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杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務 

 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

近年、景気回復の兆しが見られる中、雇用情勢においては、有効求人倍率が高水準で推移し

ているほか、完全失業率は前年を下回っているなど、着実に改善傾向にあります。一方で、若

者の失業率は依然として高止まりの状況が続いており、若者自身の生活の不安定化とともに、

社会保障の担い手の減少、また、生活保護受給者の増加につながり、社会にも大きな影響を及

ぼしています。 

こうした中、基礎自治体である杉並区は、若者の安定的な就労の確保に正面から取り組んで

いくこととし、杉並区の就労支援の中核としての機能を持ち、また杉並区が実施している関連

施策とも連携して就労支援を行っていく機関として、「杉並区就労支援センター（以下「セン

ター」という。）」を設置しています。 

このセンターでは、杉並区と厚生労働省東京労働局及び新宿公共職業安定所（以下「ハロー

ワーク新宿」という。）との三者による協定に基づき、杉並区とハローワーク新宿とがセンター

における一体的就労支援事業を実施しています。 

センターにおいて杉並区では、若者等の就労を支援するため、具体的な就労へ向け、個々の

状況に応じステップアップを図るために、伴走型のきめ細かな就労準備相談・心としごとの相

談や就労支援セミナーなどを行う「杉並区若者就労支援コーナー」を運営しています。 

この事業者においては、就労を目指す就労困難者を含めた若者等を具体的な就労へ結び付け

るため、①伴走型のきめ細かな就労準備相談となっているか、②就労困難者に対する支援が具

体的で実効性が見込める内容となっているか、③各種就労支援セミナーなどの内容が若者等の

ステップに合わせたものとなっているか、などを重視し、質の高い事業者を公募型プロポーザ

ルにより選定します。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務名 

杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務 

（２） センターの業務概要 

区とハローワーク新宿が一体となって就労準備相談から職業紹介、定着支援までの継続

的な支援を一連の流れの中で行います。 

すべての年齢を対象とする「ハローワークコーナー」と、若者（内閣府が定義する若年

無業者に準じ、概ね１５歳～３４歳とする）を中心に就労を支援する「杉並区若者就労支

援コーナー（コーナーの愛称は「すぎＪＯＢ」。以下「若者就労支援コーナー」という。）」

の二つのコーナーを設け、区とハローワーク新宿が緊密な連携を図りながら、就労支援を

行っていきます。 
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（３） 受託事業者の業務内容 

受託事業者が行う業務は、若者就労支援コーナーに係る業務のうち、下記①～⑦のとお

りです。 

① 受付業務（ハローワークコーナーの受付を含む） 

② 就労準備相談業務（就労定着支援相談含む）及び職業紹介業務 

③ 心としごとの相談業務 

④ 就労意欲啓発業務（各種就労支援セミナー） 

⑤ 企業開拓業務 

⑥ センターの利用促進、広報・ＰＲ 

⑦ センター維持管理業務 

区内企業とのパートナー関係の構築や、ハローワーク新宿と共同で実施する就職面接会

などの各種就労支援事業、区内専門学校等との連携、センターホームページの管理は、区

担当部署が直接行います。 

 ※ 業務の詳細は、別紙１ 業務説明書のとおりとします。 

（４） 実施場所及び時間 

① 実施場所 

（仮称）天沼三丁目複合施設 １階 

杉並区天沼３－１９－１６ 

※ 現在は、あんさんぶる荻窪４階（荻窪５－１５－１３）で実施しているが、平成

３０年３月末に移転予定。 

   ② センター開館時間及び業務実施時間 

月曜日から金曜日（平日）、第１・３土曜日の午前９時から午後５時まで。 

水曜日のみ午前９時～午後８時まで。 

土（第１・３を除く）・日・祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休館・休業。 

（５） 施設利用対象者 

○ 若者就労支援コーナー 

就労支援を希望する若者（概ね１５歳から３４歳以下） 

その他就労支援を希望する者（３５歳以上） 

○ ハローワークコーナー 

求人情報の提供、職業相談・職業紹介を希望する者。全年齢が対象。 

（６） 委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

（７） 事業規模（年額・概算額） 

４千１４０万円（消費税及び地方消費税を除く） 

注） 杉並区就労支援センター実施内容の全体の枠組みについては別紙１ 業務説明書の

資料１－１１「杉並区就労支援センター実施概要図」、杉並区における就労支援の取り組み

については資料１－１２「杉並区における今後の就労支援の全体イメージ図」を参考にし

てください。 
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３ 参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の 4の規定に該当していないこと。 

（２） 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成 22年 3月 23日杉並第 65476

号)に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３） 杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 1 月 17 日杉並第 53890 号)に定

める除外措置要件に該当していないこと。 

（４） 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法

(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（５） 法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。

個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（６） 提案業務又は類似する業務を引き続き 2年以上営業していること。 

（７） 労働関係法令（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律、職業安定法、雇用保険法、障害者の雇用の促進等に関する法律、高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律等）に違反していないこと。労働保険・厚生年金保険・全国健康保

険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 

 

４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順(概要)は以下のとおりです。 

内容 期間等 

実施要領の公表 平成２９年１０月２日（月） 

企画提案書等提出期間 
平成２９年１０月２日（月）から 

平成２９年１０月２４日（火）午後５時まで 

第一次審査 

(書類審査) 

平成２９年１１月下旬 

※ 第二次審査の対象とする参加事業者を選定します。 

（第一次審査を通過した２者程度） 

※ 審査結果は、選定後速やかに通知します。 

第二次審査 

(プレゼンテーション・ヒアリング審査) 
平成２９年１２月上旬 

受託者候補者選定結果の通知 
平成２９年１２月上旬 

※ 第二次審査参加者全員に結果を通知します。 

 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１） 受付方法 

質問書（様式１）に質問内容を記載の上、Ｅ-mail又は FAXにより提出してください。 

（２） 受付先 

「１０ 担当課(問い合わせ先)」に同じ 

（３） 受付期限 

平成２９年１０月６日（金）午後５時まで 
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（４） 回答方法 

質問に対する回答は、平成２９年１０月１３日（金）以降に、杉並区公式ホームページ

上で公開します。 

（http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１） 提出書類 

提出書類は、別紙２「提出書類一覧」のとおりです。 

（２） 提出部数 

正本１部と副本６部 

※ それぞれ製本（ファイル等で綴じる。）し、提出してください。 

※ 副本については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるような名称、ロゴマー

ク等は使用しないでください。 

（３） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により、すべて提出してください。 

（４） 提出先 

「１０ 担当課(問い合わせ先)」に同じ 

（５） 提出期限 

平成２９年１０月２４日（火） 午後５時必着 

※ 持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出と

して取り扱います。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務受託者候補者選定委員会

(以下「委員会」という。)において、企画提案書等提出された書類及びプレゼンテーション・

ヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる事業者を選定します。 

ただし、委員会で審査した結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契約の相手

方の候補者とはしないものとします。 

（１） 評価基準 

ア 経営状況等に対する評価基準 

評価項目 評価内容 

経営状況 ○経営状況は良好か 

業務遂行能力 ○スタッフの能力・資格・経験、業務の遂行体制は十分か 

業務実績 ○類似業務の請負実績があるか 

 

イ 企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

業務の理解度 ○若者の就労支援を実施するにあたり、現状と課題を把握して

いるか 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html


 5 

業務に対する取

組姿勢 

○区における就労支援の取組み及びセンターの業務内容につ

いて理解し、取組姿勢が適切で意欲があるか 

提案内容の妥当

性 

 

 

 

 

 

○ハローワーク新宿との一体的実施を想定した運営体制と

なっているか 

○就労へ向けたステップアッププログラムは、相談者の個々の

状況に応じたステップアップが期待でき、具体的な就労に結

びつく実効性が見込める内容となっているか 

○就労困難者に対する支援が具体的で実効性が見込める内容と

なっているか 

○各種就労支援セミナーの内容が若者等のステップに合わせたも

のとなっているか 

○区関係部署及び各関係機関等との連携に十分配慮している

か 

○センターのＰＲ及び若者就労支援コーナーの利用促進、利用

者拡大を積極的に図る内容となっているか 

○個人情報の保護について十分な措置が講じられているか 

資料調整能力 ○企画提案書は分かりやすいか 

費用対効果 ○事業内容に見合った経費見積もりとなっているか 

プ レ ゼ ン テ ー

ション・ヒアリ

ング 

○説明に説得力があり、応答が論理的で、的確かどうか 

総合評価 ○杉並区の就労支援施設を担う法人としてふさわしいか 

（経営状況等及び企画提案に対する評価を含む。） 

 

（２） 審査方法 

ア 第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等に対し、委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者を

