
コロナ離職者等と人材不足分野等とのマッチング支援事業業務に係る 

企画提案仕様書 

 

 

１ 業務名 

コロナ離職者等と人材不足分野等とのマッチング支援事業業務 

 

２ 業務の目的 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、県内ではコロナ禍前と比較し厳しい雇用

情勢となっている。一方で、福祉・建設等の人材不足分野やコールセンター等の成長分

野等は人材を求めており、コロナ離職者等と人材不足分野等とのマッチングが課題とな

っている。そのため、コロナ離職者等が人材不足分野等を幅広く効率的に理解できる機

会として、マッチングイベント「おしごとフェア」（仮称）を開催するとともに、再就 

職及び生活支援に関する相談窓口や支援策の情報を分かりやすく届ける情報発信を行う

ものである。 

 

３ 委託業務の内容 

（１）マッチングイベント運営業務 

コロナ離職者等と人材不足分野等とのマッチングイベント「おしごとフェア」（仮

称）を運営すること。 

 

①企画（開催時期・開催内容） 

 ア マッチングイベントの開催時期は、令和３年１２月末までに県内３市（青森

市・弘前市・八戸市）の会場において各１回、開催することを原則とする。た

だし、県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、県と協

議の上、令和４年１月以降の開催も可とする。（契約履行期限は遵守するこ

と。） 

 イ マッチングイベントは下記の基本的な構成要素を含み、コロナ離職者等が人

材不足分野等を幅広く効率的に理解できる機会となり、就職・生活相談が可能

となる企画を行うこと。 

 

  （基本的な構成要素） 

      ・各分野の業界ＰＲ（例：セミナー、業界を紹介する動画上映、介護等の作

業実演） 

      ・各分野相談コーナー（福祉・建設・農業等の県関係課や業界団体等の関係

機関） 

      ・就職相談コーナー（青森労働局や県商工労働部関係機関） 

      ・生活相談コーナー（県健康福祉部関係機関） 



 ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、マッチングイベントがオンラ

イン開催となる可能性があるため、オンライン開催となった場合の代替プログ

ラムを検討すること。 

 

②会場の確保 

 ア 新型コロナウイルス感染症に係る適切な感染防止対策を施した上で、本仕様

書の３ 委託業務の内容（１）マッチングイベント運営業務③参加者対応業務

ウ及びエに記載しているマッチングイベントの実施規模を満たし、対象者であ

るコロナ離職者等が参加しやすい場所を確保すること。やむを得ず交通の利便

性が悪い会場となる場合には、対策を施すこと。 

イ マッチングイベントにおけるセミナーや実演等を行うステージ及び業界団体・

行政関係者等の相談ブース用の机や、その他の備品（マイク、スクリーン、プロ

ジェクター、演台、音響設備等）を必要に応じレンタル等により用意すること。 

 ウ 必要に応じて、追加の電源環境やインターネット接続環境を用意すること。 

 

③参加者対応業務 

 ア 一般参加者（コロナ離職者等）の申し込み受付等 

 イ 業界団体・行政関係者等向けの運営マニュアルの作成・配布 

   相談ブース等を設置する業界団体・行政関係者等向けに、マッチングイベン

ト当日のタイムテーブルや留意事項等を記載した運営マニュアルを作成し、

配布すること。 

ウ 一般参加者（コロナ離職者等）の想定参加者数 

   １会場あたり、７０名程度を想定している。 

 エ 業界団体・行政関係者等の想定参加者数 

   １会場あたり、２０団体で２０名～３０名程度を想定している。なお、マッ

チングイベントに参加する業界団体・行政関係者等の選定は主として県が行

う。 

 

④広報（マッチングイベント集客）業務 

  マッチングイベントの一般参加者（コロナ離職者等）を確保するために、本仕

様書の３ 委託業務の内容（２）情報発信業務 に係る情報発信、広報を行うこ

と。 

 

⑤マッチングイベント運営の計画等 

 ア 新型コロナウイルス感染症に係る感染対策を強化した会場展開図（ゾーニン

グ等配置イメージ）、会場オペレーション、機材及び備品（会場備付けのもの

があればそちらを活用すること）に関する計画を立てて業務を進めること。 

 イ スタッフの手配、音響・照明等の演出関係、実施に関する機器類の整備及び



トラブル発生時の対応、その他運営に必要な項目の計画を立てて業務を進める

こと。 

 

