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令和４年度沖縄県委託訓練に係る企画提案追加公募について 

沖縄県では、離職された方などの早期再就職を支援するため、民間教育訓練機関等を活用した職業訓

練事業（以下「委託訓練」という。）を実施しております。 

委託先候補については、複数の機関から訓練に関する企画提案書の提出を求め、優れた訓練内容の提

案を行った機関を選定することとしております。 

なお、受託にあたっては、昨今のコロナ禍における感染防止対策について適宜対策を講じることを原則

とします（職業能力開発校からの指示に従うこと）。 

 

＊あくまでも委託先候補として選定するものであり、委託契約をもって正式な決定となります。 

 

 

 

 

 

 

1 委託訓練の概要 

委託訓練は、職業能力開発促進法第 15 条の 7 第 3 項に基づき、職業能力の開発及び向上について適

切と認められた施設が国及び都道府県に代わって公共の職業訓練を実施するものです。 

訓練受託先機関には、充実したカリキュラム、適切な施設、事務処理体制の下、離職者等の就職につな

がる職業訓練及び就職支援の実施が求められます。 

 

2 令和４年度委託訓練追加公募実施計画 

 

一般求職者コース 
浦添職業能力開発校 

管轄地域 

具志川職業能力開発校 

管轄地域 

開講日 令和４年１２月１日 

１コース定員 標準１５名 ＊申請状況により調整あり 

採択予定数 最大２コース 最大２コース 

訓練期間 ３ヶ月 ３ヶ月～４ヶ月 

訓練分野 

１，OA事務関係  ２，IT・Web関係   ３，経理関係 

４，医療事務関係  ５，金融・証券関係  ６，建築・不動産関係  

７， 旅行・観光関係  
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3 応募に関する要件等 

（1） 応募者に係る要件 

応募にあたっては、次の要件を全て満たすこととします。 

① 沖縄県内に事務所及び訓練施設を有し、県内において職業訓練を開講できるとともに、各種事

務の的確な処理、個人情報の管理など事業実施に必要な能力を有すること。 

② 都道府県税、消費税及び地方消費税に係る徴収税を完納していること。 

③ 事務手続きに常時対応するための事務担当者を 1 名以上配置できること。 ※事務担当者は

講師との兼務不可（P10参照） 

④ 就職支援に係る就職支援責任者を訓練施設毎に 1 名配置すること。就職支援責任者は、キャ

リアコンサルタント（職業能力開発促進法第 30 条の３に規定するキャリアコンサルタント。）又は

ジョブ・カード作成アドバイザー（ジョブ・カード講習（平成 30 年度で終了）の修了者であり、厚生

労働省又は登録団体に登録された者。）であることが望ましい。また、訓練実施日数のうち 50％

以上の日数は、当該訓練の就職支援責任者が当該訓練実施施設にて業務を行うこととする。 

⑤ ジョブ・カード作成アドバイザー又はキャリアコンサルタントを 1名以上配置できること。 

⑥ 一般求職者コースについては、直近の実績において就職率が２年間連続して 35％未満（非正

規雇用含む）となった場合は、同種の訓練コースを設定する場合には、原則として委託の対象と

しない。 

⑦ 平成 26 年度から実施されている職業訓練サービスの質向上を目指す「民間教育訓練機関に

おける職業訓練サービスガイドライン」（平成 23 年策定）を活用した「民間教育訓練機関におけ

る職業訓練サービスガイドライン研修」（以下「ガイドライン研修」という。）を委託契約を締結する

日において有効な受講証明書を有する者が委託先機関に在籍していること又は委託先機関がＩ

ＳＯ２９９９３（公式教育外の学習サービス－サービス要求事項）及び ISO２１００１（教育機関―教

育機関に対するマネジメントシステム-要求事項及び利用の手引）を取得していること（以下「ガイ

ドライン研修等の受講要件」という。）を委託の原則とする。 

⑧ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行

われている者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続

開始の申立てが行われている者 

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 

ウ 沖縄県又は他の機関が行う委託訓練及び職業訓練に関し、偽りその他不正行為を行い、又

は行おうとしたことが明らかになった場合、その不正に係る訓練の受託契約を締結した日から

起算して 3年間を経過していない者 

エ 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 2号に

掲げる暴力団、同第 6号に掲げる暴力団員、及びそれらの利益となる活動を行う者 

オ その他、公共職業訓練の委託先として明らかに適性を欠くと県が判断した者 
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（2） 選定対象からの除外 

