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「令和５年度子育てと仕事の両立のための多様な働き方支援事業」企画提案に係る仕様書 

 

１ 委託業務名 

  令和５年度子育てと仕事の両立のための多様な働き方支援事業 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 委託業務の目的     

  「L字カーブ」と言われる２０代後半以降の女性の正規雇用就職率が低下する状況を改善

し，出産・育児で離職した子育て期女性が仕事と家庭を両立しながら，自らの能力を発揮し

安定的な雇用のもとで働く環境を提供するため，宮城県が設置している「みやぎ若年者就職

支援センター」（通称：みやぎジョブカフェ。以下「みやぎジョブカフェ」という。）」内に

再就職等支援施設（仮称「女性のキャリア・リスタート支援センター」。以下「センター」

という。）を設置し，地域の企業，団体及び関係機関との幅広い連携・協力の下，キャリア

コンサルティング業務など各種就職支援業務，仕事と家庭の両立に向けた「働き方改革」に

関する啓発事業などを実施し，子育てと仕事の両立支援を強力に展開する。 

 

４ 履行場所 

  みやぎジョブカフェ内及び県内 

 

５ 委託業務の内容 

  本業務による支援対象は，１８歳以上概ね５０歳までの子育て期女性求職者（以下「求職

者」という。）とし，以下の業務を実施する。 

  

 項目 委託業務内容 摘要 

イ キャリアコンサルテ

ィング等 

みやぎジョブカフェ内にキャリアコンサルタント

を配置し，子育て期女性の就職や仕事に関する様々

な相談に対応すること。 

業務開始予定日 

令和５年５月２９日（月） 

実施体制及び実施場所 

・下記「７ 業務委託の実施体制」による 

想定する支援対象の求職者 

・１８歳以上概ね５０歳までで，未成年の子どもを

持つ女性の就職希望者及び転職希望者 

（子の有無については，利用者の自己申告とする。） 

キャリアコンサルティング業務の留意点 

・宮城労働局が運営するマザーズハローワーク青葉

などとの連携や提案者が持つノウハウ・情報を活

かして，子育てと両立しながら働ける企業の情報

収集に努め，求職者に情報提供すること。 

・「６ 委託業務の達成目標」で定める新規就職の形

態は，無期雇用（正社員）とする。 

・原則として，みやぎジョ

ブカフェ Web サイトを使

用した登録・事前予約制

で実施する。 

・利用者の希望によりオン

ラインによる相談も実施

する。 

・ホームページからのキャ

リアコンサルティング予

約，登録者属性管理は別

途みやぎジョブカフェ事

業により行う。 

・相談スペース，利用者が

使用するパソコン設備は

みやぎジョブカフェと共

用とする。 

・受注者の負担において,

パソコン,プリンターを
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その他業務内容 

・利用者からの相談内容や就職実績の統計管理及び

発注者との情報共有。 

・新型コロナウイルス感染症等の状況に応じ,感染拡

大防止に必要な措置を講じること。 

・各種アンケート調査の実施による登録者の現況把

握及びその分析・事業従事者のスキルアップのた

めの研修の実施。 

・就職あっせんについては,直接センターが行うこと

はせず，宮城労働局が設置する併設の仙台新卒応

援ハローワーク，マザーズハローワーク青葉等を

通じたものとすること。 

 就職実績の把握に当たり，これらハローワークと

の情報共有を密にすること。 

 

配置すること。パソコン

は，オンライン相談での

利用を想定した機器と

すること。  

・インターネット回線は受

注者の負担において導

入すること。 

・窓口業務で使用する固定

電話回線は，県では用意

しない。 

ロ 各種就職支援事業 支援対象となる求職者に対し，子育て期女性の特

性の分析に基づいた就職活動や転職，職場定着等に

必要な就職支援について，以下の参考事例に掲げる

事業または受注者独自のノウハウや体制等を生かし

た事業を行うこと（実施事業は単独・複数を問わな

い。）。 

・求職者が就職先を円滑に選択できるようにするた

めの職場見学会 

・求職者のリスキリングに資する研修会 

・求職者を対象としたセミナー 

・合同説明会 等 

 

・実施回数，内容は提案に

よる。 

 

 

ハ その他必要と思われ

る業務 

 業務委託の目的を達成するため，上記イ・ロに囚

われない提案者の創意工夫に基づく取組を提案し実

施すること。 

 なお，想定される取組は以下のとおりである。 

・県民等に対して実施する働き方改革・子育てと仕

事の両立支援推進に関する啓発に関する事業 

・子育てと両立しながら働く女性のロールモデルの

情報提供やそうした女性と求職者との交流会 

・仙台市以外の県内各圏域居住者を対象とした取組 

・関係機関・子育て等支援団体とコラボレーション

した取組 等 

 

・実施回数，内容は提案に

よる。 

・なお企業向けセミナーに

ついては，別途県におい

て実施予定である。 

ニ 周知広報 ・イで掲げた想定する支援対象求職者に対して効果

的な周知方法を提案し，実施すること。 

 

 

 