⑥会場設営及び撤去 

 ア 一般参加者（コロナ離職者等）が人材不足分野等への興味・関心を高め、か

つ興味を持ったブースに相談しやすい会場レイアウトにすること。 

 イ 入場しやすい雰囲気の会場づくりに努めること。また、会場付近等、認知し

やすい場所に会場案内図等を表示すること。 

 ウ 会場設営に当たっては、一般参加者（コロナ離職者等）及び業界団体・行政

関係者等に対する安全・衛生管理に配慮するとともに、災害時等における危機

管理体制マニュアルを作成すること。 

 エ 飛沫防止パネルの設置や検温等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

に努めること。 

 

⑦開催当日の運営 

 ア 一般参加者（コロナ離職者等）及び業界団体・行政関係者等の受付及び案内

を行うこと。 

 イ 一般参加者（コロナ離職者等）用のプログラムの作成及び配布を行うこと。 

 ウ  参加者用受付カードの作成及び配布を行うこと。 

エ 進行管理を行なうこと。 

 オ 一般参加者（コロナ離職者等）及び業界団体・行政関係者等に対しアンケー

ト調査を実施すること。なお、アンケート項目については、事前に県と協議し

て決定すること。 

 

⑧その他自由提案 

 コロナ離職者等が人材不足分野等を幅広く効率的な理解することを促進し、効果

的なマッチングに資する企画立案を行うこと。 

 

⑨アンケート調査の集計・分析 

    アンケート調査の集計・分析を行うこと。 

 

（２）情報発信業務 

下記を踏まえ、マッチングイベント及びコロナ離職者等の再就職及び生活支援に関

する相談窓口や支援策の情報について、対象者に分かりやすく届けるための情報発信

を行うこと。 

 

   ①情報発信の媒体 

    ア テレビＣＭ 



      コロナ離職者等がマッチングイベントの開催や就職・生活相談窓口等を知

り、参加・活用してもらうためのテレビＣＭを県内で放送する。 

イ リスティング広告、ディスプレイ広告等のインターネット広告 

      「支援の届きにくい方」（本仕様書の３ 委託業務の内容（２）情報発信

業務②対象者 参照）を含むスマートフォン等を頻繁に活用して情報収集す

る方が、マッチングイベントの開催や、就職・生活相談窓口等について知

り、参加・活用してもらうためのインターネット広告を実施する。 

     ※インターネット広告実施後に効果測定を行い、県に報告すること。 

    ウ ポスター・チラシ 

       マッチングイベントの開催や就職・生活相談窓口等の情報を掲載したポスタ

ー・チラシを制作・印刷し、関係機関に発送する。 

       ・ポスター（Ｂ２版カラー片面）：３００部程度 

       ・チラシ （Ａ４版カラー両面）：５，０００部程度 

       ・発送箇所：３００箇所程度 

    エ イベント等の特設サイト 

       テレビＣＭ、インターネット広告、ポスター・チラシ等でマッチングイベン

トや支援窓口の情報に触れた方が詳細な情報にアクセスする受け皿として、分か

りやすく、イベントへの関心や、相談窓口への訪問を促すデザインの特設サイト

を構築し、運用する。 

 

    ※上記ア及びイの項目について、委託金額の範囲内で、費用対効果を勘案しなが

ら、回数を設定し、実施すること。 

    

②対象者 

    ・新型コロナウイルス感染症等に起因して前職を離職し、県内における再就職先

を探している方、再就職や生活に対し不安や悩みを抱えている方（コロナ離職

者等） 

    ・接待を伴う飲食店や酒類を提供する飲食店をコロナ禍で離職した方や、雇用保

険に加入していないなどの理由により、行政機関を訪れる機会が少ない方や、

離職等により収入が減少し、生活面で困っている方（「支援の届きにくい

方」） 

   

③対象者に届けたい情報 

    ・県内３市で開催するマッチングイベント「おしごとフェア」（仮称）の開催及

びマッチングイベントへの参加を促す情報 

    ・就職相談窓口（「ジョブカフェあおもり」「ネクストキャリアセンターあおも

り」等）、生活相談窓口（生活困窮者自立相談窓口等）や各種支援策の情報 

    ・その他、コロナ離職者等と人材不足分野等とのマッチングに資する情報 



   ④その他自由提案 

    「支援の届きにくい方」への効果的な情報提供と相談窓口等への相談を促進する

手法を提案すること。 

 