次の要件に該当した場合は、提出された提案は選定の対象から除外します。 

① 提案書が提出期限までに提出されないとき。 

② 提案書に虚偽の内容が記載されているとき。 

③ 選定委員又は関係者に関し、選定に関する援助を直接的、間接的に求めたとき。 

④ その他、選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等を行ったとき。 

 

（3） 訓練コースの要件 

訓練コースは、次の要件を全て満たすこととします。 

① 実施しようとする訓練の目標、カリキュラム等が、求職者の職業能力の開発及び向上に真に資

すると認められるものであること。 

② 訓練に必要な教室、設備等が、所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態にあること。 

③ 講師は、次のいずれかに該当し、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者である

こと。また、学科については受講者 30 人に 1 人、実技については 15 人に 1 人の講師を配置す

ること。 

ア 職業訓練指導員免許を有する者 

イ 職業能力開発促進法第 30条の 2第 2項の規定に該当する者（P10参照） 

ウ 担当する科目の訓練内容に関する実務経験を５年以上有する者 

エ 学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有すると判断

できる者 

④ 受講料は無料とすること。（受講者所有となる教材・資格取得等に要する経費は本人の負担と

する） 

⑤ 受講者の就職に資する就職支援の時間をカリキュラムに組み入れること。（自己理解、職業意

識、コミュニケーション能力、職場見学、職業人講話等。）設定時間に上限下限はないが、就職支

援については重要事項であるため、各実施先において、カリキュラムを検討のうえ設定すること。

また、訓練終了１か月前～訓練終了日までの期間内（ただし、訓練終了直前での誘導は避けて

下さい）に、就職が決まっていない訓練生については、必ずハローワークへ誘導し、職業相談を

受けさせること。（※訓練時間から除く扱いになります） 

＜誘導の流れ＞ 

〇日別訓練計画表策定時に訓練終了１か月前～訓練終了日までの期間内（ただし、訓練終了

直前での誘導は避けて下さい）にハローワークへの誘導日を設定（誘導日は午後半日）。 

※総訓練時間に影響がない程度に、複数日設定することも可。 

※訓練生が訓練を欠席又は遅刻せずに安定所へ行くことができるよう配慮すること。 

〇訓練修了２か月ほど前に、ハローワークから委託先に誘導日についての確認。 

※他の公的職業訓練（求職者支援訓練・機構の施設内訓練）との重複で変更となる場合が考え

られる。その際は、ハローワークと調整のうえ誘導日を変更し、職業能力開発校へ速やかに

変更届を提出すること。 

〇誘導日の２週間前までに委託先から誘導予定者の名簿を該当ハローワークへ送付。 

※訓練生は原則登録したハローワークへ来所することとするが、遠距離等の事情がある場合
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は委託先近郊のハローワークへの来所でも可とする。 

〇誘導日３日前までにハローワークから委託先へ誘導時間について連絡。 

〇訓練生は設定されたハローワークへの誘導日に就職相談を行う。 

⑥ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合は、パソコンが 1人 1台設置されている

こと。また、ソフトウェアについては、使用許諾契約に基づき適正に使用できるものであること。 

⑦ 訓練の内容が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・

教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通

常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。 

イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 

ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業

等に結びつくことが期待し難いもの。 

エ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が

相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となって

いるもの。 

オ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への

接触が不可避なもの。 

 

