及び（２）のイベント開催に係る広告を、半５段以上の

サイズで新聞（全県版・東部版・中部版・西部版）に掲載すること。 

なお、掲載に当たっては単にイベント名称や日時等を掲載するだけではなく、

下記（３）のリーフレットデータを併せて掲載する等視覚的な訴求効果が高い方

法を取ること。 

また、掲載日については、別途安定課と調整すること。 

（２）各種広告の掲出 

   受託者は、上記５（１）以外において、効果が高いと予想される広告の掲出を

実施すること。 

（３）周知用リーフレットの作成 

受託者は上記４（１）及び（２）のイベント係る周知用リーフレットを以下の

とおり作成すること。 

① リーフレット仕様 Ａ４ コート紙 

② 作成部数 ２，５００部 

③ 納品 

 上記②のうち５００部及びＰＤＦデータを安定課に納品すること。 

 なお、納品期限については、別途安定課と調整すること。 

（４）周知用リーフレットの配架・配布・掲示等 

受託者は、リーフレットの配架等先として効果が高いと予想される場所を訪問

し、イベントの周知活動を実施すること。 

なお、訪問先は県内２１カ所（東部・中部・西部各７カ所）以上とし、訪問先

の選定については受託者において行うこととするが、事前に訪問スケジュールを



 

作成し、事前に安定課と協議すること。 

（５）イベント等の資料等作成 

受託者は、上記４（１）『プラチナナースのための年金セミナー ～働きながら

年金を受給するための基礎知識～（仮称）』に対し、参加者にとってイベント等の

理解を促進するよう、資料を作成すること。また、必要に応じてイベント等の実

施に必要なコンテンツを作成すること。 

なお、上記４（１）及び（２）のイベント参加者に対し、別紙１を参考にアン

ケートを作成すること。 

（５）講師の確保 

   受託者は、上記４（１）『プラチナナースのための年金セミナー ～働きながら

年金を受給するための基礎知識～（案）』のイベントにおいて、働きながら年金を

受給するための基礎知識や雇用保険受給及び雇用保険高年齢雇用継続給付の受給

と年金との関係性について、事例を元にわかりやすく説明し参加者の就職意欲を

掻き立てることができる講師について確保すること。 

   なお、講演内容については、事前に安定課と調整すること。 

（６）申込み受付等 

受託者は、イベント等の周知に当たり、あらかじめ問合せ用の連絡先（電話、

メール等）を設定し、周知用リーフレットに掲載するとともに、周知開始から開

催日までの間、一般の方からの問合せや参加申込みに対応すること。 

なお、申込み受付に当たっては、氏名、連絡先、安定所の求職登録の有無等を

聴取することとするが、不要な情報は収集しないこと。 

（７）参加者の管理 

   受託者は、上記４（１）（２）のイベントに係る参加者の決定については、全て

先着順とし、参加希望者に対する連絡及び管理等を行うこと。 

なお、上記４（２）のイベント参加申込み先着順に漏れた参加希望者に対して

は、静岡県ナースセンターに主催する「Let’s try 看護技術（採血、口腔・鼻腔

吸引等）」へ案内し、参加を希望した場合には静岡県ナースセンターへその旨連

絡すること。 

（８）当日の運営 

受託者は、イベント等当日の運営（受付、進行等）の全てについて主体的に事

務処理一切を行うこと。また、会場入り口に受付を設置し、イベント等の会場で

あるとの掲示等を行うことにより、参加者の会場誘導等を円滑に行うこと。 

受付においては、来場者と申込者名簿との突合を行うこと。 

なお、司会進行については、事前に安定課と調整すること。 

（９）実施結果報告 

受託者は、（４）の実施内容について、1週間ごとに別紙２「訪問結果報告書」

に実施日、訪問先名称、リーフレット配架実績等の結果を取りまとめ、当該週の

翌週金曜日（閉庁日に当たる場合は翌開庁日）までに静岡労働局に報告を行うこ



 

と。 

（10）開催結果報告 

受託者は、（６）及び（７）の参加者の状況等については、別紙３「参加状況等

報告書」に申込日、申込み講座等、参加者一覧、結果等に係る進捗状況について、

毎日静岡労働局に報告すること。 

また、イベント開催日から５日以内に、参加者名簿、アンケート結果のとりま

とめに関する報告を静岡労働局に行うこと。 

 