選定します。（２者程度） 

イ 第一次審査の結果は、平成２９年１１月下旬に通知します。 

ウ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

第一次審査通過者に対し、委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補

者を選定します。 

    ※ 第二次審査には、業務の統括責任者の選任予定者の出席をお願いします。 

（３） 受託者候補者選定結果通知 

平成２９年１２月上旬に通知します。 

※ 非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができますが、各

選定委員ごとの個別の採点、状況並びに評価基準設定方針に係る委員会審議状況他、公正な選定業務

を阻害する恐れのある事項について、すべて非公開とします。 
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８ 参加事業者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２） 参加資格を満たさなくなった場合 

（３） 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（４） 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

（５） 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

 

９ その他留意事項 

（１） 本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２） 提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、

その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円とします。 

（３） 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。 

（４） 提出された企画提案書については返却しません。 

（５） 企画提案書について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、提

出書類等を公開することがあります。 

（６） 契約の締結にあたっては、区指定の標準契約書を使用します。 

（７） 契約の締結に関しては、選定された受託者候補者と区とが協議し、委託業務にかかる

仕様を確定させたうえで契約を締結します。また、仕様書の内容は、提案された内容が基

本となりますが、受託者候補者と区との協議により最終的に決定します。 

 （８） 本件は、平成 30年度予算が区議会にて成立した場合に契約を締結します。 

（９） 本件の契約期間は、平成 30 年 4 月 1日から平成 31年 3 月 31日までの１年間ですが、

履行評価等の結果から業務が適切に行われていると区が判断した場合は、契約期間（１

年間）を最大４回まで更新できるものとします。 

 

１０ 担当課（問い合わせ先） 

担 当：杉並区産業振興センター就労支援係  担当 石野、小山 

所在地：杉並区上荻 1－２－１ インテグラルタワー２Ｆ 

   電話：03－5347－9187  

F A X：03－3392－7052 Ｅ-mail：ishino-tetsuo@city.suginami.lg.jp 

mailto:ishino-tetsuo@city.suginami.lg.jp
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別紙１ 

業 務 説 明 書 

 

１ 委託業務名 

杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務 

 

２ 施設概要 

（１）杉並区就労支援センター（以下「センター」という。）概要 

   名称：（仮称）天沼三丁目複合施設 １階 

住所：杉並区天沼３－１９－１６ 

名称 

杉並区若者就労支援コーナー 

ハローワークコーナー 

杉並区若者就労支援コーナー・個別相談室（２室） 

杉並区若者就労支援コーナー・事務室 

ハローワーク控室 

セミナー室 

ジョブトレーニングコーナー（事務室含む） 

ワーク室 

   施設：資料１－１「図面」のとおり。 

（２）センター開館時間及び業務時間 

センターは、月曜日から金曜日（平日）の午前９時から午後５時まで。ただし、杉並区

若者就労支援コーナー（コーナーの愛称は「すぎＪＯＢ」。以下「若者就労支援コーナー」

という。）は、第１・３土曜日の午前９時から午後５時までの時間帯も開館時間及び業務

時間とする。また、就労準備相談業務（就労定着支援相談含む）は、水曜日に限り午後

８時まで延長する。 

センターは、土・日・祝日、及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休館・休業と

する。ただし、若者就労支援コーナーのみ第１・３土曜日は開館する。 

（３）施設利用対象者 

     ○ 若者就労支援コーナー 

①就労支援を希望する若者（概ね１５歳から３４歳以下） 

②その他就労支援を希望する者（３５歳以上） 

○ ハローワークコーナー 

求人情報の提供、職業相談・職業紹介を希望する者。全年齢が対象。 

 

３ 実施体制 

（１）人員配置 

・業務の円滑な遂行のために、人員配置については原則、以下の人員を毎日確保すること。 
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▲統括責任者       １名 

▲受付員（インテーカー） ２名以上（副統括責任者 1名含む） 

▲相談員         ２名以上（副統括責任者 1名含む） 

▲心としごとの相談員   １名（月３回） 

▲セミナー企画担当員   １名 

▲企業開拓員       １名（土曜日は除く） 

▲事務担当員       １名（予算の範囲内で配置） 

・人員は全て就労支援、特に若年者への支援に対する高い意欲、熱意と経験を持つ者とす

ること。 

① 統括責任者 

・本委託業務全体を管理・統括すること。 

・資料１－２に定めるキャリアカウンセラーであって、就労支援について豊富な知識と

経験を有し、キャリアカウンセリングの実務経験を３年以上有する者とすること。 

② 副統括責任者 

 ・受付業務及び就労準備相談業務ごとに副統括責任者を置き、各業務の責任者とする。

受付業務の副統括責任者は就労支援に関する実務経験を３年以上有する者とすること。

また、就労準備相談業務の副統括責任者は、資料１－２に定めるキャリアカウンセラー

であって、キャリアカウンセリングの実務経験を３年以上有する者とすること。 

③ 受付員（インテーカー） 

・就労支援に関する実務経験を１年以上有する者とすること。 

④ 相談員 

・資料１－２に定めるキャリアカウンセラーであって、キャリアカウンセリングの実務

経験を３年以上有する者とすること。 

⑤ 心としごとの相談員 

・臨床心理士、または、精神保健福祉士の資格を有するもので、就労支援に関するカウ

ンセリングの実務経験を３年以上有する者とすること。 

   ⑥ セミナー企画担当員 

    ・就労支援に関する実務経験を１年以上有する者とすること。 

   ⑦ 企業開拓員 

    ・杉並区の近郊自治体等での就労支援に係る業務の実務経験を２年以上有する者とする

こと。 

   ⑧ 事務担当員 

    ・若者への支援に対する高い意欲、熱意と経験を持つ者とすること。 

（２）組織体制について 

・職務上の指示及び命令系統を明確にし、組織的に若者就労支援コーナーの運営を行う

こと。 

・統括責任者が不在の場合は、あらかじめ職務代理者を指名すること。 

（３）勤務ローテーションについて 

・統括責任者は無期雇用の正社員とし、週５日の常勤とすること。 
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    ・副統括責任者及び企業開拓員は、週５日の常勤とすること。 

・受付員は常勤を基本とするが、最小限のローテーションも可とする。 

    ・相談員、心としごとの相談員、セミナー企画担当員、事務担当員はローテーションを

可とする。 

（４）受託事業者の支援体制について 

・受託事業者は、本業務に従事する者に対して、指導・助言及び研修体制を整備し、円

滑に業務が行えるよう十分な支援体制をとること。 

（５）接客サービスについて 

    ・区の業務に携わっていることを充分に自覚し、利用者の視点に立ち、親しみや温かみ

のある接客を行うこと。 

    ・従事者は業務にふさわしい服装とし、名札は見やすい位置に付けること。 

 

４ 実施業務内容 

（１）受付業務（ハローワークコーナーの受付を含む） 

① 来所者の受付 

・センターの利用方法・案内や、就労支援に関する簡単な問合せ対応等、総合的な案内

を行うこと。 

・ハローワークコーナー利用希望者には、ハローワークコーナーを案内（ハローワーク

コーナーにおける求人情報閲覧端末利用希望者への順番カードの交付、利用端末指定、

職業相談窓口順番カードの交付、新規登録の案内等）し、ハローワーク職員に引き継

ぐこと。なお、第１・第３土曜日は、ハローワークコーナーの利用ができないため、

その旨の周知を図り、円滑な業務運営に努めること。 

・インターネットコーナー、応募書類作成コーナー、就職情報コーナー、区内企業ＰＲ

コーナーの利用希望者には、利用・閲覧方法等を説明し、適切な利用を促すこと。ま

た、ハローワークコーナーが利用できない第１・第３土曜日は、ハローワーク求人情

報のオンライン利用ができるインターネットコーナーを案内すること。 

・各コーナーや１階共用部分の利用状況を随時確認し、不適切な利用がある場合は適

切な措置を講じること。なお、必要に応じ施設管理者等と協議すること。 

・若者就労支援コーナー利用希望者には、利用方法・個人情報の取扱い等を説明した上

で、就労に関する状況について簡単なヒアリングを行い、利用登録申込書の記入を求

める。利用登録が完了した際には、杉並区若者就労支援コーナー利用カード（以下「利

用カード」という。）を発行する。既登録者が再来した場合は、利用カードの提示を求

める。 

・就労準備相談等の予約にあたっては、必要事項を確認し、予約受付を行うこと。 

・利用登録申込書の内容は、区が設置するＰＣに利用者登録として入力すること。 

・受付・利用の基本的な流れは、資料１－３ のとおり。 

  ・センター利用でない来所者があった場合は来所目的を聞き取り適切に案内すること。 

② 電話対応 

・センターへの電話での問い合わせに対応し、利用方法等適切な案内を行うこと。 
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・ハローワークコーナーに関する問い合わせは、簡易なものは対応し、転送によりハロー