（３）事業実施報告書等成果品の作成 

   上記業務終了後、実施結果をまとめた事業実施報告書をＡ４版任意様式に作成し、

県に紙及び電子データで提出すること。 

   報告内容については、県と協議の上、決定するものとする。 

 

４ 履行期限 

令和４年２月２８日（月） 

 

５ 対象経費 

（１）マッチングイベント運営業務に係る経費（使用料、印刷費、広告費、通信運搬費、

旅費、消耗品費等の経費） 

（２）情報発信業務に係る経費（使用料、印刷費、広告費、通信運搬費、旅費、消耗品費

等の経費） 

（３）委託業務に従事する者の人件費 

（４）一般管理費（消費税相当額を除く事業費総額の１０％以内の額とする。） 

（５）その他当該事業に必要と認められる経費（要事前協議） 

※ただし、次の経費は対象外とする。 

 ・ 土地、建物、備品（オフィス機器、家電、デジカメ、パソコン等の物品）の取

得費 

・ 施設・設備の設置費、改修費 

・ 飲食代・その他事業と関連性が認められない経費 

 

６ その他の条件等 

（１）個人情報の取扱い 

受注者は、委託業務を通じて取得した個人情報については、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守しなければならない。 

（２）暴力団の排除 

受注者は、別記「暴力団排除に係る特記事項」を遵守しなければならない。 

（３）業務の再委託 

本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、書面により知

事の承諾を得たときは可能とする。 

（４）権利の帰属 

本業務により制作された資料等に係る著作権、所有権は、原則として委託料の支払

いが完了したときに受注者から県に移転するものとする。 



（５）県への報告 

受注者は、事業の実施状況について適宜県へ報告すること。 

（６）新型コロナウイルス感染症の感染拡大時等の対応 

新型コロナウイルス感染症の影響により、計画通りの実施が困難となった場合、代

替案等について、県と協議の上、決定するものとする。 

（７）その他 

契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、県と協議して決

定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記） 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人

情報を適正に取り扱わなければならない。  

 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事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。  

 

（取得の制限） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、

当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取

得しなければならない。 

 

（適正管理） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の

防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（作業場所の特定等） 

第５ 受注者は、受注者の事務所内において、この契約による事務に係る個人情

報を取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約

による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。  

 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務

に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供し

てはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理す

るために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、

又はこれらに類する行為をしてはならない。  



（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行う

ものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこ

れに類する行為をしてはならない。 

 

（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を実施するために委託者から引き渡され、

又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了

後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示

したときは、その指示に従うものとする。  

 

（従業者への周知） 

第１０ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退

職後においても当該事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こと、当該義務に違反したときは青

森県個人情報保護条例（平成10年12月青森県条例第57号）の規定により罰則が科

される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項

を周知させるものとする。 

 

（実地調査の受入れ） 

第１１ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保す

るため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとする

ときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。  

 

（事故発生時における報告） 

第１２ 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあ

ることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記） 

暴力団排除に係る特記事項 

 

 （総則） 

第１ 受注者は、青森県暴力団排除条例（平成 23 年 3 月青森県条例第 9 号）の基本理念

に則り、この特記事項が添付される契約（以下「本契約」という。）及びこの特記事項を守

らなければならない。 

 （暴力団排除に係る契約の解除） 

 第２ 発注者は、受注者（第 1 号から第 5 号までに掲げる場合にあっては、受注者又はそ

の支配人（受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しく

は契約を締結する事務所の代表者））が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を

解除することができる。 

(1)  暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。）であると

認められるとき。 

(2)  自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。

以下この項において同じ。）の威力を利用したと認められるとき。 

(3)  暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下この号及び次

号において「金品等の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する

目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 

(4)  正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ

ととなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 

(5)  暴力団員と交際していると認められるとき。 

(6)  暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 

(7)  その者又はその支配人（その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しく

はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者）が第 1 号から前号までのいずれか

に該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その

他の契約を締結したと認められるとき。 

(8)  第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係

る下請契約、材料等の購入契約その他の契約（前号に該当する場合の当該契約を除く。）

について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償につい

ては、本契約の規定による。 

 （不当介入に係る報告・通報） 

第３ 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、

発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行う

ものとする。 