６ 実施体制、運営管理 

（１）実施体制 

本事業の円滑な実施のために、次の人員を配置すること。 

ア 事業担当者 １名 

本事業を統括し、業務遂行に責任を有する者として静岡労働局との調整、静

岡労働局への報告等の事務処理を行う者であり、受託者より選任される者であ

ること。委託期間を通して配置すること。 

なお、必ず受託先に直接雇用されている者に限ること。 

イ 補助スタッフ ５名以上 

周知用リーフレットの配架・配布・掲示等の訪問において、事業担当者の補

助を行う者であり、受託者より選任される者であること。 

なお、必ず受託先に直接雇用されている者に限ること。 

  ウ リーフレット作成スタッフ １名以上 

    リーフレットの作成において、事業担当者の補助を行う者であり、受託者よ

り専任される者であること。なお、イと兼任しても差し支えないこと。 

（２）計画書の策定 

受託者は受託が決定次第速やかに、本事業に係る詳細な計画書を提出すること

とし、静岡労働局の了解を得る必要があること。内容が不十分であると判断され

る場合は計画の修正を行う必要があること。その他、静岡労働局との連絡調整を

十分に行った上で業務を実施すること。 

（３）実施労働局等との連携体制 

受託者は、上記５（５）の実施結果報告のほか、静岡労働局と密に連絡を取り、

静岡労働局の求めに応じて事業の実施状況を報告すること。 

静岡労働局は、事業実施計画書の作成に当たり受託者からの協議を受けるほか、

受託者からの報告を踏まえ、資料の確認をはじめとして事業実施計画書の履行状

況を確認し、受託者に指導・助言を行うほか、必要な協力を行うこと。具体的に

は、受託者の求めに応じて相談対応等を行うこと。 

静岡労働局は、上記の業務について、安定所に行わせない。 

なお、本事業は基本的に安定所を利用していない者を対象者としていることか

ら、安定所内における周知は不要とする。 



 

 

７ 留意事項 

（１）守秘義務 

受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏ら

したり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 

（２）個人情報の保護 

受託者は、個人情報を収集及び保管し、又は使用するに当たっては、本事業の

実施に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集及び保管し、又は使用しなければ

ならない。本事業の実施終了後も同様とする。 

受託者は、その他個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければ

ならない。また、個人情報保護のための業務について、責任を有する者を配置す

ること。 

（３）備品等の管理 

本事業の実施に関して、受託者が所有する設備、機械・器具及び備品（以下「機

器等」という。）を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要とな

る場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応すること。なお、機器等を購

入した（貸与を受けた）場合、受託者は、一覧表を作成し、購入（貸与）年月日、

購入（貸与）理由、廃棄（返還）年月日を記し、適切な維持管理を行うこと。 

（４）書類の整備及び保存 

受託者は、実施年度毎に、職員、会計及び事業内容に関する諸記録を整備し、

整備した記録や帳簿書類について、事業を終了（中止又は廃止の承認を受けた場

合を含む。）の日に属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければなら

ない。整備に当たっては、委託事業の実施経過並びに委託事業の実施に伴う収入

及び支出の状況を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の経理と区分する

こと。 

なお、会計書類等は国の会計及び物品に関する規定に準じて整備すること。 

（５）販売・宣伝等の禁止 

受託者は、大学等の訪問や動画の撮影時において、受託者の利益となりうる商

品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。 

（６）プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止 

受託者は、イベント等において、参加者のプライバシーの侵害とみなされる行

為及び実施労働局等の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 

（７）委託費に対する考え方 

  ア 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業に実施に必要

な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上

することはできない。具体的には別添を参照すること。 

  イ 静岡労働局は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その

経費については支出を認めない。 



 

