
 - 1 -

令和４年度沖縄県ひとり親家庭技能習得支援事業（那覇校）業務委託仕様書 

 

沖縄県ひとり親家庭技能習得支援事業（那覇校）（以下「本事業」という。）

の実施については、沖縄県ひとり親家庭技能習得支援事業実施要綱（平成 25

年５月 30 日制定。以下「実施要綱」という。）に定める事項のほか、本仕様書

のとおりとする。 

 

１ 委託業務の名称 

令和４年度沖縄県ひとり親家庭技能習得支援事業（那覇校） 

 

２ 目的 

沖縄県のひとり親家庭の出現率は全国平均の約２倍であり、また、ひとり

親家庭の就労状況は不安定な雇用形態の割合が約４割と高いことが課題とな

っている。 

このため、ひとり親家庭の親に対し、就労環境の改善（現就労先における

勤務条件の向上や勤務条件の向上を図るための転職又は就職）に役立つ技能

習得講座を実施するとともに、就労先の企業開拓や企業とのマッチング等の

就業支援を通して、ひとり親家庭の親の就労環境の改善を図る。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和５年３月 31 日まで 

 

４ 委託業務の実施予定場所の概要 ※別紙参照 

沖縄県三重城合同庁舎５階（沖縄県男女共同参画センター） 

住所：那覇市西３丁目１１－１ 管理者：沖縄県自治研修所長 

部屋の名称 面積 本事業における用途 ※予定 備 考 

事務室 59.5 ㎡ 事務局、学習スペース 各部屋に机、椅子

等の什器・備品は

ないため、事業費

に計上すること。 

室長室 23.3 ㎡ 面談室 

相談室 27.9 ㎡ 託児室 

第１研修室 62.1 ㎡ 講座（収容人数 約 20 名） 

                   

５ 委託料の上限額、経費見積等 

(1)委託料の上限は、33,193,000 円（消費税及び地方消費税含む）とする。 

(2)各経費は税抜価格とし、別途消費税を計上する。 

(3)委託料は業務完了後、実績報告書等に基づいて額の確定を行い、契約額の

範囲内で精算払を行う。 

(4)一般管理費は、次の計算式により算出すること。 

（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10％以内 
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６ 委託料積算における留意事項 

   以下の点に留意の上、必要経費を計上すること。 

ア 物件賃貸料（教室、事務室等） 

事業の実施に必要な教室、事務室、託児室に係る物件賃借料は計上し

ないこと。 

※上記４に示す施設の使用許可を受けた後、使用料減免の適用申請を行

うものとする。 

※施設内の駐車場に空きがある場合は、事業従事者及び受講者に限り駐

車を利用できるが、同施設では常時、催事が開催されていることから

駐車場が利用できない場合は、近隣の有料駐車場を利用するものと

し、駐車料金は委託料に計上すること。 

イ 光熱水費 

   施設使用に伴う電気、ガス、水道等の必要経費は委託料に計上し、施

設管理者の定める方法により支払うこと。 

ウ 什器・備品等 

受講者、講師及び事務局員に供するパソコン、机、椅子、コピー機等の

他、面談室、託児室の設置に必要な備品をリースにより調達し、委託料に

計上すること。 

 

７ 委託業務の内容 

  (1)行政財産使用に伴う各種手続き 

受託者は契約締結後、沖縄県公有財産規則第 28 条に基づき、上記４に示

す行政財産使用許可の申請手続きをすみやかに行うとともに、沖縄県行政財

産使用料条例第５条に基づき、行政財産の使用料減免申請手続きを自ら行う

こと。 

 

 (2)行政財産の管理 

施設の使用にあたっては、施設管理者が定める使用許可条件を遵守すると

ともに、使用期間中は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産

の管理の任に当たること。 

 

(3)運営事務局の設置及び運営 

契約締結後は、各種業務を円滑に遂行するための運営事務局をすみやかに

設置し、次のとおり人員を配置すること。 

なお、事業期間中は運営事務局専用の電話回線を開設し、問合せ等に対応

すること。 

ア 就労支援コーディネーター １名 

受講者の就労支援を行うため本事業専任の就労支援コーディネー

ターを配置し、次に掲げる支援業務を行うこと。従事時間は週 30～40

時間程度とし、事務局責任者と連携の下、支援を行うこと。 

(ｱ) 受講者に対するキャリア面談の実施 
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(ｲ) 現就労先における勤務条件の向上に繋がる支援 

