
 
 

 

 

令和２年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援 

仕様書 

 

１ 件名 

  就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援 

 

２ 実施期間 

  令和３年４月１６日（予定）～令和４年２月２８日 

   

３ 事業の概要 

 概ね 1993（平成５）年から 2004（平成 16）年に学校卒業期を迎えた世代（以下「就

職氷河期世代」という。）の就職活動は、雇用環境が最も厳しい時期と重なったことによ

り、希望する就職ができず、現在も、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の

状態にあるなど、様々な課題に直面している方が存在する。 

 令和元年６月に、就職氷河期世代の方々への支援として政府でとりまとめた「就職氷

河期世代支援プログラム」（「経済財政運営と改革の基本方針 2019」令和元年６月 21 日

閣議決定）において 、政府を挙げて３年間集中的に取り組むこととされ、厚生労働省に

おいては、「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」に基づき、各種施策を積極的に

展開し、また民間ノウハウを最大限活用して進めることとしている。 

都道府県ごとに就職氷河期世代を支援する関係機関・団体等を構成員として、都道府

県内の就職氷河期世代の活躍支援策のとりまとめ、進捗管理等を統括する「就職氷河期

世代活躍支援都道府県プラットフォーム」を設置することとしている。 

静岡労働局では、これら就職氷河期世代の方々に対し、静岡労働局が企画する広告等

に係る運営・管理・周知・広報等を実施し、社会での活躍の場を広げ、仕事に興味・関

心をもたせることにより、正社員就職を目指す。 

なお、本事業における「就職氷河期世代」とは、概ね 35 歳以上 55 歳未満を指すこと

としている。 

 

４ 委託内容 

「地域若者サポートステーション」及び「ミドル・チャレンジコーナー」に係る説明会

等の実施及び周知広報等 

 

５ 説明会及び周知広報等の内容 

  受託者は、以下の（１）及び（２）について効果的に実施すること。 

（１）「地域若者サポートステーション」（県内４カ所）説明会 

   ① 対象機関 ア しずおか東部若者サポートステーション 

入札説明書 別添２ 



 
 
           （三島市本町１２－４ 小林ビル４階） 

         イ 静岡地域若者サポートステーション 

           （静岡市清水区島崎町２２３ 清水テルサ２階 

         ウ 地域若者サポートステーションはままつ 

           （浜松市中区中央１丁目１３－３浜松市若者コミュニティプラザ内） 

         エ 地域若者サポートステーションかけがわ 

           （掛川市杉谷南１丁目１番３０号 希望の丘中部ふくしあ内１階） 

② 開催時期 令和３年７月～８月末まで 

  ③ 開催回数 ４回（（１）ア～エの支援対象地域毎） 

  ④ 対象者  県内３５市町の「ひきこもり」支援担当部局職員（以下「市町担当者」

という。） 

  ⑤ 実施内容 地域若者サポートステーションの支援内容及び利用方法等説明 

  ⑥ 実施方法 オンラインによる 

     

（２）「地域若者サポートステーション」（県内４カ所）のテレビ番組等制作・放映 

  ① 対象機関 ア しずおか東部若者サポートステーション 

           （三島市本町１２－４ 小林ビル４階） 

         イ 静岡地域若者サポートステーション 

           （静岡市清水区島崎町２２３ 清水テルサ２階 

         ウ 地域若者サポートステーションはままつ 

           （浜松市中区中央１丁目１３－３浜松市若者コミュニティプラザ内） 

         エ 地域若者サポートステーションかけがわ 

           （掛川市杉谷南１丁目１番３０号 希望の丘中部ふくしあ内１階） 

② 放映期間 令和３年９月～１０月末まで 

  ③ 放映時間 ２０分以上 

  ④ 内  容 公開中の「地域若者サポートステーション」ＰＲ動画（静岡労働局職業

安定部公式 YouYube チャンネル）に係る具体的な取組内容の紹介等 

   

