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令和５年度生産性向上支援訓練実施機関業務取扱要領 

 

令和４年１１月１０日 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

奈良支部奈良職業能力開発促進センター所長 

 

１ 事業の趣旨等 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構奈良支部奈良職業能力開発促進セ

ンターの生産性向上人材育成支援センター（以下「センター」という。）では、奈良

県の中小企業等における生産性向上の取組を支援するための職業訓練（生産性向上

支援訓練。以下「生産性訓練」という。）を、専門的な知見やノウハウを有する民間

機関等の教育資源を活用（民間委託）して実施しているところである。 

今般、生産性訓練の展開を図るため、以下のとおり職業訓練の専門的な知見やノ

ウハウを有する民間機関等（以下「実施機関」という。）を募集する。 

なお、本事業では、センターが把握した、訓練を利用する企業や事業主団体等（以

下「利用事業主等」という。）が抱える人材育成上の課題やニーズ、訓練の受講条件

等の要望に応じて、登録した実施機関の中から要望に対応可能であり、かつ、適切

に訓練を実施できる実施機関を選定し、当該機関と受託の可否を協議した上で業務

を委託することから、実施機関としての登録を受けることが、訓練実施業務の受託

を約束するものではないことに留意すること。 

 

２ 登録期間 

実施機関としての登録期間は、登録通知を受けた日から令和８年３月 31 日まで

とする。ただし、以下のいずれかの事項に該当する場合は、登録期間内であっても、

センターは登録を取り消すことがあるものとする。 

（１）不正な行為があるとセンターが認めたとき 

（２）正当な理由なくセンターの指示に従わないとき 

（３）受講者や事業主からの評価が低調であり、改善が見られないとき 

（４）その他センターが実施機関として相応しくないと認めたとき 

 

３ 実施機関要件 

奈良県における生産性訓練の実施機関は、生産性訓練の趣旨・目的や業務内容を

理解し、かつ、以下の（１）から（９）までに掲げる条件を満たす者であること。 

さらに、生産性訓練の同時双方向通信（通信の方法により、受講者と講師との間

及び受講者と受講者との間が、映像と音声により、常時お互いにやりとりができる

こと。以下同じ。）による訓練コース（以下「オンラインコース」という。）を実施

できる実施機関は、以下の（10）及び（11）に掲げる条件を満たす者（以下「オン

ライン実施機関」という。）であること。 

（１）法人格を有する者であること。 

（２）国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人でない者であること。 

（３）訓練に関する事務を担当する者（講師との兼務は不可。以下「事務担当者」と
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いう。）を１名以上配置し、かつ、個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を侵

害することなく業務を実施できる者であること。 

（４）生産性向上支援訓練実施機関登録申請書（以下「登録申請書」という。）の提出

日から遡って３年以内に、申請する訓練分野の生産性訓練カリキュラムモデル

（以下「カリキュラムモデル」という。）に関連した内容の職業訓練（Off-JT で

実施される職業能力の開発及び向上の促進のための訓練をいう。）を、自社従業

員以外の者に対して１コース以上実施した実績を有しており、安定した事業運営

が可能と認められる者であること。 

（５）利用事業主等が抱える人材育成上の課題やニーズを踏まえ、カリキュラムモデ

ルをカスタマイズして提案できる専門知識、能力及び経験を有する者であること。 

（６）カリキュラムを効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する講師を確

保していること。 

   なお、講師は、別に定める要件を満たす者であり、生産性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。 

（７）生産性訓練の事業取組団体に選定されている者でないこと。 

（８）令和４年度に奈良県内で生産性訓練を実施した者のうち、センターからの改善

指示を受けた者については、原因分析や改善策を検討し、十分な再発防止策が講

じられているとセンターが判断できる者であること。 

（９）次のいずれの事項にも該当しない者であること。 

イ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第

70条の規定に該当する者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締

結のために必要な同意を得ている者を除く。） 

ロ 予決令第 71条の規定に該当する者 

ハ 申請書提出日現在において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という。）より競争参加資格の停止措置を受けている者 

ニ 教材等の著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）違反等、関係法令に違反し処罰

の対象又は損害賠償の対象となった者であって、当該事実が判明した日から２

年を経過していない者 

ホ 機構が定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第２条に規定する反社

会的勢力に該当する者 

へ 申請書提出日現在において、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）及び労働

安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令に違反したことに

より監督官庁から過去 3 か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪判

決を宣告され刑の執行中（執行猶予の場合は執行猶予期間経過中）の者、又は

同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは起訴されている者 

ト 破壊活動防止法（昭和 27年法律第 240号）に定めるところの破壊的団体及び

その構成員 

チ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）に定めるところの風俗営業、性風俗関連特殊営業及びこれらに関連する業

務従事者 

リ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立てがなさ
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れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき民事再生手続の

申立てがなされている者 

ヌ 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、業務を委託することが相応し

くないとセンターが判断した者又は判断する者 

ル その他業務委託先として適性を欠くと当支部契約担当役が判断した者又は判

断する者 

（10）登録申請書提出日から遡って３年以内に、同時双方向通信による職業訓練（同

時双方向通信による Off-JT で実施される職業能力の開発及び向上の促進のため

の訓練をいう。）を、自社従業員以外の者に対して１コース以上実施した実績を

有しており、安定した事業運営が可能と認められる者であること。実績を有しな

い場合にあっては、登録前にセンターが実施する接続テストによりオンラインコ

ースが実施できると判断され、かつ、安定した事業運営が可能と認められる者で

あること。 

（11）オンラインコースを配信する場所を有していること。 

配信する場所は、実施機関が所有・賃借等する事務所・教室等とし、端末、配

信用ソフトウェア（有償版に限る。以下「配信ソフト」という。）、カメラ及びマ

イク等のオンラインコースを適切に配信することができる設備並びにインターネ

ット接続環境を有している場所であること。 

 

