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１ 業務名 

  さっぽろ給付金付き再就職支援事業運営業務 

 

２ 業務委託期間 

  契約締結日から令和５年３月 31日（金） 

 

３ 事業概要 

  新型コロナウイルス感染症（以下「コロナウイルス」という。）の影響により、離職

等を余儀なくされた求職者や、給与の減額によって、生活の維持が困難となった非正規

労働者等を対象として、給付金を支給しながら、座学研修及び職場実習、並びに希望者

については職業訓練を通じて再就職を支援する。 

さらに、人手不足職種へのキャリア転換を促すため、職場実習を通じて就職した場合

は、就職準備金を支給する。 

 

４ 事業費 

  82,746,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）を限度とし、契約金額は別途決定

する。 

なお、当該限度額には、11⑴～⑹に示す各種給付金 21,662,000 円（不課税）は含ま

ない。 

 

５ 対象者等について 

 ⑴ 対象者 

   札幌市に在住しており、以下の事項を全て満たす65歳未満の方 

  ア 令和２年２月１日以降に給与が減少した、または今後の勤務予定日がない、少な

い方 

  イ 非正規労働者または無業の方 

  ウ 転職、就職の意思がある方  

  エ 令和３年度さっぽろ雇用セーフティプロジェクトに参加していない方 

  ※ ただし、令和３年度さっぽろ雇用セーフティプロジェクトを通じて就職した会社

からの内定取り消しや、会社都合により離職された方、研修受講後も離職状態にあ

り継続して就職活動を行っている方は、参加可とする。 

⑵ 募集期間 

   契約締結日から令和５年２月中旬まで 

または、定員に達した日まで 

⑶ 座学研修のコース設定 

  以下の２コースを設けることとする。２コースは同時開催でも、時期をずらして開

催しても差し支えない。詳細については、受託者及び札幌市で協議のうえ、決定する。 
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 チャレンジコース ステップアップコース 

対象者 

就職活動の基礎力強化や企業

分析をしっかり行い、慎重に

就職先を選びたい方 

一定のキャリアがあり、スピーデ

ィに就職したい方 

実施期間 

令和４年５月～令和５年２月

中旬の間に毎月１回、合計10

回以上開催 

令和４年５月～令和５年２月中

旬の間に毎月１回、合計10回以上

開催 

日数 10日間 ６日間 

１日当たりの 

時間数 
７時間 ４時間 

時間帯 
転職を希望する人や子育て中の方も参加しやすい時間帯を設定す

ること。 

定員 150名（１回あたり15名程度） 150名（１回あたり15名程度） 

 

 ⑷ 研修会場等 

札幌サンプラザ（札幌市北区北24条西５丁目）内で、札幌市が確保している以下の

会場を研修会場やカウンセリング室、事務室として使用すること。以下の会場は札幌

市の責任と負担において確保し、会場使用料（基本使用料、時間外使用料、電気使用

料、水道使用料及び空調使用料）及び備品使用料については、札幌市が直接支払うた

め見積には計上しないこと。備品等について事前確認をする際には、以下16の担当課

へ連絡すること。 

なお、以下の会場以外に追加で会場を使用する際は、原則受託者負担とする。 

   確保している会場等 備考 

研修会場 
・４階洋室（75㎡程度） 

・３階洋室（40㎡程度） 
・平日のみ使用可能。 

カウンセリ

ング室 

・客室シングルルーム（15㎡程度） 

・客室ツインルーム（25㎡程度） 

・ベッドは撤去予定。 

・令和４年５月～令和５年３月

まで使用可能。 

事務室 ・３階洋室（30㎡程度） 
・令和４年４月～令和５年３月

まで使用可能。 

 

６ 研修等の内容 

研修生の募集と並行して職場実習受入企業の開拓を行う。研修開始後は研修生を対象

に、座学研修を実施する。座学研修終了後、最大５日間の給付金がある人手不足企業を

中心とした職場実習を実施するとともに、実習終了後に実習先で正社員等として就職が
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できるよう支援する。なお、職業訓練を希望する者については、ハローワークへの登録