(ｳ) 勤務条件の向上を図るための転職先の開拓、企業等への訪問サポー 

 トなど、各受講者の状況に応じた転職活動支援 

(ｴ) その他就労環境の改善や日常生活等に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 イ 運営事務局責任者 １名 

     事業の運営の他、進捗管理及び県との調整窓口を行うため、本事業

専任の責任者を配置すること。責任者は就労支援コーディネーターと

連携の下、受講者の就労支援を行うとともに、講師との調整を密に行

い受講者の支援状況を把握する。 

また、事業の実施方法や進捗状況について、県担当者との打合せを

定期的に行うこと。 

 ウ 運営事務局補助員 １名以上 

     事務局運営に伴う事務処理、窓口・電話応対、その他事業に必要な

業務を行うため、本事業専任の事務補助員を配置すること。 

 エ 保育士 ２名以上 

     下記(12)子どもの一時預かりを行うため、常時２名以上の保育士を

配置すること。 

     なお、乳幼児の預かり人数が多い日は保育士派遣サービスを活用し

て保育士を追加配置する等、適正な人員を確保すること。 

 

(4) 周知、広報及び募集活動 

受講者募集のため、委託契約後はすみやかに事業の周知・広報を行うこ

と。企画提案書に具体的な広報媒体例を明記すること。 

① チラシ 3,000 部程度、ポスター100 部程度 

② ラジオ CM（２局×30 本以上） 

③ 求人情報誌（２誌×２回以上） 

④ 新聞、生活情報誌（４誌×２回以上） 

⑤ モノレール駅等公共施設への掲示 

⑥ コンビニ、スーパー、ショッピングセンター等商業施設への掲示 

⑦ 市町村、ハローワーク等就業支援機関等への周知活動 

⑧ その他、効果的な周知・広報について具体的に自主提案すること 

 

(5) 受講者の選考 

受講希望者に対して面談を実施し、現在の就労状況、希望する転職先や

就労環境改善に向けた目標を確認するとともに、事業期間内に転職する意

就労支援コーディネーターは、キャリアセンターやハローワーク等の就職

支援専門機関において、就職支援業務を１年以上経験した者、又は民間企業、

団体等における就職支援業務を２年以上経験した者とする。 

※就労支援コーディネーター候補者の職務履歴、実績等を企画提案書に明

記するとともに、契約締結後は履歴書を県に提出すること。 
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欲のある者を優先に受講者を選考する。また、必要に応じてパソコン操作

等の試験を行い、受講に最低限必要な基本スキルの有無を確認すること。 

 

(6) 支援対象者の決定等 

実施要綱第６条第１項に基づき、県と協議の上、本事業の支援対象者（以

下「受講者」という。）の決定等を行うこと。 

 

(7) 技能習得講座の実施 

次により、就労環境の改善等に結びつく技能習得講座を実施すること。 

ア 講座期間 

令和４年６月１日～令和５年３月上旬（予定） 

  イ 場所 

     沖縄県男女共同参画センター５階（所在地：那覇市西３丁目 11－1） 

ウ 設置コース及び講座内容 

全ての講座を講師２名で実施し、受講者の習熟度に応じたきめ細や

かなフォローアップ体制を整えること。 

(ｱ) 基礎コース（120 時間程度）：40 名程度（20 名×２クラス） 

①日商電子会計実務検定 ３級 

②日商簿記 初級 

   (ｲ) 上級コース（150 時間程度）：20 名～30 名程度（応募状況によって

２クラス設置） 

     上級コースは、基礎コース終了後に開講すること。 

      ①日商電子会計実務検定 ２級 

②日商簿記 ３級 

※人数は、応募状況等に応じて増減があり得る。 

※仕事や病気による欠席に対応するため、振替制とすること。 

エ 実施期間等 

(ｱ) 実施期間 

開講式、オリエンテーション、技能習得講座、現場研修（OJT）、

就職研修等は、６月上旬から３月下旬の間に実施し、技能習得に必要

な講座時間を十分に確保した上でカリキュラムを構築すること。 

また、毎月の受講者の習熟度に応じて補講を実施し、検定合格率の

向上に努めること。 

 

