
 

 

令和４年度 高度工芸技術者養成研修業務委託 企画提案仕様書 

 

１．委託業務名 

  高度工芸技術者養成研修業務 

 

 

２．目的 

  本委託事業は主に若手工芸技術者に対し基礎的及び専門的な技術研修を行い、高度な技術を

持った人材を育成することにより、沖縄県の工芸産業の振興に資することを目的とする。また、

当該研修の成果展を実施することにより、工芸関連業界や一般県民に沖縄の工芸品の魅力を広

く周知することを目的とする。 

 

３．委託契約期間 

  契約締結日（令和４年４月１日予定）から令和５年３月３１日（金）まで 

  （この期間には、事前準備・事後整理期間を含む。） 

 

４．業務実施日・時間・研修期間 

 (1) 業務実施日は原則として、火曜日から土曜日までとし、公休日、慰霊の日、12 月 29 日か

ら 1月 3日は除くものとする。 

ただし協議により月曜日・日曜日や祝日に変更することができるものとする。 

(2) 業務時間は、午前９時から午後５時までとする。 

(3) 研修期間は、令和４年５月１０日（火）から翌年３月２４日（金）とする。 

 

５．委託業務履行場所 

  おきなわ工芸の杜内の貸し工房Ｄ及び共同工房とする。 

（住所：沖縄県豊見城市字豊見城１１１４番１） 

（貸し工房Ｄの施設概要については、下記の８を参照） 

 

６．委託内容 

研修概要（別添１）に要する以下の業務を行うこと。 

業務の実施に際して疑義が生じた場合、県と協議しながら内容を確認し、進めるものとする。 

 

(1)業務体制の確保 

①委託業務を円滑に遂行するため、下記７の業務体制を構築すること。 

 ②業務履行場所となるおきなわ工芸の杜内の貸し工房Ｄ、共同工房は、契約締結後すみやか

に、受託者において施設管理者への利用申し込みを行い、研修が適切に実施できるよう準

備すること。 

 ③事業実施に必要な備品、消耗品類（研修に必要な原材料、事務用品、衛生用品等）及び通

信機器等を準備すること。 



 

 

④入所式およびオリエンテーションの企画、実施を行うこと。 

⑤受託者は、事業を実施するにあたり十分な安全対策を講じること。具体的には、緊急連絡

体制の整備、環境整備、研修中の怪我等に対応するため保険に加入する等を講じるものと

する。 

 

(2)研修の実施 

①受託者は、県と協議の上研修日程等を確定し、講師と連携し、技術研修、特別実習、およ

び座学等を実施すること。 

②技術研修に必要な設備、機器等の準備、利用予約・使用実績の確認を行うこと。 

③おきなわ工芸の杜の設備・機器を研修で使用する場合は、原則使用日の１か月前までに施

設管理者に利用予約を行うこと。 

④研修生等の健康や安全面の管理等円滑な研修の実施に必要な業務を行うこと。 

⑤研修の実施に当たっては、感染拡大防止のため、沖縄県の策定する感染症対策関連の方針

等に基づき実施すること。 

 

(3)管理業務 

①研修の進捗管理に関すること。 

 ・おきなわ工芸の杜共同工房利用状況を県に報告すること。 

・研修業務運営状況を県に報告すること。 

・人件費（研修講師、事務員）にかかる出欠簿の作成し、県へ提出すること。 

・研修運営に関する会議（運営方針、事務連絡、健康安全、進捗確認等）を開催すること。 

・研修環境の確認を行うほか、改善を要する箇所等の対応について県と協議すること。 

 

②現地実習、見学などに関すること 

・上記の計画策定、実施および県へ実施報告を行うこと。 

・上記に要する調整を行うこと。 

 

③研修講師に関すること 

・研修指導講師日誌の作成を指示し、県へ提出すること。 

・技術指導経過（進捗、熟度、数量など）の把握を行い、県へ情報共有を行うこと。 

・指導姿勢（態度、公平性、勤勉性など）の把握と指導を行い、県へ情報共有を行うこと。 

 