６ 具体的な内容 

（１）オンライン説明会の実施 

   受託者は、令和３年８月末までの期間に、県内４カ所（各地域若者サポートステーシ

ョン支援対象地域）において、県内３５市町のひきこもり市町担当者を対象とした地域

若者サポートステーションの支援内容及び利用方法及び、ミドル・チャレンジコーナー

（就職氷河期世代専門窓口）等における就職支援等に係る説明会を開催すること。  

   また、開催に当たっては、単に地域若者サポートステーションの支援内容等を説明す

るだけでなく、市町担当者と地域若者サポートステーションとが連携した「ひきこもり」

及び、就職氷河期世代に対し、効果的な支援に繋がる内容とすること。 

   なお、開催に当たり静岡労働局から各市町及び地域若者サポートステーションに対す



 
 

る協力依頼等はしないこと。 

① 市町担当者への開催案内の実施 

  ② 説明会資料の作成 

  ③ 説明会講師（地域若者サポートステーション）の確保 

  ④ 開催時期は令和３年７～８月末まで 

  ⑤ その他、運営全般 

 

（２）テレビ放映等 

   受託者は、（１）終了後から１０月末までの期間において、各地域若者サポートステ

ーションに係る具体的な取組内容を紹介するためのテレビ番組等を制作・放映すること。 

また、放映するテレビ局は、県内地上波テレビ局（ＮＨＫ、ＳＢＳテレビ、テレビ静

岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ）から選定し、放映に当たり「ひきこもり」の方々

の親族等が視聴しやすい時間帯及び内容とすること。 

なお、番組制作等に当たり、静岡労働局からテレビ局等及び地域若者サポートステー

ションに対する依頼等はしないこと。 

① １機関の紹介にあたり５分以上とすること 

  ② 例えば番組内において４機関分まとめて放映する、又は同一番組内において４週間

にわたりシリーズ放映するなど効果的な周知広報となるよう工夫すること 

  ③ 放映期間は（１）終了後から１０月末まで 

 

（３）回覧板による周知広報 

   受託者は、（１）終了後から１０月末までの期間において、県内３５市町に対し、回

覧板による周知広報を実施（依頼）すること。 

   また、県内３５市町に対する回覧版活用依頼から、周知用リーフレット（以下（４））

の作成、印刷等全て対応すること。 

なお、回覧板活用に当たり、静岡労働局から各市町に対する依頼等はしないこと。 

①  周知用リーフレットを回覧板に世帯数分差し込むこと。（実施が不可能な市町を除

く。） 

  ② 回覧期間は（１）終了後から令和４年２月末まで 

 

（４）周知用リーフレットの作成 

受託者は上記（３）に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 Ａ３ コート紙 

② 作成部数 回覧板配布数＋４，０００部 

③ 表面：「地域若者サポートステーション」案内 

裏面：「ミドル・チャレンジコーナー」及び「県内全てのハローワーク」案内 

④ 納品 

    ②については、回覧板実施必要数が確定次第、別途職業安定課と調整の上、印刷す



 
 

ること。 

また、ＰＤＦデータを職業安定課に納品すること。 

    なお、納品期限については、別途職業安定課と調整すること。 

 

（５）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、周

知活動を実施すること。 

なお、訪問先には必ず県内全ての市町を含めることとし、その他の訪問先の選定につ

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、職業安定

課と協議すること。 

※事業終了前に配架等先からのリーフレットの回収に留意すること。 

 

（６）実施結果報告 

受託者は、（１）、（３）及び（５）の実施内容について、1週間ごとに以下の報告書に

実施日、訪問先等名称、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。 

また、（２）の実施内容等については、随時進捗状況を静岡労働局に報告すること。 

なお、静岡労働局において、実施内容及び進捗状況等について確認し、改善指導を行

うことがあること。 

①（１）に係る報告書：別紙１ 

②（３）に係る報告書：別紙２ 

③（５）に係る報告書：別紙３ 

④（２）に係る報告書：任意様式 

 

７ 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 

県内市町等の訪問等において、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 番組制作等スタッフ ２名程度 

    番組制作・撮影・編集等において、事業担当者の補助を行う者であり、受託者より



 
 

専任されるであること。なお、イと兼任しても差し支えないこと。 

 

（２）事業実施計画書の作成 

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（任意様式）を提出す

ることとし、静岡労働局の承認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６（６）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、リーフレット等資料及び事業実施計画書の履行状況を確認し、受託者に