等や申込を支援する。事業の流れは、以下のフロー図を参考にすること。 

【フロー図】 

 

 

 

 

 

 

⑴ 広報の実施 

   受託者は、対象となる求職者等を集められるよう、以下のような広報活動を実施す

ること。なお、チラシ及びポスターについては、札幌市で作成・印刷する。 

ア 札幌市より提供したチラシ、ポスターの配布 

イ 北海道労働局（ハローワーク等）や北海道（北海道就業支援センター等）が所管

する就業支援施設との連携 

ウ この他、求職者等から有効である広報手段がある場合は実施すること。 

⑵ 企業開拓 

   研修生の募集と並行して、職場実習受入企業の開拓を実施すること。人手不足企業

を中心に積極的に開拓すること。 

実習受入先企業に対しては、本事業への協力（座学研修で実施する職業観のかん養

のため、社員体験談への参加等）に加えて、特に若年の研修生については、職場実習

後はできる限り正社員として又は正社員への転換が可能な社員として採用してもら

えるよう努めること。 

なお、職場実習受入れにあたっては、原則として実習に係る研修生の交通費が受入

企業負担となることを理解してもらうこと。 

開拓企業の条件は、以下のア～オを全て満たす企業とし、札幌市の求めに応じて企

業の開拓状況についての報告を行うこと。 

  ア 札幌市内に勤務地がある。 

イ  労働法規を遵守している。 

ウ 市税を滞納していない。 

エ  反社会的な活動を行っていない。 

オ 札幌市が実施する就職等に関するアンケート調査等に協力すること。 

⑶ 選考の実施 

定員を超える応募があった場合は、受託者において選考を実施すること。昨今のコ

ロナウイルスによる状況を鑑み、可能であれば、受託者及び札幌市と協議のうえ、定

員を超えて研修を実施することも認めることとする。 
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なお、選考を実施する場合は、以下の点を確認し判断すること。 