ワーク職員に引き継ぐこと。 

  ・就労準備相談、心としごとの相談及び各種セミナー等の利用希望者の予約受付に対応

すること。 

③ メール対応 

・インターネットメールでの問い合わせに対応し、利用方法等適切な案内、返信を行う

こと。 

（２）就労準備相談及び職業紹介業務（就労定着支援相談含む） 

① 受付方法 

・原則として電話受付又はセンター現地での受付による予約制とすること。 

・ただし、予約なしで直接センターに来所した相談希望者に対しては、相談予約の空き

状況により可能な限り対応すること。 

② 実施場所、規模、方法 

・就労準備相談及び職業紹介（以下「相談等」という。）を実施する場所は、原則として

個別相談室とし、相談員による面談形式により行うこと。 

・個別相談室での予約制による相談等の時間割は、１日あたり原則、１時間×５コマ×

２ブース＝延べ１０コマとすること。ただし、水曜日は、１時間×７コマ×２ブース

＝１４コマとすること。第２・第４月曜日は、１ブース分を心としごとの相談に割り

当て、１時間×５コマ×１ブース＝延べ５コマを心としごとの相談とすること。なお、

心としごとの相談日が祝日の場合は、同じ月内の月曜日に振り替えること。 

・原則として同じ相談員が継続して相談等にあたる担当制とすること。ただし、相談の

内容によっては、複数の相談員が相談内容を共有し、相談者の個々の状況に応じた適

切な対応をとること。 

・相談の内容や相談者の個々の状況に応じて、関係機関への同行や訪問相談を行うこと。 

③ 相談等の実施内容 

・就労へ向けた動機付けから具体的な就職活動まで、ステップアップの基本プログラム

を作成すること。 

・生活保護受給者を含む長期的失業者や、既卒未就労者、精神障害者・発達障害者（グ

レーゾーンを含む）などの就労阻害要因を有する者など、より厳しい状況にある者へ

の対応も想定したプログラムとすること。こうした就労阻害要因を抱える相談者を対

象に、職業紹介を実施すること。 

・相談員は、基本プログラムに基づきながら、相談者の学歴、経歴、資格、技能、適性・

生活状況を十分把握したうえで、相談者の個々の状況に応じたステップアッププログ

ラムを作成し、これに基づいたきめ細かなカウンセリングを必要な回数行い、ハロー

ワークコーナーを含めた様々な職業紹介窓口を利用できるようになることをはじめ、

相談者が求職活動の力を十分につけられるようになることを目指すこと。 

・何らかの就労阻害要因を抱える相談者が就労準備相談の流れの中で職業紹介を希望す

る場合は、就職に向けて求人企業との調整を含め、就職のあっせんを行うこと。その

際、相談員は、企業開拓員が収集した区内事業者の求人情報（就職応援ナビすぎなみ
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の情報）の事業者の魅力や特色に関する情報を共有し、相談者に積極的に情報提供し、

区内での就職に結びつけるよう努めること。また、ハローワーク求人を活用して職業

紹介を行う場合は、ハローワークのオンライン求人情報を利用することができる。な

お、ハローワーク求人を活用する際は、必要に応じてハローワークの紹介状発行など

の業務連携を図ること。 

・十分に求職活動の力を得た相談者に対して、ハローワークコーナーへ案内する際には、

原則として相談者から同意書を取り、必要に応じ、ハローワーク職員も参加した面談

の実施やハローワーク職員への支援経過の引継ぎ・ケース会議を行い、スムーズに職

業紹介を受けられるよう努めること。また、相談者が他の職業紹介窓口の利用を希望

する場合も、利用方法等適切なアドバイスを行うこと。 

・必要があると認められる場合、心としごとの相談を受けることを勧奨し、心としごと

の相談員に引き継ぐこと。この場合、心としごとの相談員と充分な連携を行いながら

対応を検討すること。 

・必要があると認められる場合、区の関係機関や他の就労支援機関を紹介し、利用方法

等適切なアドバイスを行い、相談者がスムーズに当該機関を利用できるように努める

こと。区の関係機関への紹介については、区と情報共有・連携を図りながら行うこと。 

・就労決定後も、相談者の就労先や就労後の仕事内容の把握を行い、引き続き面談又は

電話連絡等により３か月後、６か月後の状況確認を行い、概ね１年間の定着支援に努

めること。 

・何らかの理由により、３ヶ月間利用が無い相談者の追跡調査を行い、その後の就労状

況等の確認や必要に応じて来所を促すこと。 

・区の関係機関や他の就労支援機関を紹介した場合においても、必要に応じて面談又は

電話連絡等による状況確認を行い、相談者への継続的な就労支援に努めること。 

・相談等の状況は、区が設置するＰＣに相談記録として入力すること。 

・相談結果の検証として、相談者に相談利用に関するアンケートを実施すること。 

・相談等の記録とアンケートは、区が指定する方法により週毎に区へ報告すること。 

  ④ 職業紹介業務に関する許可及び報告 

    ・職業紹介事業を実施するにあたっては、厚生労働大臣の許可を受けてこれにあたるこ

と。また、求職管理簿及び求人管理簿等の必要書類を作成し、厚生労働大臣に対して

活動状況等の報告を指定の期日までに行うこと。 

（３）心としごとの相談業務 

① 相談の受付方法 

・原則として電話受付、センター現地での受付又は就労準備相談の相談員からの引継ぎ

による予約制とすること。 

・ただし、予約なしで直接センターに来所した相談希望者に対しては、相談予約の空き

状況により可能な限り対応すること。 

② 相談実施場所、規模、方法 

・相談を実施する場所は、原則として個別相談室とし、心としごとの相談員による面談

形式により行うこと。 
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・毎月第２・第４月曜日、１時間×５コマ×１ブース＝延べ５コマを心としごとの相談

とすること。なお、相談日が祝日の場合は、同じ月内の月曜日に振り替えること。 

・原則として同じ心としごとの相談員が継続して相談にあたる担当制とすること。 

・月１回、心としごとの相談員は、就労準備相談員とのケースの共有を図り相談者に対

してきめ細かな支援が行えるよう助言をすること。また、必要に応じて個別相談も行

うこと。 

・相談の内容や、相談者の個々の状況に応じて、訪問相談を行うこと。 

③ 相談実施内容 

・相談者の状況について相談員と十分に連携しながら相談を行い、不安・悩みを取り除

き、就労への動機付けを目指すこと。 

・必要があると認められる場合、医療機関等を紹介し、利用方法等適切なアドバイスを

行い、相談者がスムーズに当該機関を利用できるように努めること。 

・相談者の就労への動機付けが果たされたと認められた場合、就労準備相談の相談員に

引き継ぐこと。 

・相談の状況は、原則、区が設置するＰＣに相談記録として入力すること。 

・相談結果の検証として、相談者に相談利用に関するアンケートを実施すること。 

・相談記録とアンケートは、区が指定する方法により週毎に、区へ報告すること。 

（４）就労意識啓発業務 

  就労意識啓発業務は、就労困難者などを含め様々なステップにある者に対応した内容となる

よう創意工夫して年間１２０回以上実施すること。 

①各種就労支援セミナー 

相談者等に対し意欲喚起や就職活動を行うためのノウハウの体得、コミュニケーショ

ン・面接・パソコンなどのスキルアップ、職業意識の啓発、定着支援フォローなどのセミ

ナーやグループワーク等を実施すること。なお、実施日・内容・実施方法等については区

と協議して決定すること。 

②会場確保 

  会場は、原則セミナー室とするが、セミナー室に収容できない場合は、施設内の会議室

等を使用する。その際、セミナー室以外の会場の確保は、実施日の調整をしたうえで区が

行うこととする。 

③セミナー等の内容及び名称 

  上記のセミナー等の内容は、相談者等の状況に合わせたものとし、区と受託事業者が協

議し、体系的な事業計画のもと実施すること。また、セミナーの名称については、周知効

果を高めるネーミングとすること。 

④チラシ等の作成 

  セミナー等の開催にあたり、ＰＲ用チラシ等を作成し、参加の周知に努めること。また、

広報すぎなみ等で周知する場合は、決められた期日までに原稿を作成し区に提出すること。 

（５）企業開拓業務 

 企業開拓業務は、杉並区内に本社または営業所等を有する事業者（以下「区内事業者」

という。）の求人情報やその事業者の魅力や特色などの情報を収集し、それを求職者に提供
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することで区内での就職に結びつけることを目的とする。また、企業開拓業務は、区内事