   (ｲ) 開講日時 

月曜日から土曜日（祝祭日を除く）において、各クラス週３回、夜

間講座（18:30～21:00）を開講すること。 

オ 受講料等 

受講料は無料とする。ただし、次の費用は受講者の自己負担とする。 

(ｱ) テキスト代 

(ｲ) 技能検定受験料 
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(8) 就職研修及びキャリアプラン研修等 

受講者に対して、就職等に必要な研修（就職マナー、一般教養、面接練

習等）を行うとともに、次のテーマを踏まえたキャリアプラン研修やセミ

ナーを実施すること。 

セミナー講師には、ひとり親家庭の就業支援や生活実態に深い見識を有

する者を選定すること。 

①  働くことの意義と就業に向けての生活環境のチェック 

②  企業の求める人材 

③  求人情報の集め方と見方、求職活動のノウハウ 

④  履歴書の書き方、面接の心得 

⑤  体験談、意見交換 

また、受講者がひとり親の子育て世代であることを踏まえ、専門講師を

招いた暮らしに役立つライフ・マネープランセミナー等を開催し、就職研

修との相乗効果を図ること。 

   

(9) 企業訪問活動、求人開拓等 

県内企業等へ訪問して、ひとり親家庭の生活実態や県の取組について説

明を行いながら、ひとり親の雇用促進への理解と協力を求めるとともに、

ひとり親の求人案件の開拓を行うこと。 

求人案件の開拓は、事業期間内に少なくとも 10 社以上行い、訪問活動記

録及び求人開拓リストを毎月、県へ提出すること。 

なお、受講者個人の希望に応じた転職支援を行うため、きめ細やかなマ

ッチングを行うこと。 

 

(10) 就労支援機関等の活用 

事業効果を高めるため、求人開拓や就労支援にあたっては地域の就労支

援機関（ハローワーク、沖縄県母子家庭等就業・自立支援センター、沖縄

県女性就業・労働相談センター等）を十分に活用すること。 

なお、母子家庭等の就業支援を行う沖縄県母子家庭等就業・自立支援セ

ンター（県の委託事業として公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会内に

設置）では、母子家庭等向けの求人情報を集積しているため、受講者を同セ

ンターへ繋げる等、効果的な就労支援を行うこと。 

 

(11) 現場研修（OJT） 

習得した技能を活用した現場研修（OJT）を行うこと。 

なお、現場研修（OJT）に要する時間は 40 時間を目安とし、連携先の受

け入れ企業等と十分な調整を図ること。 

 

(12) 子どもの一時預かり、交流行事の企画・開催 

技能習得講座、現場実習（OJT）及び就職研修期間中は受講者の子どもの
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一時預かりを行うこと。乳幼児には保育士を配置した上で託児支援を、小

中高生には学習支援のサポートを行う。 

託児支援については、保育士資格を有する者を配置した上で安全な保育

環境を整備し、実施期間中は傷害保険に加入すること。学習支援は、子ど

も個人の学力等に合った支援を行うこと。 

また、講座が長期に及ぶことから、受講者のモチベーション維持向上、

また受講者、親子間の交流促進を図るため、年３回以上の交流行事を企画

すること。 

  

(13)記録等による管理 

受講者や当該受講者の子どもに係る以下の内容について、記録等による

管理を行う。 

ア 技能習得講座、現場実習（OJT）及び就職研修の出欠席等の確認及び指

導内容 

イ 受講者の技能習得に係る進捗状況 

ウ 受講者の就労環境の改善に関する相談内容及び助言内容 

エ 転職先等の求人開拓状況、受講者に提供した求人情報一覧 

 

(14) ＳＮＳを活用した事業広報 

事業実施期間中は、ＳＮＳを活用した事業広報、ＰＲを行うこと。な

お、写真掲載時は、受講者の特定につながることがないよう、プライバ

シーに十分配慮すること。 

 