４ 登録した実施機関情報の取扱い 

登録した実施機関の情報（名称、所在地、登録された訓練分野、業務の受託に係

る条件等）については、必要に応じて訓練の受講を検討する中小企業等に提示する

場合があること。 

なお、実施機関の情報のうち個人情報については「個人情報の保護に関する法律」

（平成15年法律第57号）を遵守し、適切に管理すること。 

 

５ 登録した実施機関情報の更新 

上記２の登録期間内において、実施機関の情報を更新する場合（対応可能コース

の追加、担当講師一覧の変更、訓練実績をＰＲする書類の追加等）は、生産性向上

支援訓練実施機関登録情報更新届に必要な事項等を記入の上、生産性向上支援訓練

実施機関募集案内の７（４）に記載された提出先に提出すること。 

 

６ 業務の種類 

（１）オーダーコース（個別企業等の要望に応じて訓練を設定・実施するコース） 

センターが把握した、個別の中小企業等が抱える人材育成上の課題やニーズ、

訓練の受講条件等の要望に応じて、登録した実施機関の中から要望に対応可能か

つ適切に訓練を実施できる実施機関を選定し、センターと実施機関とが連携して

個別の中小企業等に対する訓練を設定・実施する訓練コースとする。 

（２）オープンコース（幅広い企業向けに訓練を選定・実施する公開型訓練コース） 

センターが把握した地域の中小企業等が共通して抱える人材育成上の課題やニ

ーズ、受講希望等の要望に応じて、登録した実施機関の中から要望に対応可能か
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つ適切に訓練を実施できる実施機関を選定し、センターと実施機関とが連携して

地域の中小企業等に対する訓練コースを設定し、広く受講者を募って実施する公

開型の訓練コースとする。 

なお、オンラインコースについては実施しないものとする。 

 

７ 業務受託機関（実施機関）の選定 

センターが利用事業主等や地域の中小企業等から訓練受講の要望を把握した都

度、その要望の内容に応じて、センターが登録した実施機関の中から訓練を担当す

る実施機関を選定する。選定に当たっては、登録申請書（添付書類を含む。）のほか、

センターが必要に応じて追加で提出を求める資料等を用いて、利用事業主等や地域

の中小企業等の要望に的確に対応できる実施機関の選定を行う。 

なお、利用事業主等の要望に対応可能な実施機関が複数ある場合は、センターに

おいて、以下の（１）から（４）までに掲げる視点等を基に選定を行う。 

（１）カリキュラム案に関する評価 

カリキュラムモデルとの整合性を有しているか、訓練内容がイメージできる具

体的な内容であるか、受講者の理解度を高めるための創意工夫はあるか 等 

（２）実施機関や講師に関する評価 

該当する訓練分野・訓練コースの訓練等に関する豊富な実績を有しているか（全

国の実績、申請都道府県内の実績）、利用事業主等と同業界・業種に関する十分な

訓練等実績を有しているか、利用事業主等が抱える人材育成上の課題やニーズを

的確に把握するための用意があるか、課題やニーズに対応したカリキュラムを策

定することが期待できるか、制度や業務内容を正しく理解しているか 等 

（３）オンライン実施機関に関する評価（オンライン実施機関を選定する場合に限る。） 

オンラインコースを適切に配信できる配信場所（実施機関登録において申請し

た配信場所をいう。以下同じ。）又は持出可能な配信設備等（移動可能な端末、配

信ソフト、カメラ及びマイク等のオンラインコースを適切に配信することができ

る設備並びにインターネット接続環境をいう。以下同じ。）を有しているか、同時

双方向通信による訓練等に関する豊富な実績を有しているか、集合形式の訓練等

では行っていない取組や工夫等はあるか 等 

（４）アンケート結果 

過去に実施した生産性訓練に係る受講者・事業主アンケートの結果は良好であ

るか 等 

 

８ 業務を受託した場合における業務内容 

センターから実施機関としての登録を受けた後、業務を受託した場合における業

務の内容は次のとおりであること。 

（１）オーダーコースにおける業務内容 

イ 訓練コースの設定 

受託者は、センター及び利用事業主等と調整の上、以下の（イ）から（ホ）ま

でに掲げる内容を設定すること。 

（イ）カリキュラム 
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受託者は、別紙１「カリキュラムの作成及び訓練実施に当たっての留意事