業者とセンターが実施する各種事業への協力関係を構築することや区内事業者の魅力を発

信するためのＰＲを実施するなど、区内事業者と区との連携強化を図ることを目的とする。 

① 訪問による企業開拓 

・企業開拓員は、区内事業者へ訪問し、情報交換を行い、就職応援ナビすぎなみに掲載

する求人情報やその事業者の魅力や特色などの情報の収集とセンター事業の周知及び

協力依頼など、対外的な区内事業者との交渉、折衝を行うものとする。 

・企業開拓を行う際は、センターパンフレット及び区の承諾を得た企業開拓用のチラシ

等を使用し、区内事業者に本事業の内容を十分に説明し理解を得るように努めること。 

・求人情報等の収集にあたっては、区内事業者の具体的なニーズや求める対象者の条件、

仕事の内容や労働環境、事業者の魅力・特色等について聴き取りを行うとともに、社

屋や就業現場などの写真も撮影し、情報提供する際に活用すること。なお、収集した

情報は、相談員等と共有できるよう整理しておくこと。 

・求人の聞き取りの際、労働関係法令の違反や労働条件が著しく不適当でないか審査し、

問題がある場合は事業者に対して改善に向けての助言等を行うこと。 

・区内事業者から提供された求人情報に問題がない場合は、速やかに就職応援ナビすぎ

なみに掲載すること。 

② 就職応援ナビすぎなみ・来所による求人申込受付 

・企業開拓員は、区内事業者から就職応援ナビすぎなみまたは来所により求人の申込み

のあった場合、求人内容を審査し、求人事業者に対するコンサルティングと求人申込

の受理手続きを行う。 

・求人の審査に際しては、区内事業者より受付けた求人内容に不備または労働関係法令

に違反していないかなどを審査し、その結果について求人事業者に連絡する。 

・求人内容が法令に違反している場合や労働条件が著しく不適当であると認められる場

合等、そのままでは受理できないものについては求人事業者に対して改善に向けての

助言を行う。改善しない場合は、求人情報の受理を拒否するものとする。 

・求人情報を受理した際は、必要があれば訪問し、求人事業者に改めて本事業の説明を

行い、区内事業者の具体的なニーズや求める対象者の条件、仕事の内容や労働環境、

事業者の魅力・特色等について聴き取りを行うとともに、社屋や就業現場などの写真

も撮影し、情報提供する際に活用すること。なお、収集した情報は、相談員等と共有

できるよう整理しておくこと。 

・求人内容に間題がなかった求人情報は速やかに就職応援ナビすぎなみに掲載すること。 

③ 就職応援ナビすぎなみの更新 

・掲載した事業者の応募状況の確認や求人情報の更新作業を随時行うこと。 

④ 求人情報開拓目標件数 

・就職応援ナビすぎなみに掲載する求人情報開拓の目標件数は、別途定める。 

⑤ センター内での求人情報の掲示 

・就職応援ナビすぎなみに掲載された求人情報をセンター内に掲示または閲覧できるよ

うにすること。 
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⑥ 求人ボードへの掲示 

・求人事業者に事業者ＰＲチラシの作成を依頼し、その事業者ＰＲチラシと就職応援ナ

ビすぎなみの求人情報とあわせてセンター内にある求人ボードに随時掲示すること。 

⑦ 事業者情報の共有と活用 

・企業開拓等で得られた事業者情報は、相談員等と共有し、就労準備相談等で相談者に

情報提供できるようにすること。 

⑧ 職業紹介業務との連携 

・企業開拓員は、相談員が実施する職業紹介業務が円滑に遂行できるよう助言・協力す

ること。 

⑨ 区内事業者への事業協力依頼及び事業運営 

・企業開拓員は、センターが実施する各種就労支援セミナーにおいて、区内事業者の協

力が必要な場合、事業の趣旨を説明の上、協力の交渉・依頼を行うこと。各種事業を

実施する際は、区内事業者との窓口になり円滑な事業運営にあたること。 

⑩ 区内事業者のＰＲ 

 ・企業開拓員は、区内事業者の特徴や魅力を求職者に発信するため、企業ＰＲコーナー

等を活用して区内事業者のＰＲを行うこと。 

⑪ すぎＪＯＢサポーターの普及 

・企業開拓員は、区内事業者にすぎＪＯＢサポーターの制度を説明し、協力が得られる

場合は、区と区内事業者との窓口となりすぎＪＯＢサポーターの普及に協力すること。 

（６）就労準備訓練及び社会適応力訓練支援事業との連携 

   ・就労準備訓練及び社会適応力訓練支援事業（以下「就労準備訓練等支援事業」という。）

は、就労準備相談を利用しているが対人不安・社会不安・経験不足などが顕著に表れて

いることから具体的な就職活動に至らない相談者等を対象とし、具体的な訓練を通して

働くことの土台づくりや働く自信をつけて就職活動できるよう支援する事業である。 

   ・相談員は、就労準備相談を進める中で、上記の対象となる相談者には、就労準備訓練等

支援事業の趣旨を説明し、本人が希望した場合は、区職員・受託事業者・就労準備訓練

等支援事業受託事業者との３者により、就労準備訓練等支援会議において協議の上、引

き継ぎの決定及び情報共有を図ること。なお、相談者を訓練生として引き継ぐ場合は、

個人情報も引き継ぐことになるので、相談者本人から個人情報の取扱いに関する同意書

を取得すること。 

   ・就労準備訓練等支援事業に参加していた訓練生が、新たに就労準備相談の支援を受ける

場合も上記と同様の手続きを踏むこと。 

・相談者が就労準備訓練等支援事業に参加している間においても相談者が希望した場合は

継続した就労支援に努めること。 

   ・就労準備訓練等支援事業の概要は、資料１－４すぎトレ事業案内のとおり。 

 

（７）センターの利用促進、広報・ＰＲ 

・ＳＮＳを活用し、積極的にセンターやイベントの情報発信することで利用拡大を図るこ

と。作業内容等の詳細については、別途定める。 
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・区が作成する広報媒体（区広報、施設パンフレット、施設ホームページ）を活用し、常

にセンターの周知、利用拡大を図ること。 

・区が作成する広報媒体以外に、受託事業者の媒体や、受託事業者が有する様々なネット

ワーク等により活用できる媒体は、区と協議の上、十分に活用し、常にセンターの周知

拡大を図ること。 

・受託事業者が有する様々なネットワーク等を活用し、就労支援を必要とする者に広くセ

ンターのＰＲを行いながら、若者就労支援コーナー利用の対象となる者には積極的に利

用を勧めていくことにより、利用者の拡大を図ること。 

・区及び、区とハローワークが共同で行う就職面接会・講座・セミナー等就労支援事業の

実施にあたり、利用者に対する事業のＰＲや、受付業務や相談業務において必要と思わ

れる利用者に対し参加の周知に努めること。 

・区が開設しているセンターホームページについて、センターの利用促進のためにより有

効と思われるコンテンツ案を区担当者に提供すること。 

（８） 会議等の開催 

① ケース会議 

・相談者のうち、ハローワークコーナーの職業相談・職業紹介につなげる場合、必要に

応じ、相談者・区職員・受託事業者及びハローワーク職員でケース会議を必要な都度

開催すること。 

② 連絡会議 

・センター運営を円滑に行うため、区職員、受託事業者及びハローワーク職員により構

成し開催する連絡会議に出席すること（月１回程度開催）。 

③ 就労準備訓練等支援会議 

・若者就労支援コーナーの相談者を就労準備訓練等支援事業へ引き継ぐ場合又は就労準

備訓練等支援事業の訓練生を若者就労支援コーナーへ引き継ぐ場合、区職員・受託事

業者・就労準備訓練等支援事業受託事業者との３者により、就労準備訓練等支援会議

を必要な都度開催し、引き継ぎの決定及び情報共有を図ること。 

④ 自立支援調整会議 

・生活自立支援窓口の相談者をセンター利用へ引き継ぐ場合、区職員・受託事業者・生

活自立支援窓口受託事業者などによる自立支援調整会議を必要な都度開催し、引き継

ぎの決定及び情報共有を図ること。 

⑤ 杉並区就労支援委員会等への出席 

・受託事業者は、杉並区就労支援委員会等から出席の要請があった場合は、会議に出席

すること。 

（９）区関係部署及び国・都等の関係機関等との連携と情報共有 

   就労準備相談等においては、個々の状況に応じた就労支援に努め、必要に応じ区の就労支

援に関連する部署等との連携と情報共有を積極的に行い、相談者を区等が行う事業に引き継

ぐことが最良と判断した場合は、当該事業を実施する担当部署と連絡を密にとり、引き継ぐ

こと。 

また、国・都等の就労関係機関に関する情報収集を積極的に行い、必要に応じ区と同様に
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連携を図ること。 

（10）維持管理業務 

・若者就労支援コーナーとハローワークコーナーのスペース全体について、日常的な掃除

を行うとともに、常に美化、整理に努めること。 

・業務に要する主要な備品類は、区が無償で貸与する（備品類は資料１－８のとおり）。 

・区が貸与する備品を第三者に譲渡することはできない。 

・備品類を適切に管理するため、「物品取扱責任者」を設置すること。 

・備品類については管理台帳により管理すること。管理台帳は、区の求めがあった場合は

提出すること。 

・受託事業者の責によって、備品等が破損した場合、修繕等の費用は受託事業者の負担と

する。 

・区が貸与するパソコンの管理については次のとおりとする。 

A 業務上必要となるソフトウエアの導入（ダウンロード）については、事前に区の許

可を得ること 

B ログオン時のパスワード（英字＋数字で 8 桁以上）を認証設定すること 

C 業務終了後、鍵のかかるキャビネット等に保管または鍵つきワイヤーで固定するこ

と 

・インターネットコーナー、応募書類作成コーナー、就職情報コーナー、区内企業ＰＲコー

ナー等の管理 

A 区が設置するインターネットコーナーのＰＣ及び応募書類作成コーナーのＰＣ、就

職情報コーナーの就労関連資料、区内企業ＰＲコーナーの展示物や設置資料につい

て、利用者が利用しやすいよう、適切な管理を行うこと。 

ｂ インターネットＰＣ及び応募書類作成ＰＣについては、利用希望者が特定の者に偏

らず等しく利用できるように配慮すること。 

C 就労関連図書は管理台帳により管理すること。また、就労関連図書は施設内閲覧の

みとするので、適正な管理を行うこと。 

（11） 利用者アンケートの実施 

・就労準備相談者に対する相談利用アンケートの他、若者就労支援コーナーの利用に関

するアンケートを実施し、来所者に記入を促すこと。 

（12） 危機管理体制 

    ・受託事業者は、利用者等から苦情・要望を受けたとき、または事故等のトラブルが発

生したときは、危機管理体制のもと受託事業者が主体的に責任を持って対応すること。

また、その内容を速やかに区に報告すること。 

 