(15)その他 

 前項に掲げるものの他、本事業の事業効果を高めるための独自提案 

 

８ 進捗状況報告 

毎月の進捗状況について、次の書類を添えて毎月 15 日迄に報告すること。 

(1)実施要綱第８条に定める報告書（様式第６号） 

(2)業務日誌 

(3)出席簿又はタイムカード（事業従事者及び受講者） 

(4)支出した経費に係る領収書等の写し 

(5)物品等賃貸借契約書の写し 

※リース、レンタルを行う場合は、入札や、複数業者から見積書を徴する

等、経済性を確保するなど適切な取扱いをすることとし、その写しを提

出すること。 

 ※リース契約終了後、借り手に所有権が移転しない契約とすること。 

 ※事業に必要な物品は、原則リース、レンタルによるものとし、やむを

得ず購入が必要な場合は、事前に県の承諾を得ること。 

(6)その他必要な書類 

 



 - 7 -

９ 現地調査または関係書類の提出 

上記７の進捗状況報告を受けた場合、県は実施要綱第 12 条に基づき、事

業の遂行状況、人件費の支払い状況、購入物品の管理、使用状況、経費の発

生状況、関係書類の整理状況の確認のため、現地調査の実施または関係書類

の提出を求めることがあるので、必要書類を揃えておくこと。 

なお、人件費の支払いにおいては、従事者に報酬を支払ったことが客観的

に証明できる、金融機関を通した口座振込などの方法によるものとし、その

他、賃金台帳、源泉徴収票、社会保険料の標準報酬決定通知書等の関係書類

を提出すること。 

 

10 総括責任者及び担当者の設置 

本事業の受託者は、事業総括責任者及び担当者を配置し、契約締結時に、

書面にて県に報告すること。 

 

11 委託契約終了後におけるフォローアップ 

本事業終了時において、受講者の就職等に繋がらなかった場合は、本事業

の趣旨に鑑み、委託契約終了後も就職等の相談や求人企業への紹介など、受

講者に対する就職等の支援に努めること。 

   

12 成果物 

(1) 事業報告書（詳細版）１部（Ａ４カラー） 

(2) 事業報告書（概要版）３部（Ａ４カラー） 

(3) (1)、(2)に係る電子データ一式 

 

13 成果指標 

  本事業の成果指標は、基礎クラスは技能検定合格率 60％以上、上級クラス

は技能検定合格率 35％以上とし、受託事業者はこの目標を達成することに努

めること。 

 

14 本事業における労務管理 

受託事業者は、法令等に従い、本事業の委託契約の業務に従事する者（以

下「従事者」という。）の労務管理を行うこと。 

県は、本事業の実施期間内における従事者の事故について一切責任を負わ

ないものとする。 

 

15 再委託の制限について 

  (1)一括再委託の禁止等について 

本業務委託契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負

わせることができない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）

については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。た

だし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認め
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る場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

  (2)再委託の相手方の制限について 

上記、(1)で定める「契約の主たる部分」とは以下のとおりとする。 

① 契約金額の 50 ％を超える業務 

② 企画判断､管理運営､指導監督､確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

③ 指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する

者に契約の履行を委託し、又は請負わせることはできない。 

  (3)再委託の承認について 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ

書面による県の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、

簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 

①  資料の収集・整理 

②  複写・印刷・製本 

③  チラシ・ポスター等広報物の制作 

④  原稿・データの入力及び集計 

⑤  その他、上記以外に容易かつ簡易な業務がある場合は、県と別途協議を行

った業務 

 

16 著作権について 

  成果物の著作権及び所有権は、沖縄県に帰属する。ただし、本委託業務にあ 

 たり、第三者の著作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の費用 

 をもって処理するものとする。 

 

17 雑則 

この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定

めのない事項については、県と受託者と協議の上、決定するものとする。 
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 別 紙  

令和４年度沖縄県ひとり親家庭技能習得支援事業 

沖縄県三重城合同庁舎（５階）使用予定場所 

 

 

託児室 

事務局・学習スペース 

面談室 

 講習室 

行政財産使用許可申請予定場所 