4 受託機関が行う業務 

受託機関は、職業訓練と就職支援の実施のほか、これに付随する以下の業務を行うこととします。 

① 受講者募集の周知及び選考に係る業務 

② 受講者の出欠席の管理及び指導 

③ 訓練の指導記録の作成及び提出 

④ 受講者の受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出 

⑤ 受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理 

⑥ 受講者の中途退所に係る事務処理 

⑦ 災害発生時の連絡 

⑧ 訓練実施状況の把握及び報告 

⑨ 受講者の訓練修了の把握及び報告 

⑩ 受講者の能力習得状況の把握及び報告 

⑪ 受講者の就職状況の把握及び報告 

⑫ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施、ジョブ・カードの作成及び報告 

⑬ その他、沖縄県が必要と認める事項 
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5 訓練コースの概要 

訓練時間は週 5 日、1 日 6 時間、を標準として 9:00 から 17:00 までの間に任意で設定すること。原則

として、土日祝祭日は休日とすること。なお、１単位時間を 45 分以上 60 分未満とする場合は、当該１

単位時間を 1時間とみなし、1単位時間を 90分とするものは当該１単位時間を 2時間とみなす。 

 

(1) 一般求職者コース  

訓練内容 求職者に必要な知識・技能を付与するもので、座学を主とする訓練 

訓練定員 標準１５名（※下限なし。なお、様式３に「最小開講可能定員数」を記載すること） 

          申請状況により定員調整あり。 

訓練期間 ３ヶ月 ※内容により４ヶ月まで設定可（具志川校管轄地域のみ）。ただし、3 ヶ月を超

えるコース設定を行う場合は、その必要性について「3 ヶ月を超える訓練を設定する場

合の理由書（様式 7）」を添付すること。 

申請コース数 委託先においては、原則として１開講月につき、１分野、１コース（訓練期間の重複も不

可）の申請とすること。 

ただし、講師体制、設備等が複数コースでも適切に実施できる場合は、重複での申請 

も認める。 

 

委託費 訓練実施経費 単価（上限 5万円）×受講者数×訓練月数 【税抜き】 

 就職支援経費 就職支援経費単価(③)×受講者数×対象月数(直近 3月) 【税抜き】 

 

① 1ヶ月の訓練時間が100時間未満の場合、委託費の額は訓練時間/100で単価を按分する。 

② 訓練の開始日又はそれに応当する日を起算日とし、受講者が中途退所した場合、又は委託

契約を解除した場合等、あらかじめ定められた訓練終了日より訓練が早期に終了した場合

は、委託費の額は 1 ヶ月毎に算定し、次のとおりとする。 

ア 当該１ヶ月間の訓練日数が 16 日以上又は訓練時間が 96 時間以上のいずれにも該当し

ない場合 

⇒ 「訓練日数/訓練をすべき日数(*1)」で単価を日割計算する。 

イ 当該 1 ヶ月間の訓練日数が 16日以上又は訓練時間が 96時間以上である場合 

⇒ 月額単価とする。 

 

③ 就職支援経費単価は、下記により算出する「就職支援経費就職率」に応じ、それぞれ以下に

定めるところによるものとする。ただし、1月当たりの訓練時間が 100時間未満のものにあって

は、下記の価格を訓練時間の割合で按分する。 

就職支援経費就職率 80％以上 ················································· 20,000円 

就職支援経費就職率 60％以上 80％未満 ···························· 10,000円 

就職支援経費就職率 60％未満 ················································· 支給なし 

◆就職支援経費就職率= 

対象就職者/（修了者+対象就職者の就職のための中退者）×100 

◆「対象就職者」 ⇒ 訓練修了後 3か月以内（この場合の「訓練修了後 3ヶ月以内」とは、

「訓練修了日の翌日から起算して 90 日以内」とする。以下同じ。）に就職（就職のための
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中退者を含む。）又は内定した者のうち、「雇用期間の定め無し」又は「4 ヶ月以上」（この