  ウ 経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 

  エ 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

    また、委託費は、専用の口座を単独で儲け、他の事業とは別に管理すること。 

（８）再委託 

ア 委託業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託を行ってはならない。 

イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原

則としてあらかじめ再委託先（受託者の子会社（会社法第２条第１項第３号に

規定する子会社をいう。）を含む。以下同じ。）に委託する業務の範囲、再委託

を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運

営管理の方法（以下「再委託先等」という。）について書面により申し出た上

で、実施労働局の承認を得なければならない。ただし、事業の一部の再委託に

当たっては、原則として、以下のことを行ってはならない。 

① 周知用リーフレットの配架・配布・掲示等の訪問調整及びイベント運営等、

本事業の主体的な部分について、再委託すること。 

② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が５０％を超えること。 

ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委    

託先等を明らかにした上で静岡労働局の承認を得るものとする。 

エ 上記イ又はウにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報

告を徴収することとする。 

オ 上記の守秘義務、個人情報の保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、

業務妨害等の禁止、公正な採用選考に対する配慮等について、再委託先は受託

者と同様の義務を負うものとする。 

（９）著作権等 

ア 事業実施によって得られるすべてに係る著作権、その他の諸権利は委託者に

帰属するものであること。 

イ 受託者は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ委託者

の承認を受けなければならない。 

（１０） 行政機関の情報公開 

 本事業の入札、契約及び事業の実施に当たって作成し、委託者に提出するすべ

ての文書（紙媒体以外の媒体に記録されている情報を含む。）は、行政文書として

情報公開請求の対象となり得るので留意すること。 

８ その他 

本仕様書に定めのないものは、静岡労働局と協議すること。 

 

別添 委託費の内容 

別紙１ アンケート（案） 

別紙２ 訪問結果報告書 

別紙３ 参加状況等報告書 



別添 

委託費の内容 

 

委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 

１ 事業費 

広告掲出費、リーフレット印刷費、テキスト作成・印刷費、訪問、編集費、企画費に係

る旅費その他必要と認められる経費 

 

２ 人件費 

① 賃金・謝金 

事業担当者及び補助スタッフ等に係る賃金又は謝金 

② 諸税及び負担金 

社会保険料、労働保険料及び子ども・子育て拠出金事業主負担分（法定額） 

 

３ その他 

実施労働局等との打合せに要する経費、その他事業の運営に必要と認められる経費、 

受託者が負担する法律上の損害賠償責任を填補する損害賠償保険の加入に要する経費 

 

４ 再委託費 

再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要する経費。

ただし、再委託の割合が 50％を超えないこと。 

 

５ 委託費の額の確定 

 委託費の額については事業を実施した後、額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額

を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 

 なお、委託費の額の確定においては、受託者が提出した事業精算報告書と支出の根拠と

なる書類（以下、「証拠書類」という。）を照合し確認を行うこととする。 

 照合については、証拠書類の写しを提出させて書面審査を行うこととし、必要に応じて

受託者の事業所等において現地審査を行う。 

証拠書類については、経費算出の根拠となる以下の書類等の写しを提出すること。 

① 人件費単価の根拠となるもの 

② 委託事業従事時間報告書や出勤簿等の直接作業に要した時間数等の確認ができるも

の 

③ 旅費、謝金等の支払いの根拠となる内部規程等 

④ 出張の日程、旅程及び用務等の確認ができるもの 

⑤ 契約書、請求書及び領収書等の写し 

⑥ その他経費算出の根拠となるもの（安定課が指示する書類を含む。） 



別紙１ 

アンケート（案） 

 本日は、「○○○（イベント名）」にご参加いただきありがとうございました。 

今後の運営の参考にさせていただきたいので、アンケートにご協力をお願いいたします。 

当てはまるものに○を付けてください。 

１．今のあなたの状況について教えてください 

性 別 男性              女性 

年 代 20代   30代   40代   50代   60代以上 

現在働いていますか はい             いいえ 

ハローワークを知って

いますか？ 
知っている           知らない 

静岡県ナースセンター

を知っていますか？ 
知っている           知らない 

２．参加したプログラムの内容についてはいかがでしたか？ 

参考となった    よくわからなかった    よくなかった 

３．これを機会に、就職（転職）のための活動をされますか？ 

探したい       ゆっくり探したい     検討したい 

４．今度、ハローワークを利用して就職活動をしたいと思いますか？ 

すでに利用している  利用したい  できれば利用したい  検討する 

４．今度、静岡県ナースセンターを利用して就職活動をしたいと思いますか？ 

すでに利用している  利用したい  できれば利用したい  検討する 

５．その他感想、ご意見、ご要望等ありましたら、ご自由にご記入ください。 

 

ご協力ありがとうございました。 