ア 札幌市内に勤務地がある企業への就職に対する熱意 

イ 研修参加について（体調面の問題はないか、原則全日程に参加できるか等） 

ウ その他（面接した印象等） 

⑷ 申込状況の報告 

   募集開始から研修生の決定までの申込状況について、毎週報告をすること。 

⑸ 研修生の決定 

研修生の決定に当たっては、事前に必ず本事業への参加の条件（事業終了後におけ

る就業等調査への回答）を説明し、札幌市で用意する同意書を取得すること。就業等

調査の具体的な方法については、【13⑶】を参照。当該調査に同意しないものについ

ては、事業参加を認めない。 

⑹ 参加できなかった希望者について 

   選考の結果、参加できなかった希望者に対して、他の就職支援機関（札幌市就業サ

ポートセンター、各種ハローワーク等）を紹介するなどのフォローを行うこと。 

⑺ 座学研修の実施 

   受託者は、決定した研修生に対して、座学研修を実施する。 

  ア 研修内容 

以下（ア）～（ク）の内容を盛り込み、チャレンジコースは 10日×７時間程度、

ステップアップコースは６日×４時間程度で実施すること。なお、研修を開始する

時間は、受託者と札幌市と協議のうえで決定する。 

   (ｱ) 小規模合同企業説明会 ※チャレンジコースにて実施 

     人手不足業界（以下⑽の就職準備金を参照）の企業を中心に 10 社程度集め、

チャレンジコースの座学研修の一環として、10日間のうち１回以上開催すること。

ステップアップコースの研修生のほか、本事業に参加していない人も参加可とす

る。 

なお、開催場所は、札幌サンプラザの会場や市内中心部の利便性の良い会場を

受託者の責任と負担において確保すること。 

   (ｲ) 職場見学バスツアー ※チャレンジコースにて実施 

     人手不足業界の企業２～３社へバスで行き、従業員の生の声を聞いたり、社内

見学を実施するなど、仕事のやりがいや具体的な内容が分かるよう、チャレンジ

コースの座学研修の一環として、10日間のうち１回以上実施すること。ステップ

アップコースの研修生も参加可とする。また、バスツアー中の事故や怪我等に対

応できる傷害及び賠償責任保険をかけること。 

     なお、バスの手配は受託者の責任と負担において行うこと。 

(ｳ) 人手不足職種の仕事体験プログラム 

     実習受け入れ先企業の協力を得ながら、人手不足職種である介護職や警備職等

の仕事内容や簡単な仕事体験のプログラムなどを実施し、職場実習に誘導できる

ような内容を最低４時間以上実施すること。 

   (ｴ) 職業観のかん養 

     職業理解、仕事に対する意識付け、業界、職種研究に重点を置き、職業選択の
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視野を広げることができるような内容の研修を実施すること。 

(ｵ) 就職活動セミナー 

履歴書（職務経歴書）の書き方及び自己分析等の就職に必要な基本的スキルや

ビジネスマナー、就職に向けた実践的な面接などの演習を行うこと。 

(ｶ) 個別カウンセリング 

     研修生の職歴や経験を確認するほか、就職に対する意識等を十分に確認するた

め、カウンセリングを実施すること。研修開始前に実施することも可とする。 

(ｷ) 職場実習先マッチングの支援 

     研修において求人票等を公開することや、カウンセリングにおいて希望実習先

を聞き取るなどの対応を行い、早期に職場実習が受講できるようマッチングを行

うこと。なお、座学研修中に、実習先企業との面談や、企業見学を実施すること

も可とする。 

(ｸ) 職業訓練制度の紹介 

     公共職業訓練及び求職者支援訓練の紹介及び訓練後に就ける職業等の説明を

実施する。 

  イ 給付金の支給 

    座学研修の受講日数に応じて、チャレンジコースは１日当たり 5,000 円（上限：

10日×5,000円）、ステップアップコースは１日当たり 4,000円（上限：６日×4,000

円）とする。 

    なお、給付金は原則として、チャレンジコースは１日７時間、ステップアップコ

ースは１日４時間の受講をもって支給とするが、体調不良等、事情やむを得ず遅刻

や早退をする場合は、受講時間数に応じて、チャレンジコースは１時間当たり 714

円、ステップアップコースは１時間当たり 1,000円を支給すること。支払いについ

ては【９ 各種給付金について】を参照すること。ただし、ステップアップコース

の研修生が【６⑺ア(ｱ)小規模合同企業説明会】又は【６⑺ア(ｲ)職場見学バスツア

ー】に参加する場合は、任意での参加のため給付金は支給しないこととする。 

  ウ 服装 

    原則スーツ着用とする。ただし、希望する職種や経済的な事情がある場合は、作

業着や私服等での受講も可とする。 

 ⑻ 職場実習の実施 

   受託者は、マッチングが成立した研修生について、以下のとおり職場実習を実施す

ること。職場実習受入企業が決まっていない研修生については、職場実習受入企業が

決まるよう継続して支援すること。 

  ア 実習内容 

    職場実習受入企業にて実際の業務を行う。 

  イ 職場実習中の研修生への支援 

    職場実習中の研修生に対して、職場実習終了後に就職へつなげられるよう必要な

支援を実施すること。 

  ウ 実習期間・日数 

座学研修終了後、原則として、研修生一人当たり５日間を上限とし、研修生と実
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習先企業が協議のうえ、実習時期を決定する。 