④研修生に関すること 

・研修日誌の作成を指示し、県へ提出すること。 

・研修出欠簿の作成および県へ提出すること。また、出欠指導を行うこと。 

・研修生の遅刻・早退届等を作成すること。※受講証明書は県が発行する。 

・研修生の住所、氏名等の変更に係る事務処理を行うこと。 

・研修報告書の作成を指示し、県へ提出すること。 

・研修生の個別状況（健康、安全、態度など）の把握および指導を行うこと。 

 



 

 

⑤安全・健康管理等 

・平時の安全および健康管理簿を作成し、県へ提出すること。 

・災害・事故発生時の連絡、対応および報告書を作成し、県へ提出すること。 

    ・作業責任者を配置し、研修作業の安全・健康管理および緊急時の対応を行うこと。 

 

⑥その他 

 ・研修を希望する方の研修見学について、研修に支障のない範囲で対応すること。 

       ・上記他、２）管理業務の①～⑤について必要と認められる業務を行うこと。 

 

(4)報告会 

 ①中間報告会の実施 

・９月までの成果を報告する中間報告会の計画および開催を行うこと。 

・関係者への開催案内および県との調整等、必要と認められる業務を行うこと。 

 

②研修報告会（成果展）の実施 

ア．企画、準備に関すること 

・開催場所の確保、および実施日程表、当番表などを作成し、県に提出すること。 

・出品リストを作成すること。 

・展示レイアウト表を作成すること。 

・展示会に係る消耗品の購入・借用等を行うこと。 

イ．実施に関すること 

・什器の設営、作品のディスプレイを行う。 ※センター所有の什器使用可能 

・展示品の管理（種類・数量・製作者リスト作成）を行う。 

・説明員（研修生）を配置し、対応等について指示を行う。 

ウ．撤去に関すること 

・什器の撤去、作品を搬出すること。 

エ．報告書の作成に関すること 

オ．上記他、必要と認められる業務を行う。 

 

(5)研修修了 

① 修了判定会議に必要な資料の作成と報告を行う。 

② 修了式の企画および実施を行う。 

③ 実施場所の環境整備および原状回復を行う。 

④ 研修修了者の就職状況を把握し、３月中に県へ報告を行う。 

⑤ 上記他、必要と認められる業務を行う。 

 

(6)事業実績等の報告 

① 受託者は、事業完了の日から起算して 30 日以内又は令和 5 年３月末日のいずれか早い

日までに委託事業実績報告書を提出すること。 

② 経理事務書類の集約と報告を行う（県で行う予算執行状況確認への対応を含む）。 



 

 

 

７．業務体制 

 受託者は、本業務を円滑に実施するため、以下のとおり職員を配置すること。 

(1)研修講師 

ア 各研修コースごとに研修講師 1 名（合計 4 名）を配置し、原則として週４日以上かつ 1

日 6 時間以上（昼休みは含まない）、指導業務に従事させるものとする。 

  イ 研修講師は、研修内容に精通しており、かつ指導経験を有するなど、十分な知識・経験

を有する者を充てるものとし、発注者と協議のうえ決定すること。具体的には、以下の要

件をすべて満たす者を基本とする。 

  ＜研修講師の要件＞ 

   ① 担当分野における実務経験を５年以上有する者 

② 本事業の講師経験者又は社内の教育的立場にある者などで、十分な指導力を有すると

見込まれる者 

   ③ 本事業の趣旨をよく理解し、人を育てることに熱意を有する者 

   ④ 心身ともに健康で当該業務に耐えうる者 

   ⑤ 法令等を遵守し、職務上知り得た秘密を他に漏らさないことができる者 

 

(2)事業担当者 

事業担当者を、業務実施時間中、貸し工房 D に１名以上配置し、管理業務に従事させるも

のとする。事業担当者と研修講師の兼務は不可とする。 

事業担当者を複数名配置する場合は、本事業以外の他の事業との兼務を可とする。 

 

(3)講座講師等 

   研修講師による指導内容と重複せず、かつその内容に精通した者とすること。 

 

(4)安全管理責任者 

   安全管理責任者を配置し、健康管理面および機器利用面に関する留意事項の整理および業

務従事者・研修生への周知を行うなど、業務従事者及び研修生に対する安全管理にあたるも

のとする。研修講師または事業担当者の兼務を可とする。 

 