５ 業務報告について 

（１）日次報告 

   ・各業務の利用人数及び利用状況等を翌日までに報告すること。 

（２）週次報告 

  ① 相談記録（心としごとの相談を含む） 
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    ・受託事業者は、相談記録を毎週取りまとめ、翌週までに区に報告すること。 

  ②相談利用に関するアンケート 

    ・受託事業者は、相談利用者のアンケートを毎週取りまとめ、翌週までに区に報告する

こと。 

（３）月次報告 

① 運営計画 

・受託事業者は、以下の項目について毎月取りまとめ、当該月の１０日前までに区に報

告すること。 

勤務ローテーション、その他運営計画 

② 運営状況報告 

・受託事業者は、以下の項目について毎月取りまとめ、翌月１０日までに区に報告する

こと。 

利用者状況・就労準備相談・心としごとの相談実施報告、企業開拓実施報告、アン

ケート集計、その他運営状況 

（４）年度報告、受託期間終了後報告 

・受託事業者は、毎年度の業務終了後速やかに当該年度の業務内容に関する総合的な事業

報告書を区に提出し、完了検査を受けること。 

・受託事業者は、受託期間終了後速やかに業務内容に関する総合的な事業報告書を区に提

出し、完了検査を受けること。 

 

６ 業務履行の質の確保及び履行状況の評価について 

（１）受託事業者は、当該業務を実施するにあたり、業務の安定した履行を確保するため、様々

な観点から、質を高める取り組みを行うよう努めなければならない。 

（２）区は、毎年度２回「履行評価基準」に基づき、受託事業者の履行状況を評価する。（履行評

価基準は資料１－５のとおり） 

 

７ 個人情報保護に関する取組み等 

受託事業者は、業務遂行中に知り得た個人情報及び付随する事項について、いかなる理由が

あっても第三者に漏らしてはならない。また、個人情報保護法、杉並区個人情報保護条例、契

約書等に基づき、利用者等の個人情報の取扱いについては十分配慮し、適切な対応を行わなけ

ればならない。 

なお、受託事業者が職業紹介事業を業として行っている者の場合は、業務遂行中に知り得た

個人情報及びハローワークコーナーが保有する求人情報を本来の業において利用してはなら

ない。（特記仕様は資料１－６のとおり） 

 

８ 労働関係法令の遵守の確認 

（１）受託事業者は、従事者等の労働衛生及び安全管理にあたっては、労働安全衛生法その他関

係法令及び労働安全衛生に関連する官公署の通達等、労働関係法令を遵守すること。 

（２）本業務従事者の労働関係法令遵守を確認するため、受託者は、別紙「労働関係法令遵守に
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関する報告書」を四半期ごと（原則として５・８・11・２月）に提出しなければならない 

（３）前項の報告書をもとに、区は、原則として２回以上事業者との面談の形式による確認を行

うものとする。 

（４）区は、提出された報告書等に疑義がある場合、受託者に対して確認調査のための資料の提

出を求めるとともに、区職員及び社会保険労務士等による調査を行うことができるものとす

る。 

（５）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく障害者雇用率

以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していくこと。 

 

９ 委託期間終了に伴う引継 

（１）受託事業者は、本業務の委託期間が終了するとき、又は、委託契約が取り消されたときに

は、次の受託事業者が円滑かつ支障なくセンターの運営業務を遂行できるよう引継ぎを行う

こと。ただし、継続して受託事業者となった場合はこの限りではない。 

（２）受託事業者は、本業務の履行期間が終了するとき、又は、委託が取り消されたときには、

本委託にあたって区が貸与した設備、備品等を貸与したときの状態に復元して返還すること。

ただし、設備、備品等を適切に使用したうえで、経年劣化により生じた変化は復元を要しな

い。 

 

10 提出書類 

   受託者は、本委託に関する書類（資料１－７）を、区に提出すること。 

 

11 支払方法及び支払回数 

   支払内訳書に基づき、受託者の請求により支払う。支払は、毎月払いとする。 

 

12 その他 

（１）経費等に関する事項 

① 区が負担するもの 

・備品類（資料１－８のとおり） 

・通信費（電話料・ＦＡＸ電話料、インターネット利用料）、光熱水費（電気料、水道料等）、

コピー機保守委託費 

② 受託事業者が負担するもの 

・業務に必要な前項以外の消耗品、郵送料、セミナー等の開催に関する経費、訪問相談及

び企業開拓等に関する交通費、携帯電話の通信費 

（２）設備保守点検業務については、区が行うため、本業務には含まない。 

（３）業務の遂行にあたっては、区と密接に連絡を取るとともに、この業務説明書に定めのない

事項で疑義が生じたときは、速やかに区と協議の上、その指示に従うこと。 

（４）この業務説明書に定めのないことで、本業務を行う上で区が特に必要と認めたことについ

ては、契約金額の範囲内で実施すること。 
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13 参考資料 

資料１－９ 産業振興センター就労支援係実施業務の概要 

 資料１－10 ハローワークコーナーの概要 

資料１－11 杉並区就労支援センター実施概要図 

 資料１－12 杉並区における今後の就労支援の全体イメージ図 





 

資料１－２ 

本業務における「キャリアカウンセラー」について 

 

本業務における「キャリアカウンセラー」とは、キャリア・コンサルティング技能士又は

下記表のいずれかの試験に合格した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

でカウンセリングの実務ができる者であって、かつ、厚生労働省等が実施する「ジョブ・カー

ド講習」を修了し、登録された者を言う。 

 

（表） 

厚生労働省職業能力開発局長が指定したキャリア・コンサルタント能力評価試験。 

財団法人日本生産性本部認定 

キャリア・コンサルタント資格試験 

公益財団法人日本生産性本部 

 

日本産業カウンセリング協会キャリア・コン

サルタント試験 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 

ＤＢＭマスター・キャリアカウンセラー認定

試験 

テンプスタッフ・ドレーク・ビーム・モリン株

式会社 

ＣＤＡ資格認定試験 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

メント・カウンセラー協会認定キャリア・コ

ンサルタント資格試験 

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 

財団法人関西カウンセリングセンター認定

キャリア・コンサルタント資格認定試験 

公益財団法人関西カウンセリングセンター 

ＧＣＤＦ－JAPAN 能力評価試験 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認定キャリア・カウンセ

ラー（キャリア・コンサルタント）能力評価

試験 

株式会社テクノファ 

ＩＣＤＳ委員会認定ＩＣＤS キャリア・コン

サルタント検定 

特定非営利活動法人ＩＣＤS 

NPO 生涯学習キャリア・コンサルタント検定

試験 

特定非営利活動法人エヌピーオー生涯学習 

 

  

 



杉並区就労支援センター 利用受付流れ図

（網掛け部が委託業務）

○受付員（インテーカー）による受付

杉並区：就労支援センター受付窓口

就労支援希望する若者（長期失業者、就労阻害要因を有する者も想定）

その他就労支援を希望する者

杉並区：
若者就労支援 国：

ハローワーク

▼国への求職登録
・随時受付

・来所時「ハローワークカード」提示、
無い場合「求職申込書」記入・登録

○就労準備相談 （要予約）
○心としごとの相談 （要予約）
▼相談者の状況に応じた決め細やかな相談
・就労へ向けたステップアッププログラム
・担当者制を基本、複数回のカウンセリン
グによる求職スキルの向上
・必要により心としごとの相談（月２回）を
実施
・相談者が希望する場合は、相談の中で
就職に向けて求人情報の提供と求人企
業との調整を含めた就職のあっせん行う。

▼セミナー・グループワークで就労意欲向上

▼求人情報閲覧端末による求人情
報検索

▼職業相談・職業紹介

・応募に関する相談等
・応募先事業所へ仕事内容等確認

・事業所への応募連絡
・紹介状交付

▼求人申込の取り次ぎ

十分な求職活
動力を得た求職
者の送り出し

○各種就労支援事業

国・杉並区・受託事業者共同事業

必要に

応じ

参加
促進

▼セミナー

▼面接会
▼企業見学会 等

来所の目的、状況の概
要を聞き取り振り分け

ハローワークコーナー利用希望

ハローワーク職員に引継ぎ

相談状況
入力

登録
入力

求人事業所

就職情報・イ
ンターネット・
応募書類作成
コーナーのみ
の利用も可
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若者への就労準備相談から、応募の準備が整った方の
状況に関し、本人、ハローワーク職員等、区職員及び受