ただし、複数企業への職場実習を希望する研修生がいる場合は、札幌市と協議の

うえ、実習日数を決定すること。 

なお、休日等については、職場実習受入企業の定めるところによるものとする。 

  エ 実習時間 

    １日あたり８時間以内とする。 

    これによりがたい場合は、別途、札幌市と協議のうえ決定する。 

オ 実習中の取り扱いについて 

    受託者は、座学研修終了後、速やかに研修生と職場実習に係る契約を締結するこ

と。また、職場実習先企業に行った日数に応じて、職場実習給付金の支給、実習管

理等を行うこと。 

   (ｱ) 実習に係る契約 

     受託者は、職場実習先が決まった研修生と速やかに給付金、実習条件、その他

法令などを遵守した職場実習に係る契約書を取り交わし、実習実績に応じて所定

の給付金を支給すること。 

     なお、実習に係る契約については、形態（雇用契約等）を問わないこととする。 

   (ｲ) 給付 

     職場実習給付金の支給は職場実習が開始となった日から、実際の実習時間に応

じて支給するものとする。  

     1時間当たり 889円。 

     ただし、実習時に北海道の最低賃金が上昇していた場合は、その額を１時間当

たりの単価とする。支払いについては【９ 各種給付金について】を参照するこ

と。 

   (ｳ) 交通費 

     実習に係る交通費については、原則として職場実習先企業が負担すること。職

場実習先企業から研修生へ直接支払う場合は、研修生が受領をしているか確認す

ること。 

(ｴ) その他 

  ａ 本実習は、就職支援及びマッチングの一環であり、労働力確保を目的とした

ものではないことを研修生・職場実習先企業双方に説明すること。 

    ｂ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他労働に関する法令に準じた

ものとする。 

ｃ 事業実施期間中の事故や職場実習先への通勤時の怪我等に対応できる傷害

及び賠償責任保険をかけること。 

⑼ 職場実習終了後のフォロー 

職場実習終了後、就職先が未決定の研修生に対しては、他の就職支援機関（札幌市

就業サポートセンター、各種ハローワーク等）へ支援を繋げていくこと。 

 ⑽ 就職準備金の支給 

   札幌市が以下に定める人手不足職種に職場実習（１日以上）を通じて就職（期限に

定めのない雇用が条件）した場合、就職準備金として 30,000円を支給する。ただし、
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人手不足が顕著な職種については、以下の分類表のとおり、職場実習の要件は適用し

ない。 

また、座学研修開始日を起点として、過去 60 日間に同職種へ従事していないこと

を条件とする。支給の際は、雇用契約書等の挙証書類で、札幌市が定める職種への就

職であることを確認すること。 

   なお、研修生１人につき、１回限りの支給とする。 

 【人手不足職種：厚生労働省職業分類表】 

 
職場実習 

必要 不要 

専門的・技術的職業 ・医師、薬剤師等 
・建設、土木、測量技術者 

・保育士、福祉相談員 

サービスの職業 ・調理人、調理見習い 
・介護ホームヘルパー、ケア

ワーカー 

保安の職業 - ・警備員 

生産工程の職業 
・金属加工、溶接・溶断工 

・製品検査工 
・整備工、修理工 

輸送、機械運転の職業 ・自動車運転手 - 

建設・採掘の職業 - 

・型枠大工、とび工 

・大工、左官 

・電気工事、電気配線工 

・建設、土木作業員 

 ⑾ 保育料の支給 

   座学研修又は職場実習に参加するに当たり、参加者が保育サービスを新たに利用す

る場合は、未就学児を保育所等に預けた事実が確認できる書類（領収書等）を提出さ

せ、座学研修または職場実習終了後に保育料として１日当たり 3,000 円を支給する。 

 ⑿ 職業訓練の受講支援 

  ア 支援内容 

    公共職業訓練、求職者支援訓練を希望する研修生に対し、ハローワークへの手続

きや受講申込等の支援を行うこと。訓練先で就職支援を実施しているため、受講を

もって支援終了とする。 

  イ 給付 

    職業訓練の受講に必要となるテキスト代や訓練生保険料、作業服の費用について

研修生１人あたり 30,000 円を上限に支給する。このほかの訓練に必要な初期費用

については、札幌市と協議のうえ決定することとし、費用の支払いが確認できる挙

証書類をもって給付する。 

⒀ アンケートの実施 

受託者は、研修生に対してアンケート調査を実施し、回答結果の集計を行うこと。
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実施時期は、職場実習終了時または職業訓練への移行時の１回とする。座学研修のみ