指導・助言を行い、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。 

 

８ 委託費に関する考え方 

（１） 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費

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。 

【対象外経費の例】 

・国及び地方公共団体から補助金、委託費、助成金、人件費等が支給されている経費や

利用者から費用を徴収している経費 

・事業の趣旨に鑑みて、必要性が認められない経費（例：収入印紙、労務経理管理に係

る委託料、再委託先選定時の審査委員謝金など） 

・企画書の内容を超える部分の事業経費（例：企画書作成に要した費用など） 

・他事業経費との区別がつけられない経費（共同使用プリンターのトナー、他事業でも

使用可能な名刺など） 

・個人や企業の所有物となるものの購入費（市販のテキストや制服・作業服の支給など） 

・その他適切と認められない経費（懇親会費、弁当代、講習会等の受講料など。） 

（２）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。 

（３）委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とす

る。 

（４）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。 

（５）一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10％又は、以



 
 

下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 

      一般管理費率 

＝（「販売費及び一般管理費」－「販売費」）÷「売上原価」×100 

（６）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設け、他の事業とは別に管理すること。 

 

９ 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、市町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）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（受託者の子会社（会社法第

２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）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周知広報等の本事業の

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。 

（８）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。ただし、テレビ番組等については除く。 

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。 

（９）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。 

 

１０ 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。 

 

別紙１ 実施結果報告 

別紙２ 実施結果報告 

別紙３ 実施結果報告 

  

  



 
 
 



説明会結果報告書 別紙１

所属部署名 役職 氏名 可否 出席者部署名 出席者役職 氏名

説明会出席の可否訪問日 訪問先名 訪問者氏名
応対者氏名

結果

詳細（※）

（※）詳細欄には、説明会不参加の理由及びサポステを含めた就職氷河期世代に対する支援に対する感想・意見について聴取した内容を記載すること。



説明会結果報告書 別紙１

所属部署名 役職 氏名 可否 出席者部署名 出席者役職 氏名

説明会出席の可否訪問日 訪問先名 訪問者氏名
応対者氏名

結果

詳細（※）

（※）詳細欄には、説明会不参加の理由及びサポステを含めた就職氷河期世代に対する支援に対する感想・意見について聴取した内容を記載すること。



回覧板結果報告書 別紙２

所属部署名 役職 氏名 可否 担当部署名 担当者役職 氏名 回覧実施日 チラシ提供部数

訪問日 訪問先名 訪問者氏名
応対者氏名

結果

詳細（※）
回覧板の可否等

（※）詳細欄には、回覧番不可の理由及びサポステを含めた就職氷河期世代に対する支援に対する感想・意見について聴取した内容を記載すること。



回覧板結果報告書 別紙２

所属部署名 役職 氏名 可否 担当部署名 担当者役職 氏名 回覧実施日 チラシ提供部数

訪問日 訪問先名 訪問者氏名
応対者氏名

結果

詳細（※）
回覧板の可否等

（※）詳細欄には、回覧番不可の理由及びサポステを含めた就職氷河期世代に対する支援に対する感想・意見について聴取した内容を記載すること。



周知結果報告書 別紙３

所属部署名 役職 氏名 可否 見込み数

リーフレット配架の可否 詳細（訪問先対応者の当該イベントに対する感想・意見に
ついて聴取した内容を記載すること。）

訪問日 訪問先名 所在地 訪問理由
応対者氏名

結果（訪問先においてリーフレットの配架の了承を得たものは「可否」の欄に「○」
を記載するとともに、配架・掲示のために渡したリーフレット枚数を記載すること。）



周知結果報告書 別紙３

所属部署名 役職 氏名 可否 見込み数

リーフレット配架の可否 詳細（訪問先対応者の当該イベントに対する感想・意見に
ついて聴取した内容を記載すること。）

訪問日 訪問先名 所在地 訪問理由
応対者氏名

結果（訪問先においてリーフレットの配架の了承を得たものは「可否」の欄に「○」
を記載するとともに、配架・掲示のために渡したリーフレット枚数を記載すること。）