託事業者でケース会議を必要な都度開催

求人情報閲覧端末
利用カードの交付

職業相談窓口
順番カードの交付

要就労準備
相談の場合、
受付員に
フィードバッ
ク

すぎトレ

訓練を通して働く

土台づくり・働く自

信をつけるための

就労準備訓練・社

会適応力訓練へ

のつなぎ

必要に応じ区等の

支援機関窓口等

へのつなぎ

利用登録申請書記入
利用カード発行

再来・利用カード提示

利用方法、情報取扱について説明

必要に応じ

参加促進

紹介・就職







履 行 評 価 基 準 

平成１９年１０月２６日 

１９杉並第５１０６２号 

（目的） 

第１条 この基準は、杉並区（以下「区」という。）が委託する業務の履行状況 

の評価（以下「評価」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることによ 

り、区が実施する公共サービスの質の維持・向上を図ることを目的とする。 

 

（評価の実施） 

第２条 評価は、区及び区から業務を受託した事業者（以下「事業者」という。） 

それぞれが実施するものとする。 

２ 評価は、的確かつ公正に実施しなければならない。 

３ 区の評価者は、区の契約担当者が指定する職員とし、評価は、複数の評価 

者で行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、事業者に対 

するヒアリング、委託業務の履行場所への立入調査、アンケート調査その他 

利用者に対する調査又は第三者による評価を行うことができる。また、事業 

者の評価者は、事業者が指定する者とする。 

４ 委託契約期間中に評価者の変更があったときは、前任者の意見を聴き、評 

価を実施することができる。 

５ 評価は、区の契約担当者が指定した時期に実施するものとする。ただし、 

契約期間が複数年度にわたる場合は、契約締結日の属する年度の翌年度以降 

は、それぞれの年度ごとに区の契約担当者が指定した時期に実施するものと 

する。 

６ 前項の規定にかかわらず、区又は事業者が特に必要と認めた場合は、随時 

に評価を実施することができる。 

 

（履行評価表） 

第３条 履行評価表は、区が定めるものとし、評価の視点、評価項目、配点、 

評価の判断基準は、履行評価表に掲げるとおりとする。ただし、事業者は、 

 履行評価表の内容に異議があるときは、区と協議することができる。 

 

（評価結果の報告） 

第４条 事業者は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに区へ報告 

するものとする。 

２ 区は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに事業者へ報告する 

ものとする。 

３ 区又は事業者は、相手方の評価結果について、必要に応じて説明を求める 

ことができる。 
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（準用） 

第５条 指定管理者が行っている業務及びＰＦＩの手法を活用して行っている 

業務の評価については、この基準を準用して実施するものとする。 

 

（協議） 

第６条 この基準の条項の解釈について疑義が生じた場合又はこの基準に定め 

のない事項については、区及び事業者協議の上定めるものとする。 

 

  附 則 

 この基準は、平成１９年１１月１日から施行する。 



 

個人情報に係る外部委託契約の特記仕様 

個人情報に係る業務を受託した事業者（以下「受託者」という。）は、その業

務を行うにあたり、別に区の指示ある場合を除き、次の事項を遵守しなければ

ならない。 

         

１ 個人情報の適切な管理 

受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、

紛失、破壞又は改ざん等の事故防止その他の個人情報を適切に管理するため、

以下の措置を講じなければならない。 

① 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

② 情報管理台帳を作成すること 

③ 情報を記録した紙、パソコン、電磁的記録(ＣＤ、ＭＤ等)は施錠できるキ

ャビネット等に保管すること。 

④ コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等のセキュリティ対 

策を講じること。 

⑤ 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難･

紛失防止に努めること。 

⑥ 従事者に対して個人情報保護に関する研修及び指導を行うこと。 

 

情報管理費任者の選任等の情報の管理体制、研修計画を定め、契約締結後１

０日以内に情報管理責任者の役職名･氏名等の情報の管理体制、研修計画を区

に届け出ること。また、研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を

区に届け出ること。 

 

２ 秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは

従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 

３ 再委託の禁止 

受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は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、事前に文書により区の承認を受けた場合は、

その一部に限り再委託をすることができる。 

 

４ 目的外の使用の禁止 

受託者は、受託義務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託
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業務履行のために自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用

しなければな-らない。 

 

５ 第三者への提供の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託

業務履行のために自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。た

だし、区が個人情報の第三者への提供を前提として委託する業務で、本人同意

がある場合、個人情報を第三者に提供することができる。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書に

よる複写・複製の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行って

はならない。受託した業務のための複写･複製であっても情報管理責任者の管

理の下で複写･複製しなければならない。 

また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければならない。 

 

７ 個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還し

なければならない。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、速

やかに廃棄しなければならない。 

 

８ 個人情報の取扱いに関する立入調査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務

を行う事務所、作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について調査するこ

とができる。この場合において、受託者が個人情報保護法に基づく規定を定め

ているときは、その規定を尊重し、立入調査を実施する。 

 

９ 事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の紛失等の事故が発生した

場合は、速やかに区に報告するとともに、事故の情報管理体制を活用し、最善

の方策を講じなければならない。 

 

１０ 法令及び杉並区の条例遵守 

受託者は、杉並区個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報保護法等

の関係法令を遵守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならな

い。 



 

提出書類一覧表 

 

１ 契約締結後速やかに提出するもの 

(1)組織体制図及び 統括責任者・業務従事者名簿 

  ※異動がある場合も速やかに提出すること。 

(2)実務経験の経歴書 

(3)キャリアカウンセラー及び臨床心理士の資格がわかるものの写し 

(4)緊急連絡体制 

(5)業務運用フロー 

(6)勤務ローテーション 

(7)鍵預かり証 

(8)個人情報に係る外部委託契約の特記仕様に定めのあるもの 

(9)危機管理体制 

※上記(1)～(7)の提出書類に内容変更があった場合は、再提出すること。 

 

２ 毎日提出するもの 

・各業務の利用人数、相談業務の予約状況、利用状況等を、原則、翌日までに報告すること。 

 

３ 毎週提出するもの 

 (1)相談記録（心としごとの相談を含む） 

 (2)相談利用に関するアンケート 

 

４ 毎月提出するもの 

 (1) 勤務予定表 

(2) 運営計画 

(3) 利用者状況・就労準備相談・心としごとの相談実施報告書、企業開拓業務実施報告書、アン

ケート集計、その他運営状況 

 ※(1)(2)は、前月 10日前までに提出すること。 

 ※(3)は、翌月の 10日まで提出すること。 

 

５ 随時提出するもの 

 (1) 労働関係法令遵守に関する報告書 

※四半期ごと（５・８・１１・２月） 

(2) 履行評価表 

 ※７月、１１月に提出すること。 

(3)研修計画及び研修報告 

 

６ 毎年度提出するもの 

業務内容に関する総合的な事業報告書 

※毎年度の業務終了後速やかに提出すること。 

 

７ 受託期間終了後提出するもの 

業務内容に関する総合的な事業報告書  

※受託期間終了後速やかに提出すること。 
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備品等一覧                         資料１－８ 
若者就労支援コーナー 

ハイカウンター 受付用 １台 

椅子 受付員用 ２脚 

机 利用者用 円形 ３台 

椅子 利用者用 円形机対応 ８脚 

机 資料用 ２台 

掲示板 企業 PRコーナー用    １式 

コルクボード 大３（求人用） 小２（セミナー用） ５枚 

書架 資料コーナー用 １式 

電話機  １台 

パソコン★※ 利用者登録データ入力用（受付） １台 

インターネットパソコン※ 利用者が情報収集用に使用 ２台 

液晶モニター インターネットパソコン用 ２台 

応募書類作成パソコン※  利用者が応募書類作成に使用 ２台 

パソコン机 デスクパネル一式含む ２台 

プリンター パソコン用 ２台 

椅子 パソコン用 ４脚 

コピー機ＦＡＸ兼用 ハローワークと共用 １台 

椅子 待合用 ６脚 

カウンターワゴン 受付用 １台 

卓上発信器  １個 

パネルヒーター 受付用 １台 

パンフレットスタンド  ６台 

カタログスタンド ２段 求人広告用 ２０個 

受付機 ハローワーク受付用 ２台 

業務用掃除機 日常清掃用、ハローワークと共用 １台 

加湿器  ２台 

車椅子  １台 

時計 掛時計 ２個 

案内板  ２台 

温湿度計  １個 

扇風機  ２台 

ヘルメット 防災用 ２個 

     この他に、ハローワークコーナー部分には東京労働局が用意するハローワークコー

ナー専用備品が設置される。 

 