受講した研修生への実施時期については、受託者及び札幌市が協議の上、決定するこ

と。アンケート調査の内容については、札幌市が作成する。 

⒁ 事業報告の実施 

令和５年３月中旬までに事業実績の報告を行うこと。事業実績の報告に必要な資料

については、札幌市が指定する様式とする。 

 

７ 企画提案内容 

⑴ 企画提案の要点 

  ア 研修の特色 

    企画提案における研修の特色を記載すること。 

  イ 目標の設定 

    以下の達成目標を設定し、目標達成に向けての進捗状況については、【15⑷】の

際に報告すること。目標が達成できなかった場合は、その理由を分析し、報告する

こと。 

(ｱ) 研修生の就職率及び正規雇用、非正規雇用の内訳、職場実習の決定率につい

て、チャレンジコース及びステップアップコース、それぞれ設定すること。 

就職率 
就職率の雇用形態内訳 

職場実習の決定率 
正規雇用 非正規雇用 

●％ ●％ ●％ ●％ 

    (ｲ) 職場実習の受入が見込める企業数（社数） 

⑵ 研修生の募集 

  ア 募集方法 

コロナウイルスの影響により、失業や減収した非正規労働者や求職者に広く伝わ

る手法を提案すること。 

イ 受付方法 

研修希望者からの問い合わせや受付の対応方法について提案すること。 

⑶ 研修の内容 

   以下ア～キの必須研修の具体的な内容を提案すること。 

  ア 小規模合同企業説明会 

  イ 職場見学バスツアー 

  ウ 人手不足職種の仕事体験プログラム 

エ 職業観のかん養（実習受入先企業と研修生との接点創出等） 

オ 就職活動セミナー 

  カ 個別カウンセリング 

キ 職場実習先マッチングの支援 

 ⑷ 研修スケジュール 

 ５月から２月中旬に実施する座学研修の回数及び実施時期を提案すること。 
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⑸ 職場実習受入企業の開拓 

職場実習受入企業の開拓方法や人手不足業界等の企業の開拓方法、業種別の開拓企

業数について、具体的に明示すること。 

⑹ 事業及び研修の実施体制 

以下の内容を具体的に記載すること。 

  ア 事業全体に関わる運営体制 

    事業の責任者、運営スタッフ、専従社員の人数及び他業務と兼務する社員の人数

を、人工単位（事業への専従を 1.0人工とする）で記載すること。 

  イ 研修に関わる運営体制 

研修講師陣、研修スタッフ、カウンセラーなど。 

⑺ 個別カウンセリング等 

研修生の能力差に対応した就職支援の方法及び個別カウンセリングの体制等を提

案すること。 

 ⑻ 「企画提案様式４」の様式に基づき、本企画提案の概要を提出すること。 

   なお、本様式については、電子データ（エクセルファイル）でも併せて提出するこ

ととする。 

⑼ 実施に係る経費 

   積算書の提出により、業務の実施に係る経費を提案すること。 

⑽ 事業精算時の体制及び手法等 

事業費精算時の体制や精算方法、誤りが生じないチェック体制を提案すること。 

 

８ 広報 

⑴ 研修生及び参加者募集に当たっては、札幌市が主催する事業であり、公共性があ

ることに留意すること。また、コロナウイルスの影響を受けた方々に広く周知する

ため、特に本事業の対象者である求職者等に効果的に周知するよう努めること。 

⑵ 成果物の著作権は札幌市に帰属する。 

⑶ 札幌市で作成・印刷するチラシ及びポスターについては、配布など広報活動に使用

すること。なお、区役所等の札幌市関連施設への郵送配布は基本的に札幌市が実施す

る。 

 