項」及びカリキュラムモデルを基に、利用事業主等の要望に添ったカリキュ

ラムを作成して利用事業主等に提案し、必要な内容の調整を行うこと。 

ただし、オンラインコースについてはその特性を十分に考慮すること。特

に演習については留意すること。 

（ロ）訓練日時 

利用事業主等の要望を踏まえて、センターと協議の上設定すること。 

（ハ）訓練時間数 

「IT業務改善」に属する訓練コースにあっては４時間以上 30時間以下、そ

れ以外の訓練目的に属する訓練コースにあっては６時間以上 30 時間以下の

範囲内の時間単位で、利用事業主等の要望を踏まえて、センターと協議の上

設定すること。 

なお、訓練時間の算定方法は、50分間（休憩時間を除く。）を１時間として

差し支えないこと。ただし、オンラインコースの場合は、安全衛生上の問題等

を考慮し、原則として 50 分経過ごとに 10 分の休憩時間を設定すること。こ

の場合、訓練時間は 50分を１時間として算定すること。 

おって、オリエンテーションや配信ソフトの操作方法等の事務的な説明を

行う時間については、訓練時間に含めないこと。 

（ニ）受講者数 

センターが定める期限までに利用事業主等からセンターに受講申込及び受

講料納入等がされた者の数とする。 

（ホ）配信ソフト（オンラインコースに限る。） 

オンラインコースにおける配信ソフトは、センターが定めるものとする。 

ロ 訓練実施場所の確保 

生産性訓練を適切に実施することができる場所を確保すること。ただし、セ

ンターと受託者が協議の上、受託者が訓練実施場所を確保することとなった場

合に限る。 

なお、センターと受託者が協議の上、受託者が所有・賃借等する訓練実施場

所において訓練を実施する場合、訓練実施場所は以下の（イ）から（ホ）まで

（ただし、（ホ）はパソコン・ソフトウェア（以下「PC等」という。）を使用す

る訓練コースに限る。）を全て満たしていること。 

（イ）奈良県内かつ一定の利便性を有した場所に所在すること。 

（ロ）最低６名以上の定員設定が可能な施設・設備を有していること。 

（ハ）訓練実施場所（教室等）の面積は、受講者１人当たり 1.65㎡以上であるこ

と。 

（ニ）訓練時間中、訓練実施場所において、事故や災害等の緊急事態に適切に対

応できる施設責任者（講師や事務担当者との兼務可）を１名以上配置してい

ること。 

（ホ）受講者に必要な台数分の PC等を設置することが可能であり、使用するソフ

トウェアは使用許諾契約に基づく適正なものであること。 

ハ 訓練用機器の確保 
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生産性訓練を適切に実施することができる訓練用機器を確保すること。ただ

し、センターと受託者が協議の上、受託者が訓練用機器を確保することとなっ

た場合に限る。 

ニ オンラインコースの配信（オンラインコースに限る。） 

オンラインコースの配信は、原則として、配信場所から配信すること。 

また、オンラインコースの配信は、配信ソフトにより、受託者が管理者権限

を有すること。 

ホ 持出可能な配信設備等の確保（オンラインコースに限る。） 

配信場所以外からオンラインコースを配信する場合は、持出可能な配信設備

等を確保すること。ただし、センターと受託者が協議の上、受託者が配信設備

等を確保することとなった場合に限る。 

ヘ 講師の手配 

受託者は、別紙２「生産性向上支援訓練の講師要件」に掲げる講師の要件に 

該当する者を１人以上手配すること。 

なお、受講者が 30人を超える場合であって、円滑な訓練実施に支障を来すお

それがあるとセンターが判断したときは、助手等の講師を補助する者を１人以

上配置することを求めることがあること。 

おって、原則として講師の変更は認めないものとするが、やむを得ず講師の

変更が必要な場合は、センターに理由書（任意様式）を提出し、対応について

協議すること。 

ト 事務担当者の配置 

受託者は、センター、受講者及び利用事業主等との連絡調整、受講者や利用

事業主等からの問い合わせや苦情等への対応、訓練当日の事故や災害が発生し

た際に受講者、利用事業主等、センター及びその他必要な機関に対する連絡調

整ができる体制として、契約締結から業務完了までの間、事務担当者を１人以

上配置すること。 

なお、講師が事務担当者を兼務することは認められないこと。 

チ テキストの作成等 

受託者は、上記イ（イ）で作成したカリキュラムを実施するために必要なテ

キストを作成等し、受講者全員（欠席者分については利用事業主等）に配付す

ること。 

なお、テキストを受講者に貸与することは、認められないこと。 

また、オンラインコースの場合は、テキストを利用事業主等に送付すること

（オンラインコースの場合であっても、利用事業主等の受信設備等は、訓練の

受信にのみ使用することから、テキストは必ず紙とすること。）。 

リ 新型コロナウイルス感染防止対策 

受託者は、講師及び事務担当者（以下「講師等」という。）並びに受託者が提

供可能な訓練実施場所に対し、以下の新型コロナウイルス感染防止対策を行う

こと。 

（イ）感染症防止のための基本的な対策 

① 咳エチケットの徹底について 
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・咳エチケットを講師等に徹底すること。 