若者就労支援コーナー・個別相談室 

机 個別相談用 ４台 

椅子 相談員用 ２脚 

椅子 相談者用 ２脚 

丸椅子  ２脚 

電話機   ２台 

袖机 相談関係書類収納用 ２台 

パソコン★※ 相談記録入力用 ２台 

インターネットパソコン※ 業務に必要なインターネット及びメール用 ２台 



 

液晶モニター インターネットパソコン用  ２台 

プリンター 上記パソコンに対応したプリンター ２台 

加湿器  ２台 

扇風機  ２台 

ＣＤラジカセ  ２台 

時計 掛け時計 ２個 

卓上発信器  ２個 

カラーボックス プリンター台 ２台 

収納バスケット 相談者用 ２個 

ヘルメット 防災用 ２個 

ゴミ箱  ２個 

 

若者就労支援コーナー・事務室 

事務机 従事者用 ５台 

事務椅子 従事者用 ５脚 

文書キャビネット 本業務関係資料収納用（１台は４Ｆ倉庫） ４台 

ハンガーラック 従事者用 １台 

電話機 子機（1）、企業開拓用（1）、事務用（2） ４台 

電話機台  １個 

パソコン★※ 業務管理用 １台 

パソコン★※ 業務管理用 １台 

パソコン★※ 業務管理用                                                １台 

パソコン※ 業務に必要なインターネット及びメール用

（セミナー資料作成等） 

１台 

インターネットパソコン※ 業務に必要なインターネット及びメール用 １台 

企業開拓員用パソコン※ 業務に必要なインターネット及びメール用 １台 

ＳＮＳ用パソコン 業務に必要なインターネット及びメール用 １台 

カラープリンター 上記パソコンに対応したプリンター １台 

モノクロ複合機 Ａ４ １台 

シュレッダー 事務用 １台 

補助棚 事務机の下用 ５台 

傘立て 従事者用 １台 

プリンター台 大１ 小２ ３台 

サーバー  １台 

机 打合せ用 ２台 

椅子 打合せ用  ４脚 

キーボックス  ２個 

時計  １個 

デジタルカメラ 企業開拓員用 １台 

ラジオ 防災用 １個 

温湿度計  １個 

ヘルメット 災害用 ５個 

扇風機  １台 

加湿器   １台 

ビーポップ  １台 



 

テプラ  １個 

脚立  １台 

ゴミ箱  １個 

 

セミナー室 

机 受講者用 ８台 

椅子 受講者用 １７脚 

机 講師用 １台 

椅子 講師用 １脚 

ホワイトボード セミナー用 １台 

姿見 セミナー用 １台 

プロジェクター セミナー用 １個 

プロジェクタースタンド セミナー用 １台 

案内板 セミナー用 １個 

パソコン セミナー用 １６台 

傘立て  １個 

扇風機  １台 

加湿器  １台 

テレビ  １台 

テレビ台  １台 

時計 掛時計 １個 

ゴミ箱  １個 

 

その他 

テーブル 大 ２台 

テーブル 小（２台は倉庫） ３台 

椅子 グリーン６ オレンジ６ １２脚 

 

移転後 

椅子 セミナー室用 ８脚 

ロッカー 事務室用 １台 

 

・電話機は、電話回線網一式含む。 

・利用者登録入力・相談記録入力・業務管理パソコン計６台は、簡易ＬＡＮを構成し、

データを共有できる環境を区が実現する。 

※ セキュリティの観点から、利用者登録データ入力・相談記録入力・業務管理・応募

書類作成を行うパソコンにはインターネット接続を行わないこととしているため、受

付・相談記録・業務管理・応募書類作成用パソコンとインターネットパソコンは別々

に用意する。  
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（参考）産業振興センター就労支援係実施業務の概要 

（１）体制 

▲ 産業振興センター事業担当課長  １名 非常駐（産業振興センターに在勤） 

▲ 担当職員   ３名 非常駐（産業振興センターに在勤） 

 

（２）主な業務 

○連絡調整 

・区と厚生労働省東京労働局及びハローワーク新宿との協定に基づき実施する「杉並区就労

支援センターにおける一体的就労支援事業」に係る東京労働局及びハローワーク新宿との

連絡調整 

・本業務委託に係る受託事業者及び東京労働局・ハローワーク新宿との連絡調整 

○杉並区若者就労支援コーナー（コーナー愛称：すぎＪＯＢ）の設置 

・備品等の設置 

・インターネットコーナー・応募書類作成コーナーの設置 

・就職情報コーナーの設置 

     就労関連資料の取り揃え 

・区内企業ＰＲコーナーの設置 

○ジョブトレーニングコーナー（愛称：すぎトレ）の設置 

・備品等の設置 

 ○センターＰＲ 

・センター広報物作成（パンフレット、チラシ、区広報物等作成） 

・センターホームページ運営 

○関係部署との連携 

○就労準備訓練等の場の開拓 

○区内産業団体との連携、区内企業とのパートナー関係構築 

○区内専門学校等との連携 

○セミナーの実施 

○区・ハローワーク共同就労支援事業の実施 

・各種面接会 

・各種セミナー 

  ・企業見学会等 

 ○内職に関する事務 
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（参考）ハローワークコーナーの概要 

（１）体制 

▲ 統括責任者      １名 常駐 

▲ 職業相談員      ４名 常駐 

 

（２）主な業務 

○連絡調整（統括責任者） 

・区と厚生労働省東京労働局及びハローワーク新宿との協定に基づき実施する「杉並区就労

支援センターにおける一体的就労支援事業」に係る区及び東京労働局・ハローワーク新宿

との連絡調整 

○求人情報提供 

   ・求人情報閲覧端末の設置（10台）及び管理 

○職業相談・職業紹介 

   ・職業紹介端末の設置（４台）、職業相談員による職業相談・職業紹介（紹介状の発行） 

○応募書類の書き方や面接アドバイスの実施 

○職業訓練の情報提供 

○区・ハローワーク共同就労支援事業の実施 

 

 

 

 



＜受付業務　就労準備相談＞

　〈就労準備相談・職業紹介〉 　〈職業相談・職業紹介〉
　 ○予約制を基本とし、相談者ごとの担当者制による、 　 ○ハローワークのネットワークを

　 　各相談者の状況に応じたきめ細やかな相談 　　 最大限活用した職業紹介

　 ○就労へ向けてのステップアッププログラム

　 ○必要な相談者には心としごとの相談も実施(月２回)

　 ○相談者が希望する場合には、求人情報の提供と職業紹介

　

　　

杉並区就労支援センター　実施概要図

○初回カウ

ンセリング

活動のすす
め方

STEP2

就労準備相談・セミナー
～具体的な活動へ向けて～

STEP3

職業相談・紹介
～就労活動～

プレSTEP
心としごとの相談（月２回）
～一歩の踏み出しへ向けて～

〈センターホームページ・SNS〉
○センターの紹介・就労関連情報
○フェイスブックで迅速な情報発信

〈情報・資料コーナー〉
○インターネット・応募書類作成コー
ナー
○就職情報コーナー

〈企業ＰＲコーナー〉
○区内企業の特徴や魅力をパネルで掲示

〈求人情報の提供〉
○「就職応援ナビすぎなみ」による区内
企業の求人情報の提供

就
労

１ 充実した相談・セミナー

３ 様々な情報提供
４ 各種事業実施

STEP1

就労準備相談・セミナー
～これからの活動へ向けて～

○求人情報提供
求人情報閲覧端末

○就労への動機付け 不安、悩みを取り除く
○医療が必要な場合のリファー

UP

目標

○自己理解

を深める

自己診断、
自己理解

○求人を探す

適職診断

求人票の見方・選び方

○仕事理解

を深める

仕事理解の

促進、
適職相談

○応募書類の書き方や面接アドバイスの実施

○職業訓練の情報提供
○求人の取り次ぎ

○職業紹介・職業相談

（紹介状の発行）

対象

就労支援を希望
する若者

◎既卒者
働きたい！だけど

○求職中
○就労準備中
○派遣・アルバイト
などから
転職活動中
○生活保護者
○障害者・発達障害者
(グレーゾーン含む)
○ニート・ひきこもり経験者

◎新卒者
など

その他、就労を
希望する者

○応募の方法

面接方法
書類の作成・提出方法

杉並区若者就労支援コーナー
(コーナー愛称）～すぎJOB～

ハローワークコーナー

杉並区就労支援センター ～ 就労から区内産業支援！

IN

〈各種面接会〉
○ハローワークと

産業振興センター
が連携

・合同面接会
・ミニ面接会
・ツアー面接会

〈各種セミナー〉
○産業振興センターが

セミナーを実施
・区民、女性、保護者等

向けセミナー
・区内企業就職セミナー等

〈講座、企業見学〉
○社会人講座
○企業見学

委託事業者
▲ 統括責任者
▲ 受付員
▲ 専門相談員
▲ 心としごとの相談員
(コーナー運営、受付業務、就労準備相談、セミナーなど)