９ 各種給付金について 

  各種給付金については、座学終了後、職場実習終了後及び人手不足職種への就職後な

ど、速やかに研修生へ給付すること。ただし、コロナウイルスの影響による経済的状況

を鑑み、希望する研修生に対しては、各日の研修または実習後に日払いとして給付金を

支払えるようにすること。 

研修生から受領した証明をとるとともに、支払った各種給付金の支払い状況が記載さ

れた書面を提出し報告すること。 

 

10 契約金額の増額条件 

本事業の職場実習給付金１時間当たり 889円について、職場実習時点において北海道
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の最低賃金が引き上げられた場合は、研修生の職場実習の実際の受講時間に応じて契約

金額の増額改定を行う。 

 

11 契約金額の減額条件 

  本事業の実施に当たり、座学研修及び職場実習については、実績が以下の時間数を満

たしていない場合は、当初契約金額の減額改定を行う。職業訓練における給付金、就職

準備金及び保育料については、実際の給付金額が以下の金額を満たしていない場合とす

る。 

  また、⑴～⑹の合計 21,662,000円（不課税）は当初契約金額に含めるものとする。 

  なお、⑴～⑹いずれかの給付金に余剰が発生する場合は、受託者及び札幌市で協議の

上、他の給付金に使用することも可とする。（例：職場実習給付金の余剰分を就職準備

金に使用する等） 

⑴ 座学研修（チャレンジコース）給付金 

  研修生が座学研修を受けた日数：1,500日（150人×10日） 

1,500日×5,000円（１日当たりの給付金）＝7,500,000円 

⑵ 座学研修（ステップアップコース）給付金 

  研修生が座学研修を受けた日数：900日（150人×６日） 

900日×4,000円（１日当たりの給付金）＝3,600,000円 

⑶ 職場実習給付金 

研修生が職場実習を受けた時間数：8,000時間（200人×５日×８時間） 

8,000時間（職場実習時間数）×889円（１時間当たりの給付金）＝7,112,000円 

⑷ 職業訓練（希望選択）における給付金 

給付上限金額の合計：900,000円（希望者 30人×30,000円） 

 ⑸ 就職準備金 

   給付上限金額の合計：2,100,000円（キャリア転換を伴う人手不足職種への就職者

70人×30,000円） 

 ⑹ 保育料 

   給付上限額の合計：450,000円（座学研修又は職場実習参加者に保育料を支払う日

数 150日×3,000円） 

 

12 減額改定を行う場合の計算方法 

上記 11を満たしていない場合は、以下の計算式により減額し改定を行う。 

減額改定後契約金額＝当初契約金額－｛⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＋⑹｝ 

なお、【11⑴～⑹】の給付金の余剰分を他の給付金に使用した場合は、別途計算する。 

⑴ 座学研修分（チャレンジコース）の残額｛1,500日（座学研修日数）－（座学研修

の延べ日数）｝×5,000円（１日当たりの給付金） 

⑵ 座学研修分（ステップアップコース）の残額｛900日（座学研修日数）－（座学研

修の延べ日数）｝×4,000円（１日当たりの給付金） 

⑶ 職場実習分の残額｛8,000 時間（職場実習時間数）－（職場実習の延べ時間数）｝

×889円（１時間当たりの給付金） 
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⑷ 職業訓練（希望選択）における給付金の残額｛900,000円－（実際に職業訓練の初

期費用として支払った金額の合計）｝ 

⑸ 就職準備金の残額｛2,100,000 円－（実際に就職準備金として支払った金額の合

計）｝ 

⑹ 保育料の残額｛450,000円－（実際に保育料として支払った金額の合計）｝ 

 

13 札幌市が担当すること 

⑴ チラシ及びポスターの作成・印刷 

   札幌市でチラシ及びポスターを作成・印刷し、以下の部数を受託者へ提供する。 

   ・職場実習受入企業募集チラシ（Ａ４カラー片面印刷）：15,000枚 

   ・研修生募集チラシ（Ａ４カラー両面印刷）：30,000枚 

   ・研修生募集ポスター（Ａ２カラー片面印刷）：500枚 

⑵ 広報の実施 

   区役所等の札幌市関連施設へのチラシ及びポスターの配布、貼付。 

⑶ 就職状況等の調査の実施 

   事業終了後、就職ができずに職場実習を終えた研修生や研修生を採用した企業に対

し、今後の就職状況等について札幌市でアンケート調査の実施を予定。 

 