・マスク又はフェイスシールドを着用するよう講師等に徹底すること。 

② 手洗い等の徹底について 

・こまめな手洗いを講師等に徹底すること。 

（受託者が所有する提供可能な訓練実施場所の場合） 

・手洗い場に石鹸等、又は教室の入口等に消毒液を常備すること。 

・人がよく触れる箇所、機器について、適宜拭き取り・消毒を行うこと。 

（受託者が賃借した提供可能な訓練実施場所の場合） 

・受託者は、当該訓練実施場所の所有者等に対して、手洗い場への石鹸等、

又は教室の入口等への消毒液の常備を依頼又は自ら実施すること。 

・受託者は、当該訓練実施場所の所有者等に対して、人がよく触れる箇所の

適宜拭き取り・消毒を依頼又は自ら実施すること。 

③ 日常的な健康状態の確認 

・訓練前に体温等の体調を確認するよう講師等に徹底すること。 

（ロ）クラスターの発生防止のための対策 

① 基本的な取組み 

・換気の悪い密室空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声の３つの条

件を満たさない環境に努めること。 

② 具体的な対策について 

・訓練の休憩時間毎に、教室の窓やドアを開ける等により、こまめに換気を

行うこと。 

・訓練実施場所では、受講者間の距離をなるべく保持すること。 

ヌ 訓練の実施及び当日の運営業務 

受託者は、本業務取扱要領に基づき適切に訓練を実施するほか、以下の（イ）

から（ハ）までに掲げる当日の運営業務（会場準備、受付、進行及び後片付け

等の訓練周辺業務をいう。以下同じ。）を実施すること。 

なお、当日の運営業務を担当する者については、講師等、施設責任者等の別

を問わないこと。 

（イ）受託者は、訓練当日の運営（受付、進行等）の全てについて主体的に事務

処理一切を行うこと。 

なお、外部の研修場所等で訓練を実施する場合、開催当日には、会場の入口

に受付を設置し、訓練の会場と判る張り紙等を表示することにより、受講者

に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 

また、オンラインコースの場合、受託者は訓練開始 30分前までに配信ソフ

トにログインし、受講者への対応等を行うこと。 

（ロ）受託者は、受講者の出席状況を時限ごとに受講者出欠表（別に示す様式）

に記録すること。 

なお、オンラインコースの場合、受託者は、同時双方向通信による受講者に

ついては、休憩時間の終了時（訓練再開の都度）、カメラの映像等を使用した

受講者の出欠状況確認を行うこと。 

（ハ）その他訓練の円滑な実施に必要な業務を行うこと。 
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ル アンケートへの協力（オンラインコースを除く。） 

受託者は、センターから求めがあった場合は、センターが行う受講者に対す

るアンケート調査に協力すること。 

ヲ センターが行う実施状況確認への協力 

受託者は、センターが行う実施状況の確認に協力すること。特に、オンライ

ンコースの場合は、以下の（イ）から（ハ）までに協力すること。 

（イ）センターはオンラインコースの実施状況の確認を行うため、配信ソフトに

ログインすることから、受託者はセンターに対して必要な手続きを行うこと。 

（ロ）上記（イ）による確認ができない場合は、センターは配信場所を訪問する

ことから、受託者は訪問に対応すること。 

（ハ）上記（イ）及び（ロ）による確認ができない場合は、センターはオンライ

ンコースの録画を依頼することから、受託者は録画に対応し、オンラインコ

ース終了後、速やかに録画データをセンターに提出すること。 

なお、訓練の録画に係る利用事業主等への説明については、センターが行

うものとする。 

ワ 受講者及び利用事業主等からの問い合わせや苦情等への対応 

受託者は、受講者や利用事業主等から問い合わせや苦情等を受けた場合は、

適切かつ迅速に対応するとともに、その結果を書面に記録し、センターに報告

すること。 

カ 業務完了報告 

受託者は、訓練が終了次第、センターに対して業務完了報告を行うこと。 

ヨ その他センターが必要と認める事項 

受託者は、センターから求めがあった場合は、適切に対応すること。 

（２）オープンコースにおける業務内容 

イ 訓練コースの設定 

  （イ）カリキュラム 

受託者は、センターが提示するカリキュラムモデルを基に、別紙１「カリキ

ュラムの作成及び訓練実施に当たっての留意事項」を踏まえ、地域の中小企

業等に共通する課題や要望に添ったカリキュラムを作成し、センターと協議

の上内容の調整を行うこと。 

  （ロ）訓練日時 

センターと協議の上設定すること。 

  （ハ）訓練時間数 

「IT 業務改善」に属する訓練コースにあっては４時間以上 30 時間以下、 

それ以外の訓練目的に属する訓練コースにあっては６時間以上 30 時間以下

の範囲内の時間単位で、センターと協議の上設定すること。 

なお、訓練時間の算定方法は、50分間（休憩時間を除く。）を１時間として

差し支えないこと。 

おって、オリエンテーション等の事務的な説明を行う時間については、訓

練時間に含めないこと。 

  （ニ）受講者数 
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上記（１）イ（ニ）に同じ。 

  （ホ）最少催行人数 

センターと受託者とが協議の上、訓練コースごとに６人から 10 人までの 

範囲で最少催行人数を設定するものとする。 

なお、受講申込及び受講料収納期限の受講申込者数が、設定した最少催行

人数に達しなかった場合は、原則として訓練を中止又は延期するものとし、

訓練が中止され、かつ、訓練の全てが実施されなかったときは、センターから

受託者への委託費の支払いは行わないものとする。 

おって、受講申込者数が最少催行人数に達しなかった場合であっても、セ

ンターが当該訓練コースの実施について検討することがあるので、受託者は

可能な限りセンターとの協議に応じること。 

  ロ 訓練実施場所の確保 

上記（１）ロに同じ。 

  ハ 訓練用機器の確保 

上記（１）ハに同じ。 

  ニ 講師の手配 

上記（１）ヘに同じ。 

  ホ 事務担当者の配置 

上記（１）トに同じ。 

  へ 受講者募集の補助 

受託者は、センターから求めがあった場合は、センターが行う受講者募集に

関する必要な補助を行うこととするが、その内容については、センターと受託

者が協議の上、決定するものとする。 

  ト テキストの作成等 

上記（１）チに同じ。 

  チ 新型コロナウイルス感染防止対策 

上記（１）リに同じ。 

  リ 訓練の実施及び当日の運営業務 

上記（１）ヌに同じ。 

  ヌ アンケートへの協力 

上記（１）ルに同じ。 

  ル センターが行う実施状況確認への協力 

上記（１）ヲに同じ。 

  ヲ 地域の中小企業等及び受講者からの問い合わせや苦情等への対応 

上記（１）ワに同じ。 

  ワ 業務完了報告 

上記（１）カに同じ。 

  カ その他センターが必要と認める事項 

上記（１）ヨに同じ。 
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９ 契約の締結 

当支部契約担当役は、原則として実施する訓練コースの内容が確定次第、契約候

補者と業務委託契約を締結する。契約の締結に当たっては、不適切な事案等が判明

した場合における契約の全部又は一部を解除する条項を別添の請書のとおり定め

るものとし、契約締結前に、契約候補者がこれら条項のいずれかに該当することが

判明した場合は契約を締結しない。 

また、契約内容に変更が生じた場合は、原則として変更契約を締結する。 

 