場合「4 ヶ月以上」とは、「雇い入れの日から起算して 120 日以上」とする。）」の雇用期間

により雇い入れられた者及び自営を開始した者。 

 上記に加えて、週の所定労働時間が 20時間以上であること。 

◆なお、上記就職率の算定方法等については、国の実施要領等に変更があった場合、取

扱いについても変更となる。 

④ 委託費（訓練実施経費及び就職支援経費）の支払いについて、訓練各月毎に算定を行い、

あらかじめ定められた訓練時間の 80％に相当する時間の訓練を受講していない場合は、当

該 1か月における委託費は支払わないものとする。 

⑤ ただし、訓練開始日から訓練終了日までの全訓練期間（受講者が中途退所した場合は退校

までの期間）における訓練時間の 80％に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、上記

④に関わらず、全訓練期間について支払対象月となる。 

※④、⑤の取り扱いについては以下を参照。 

 

 

 

（*１）「訓練をすべき日数」 ⇒起算日（訓練開始日又はそれに応答する日）から対応日（翌月の応答

する日の前）までの「1 ヶ月」から土曜日曜、国民の祝日（国民の祝日に

関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第 3 条各項に定める日）、慰霊

の日、その他訓練機関が定める休日（ただし、夏季冬季等の休日等を

除く。）を除いた日数 

「その他訓練機関が定める休日」とは、原則として次の休日とする。 

イ お盆等に係る休校日（３日間のうち１日のみ） 

ロ 年末年始に係る休校日（12月 29日から 12月 31日及び 1月

2日から 1月 3日（1月 1日は国民の祝日に該当）） 

ハ 創立記念日に係る休校日等 

ニ その他県立職業能力開発校が認めた休校日 

（二の例：専門学校等の本科生に係る入校式、終了式等の学校

行事により委託訓練を行なうことが困難な日等） 

例　3か月訓練（各月の訓練時間108時間、計324時間）の場合

ケース①

受講時間

＜支払算定方法＞

ケース②

受講時間

＜支払算定方法＞

全訓練期間計270H（83.3％）

　上記④の算定では、1、2か月目において、それぞれ80％未満の受講のため、支払い対象とはならない
が、上記⑤の取扱いにより、全訓練期間の80％以上（83.3％）の受講のため、全期間について支払対象
となる。

　1か月目と3か月目において、それぞれ80％未満の受講のため、上記④により支払い対象とならない。
2か月目のみが支払い対象となる。

1か月目 2か月目 3か月目

1か月目 2か月目 3か月目

81H（75％） 81H（75％） 108H（100％）

81H（75％） 92H（85.2％） 84H（77.8％）

全訓練期間計257H（79.3％）
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6 提出書類等について 

(1) 提出書類【申請書類、添付書資料】 

申請書類 ○委託訓練企画提案書 【様式 1】 

 ○法人及び施設の概要 【様式 2】 

 ○委託訓練カリキュラム 【様式 3】 

 ○日別訓練計画表 【様式 3別紙】 

 ○訓練コース要素別点検表 【様式 4】 

 ○講師名簿及び使用教材等一覧表 【様式 5】 

 ○就職支援の概要 【様式 6】 

 ○3か月を超える訓練を設定する場合の理由書【様式 7】  

 