(5)事業責任者 

   責任者を配置し、本事業を統括し、県や関係機関との調整業務にあたるものとする。安全

管理責任者の兼務を可とする。また、本事業以外の他の事業との兼務を可とする。 

 

 

８．貸し工房Ｄの施設概要 

(1)レイアウト等 

  別添図面を参照。 

 



 

 

(2)事務スペース等の借り受け 

  ①受託者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、貸し工房Ｄ内に一定の事務ス

ペース等を設け無償で使用することができる。 

  ②貸し工房Ｄの本業務での使用を終了し、又は中止した場合は、原状回復の上、発注者の検

査確認を受けなければならない。また、受託者において、施設管理者に対して必要な退去

の手続きを行うものとする。 

 

(3)使用目的の制限 

  ①受託者は、上記(1)(2)の施設・設備等は、本業務及びこれに付随する業務以外の目的で使

用してはならない。 

  ②受託者は、上記(1)(2)の施設・設備等を使用する際は、県の指示に従い、善良な管理者の

注意をもって適切に使用しなければならない。 

なお万一、施設・設備等の損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従

い、受託者の負担において必要な修繕等を行うものとする。 

 

(4)設備・機器等の持ち込み 

  ①受託者は、研修業務に支障を来たさない範囲において、本業務に必要な設備・機器等を持

ち込むことができるものとする。ただし、持ち込む場合には、事前に発注者の承認を得な

ければならない。 

  ②上記①の設備・機器等については、適切に管理し、使用を終了し又は中止した場合は、直

ちに原状回復を行い、発注者の検査確認を受けなければならない。 

  ③本業務の契約期間が終了する際、受託者が本業務に供するために持ち込んだ設備・機器等

については、すべて受託者の負担で撤去すること。 

 

 

９．経費について 

  業務における主な経費区分及び単価は以下の基準を参考に計上すること。 

(1)人件費 

 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費であり、妥当な根拠に基づき設定する。 

 なお、実際に本事業に従事したことを証する業務日誌（任意様式）を作成する必要がある。 

兼任の場合は、他の委託・補助による業務及び自社の独自業務等の従事時間も記載し、他の

業務と重複することのないように注意すること。 

 

(2)講座講師 

  謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲内を超えない妥当な根拠に基づき設

定する必要がある。なお、本県の職員及び受託者の従業員に対しては、原則として謝金を支払

うことは認めない。 

 

(3)光熱水費 

  業務履行場所である貸し工房Ｄに係る光熱水費は、県が支払うものとし、委託経費には含ま



 

 

ない。 

 

(4)使用料 

  業務履行場所である貸し工房Ｄの室料（共益費含む）、共同工房における利用料は、県が支

払うものとし、委託経費には含まない。 

  その他の事業実施に必要な物品の使用又は会場の借り上げ等に必要な経費とする。 

  なお、通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その他の経費は含まれない。 

 

(5)備品 

事業の実施に当たり使用する可能性のある備品については、借料の範囲（リース等）及び

消耗品費で対応するものとする。 

  ※備品とは「沖縄県財務規則第153条第２項」に定めるものとする。 

  ※消耗品とは「沖縄県財務規則第 153条第２項」に定めるものとする。 

(6)管理費 

 経費の合計から外部委託費を除いた 10%以内とする。但し、消耗品等の消費税を含む経費

に関しては、消費税を除いた金額を計上する。 

 

(7)消費税 

 管理費を含めた経費のうち課税対象となる経費の 10％とする。 

 

 

10．再委託 

(1)一括再委託の禁止等 

  契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 

また、契約金額の５０％を超える業務、企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統

括的かつ根幹的な業務（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、又は請け負わせることができない。 

  ただしこれによりがた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る場合は、

これと異なる取り扱いをすることがある。 

 

(2)再委託の承認 

  契約の一部を第三者に委任し、又は請け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。 

  受託者は、再委託先又は再請負先の行為について、発注者に対し、すべての責任を負うこと。 

 

 

11．その他 

(1) 受託者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。 

 

(2) 受託者は、本業務に従事する者の労働条件や労働安全衛生に関する労務管理について、責任



 

 

者を定め、労働基準法労働安全責任法等の関係法令に従って適切に行わなければならない。 

 