10 委託費 

センターは、上記８（１）及び（２）に掲げる業務内容を実施する委託費として、

訓練内容、訓練時間数及び確定受講者数（受講申込及び受講料収納期限（以後のキ

ャンセル（受講料の返金）ができない日）において、受講料をセンターに納入した

者及び受講料の延納について必要な手続を行った者の数をいう。以下同じ。）に応じ

て、別表に掲げる額を支払うものとする。 

ただし、オーダーコースにおいて利用事業主等にカリキュラムの提案を行った結

果、訓練コースが設定されなかった場合や、オープンコースにおいて最少催行人数

に達しなかった場合等、理由の如何に関わらず訓練が一切実施されなかった場合、

委託費は支払わないものとする。 

なお、利用事業主等へのカリキュラム提案や打ち合わせに関する費用、訓練実施

場所への旅費交通費等及び受託者が確保することとなった場合における訓練実施

場所や訓練用機器の確保に関する費用については、災害や利用事業主等の都合等、

受託者の責めに帰することのできない事由により訓練が中止又は延期した場合も

含めて、別途支払わないものとする。 

 

11 検収 

受託者は、業務完了後、速やかに以下の資料を作成し、センターに提出すること。 

（１）業務完了報告書（指定様式） 

（２）受講者出欠表（指定様式） 

（３）その他センターが必要と認める書類 

 

12 契約代金の請求及び支払 

受託者は、センターの検収を受けた後、委託費に係る請求をセンターに対して速

やかに行うものとし、センターは、受託者からの適正な請求書を受理した後、受託

者に委託費を支払うものとする。 

 

13 訓練の中止 

以下の（１）から（５）までに掲げる事由等により訓練を実施できない場合は、

センター、受託者及び利用事業主等の三者で協議の上、日程の再調整を行うものと

し、再調整の結果、訓練を実施できないときは、訓練を中止するものとする。 

なお、災害や利用事業主等の都合等、受託者の責めに帰することのできない事由

により訓練が一切実施されずに中止となった場合であっても、委託費を支払わない
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ものとするが、訓練の一部が適正に実施された場合は、確定受講者数及び訓練時間

数に応じて、一部適正に実施した時間数の合計（時間未満切捨て）を按分した委託

費（円未満切捨て）を支払うものとする。 

 （訓練を実施できない場合の例） 

（１）訓練実施場所、配信場所又は受信場所に気象警報が発令され、訓練の実施が困

難な場合 

（２）受講料収納期限時点において受講申込及び受講料振込（受講料延納手続を含む。）

を完了した者がない場合 

（３）受講料収納期限時点において受講申込及び受講料振込（受講料延納手続を含む。）

を完了した者が最少催行人数に達しなかった場合 

（４）全ての受講者がキャンセル又は欠席した場合 

（５）その他やむを得ない事由（センターが認めたものに限る。）により、訓練の実施

が困難な場合 

（委託費を按分する場合の例） 

「横断的課題」に属するカリキュラムを、確定受講者 10人に対し、12時間で実施する予

定の生産性訓練が、6.5時間適正に実施された後に中止となった場合の委託費 

 50万円×6/12（時間未満切捨て・円未満切捨て）＝25万円（税別） 

 

14 登録を受けた実施機関に関する禁止事項 

（１）実施機関による利用事業主等の開拓の禁止 

訓練の周知・広報や利用事業主等の開拓はセンターにおいて行うことから、登

録を受けた実施機関は、次のイ及びロに掲げる場合を除き、生産性訓練の周知・

広報や利用事業主等の開拓を行ってはならない。 

イ センターの許可を得た上で制度全体の周知・広報を行う場合 

ロ 担当するオープンコースについて、センターと協議の上、センターが行う利

用者開拓の補助を行う場合 

（２）実施機関による訓練受講の禁止 

   登録を受けた実施機関は、実施機関登録期間中、自社の従業員等に生産性訓練

（実施する都道府県や訓練分野の別を問わない。）を受講させてはならない。 

 

15 業務の実施に関する留意事項 

（１）守秘義務 

受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏ら

したり、他に利用するための情報として提供したりしてはならない。 

また、受託者は、センターから実施機関の選定及び訓練コースの実施の協議に

当たり知り得た情報についても、他に利用するための情報として提供してはなら

ない。 

（２）個人情報保護 

受託者は、業務を行うために個人情報を取扱う場合には、別紙３に定める「個

人情報取扱注意事項」を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる

事例が発生した場合、又は発生する恐れがあることを知った場合は、速やかにセ
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ンターに報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のため

に必要な措置を講じなければならない。 

なお、別紙３の第４により配置する個人情報の管理責任者については、事務担

当者（上記３（３）参照）が担当するものとする。 

（３）販売・宣伝の禁止 

受託者は、訓練時間及び休憩時間に、受託者の利益となりうる商品等の販売、

宣伝及びこれに類する行為を受講者に対して行ってはならない。 

（４）プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止 

受託者は、講義等において、受講者のプライバシーの侵害とみなされる行為及

びセンターの業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 

（５）緊急時の対応 

訓練開催中において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責

任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに利用事業主等

及びセンターへ連絡しなければならない。 

（６）自社又は自社の関係会社に対する訓練の禁止 

   受託者は、自社又は自社の関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則（昭和 38年大蔵省令第 59号）第８条に規定する「親会社」、「子会社」、