・実施方法，回数について

は提案による。 
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６ 委託業務の達成目標 

  発注者が想定する，当該事業に係る最低限必要な事業達成目標は以下のとおりとし，これ

を上回る新規登録者及び就職者について，提案者が目標を設定し，その根拠となるキャリア

コンサルティング業務実施体制とともに提案すること。また「５ 委託業務の内容」の表中

の項目ロ及びハについては必要と思われる目標を提案すること。 

・センター利用新規登録者       １５０人／年 

・センターを利用した新規就職者     ３０人／年 

     

７ 委託業務の実施体制 

 （１）センター運営の基本的事項 

   イ 場  所  仙台市青葉区中央一丁目２番３号 仙台マークワン１２階 

   ロ 開 館 日  日曜日，月曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８ 

号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

を除く日（最大週５日の範囲内で，実施計画を提案すること。） 

   ハ 利用内容  キャリアコンサルティング，就職支援セミナー，パソコン（適職診断）

の利用，仙台新卒応援ハローワーク,マザーズハローワーク青葉等の職

業紹介の利用等 

   ニ 開館時間  別紙に記載するみやぎジョブカフェの開設時間の範囲内で実施計画

を提案すること。ただし，土曜日は終日，新卒応援ハローワークの職業

紹介の利用はできない。 

 

 （２）委託業務実施体制提案の条件 

   イ キャリアコンサルティングの実施時間 

     １コマ最大２時間を標準として実施することとし，「（１）ニ 開館時間」の提案内

容に基づき設定すること。 

        実施例（開館時間を午前１０時から午後５時とした場合） 

         １コマ目   午前１０時～ 正 午   

          休 憩    正 午  ～ 午後１時 

         ２コマ目   午後１時 ～ 午後３時 

         ３コマ目   午後３時 ～ 午後５時 

  ロ キャリアコンサルタントの配置 

     キャリアコンサルティングを行う者として，職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）第３０条の２０に規定する厚生労働大臣によるキャリアコンサルタント登

録証の交付を受けている者を常時１名配置すること。 

ハ 事務スタッフの配置 

本業務の進行管理・運営に係る事務スタッフを受注者において１名確保すること。

なお当該スタッフの業務実施場所は，受注者の事務所とする（センター内での業務は

求めない。）。 

 

８ 留意事項 

 （１）委託業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし，委託業務の

性質上特に県がやむを得ないと認めたときは，この限りではない。 

 （２）受注者は，本業務で知り得た秘密を保持しなければならない。 

 （３）受注者は，本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は，宮城県個人情報保護条
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例（平成８年宮城県条例第２７号）（令和５年４月１日以降は，個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号））を遵守すること。 
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別紙（参考） 

みやぎ若年者就職支援センター及び仙台新設応援ハローワークの概要 

 若年求職者の就職を支援するためのワンストップセンターとして，宮城県では平成１６年度

からみやぎ若年者就職支援センターを設置している。 

 設置者は宮城県で，運営は民間に委託する公設民営方式となっており，宮城労働局が設置す

る仙台新卒応援ハローワークと併設している。 

 

 みやぎ若年者就職支援センター 

（通称：みやぎジョブカフェ） 

仙台新卒応援ハローワーク 

支援対

象者 

・１５歳以上概ね５０歳までの求職者 

（ただし，新卒応援ハローワーク対象者の場合は新卒応

援ハローワークの利用を優先） 

・県内企業 

大学院・大学・短大・高専・専修学校などの新卒

者，既卒３年以内の求職者 

開設時

間 

（サー

ビスの

利用時

間） 

・火曜・木曜     10:00～18:30 

・月曜，水曜，金曜  10:00～20:00 

・土曜日       10:00～18:00      

 ※日曜，祝日，年末年始を除く， 

受付はいずれも 9:45～ 

・土曜，日曜，祝日，年末年始を除く平日 

10:00～18:30 

 

ジョブ

カフェ

と新卒

応援Ｈ

Ｗとの

連携 

 ・ジョブカフェ利用者向け職業紹介窓口の設置（職

員１名配置） 

ジョブ

カフェ

の運営

状況 

若年者就職支援事

業 

ジョブカフェ運営・若年者就職支援

に係る次の業務を実施 

◇キャリアコンサルタント及び受

付・事務の施設内常時配置 

◇企業採用コンシェルジュの配置 

◇ジョブカフェ内でのキャリアコン

サルティングの実施，就職支援セミ

ナーの企画・実施 

◇ホームページよるキャリアコンサ

ルティングシステム予約 

◇パソコンコーナーの設置 など 

 

ものづくり人材確

保対策事業 

ものづくり産業の人材確保を主眼に

次の業務を実施 

◇高校等でのキャリア教育セミナー

の企画・実施 

◇ジョブカフェ内でのワーク×カフ

ェ（座談会）の企画・実施 

◇ジョブカフェ内での業種・職種研

究セミナーの実施 

就職氷河期世代支

援事業 

就職氷河期世代支援のため次の業務

を実施 

◇就職相談・キャリアコンサルティ

ングの実施（平日の開館時間を週２

日以上かつ９０分以上延長） 

◇就職説明会の開催 
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地域連携事業（実

施主体 国） 

県事業にない支援メニューとして主

に次のようなものを実施 

◇コーディネーター，事務のジョブ

カフェ内への配置 

◇ジョブカフェ外を会場とした就職

支援セミナーの企画・実施 

◇職場見学，職場体験等の企画・実

施 

◇企業と連携した合同企業説明会等

の企画・実施 

 