区職員

▲ 事業担当課長（統括責任者）
▲ 職員（就労支援係）
（区内企業とのパートナー関係構築、区・ハローワー
ク共同就労支援事業の実施、区内専門学校等との連携、
ホームページ管理 など）

ハローワーク新宿職員

▲ 統括責任者
▲ 職業相談員

（職業相談・職業紹介 など）

「杉並区就労支援センターにおける一体的就労支援事業運営協議会」
杉並区と東京労働局・ハローワーク新宿で構成、事業の全体調整

企業等とのパートナー関係
求人開拓

アフターSTEP

定着支援相談

連携・利用促進

庁内
連携組織

区内専門学校等

連携・
情報
共有

区役所

ＧＯ！

LINK

定着

○就労後の悩みの相談など

４つの
ポイントを
連携して

資料１－１１

センター運営を円滑に行うための「連絡会議」

ジョブトレーニングコーナー
就労準備相談等では具体的な就労に
至らない若者を対象に以下の訓練を
実施

〈社会適応力訓練〉
○仕事をするための土台づくり

〈就労準備訓練〉
○働く自信をつけるための

区内企業での実習

２ 就労準備訓練等

○セミナー・グループワーク等の実施

○セミナー・グループワーク等の実施

UP

〈区内学校との連携〉
○既卒未就労者・中途退学者

等の就労支援

区内企業



杉並区における今後の就労支援の全体イメージ図

【家庭環境】

子育て相談・母子家庭自立支援

【生活保護・生活困窮】

就労支援・生活自立支援

精神保健福祉支援（心の病等）

【障害】

職場実習・相談

定着支援

(就労後の悩み等の相談)

杉並区就労支援センター ～ 就労支援の中核として機能

ハローワークコーナー 杉並区若者就労支援コーナー

【介護】

介護サービス提供

（民間事業者）

ケ ア 24

福祉事務所

子ども家庭支援センター

ワークサポート杉並

【心・人間関係】

ひきこもり・ニートのための 「しゃべり場」

社会教育センター

【心のケア・疾病】

精神保健相談・社会復帰訓練

成人期の発達障害者支援事業

保健所・保健センター

【子の預かり】

保育園・学童クラブ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
新
宿
）

庁内連携

組織の設置

連
携
・
情
報
共
有

連携協力

連携協力

連携協力

職業相談・職業紹介 就労準備相談

区内企業等

区外企業

ＮＰＯ法人等

企業ＰＲ

パートナー関係構築

求人開拓

一般就労
区役所

すぎなみ地域大学

地域人材の育成

人材育成

連携

利用促進

社会参加

区内

専門学校等

一体的運営

【区（各所管課）求人情報】

各所管課の職員募集情報の一元化

人事課

【キャリア教育】

職業観・勤労観の醸成

生活改善指導

社会適応の支援

小中学校

出口 入口伴走型支援

中間的就労

資料１－12

ジョブトレーニングコーナー

社会適応力訓練・就労準備訓練

（社会参加・中間的就労）

【生活困窮者自立支援窓口】

経済・生活困窮相談

くらしのサポートステーション

【在宅医療・生活】

在宅医療・生活支援相談

在宅医療・生活支援

センター（平成30年度）



別紙２ 

提 出 書 類 一 覧 

正本１部 副本６部 提出 

No 提出書類 
提出欄 

提出したものに「○」 
区確認欄 

１ 
（事業者概要） 

【様式２】、事業概要、会社案内等 

  

２ 

（経営状況） 

直近 1年分の財務諸表 

（活動計算書、貸借対照表、損益計算書） 

  

３ 

（業務遂行能力） 

統括責任者の業務歴・資格、業務従事者の人員

配置・資格、勤務ローテーション等 

  

４ 

（業務実績） 

官公庁等での同種・類似業務の実績及びその事

業の成果に関する一覧（発注者名、業務内容、

金額、契約期間、事業の成果等） 

  

５ 
（企画提案内容） 

企画提案書【様式３】【様式３-１】 

  

６ 
（費用対効果） 

見積書（積算内訳を含む） 

  

７ 

下記の税目についての納税証明書（３年分） 

法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消

費税及び地方消費税 

個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費

税 

いずれも応募日以前３か月以内に発行され

たもの 

  

８ 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく

一般事業主に係る直近の障害者雇用状況報告

書（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行

規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様

式（昭和５１年告示第 １１２号）第６号（様

式３５）又は第６号の２(1)及び(2)（様式３６

及び３７））の写し 

  

９ 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基

づく直近の高年齢者雇用状況報告書（高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律施行規則様式

第２号）の写し 

  



【注意事項】 

① 提出部数は、正本１部と副本６部をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）し、

提出してください。 

② 副本については、添付した表紙を除き、参加者が特定できるような名称、ロゴ

マーク等は使用しないでください。 

③ 提出書類は、A４サイズを基本とし、通しページ番号を付けてください。 

④ 委託見積書は任意様式とします。宛名は「杉並区産業振興センター所長」宛に

してください。 

⑤ ７の納税証明書について 

  杉並区競争入札参加資格者名簿に登録されている場合は、提出不要となる場合

があります。 

確認する書類 発行機関 

法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書 都道府県 

法人税（納税証明書その１） 税務署 

消費税及び地方消費税（納税証明書その１） 税務署 

所得税（納税証明書） 税務署 

※ 上記の納税証明書は直近事業年度（決算年度）にかかるものです。 

※ 上記の納税証明書は正本を提出してください。 

※ 法人事業税は参加を希望する営業所が所在する都道府県で発行され

たものです。 

 

 



様式１ 

質 問 書 

 

平成  年  月  日 

 

杉並区産業振興センター所長 宛 

 

所在地  

名称  

代表者名  

担当者名  

所属・役職  

電話番号  

FAX番号  

E－mail  

 

杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務のプロポーザル

について、以下の項目を質問します。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

 

※ 質問書は、平成２９年１０月６日(金)午後５時までに、FAX又は E-mailのいずれ

かで提出してください。 

 

事務局：杉並区産業振興センター就労支援係  担当 石野、小山 

所在地：杉並区上荻 1－２－１ インテグラルタワー２Ｆ 

   電 話：03－5347－9187（直通） 

   F A X：03－3392－7052 

   Ｅ-mail：ishino-tetsuo@city.suginami.lg.jp 

 



様式２ 

事 業 者 概 要 

 

項目 記載内容 

１ 名称  

２ 代表者名  

３ 所在地  

４ 電話番号  

５ FAX番号  

６ URL  

７ 設立年月日  

８ 資本金  

９ 従業員数  

10 事業者の沿革  

11 主な事業内容  

 

※ 事業概要、会社案内などを添付してください。 

 

 



様式３ 

企 画 提 案 書 

 

平成  年  月  日 

 

杉並区産業振興センター所長 宛 

 

杉並区が平成２９年１０月２日に公表した杉並区就労支援センター「杉並区若者就

労支援コーナー」運営業務のプロポーザルに係る事業者募集に応募しますので、企画

提案書及び下記添付書類を提出します。 

なお、受託者候補者に選定された場合は、同業務に係る契約の締結に向けて、信義

に従って誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓約します。 

 

 

所在地  

名称  

代表者名  印 

 

記 

 

１ 本件業務の担当者及び連絡先 

担当者氏名 ： 

所属・役職 ： 

電話番号  ： 

FAX番号 ： 

E-mail ： 

 

２ 添付書類及び提出部数 

  別紙「提出書類一覧」のとおり 

 

 



様式３－１ 

 

杉並区就労支援センター「杉並区若者就労支援コーナー」運営業務 企画提案書 

※企画提案書は、様式は自由で結構ですが、下記の項目については必ず記入してくだ

さい。 

１ 若者の就労支援を実施するにあたり、若者の雇用情勢の現状と課題について認識

を記入してください 

 

 

２ 杉並区の就労支援の取組みのもとで、杉並区就労支援センターにおける業務を行

うにあたっての考え方を記入してください。特に、若者の就労支援の課題にどのよう

に取り組んでいくか考え方を記入してください。 

 

 

３ 業務の実施体制について 

統括責任者、その他の業務従事者の人員配置体制（想定される勤務ローテーション含

む）について記入してください。また、体制について特に留意した点を記入してくだ

さい。 

 

 

４ 各業務について具体的な提案を記入してください。 

① 受付業務 

 

② 就労準備相談業務（就労定着支援相談含む）及び職業紹介業務 

 

③ 心としごとの相談業務 

 

④ 就労意欲啓発業務（各種就労支援セミナー） 

 

⑤ 企業開拓業務 

 

⑥ センターの利用促進、広報・ＰＲ 

 

⑦ 区関係部署及び各関係機関との連携体制 

 

⑧ 維持管理業務 

 

⑨ 危機管理体制・個人情報保護管理体制 



５ その他 その他自由にご記入ください。 

 

 

６ 経費について 

見積書の経費算定について内訳等の説明を記入してください。 

 

 

 

 