「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関係会社である場合における当該他

の会社等をいう。以下同じ。）である者に対して訓練を行ってはならない。 

また、受託者が、訓練の対象者が自社又は自社の関係会社であることを把握し

た場合は、速やかにセンターに申し出なければならない。 

（７）適正な履行確保 

受託者は、本業務取扱要領に従って善良な管理者の注意をもって、適切に訓練

を実施しなければならない。 

また、受託者は、センターから訓練の実施に関する指示を受けた場合は、誠実

に対応しなければならない。 

なお、以下のイからハまでに掲げる事例等、本業務取扱要領の趣旨に反して訓

練が実施され、かつ、センターが必要な改善指導等を行ってもなお改善が図られ

ず、引き続き不適切な状況が確認された場合は、以後の訓練業務を委託しないも

のとする。 

イ 受講者からの苦情が著しい場合であって、当該苦情に対して誠実に対応しな

い。 

ロ センターが訓練実施状況確認を実施した結果、訓練の内容等がセンターの求

める水準に達していない。 

ハ 受講者アンケートの評価が低い。 

（８）効果的な訓練の実施 

受託者は、センター及び利用事業主等と連携を図り、より効果的な訓練を実施

するように努めること。 

（９）利用事業主等又は受講者とのファイル送信の禁止 

コンピュータウイルス対策の観点から、電子メール又は配信ソフトを使用した

利用事業主等又は受講者とのファイル送信を禁止する。 
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ただし、訓練の実施にあたりファイル送信が必要な場合は、センターに相談す

ること。 

（10）再委託 

イ 受託者は、受託業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託を行っては

ならない。 

ロ 受託者は、受託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分

を再委託してはならない。 

ハ 受託者が再委託することができる業務は、上記８（１）に掲げる業務のうち、

ト、カ及びヨを除いた業務並びに８（２）に掲げる業務のうちホ、ワ及びカを

除いた業務を除いた業務とする。 

なお、上記８（１）ヘ及び（２）ニの業務については、受託者が外部の講師に

直接業務を委託する場合又は講師が所属する法人を通して当該講師に業務を委

託する場合のいずれかに限り認めるものとする（再委託先機関が更に外部機関

に再委託（いわゆる再々委託）することは不可とする。）。 

ニ 受託者は、講師の再委託に関する情報について、再委託の有無に関わらず、

「請書」に記入するものとする。 

ホ 受託者から再委託を受けた再委託先は、再委託された業務のいかなる部分

も、さらに第三者に委託してはならない。 

また、受託者は、再委託先が第三者に業務を委託することを防止するために

必要な措置を講じなければならない。 

へ 上記（１）から（９）までに掲げる事項について、再委託先は、受託者と同

様の義務を負うものとする。 

 

16 その他 

本業務取扱要領に定めのないものは、センターと協議すること。 

 

17 問い合わせ先 

  奈良支部奈良職業能力開発促進センター生産性センター業務課 担当：大垣 

ＴＥＬ：0744－22－5101  ＦＡＸ：0744－22－6744 

  電子メール： nara-seisan@jeed.go.jp （全て半角）  
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訓練委託費 

 

●甲表（「IT業務改善」に属する訓練コース） 

訓練時間数 

委託費（／コース）（税別） 

受講者 

～６人 

受講者 

７人 

受講者 

８人 

受講者 

９人 

受講者 

10人～ 

 4時間以上 

 6時間未満 
 66千円  77千円  88千円  99千円 110千円 

 6時間以上 

12時間未満 
 90千円 105千円 120千円 135千円 150千円 

12時間以上 

18時間未満 
180千円 210千円 240千円 270千円 300千円 

18時間以上（※） 

30時間以下 
240千円 280千円 320千円 360千円 400千円 

 

●乙表（「生産・業務プロセスの改善」、「横断的課題」及び「売上げ増加」に属す

る訓練コース） 

訓練時間数 

委託費（／コース）（税別） 

受講者 

～６人 

受講者 

７人 

受講者 

８人 

受講者 

９人 

受講者 

10人～ 

 6時間以上 

12時間未満 
180千円 210千円 240千円 270千円 300千円 

12時間以上 

19時間未満（※） 
300千円 350千円 400千円 450千円 500千円 

19時間以上 

30時間以下 
360千円 420千円 480千円 540千円 600千円 

 

（※）訓練時間が 18時間の場合の委託費に留意すること。 
●甲表（「IT業務改善」に属する訓練コース） 

18時間以上（※） 

30時間以下 
240千円 280千円 320千円 360千円 400千円 

●乙表（「生産・業務プロセスの改善」、「横断的課題」及び「売上げ増加」に属す
る訓練コース） 

12時間以上 

19時間未満（※） 
300千円 350千円 400千円 450千円 500千円 

  

別表 
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カリキュラムの作成及び訓練実施に当たっての留意事項 

 

１ 訓練の内容 

訓練の内容は、カリキュラムモデルに基づく内容であって、以下の（１）から（13）まで

に掲げるいずれにも該当しないものとする。 

（１）企業や組織全体の生産性向上に関連しない、又は関連性が薄いもの 

（２）職業又は職務に間接的に必要となる（職務に直接関係しない）知識・技能を習得させ

る内容のもの 

（３）職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる内容のもの（例：接

遇・マナー講習等の基礎的な社会人スキルを習得するための訓練 等） 

（４）趣味・教養・生活等と関連性が強い内容のもの（例：語学習得、話し方改善 等） 

（５）知識・技能の習得を目的としていないもの（例：意識改革、モラール向上 等） 

（６）資格取得を目的としたもの 

（７）通常の事業活動として遂行されるべきもの 

（８）法令において講習等の実施が義務づけられており、また、事業主にとっても、当該講

習等を受講しなければ当該業務を実施できないもの（例：労働安全衛生法に基づく講習 

等） 

（９）通信の方法によるもの（オンラインコースを除く。） 

（10）映像を視聴して行うもの（訓練の一部分において映像を視聴する場合、及びオンライ

ンコースを除く。） 

（11）海外、洋上で実施するもの（海外でオンラインコースを受信する場合を除く。） 

（12）通常の生産活動と区別できないもの 

（13）訓練の実施に当たって適切な方法でないもの 

 