添付資料  

           ☆該当訓練企画の訓練生募集案内（パンフレット）【１部】  

 ○施設案内略図、教室等配置図 【様式任意、A4縦】 

 ●県税事務所が発行する県税（全税目）に係る納税証明書（滞納がないことの証明書） 

 ●税務署が発行する消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

（未納がないことの証明書） 

 ●登記簿謄本又は現在事項証明書 ※法人の場合 

 ●申請者の本籍地市区町村長が発行する身分証明書 ※個人の場合 

（禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通

知を受けていないことの証明） 

 ●法務局が発行する登記されていないことの証明書 ※個人の場合 

（成年被後見人、被保佐人等に該当しないことの証明） 

 ○雇用保険適用事業所設置届けの写し ※該当する場合 

 ○職業紹介事業の許可、届出を証明する書類の写し ※該当する場合 

 ○講師の免許・資格に関する証明書の写し ※該当する場合 

 ○ジョブ・カード作成アドバイザーに係るジョブ・カード講習登録証の写し 

又はキャリアコンサルタント登録証の写し 

○職業訓練サービスガイドライン研修の修了証書の写し ・・・令和３年度以降必須 

○職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定証の写し ※受講済みの場合 

※加点要素 

 ○実施施設紹介パンフレット等 

        ○その他、職業能力開発校が求める書類 

※ ●印のものについては写しでも可（発行から 3か月以内のもの） 

               ※ 委託先候補として選定され、本事業の契約締結時には、単価設定の積算内訳として、

見積書の提出がありますが、その際、さらに客観的に確認できる書類の提出を求める場

合があります。 

(2) 提出期限 

  令和４年９月２０日（火） １５：００ ＊期限厳守 
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(3) 提出方法、提出先  

① 原本、郵送又は持参： 提出書類【申請書類＋添付書類】  

提出先：〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 県庁 8階 労働政策課 能力開発班 

② メール提出： 【申請書類のみ】 *Excelデータのまま、提出ください。   

提出先：aa058009@pref.okinawa.lg.jp 沖縄県労働政策課能力開発班 嶺井〈ﾐﾈｲ〉 

 

  ★特記事項 

同一企業が複数コースを申請する場合、必ず１コースごとに提出書類を提出して下さい。 

省略した場合は、受理しません。 

 

(4) 選定方法 

提出された書類及び現地調査（調査日は職業能力開発校より連絡します）に基づき以下の項目を評

価し、選定委員会でコースを選定します。 

①訓練実績に関すること   ②設備、訓練環境に関すること ③カリキュラム内容に関すること 

④就職支援状況に関すること ⑤運営状況、事務処理に関すること 

 

(5) その他 

応募書類は理由の如何を問わず返却しません 

書類提出後の差し替えは認めません（県が補正等を求める場合を除く） 

選定委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません 

 

7 質問の受付について 

  提案に係る質問については、沖縄県労働政策課ホームページに掲載した質問票により労働政策課まで

メールにて送信してください。なお、電話や来所による問い合わせには対応しません。 

回答は労働政策課のホームページに掲示します。 

 

 

質問受付期間と回答の日程については、以下を予定しています。 

質問期間は、令和４年９月８日（木） ～ 令和４年９月１２日（月）の５日間とする。  

○１回目 質問日：９月８日（木） ⇒ 回答日：９月１２日（月） 

○２回目 質問日：９月９日（金） ⇒ 回答日：９月１３日（火） 

○３回目 質問日：９月１２日（月） ⇒ 回答日：９月１４日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aa058009@pref.okinawa.lg.jp
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8 委託先候補決定からの業務の流れ  【重要な変更点】 

選定結果については、応募のあった全ての機関に対し先にメールで合否を通知1後、数日以内に原本を

郵送いたします。 

今回の公募は採択から受講生募集開始まで間がないため、事前に募集パンフレットのご準備をお願いし

ております。その為、採択のメールが届きましたら、募集パンフレットの印刷に執りかかって下さい。配布す

るための部数が揃いましたら、職業能力開発校（浦添校、具志川校）へお持込ください。職業能力開発校よ

り、ハローワーク等関係機関へまとめて送付いたします。 

パンフレットの印刷等を外注しているため、必要部数の用意に時間がかかる事業所様は、ご相談ください。

（労働政策課 嶺井 098－866－2366）。他の質問に関する事項は、質問票を用い、電子メールにて問い合

わせください。 

 