14 成果の帰属及び秘密保持 

⑴ 成果の帰属 

   本業務により得られた成果は、札幌市に帰属する。 

⑵ 成果物の提出について 

   受託者は、以下の成果物を提出すること。 

   また、必要に応じて電子データにて提出すること。 

  ア 業務報告書 

    業務報告書には募集活動の成果、研修生数、研修生の本事業を知った認知経路、

就職率、職場実習に行った割合、就職先企業、男女比、学歴別割合などを盛り込む

こととする。詳細については、受託後、札幌市と調整することとする。 

  イ 研修生名簿 

    名簿には、必ず、名前、住所、電話番号が記載されているものとする。 

  ウ 研修生に支給した給付金の額が分かる書面、出勤時間の確認ができるもの 

エ 交通費に係る申請書（職場実習先企業が支給したことが分かる書面） 

  オ 就職した研修生の雇用契約書（写）。ただし、取得し難い場合は、就職が決定し

た求人票等に、受託者の証明印を押印のうえ提出すること。 

  カ 受託者の企業開拓リスト 

  キ 職場実習実績表 

    面接日、職場実習開始日、職場訓練開始時、実日数、終了日及び就職状況などを

記載すること。 

  ク アンケート結果の集計 

    札幌市が作成したアンケート調査の集計を行い提出すること。 
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⑶ 秘密の保持 

  ア 札幌市は、企画提案者から提出された提案書等を、本業務における契約予定者の

選考以外の目的で使用しない。 

  イ 企画提案者は、本業務に関し、札幌市から受領又は閲覧した資料等を札幌市の了

解なく公表又は使用してはならない。 

  ウ 受託者は、本業務で知り得た札幌市及び受入先企業等の業務上の秘密を保持しな

ければならない。 

⑷ 個人情報の保護 

   受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に

関する法律」及び「札幌市個人情報保護条例」を遵守しなければならない。また、本

事業への参加者に係る個人情報の札幌市への提供については、必ず本人の同意を得た

うえで実施すること。 

 

15 その他 

 ⑴ コロナウイルス感染を防止するためにも、「三密」を防止した環境を整えるととも

に、研修生に対して手洗い・うがいの徹底及びマスク着用を指導する等、最大限の配

慮を行うこと。 

以下、厚生労働省のホームページを参照するとともに、感染防止に向けて、札幌市

と協議をしながら事業を運営していくこととする。 

  【厚生労働省：新型コロナウイルス感染症について】 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

⑵ 研修会場の札幌サンプラザ内に設置している札幌市就業サポートセンターの「新型

コロナウイルス感染症に係る特別就業専門相談窓口」と職場実習受入先となる求人企

業の開拓等について連携を密にし、研修生の就職率の向上に結び付けていくこと。 

⑶ 札幌市は、必要に応じて事業実施状況について、随時報告を求めることができる。 

⑷ 研修開始日から１か月ごとに研修報告書を作成し報告すること。各月の報告はその

翌月の 15 日までに行うこととし、研修報告書の内容は、前月分の研修実施状況、研

修生の状況及び職場実習状況等とする。 

⑸ コロナウイルスの影響がより拡大した場合、札幌市と受託者の双方協議のうえ、契

約内容の変更をすることがあるものとする。 

 ⑹ 受託者は、本委託事業の実施状況を公表しようとするときは、事前に札幌市の承認

を受けること。 

⑺ 札幌市主催事業に関しての周知等に協力すること。 

⑻ この仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、札幌市と受託者の双方協議の

うえ決定する。 

 

16 本件に係る問い合わせ先 

札幌市経済観光局雇用推進部雇用推進課 担当：藤田・伊関（電話 211-2278） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