２ カリキュラム作成に当たっての留意事項 

（１）カリキュラムの作成に当たっては、カリキュラムモデルに記載された「コースのねら

い」及び「基本項目」を踏まえた内容とすること。 

なお、コースのねらいは、カリキュラムモデルに記載された内容から変更できないこ

と。基本項目は、カリキュラムモデルに記載された内容から変更・削除できないが、コー

スのねらいに沿ったものであれば、追加は可能であること。 

（２）講義内容については、それぞれの基本項目に対応した内容を、「主な内容」の欄に記載

すること。 

また、基本項目で得られる知識を効果的に習得するため、「演習」の設定を必須とし、

その内容が分かるように記載すること。 

なお、主な内容及び演習に記載されているものは一例であり、コースのねらい及び基

本項目に沿ったものであれば、例示以外の内容をカリキュラム案に記載することも可能

であること。 

（３）訓練時間は、「IT 業務改善」に属する訓練コースにあっては４時間以上 30 時間以下、

それ以外の訓練目的に属する訓練コースにあっては６時間以上 30 時間以下の範囲内で

時間単位の設定とすること。 

（別紙１） 
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また、訓練時間が７時間以上のコースについては、総訓練時間の３割程度を目安に、

「応用・実践要素」の設定が可能であること。 

なお、応用・実践要素に記載されているものは一例であり、コースのねらい及び基本項

目に沿ったものであれば、例示以外の内容をカリキュラム案に記載することも可能であ

ること。 

（４）使用機器等の記載があるコースについては、原則として、受講者が機器等を使用して

知識等を習得できる講義内容とすること。機器等を使用しないカリキュラム案を作成す

る場合は、必ずセンターと協議すること。 

（５）コース名は、原則として変更しないものとするが、必要に応じてセンターとの協議の

上、募集コース名を設定することができること。 

（６）その他、カリキュラム作成に当たって工夫した点があれば、その内容を記載すること。 
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（カリキュラムモデル） 

 
 

 

生産性向上支援訓練Ａ．生産管理 － 原価管理

原価管理とコストダウン

・製造原価を見直してコストダウンしたい
・現場改善を行ったが思ったような成果が
　出ない
・現場改善の客観的なデータを把握したい
・ＩＥ手法による現場改善を行いたい

・シミュレーションソフト等により原価
　シミュレーションする
・ロス低減のための改善方法を理解する
・見積りコスト算出及びコストダウン実行
　計画を策定する
・ＩＥ手法による最適な生産システムを提案
　する

　低コスト化と生産性向上を目指して、原価管理をコスト（費用削減）と生産性（業務効率向上）の２軸で捉
え、企業収益向上のポイントを習得する。

・ＩＥ手法による最適な生産システムの設計・改善・

　構築

・ＩＣタグやビッグデータの活用による在庫管理の最新

　動向

・現場におけるコストダウン活動のポイントと事例紹介

・原価管理の基礎知識
・原価を構成する要素

・損益分岐点
・財務諸表とその読み方

 ■　コスト削減
・コスト削減の着眼点
・コスト削減のための発注改善

・職場の物理的ムダの改善

　管理者層

 ■　ＩＥ手法による
　 　標準時間設定方法

・ＩＥ（Industrial Engineering）
　とは

・標準時間の設定手法
・統計的時間資料の考え方

・余裕率の設定方法

Ａ　生産管理
・サービス業におけるＩＥ活用
・購買・仕入れのコスト削減
・ＰＯＳシステムの活用技術

Ｂ　組織マネジメント
・企業価値を上げるための財務管理

演習（例）

・ソフト等による原価シミュレーション

・ロス（不良、労務費）低減のための改善演習

・見積りコスト算出・購買・今後の改善案及び

　コストダウン実行計画策定

応用・実践要素
（例）

基
本
要
素

基本項目 主な内容（例）
（１）１日（６時間）コース
　　　　３，３００円（税込）
（２）２日間（１２時間）コース
　　　　５，５００円（税込）

 ■　原価管理とは

※ 金額は、１名あたりの受講料です。

※ ６～３０時間の間で設定可能です。

※ 基本項目は必須としますが、主な内容や演習、応用・実践要素は、ご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。

なお、訓練時間によっては、上記の全ての内容を実施できるものではありません。

人材育成上の課題・目標 課題解決・目標達成を目指して

コースのねらい

カリキュラム（例）

関連コース

日程設定と受講料（例）

推奨対象者
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（カリキュラムモデルカスタマイズ例） 

 

訓練時間
（Ｈ）

3.0

6.0

3.0

12.0

・PC（受講人数分） ・PC（講師用）　・プロジェクタ　・スクリーン　・ホワイトボード

OS：Windows10 OS：Windows10

アプリケーション：Microsoft Office 2016 PowerPoint アプリケーション：Microsoft Office 2016 PowerPoint

・オリジナルテキスト ・オリジナルの問題演習を通し、講義内容の定着を図る。

・●●●●（◆◆出版） ・受講者数に関わらず、助手を配置し常時二人体制で指導する。

・プロジェクタ　・スクリーン　・ホワイトボード

　●使用するテキスト 　●その他

　利用事業主に用意を求める機器等 　備考

合計時間

カリキュラム作成のポイント

　今回オーダーコースを利用する企業においては、現場改善を行ったが思ったような成果が出ないことが課題であるとの話を伺ったことを踏まえて、ま
ずはじめに、原価管理と原価計算に係る意義と目的を説明し、その後、余裕率の設定方法を学習し、演習を交えてコストダウン実行計画策定の方法を
身に付けるという訓練内容とした。