～主な業務の流れ～ 

●委託先候補決定・・・・・令和４年 1０月７日（金）を予定。結果をメールにて担当者へ通知。 

原本については数日以内に郵送。 

●募集案内・・・・・・・・・・採択通知が届き次第、訓練生募集パンフレットの印刷と必要部数を用意。職業能力

開発校へ持込。 

↓      ＜以下、変更なし＞    ↓ 

●受講生募集・・・・・・・・・各ハローワークで受付後、職業能力開発校から委託先へ願書のコピーを送付。 

●選考試験・・・・・・・・・・委託先で実施、結果を職業能力開発校へ。職業能力開発校は合否を判定し名簿作

成、委託先へ送付 

●合格発表・・・・・・・・・・・委託先で実施。受講指示者に対し、訓練初日に認定変更の手続きを行うよう指示。 

●訓練開始・・・・・・・・・・・委託先は初日にオリエンテーションを行う。受講指示者はハローワークで認定変更

手続きあり 

●訓練期間中 ・・・・・・・・訓練及び就職支援の他、職業能力開発校の指示により各種報告、書類作成等 

●訓練修了後 ・・・・・・・・受講者全員の就職状況報告。（終了時、1か月後、3か月後） 

 

＊各種日程について 

                                         
1 合否通知のご連絡に際しては、申請書類を提出頂いた際のメールアドレスにて、返信いたします。 

R4.9.8(木) ～ R4.9.20(火) 追加公募

R4.9.26(月) ～ R4.9.30(金) 実地調査（☆）

合否通知（メール）（☆）

R4.10.11(火) ～ R4.10.26(水) 訓練生募集期間

選考試験日

合格発表

入校式

＜赤字参考程度＞

１２月開講(追加公募に掛かる日程表)

＊申請数が多い場合等、諸事情によりずれ込む恐れがあります。なるべくは日程（☆）

を前倒しに進めていきたいと考えていますので、ご応募いただきました事業所様におか

れましては、ご承知とご協力のほどよろしくお願いいたします。

R4.10.7(金)

R4.11.8(火)

R4.11.22(火)

R4.12.1(木)

＊パンフレットは事前に完成させ、採択通知後、関係機関等に配布する数を用意できるようにしてください。
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9 参考 

（職業訓練指導員資格の特例） ～職業能力開発促進法第 30条の 2第 2項の規定に該当する者～ 

※職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において「指導方法」に合格した者以外にお

いては「48講習」の修了者に限る 

①教科に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後 1年以上の実務の経験を有する者 

②教科に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後 3年以上の実務の経験を有する者 

③教科に関し、大学（短期大学を除く。）を卒業した者で、その後 4年以上の実務の経験を有する者 

④教科に関し、短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後 5年以上の実務を有する者 

⑤教科に関し、職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者 

・大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 など 

⑥①～⑤に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 

・実技の教科に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者で、その後 5年以上の実務経験を有する者 

・実技の教科に関し、短期課程の普通職業訓練であって総訓練時間が 700 時間以上のものを修了した

者で、その後 6年以上の実務の経験を有する者 など 

※記載されている「実務経験」とは講師としての「指導経験」とします 

※国や県が指定した基準により実施される介護系訓練については、個別の基準に準じます 

 

 

 

 

※事務担当者と講師が重複しないように設定すること 

※複数兼務をした結果、事務担当者と講師までもが兼務となっていないか確認すること 

 

～各職種に係る兼務の可否確認表～

事務担当者
（常勤に限る）

就職支援責任者
（常勤・非常勤どちらでも可）

ジョブ・カード作成アドバイザー
（常勤・非常勤どちらでも可）

講師
（常勤・非常勤どちらでも可）

○ ○

（支援責任者と講師が兼務の
場合は不可）

（ジョブ・カード作成アドバイ
ザーと講師が兼務の場合は
不可）

○ ○

（就職支援責任者と講師が兼
務の場合は不可）

（就職支援責任者と事務担当
者が兼務の場合は不可）

○ ○
（ジョブ・カード作成アドバイ
ザーと講師が兼務の場合は
不可）

（ジョブ・カード作成アドバイ
ザーと事務担当者が兼務の
場合は不可）

○ ○

（支援責任者と事務担当者が
兼務の場合は不可）

（ジョブ・カード作成アドバイ
ザーと事務担当者が兼務の
場合は不可）

○
ジョブ・カード作成アドバイ

ザー
（常勤・非常勤どちらでも可）

講師
（常勤・非常勤どちらでも可） ×

事務担当者
（常勤に限る） ×

就職支援責任者
（常勤・非常勤どちらでも可） ○