 (3) 本業務の遂行に当たっては、発注者と連携を密にし、疑義が生じた場合は、発注者、受託

者双方が協議の上、これを処理する。 

 

 (4) 職員がほかの事業と兼務する場合は、本事業に係る経費のみを明確に按分して、積算の根

拠が分かるよう整理すること。 

 

 (5) 本業務により得られたデータ及び記録は、発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく

他に使用あるいは公表してはならない。 

 

 (6) 著作権、肖像権等、他の個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。 

 

 (7) 本業務の遂行にあたっては、知り得た一切の事項について、外部への漏洩がないよう注意

すること。また、発注者が提供する資料を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしな

いこと。 

 

 (8) 個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守するものとする。 

 

 (9) 本業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、発注者

に報告すること。 

   受託者が対応できないクレームが発生した場合は、すみやかに発注者に報告し対応を協議

すること。 

 



別 記 

個人情報取扱注意事項 

 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を

侵害することのないように努めなければならない。 

 

第２ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさ

ないよう対処しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 

第３ 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講

じなければならない。 

 

第４ 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければなら

ない。 

２ 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握･管理し、必要な指導を行う。 

 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員･従業員（以下「使用者」と

いう。）を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。 

２ 乙は、使用者に対して、第２の秘密保持について徹底して指導しなければならない。 

３ 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。 

 

第６ 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、

甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等

を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処す

るものとする。  

 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等

を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。 

 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、

又は第三者に提供してはならない。 

 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等

（複写、複製したものを含む。）を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、

甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。 

 

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に

対して報告を求めることができる。 

 

第11 乙は、個人情報取扱注意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、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。 



 別添１：研修概要 

 

 

※各分野の研修生数は、応募状況等の事情により、増減する可能性がある。 

期  間 令和４年５月 10日（火）～令和５年 3月２４日(金) 

月・日・祝日、慰霊の日、12/29～1/3は休み 

場  所 おきなわ工芸の杜施設内（豊見城市字豊見城１１１４番１） 

時  間 9 時～1７時（研修講師による指導は週４日、時間は９時半～１６時半を基本と

する。） 

種  類 織物 紅型 漆芸 木工芸  

研修生数 ４名以内 ４名以内 ４名以内 ４名以内  

研修内容 以下の目標を想定し研修内容および研修日程等を提案すること。 

例：技術研修     

例：講座 

 

    

その他     

 

※研修内容は、委託者による提案を基に県と委託者との間で調整後、最終決定する。 

 

【分野別の人材育成目標】 

（織物） 

・伝統的な織物技術を基に、染色技術、絣及び紋織等織技術、製品企画等を習得する。 

・伝統織物の知識向上を図るとともに、新たな技術や技法の習得を行う。 

・製作課題は、帯着尺幅の織物を中心とし、市場ニーズにあった製品試作を行う。 

 

（紅型） 

・伝統的な紅型技術を基に、型彫技術、糊加工技術、染色技術、製品企画等を習得す

る。 

・伝統紅型の知識向上を図るとともに、新たな技術や技法の習得を行う。 

・製作課題は、帯着尺幅の紅型を中心とし、市場ニーズにあった製品試作を行う。 

 

（漆芸） 

・伝統的な漆芸技術を基に、素地技術、漆（髹漆）技術、加飾技術、製品企画等を習

得する。 

・伝統漆芸の知識向上を図るとともに、新たな技術や技法の習得を行う。 

・製作課題は、木素地の漆器を中心とし、市場ニーズにあった製品試作を行う。 

 

（木工芸） 

・挽物技術、指物技術、塗装技術、製品企画等の木工芸技術を習得する。 

・木工芸の知識向上を図るとともに、新しい木工芸品（脚物、箱物等）の製作技術を

習得する。 

・製作課題は、漆器に供する素地を中心とし、市場ニーズにあった製品試作を行う。 

 
 



≪別添　貸し工房Ｄの配置図面≫

isaritsu
テキストボックス
※配置図案で、実際とは異なります。※コピー機本体はありません。必要があれば受託者で準備してください。※冷蔵庫３台と机・椅子（研修生用、講師用、事業担当者用）は用意されています。