　訓練に使用する機器等

　●機器・ソフトウェア（受講者用） 　●機器・ソフトウェア（講師用・その他）

3 　ＩＥ手法による標準時間設定方法 （１）ＩＥとは

・生産現場の多くで活用されているＩＥ（Industrial Engineering)に係る基
本的な考え方を解説する。

（２）標準時間の設定手法
・標準時間の目的及び考え方と設定手法（直接時間分析法、PTS法
等）について解説する。

（３）統計的時間資料の考え方
・標準時間から蓄積した統計的時間資料の考え方と工数見積もり時の
活用方法について解説する。

（４）余裕率の設定方法

・各種工程から発生する遅延時間から余裕率を設定する方法について
解説する。

2 　コスト削減 （１）コスト削減の着眼点

・コスト削減を行う上での方法（仕入・生産・在庫・社内経費）と実施す
る際のポイントについてそれぞれの長所と留意事項を併せて解説す
る。

（２）コスト削減のための発注改善【演習あり】
・財務的なコスト削減や発注業務の見直しを実施し、コスト削減効果を
上げるための手法を解説し、グループワークにより検討を行う。

（３）職場の物理的ムダの改善【演習あり】
・職場の物理的ムダを改善することで、仕事のムダを改善し、従業員
の生産性を高める手法について解説し、グループワークにより検討を
行う。

・原価を構成する要素である「材料費、労務費、経費」等について解説
する。

（３）損益分岐点
・変動費と固定費から求める損益分岐点の考え方について理解し、利
益を含めた売上目標の設定方法について解説する。

（４）財務諸表とその読み方
・企業の経営状態を分析するための財務諸表（損益計算書、貸借対照
表、キャッシュフロー計算書）を読む際のポイントについて解説する。

原価管理

コースのねらい
低コスト化と生産性向上を目指して、原価管理をコスト（費用削減）と生産性（業務効率向上）の２軸で捉え、企業収益
向上のポイントを習得する。

「基本項目」 「主な内容」

講
義
内
容

1

　（Ａ）生産管理
  原価管理とコストダウン

　原価管理とは （１）原価管理の基礎知識
・原価管理と原価計算に係る意義と目的について解説し、財務会計及
び管理会計に係る基本となる考え方を解説する。

（２）原価を構成する要素

カリキュラム（作成例）
機構施設名： ○○職業能力開発促進センター

実施機関名： 株式会社○○経営研究センター
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生産性向上支援訓練の講師要件 

 

生産性訓練の講師は、実施するカリキュラムの内容に関する高度な技能・知識を有し、適

切に指導することができる能力を有すると認められる者であり、かつ、以下の１から３まで

のいずれかに該当する者であること。ただし、１（３）及び２（３）については、オンライン

コースの講師にのみ該当する要件であること。 

 

１．必要な経験を有する者 

次の（１）から（３）までに掲げるいずれにも該当する者であること。なお、（１）の実

務経験年数には、（２）の指導経験年数を含めることができること。 

（１）訓練内容に関連した業務の実務経験を５年以上有する者 

ただし、「IT業務改善」に属する訓練コースにあっては２年以上有する者 

（２）訓練内容に関連した訓練、研修、講習、セミナー等（以下「訓練等」という。）の指導

経験を３年以上有する者 

ただし、「IT業務改善」に属する訓練コースにあっては１年以上有する者 

（３）同時双方向通信による訓練等の指導経験を有する者、又は、受託者がオンラインコー

スの配信を補助する者を用意する等により、適切に指導できるとセンターが判断した者 

２．長期間の実務経験を有する者 

次の（１）から（３）までに掲げるいずれにも該当する者であること。 

（１）訓練内容に関連した業務の実務経験を 10年以上有する者 

ただし、「IT業務改善」に属する訓練コースにあっては５年以上有する者 

（２）訓練内容に関連した訓練等における講師としての指導経験を有する者 

（３）同時双方向通信による訓練等における講師としての指導経験を有する者、又は、受託

者がオンラインコースの配信を補助する者を用意する等により、適切に指導できるとセ

ンターが判断した者 

３．センターが同等以上の経験を有すると認めた者 

センターが上記１又は２と同等以上の経験を有すると認めた者であること。 

 

     

（別紙２） 
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個人情報取扱注意事項  

 

 

第１ 受託者は、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 受託者は、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 受託者は、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、同様とする。 

第３ 受託者は、この契約により取り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 受託者は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めなければならない。 

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 受託者は、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 受託者は、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 受託者は、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 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託する場合は、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、受託者の責任において対処するものとする。 

第７ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、センター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 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、センター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 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、センター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、業務完了後速やかにセンター

に返還又は消去するものとする。ただし、センターが別に指示したときは、その方法によ

るものとする。 

第 10 センターは、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保

護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。 

第 11 受託者は、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、速やかにセンターに報告し、センターの指示に従うものとする。 

第 12 センターは、受託者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、センターと受託者と協議

の上、別に定める。 

  

（別紙３） 
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請書（案） 

 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

○○支部契約担当役支部長 ○○ ○○ 殿 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名              印 

 

契約金額 ￥５５０，０００ 

（うち消費税及び地方消費税の額￥５０，０００） 

 

下記１の役務等の提供については、下記２から４までの各条件等を承諾し、かつ遵守すること

を約して、この請書を提出いたします。 

 

記 

 

１ 役務等の内容 

（１）業務名     （オンライン）生産性向上支援訓練（○○○）実施業務 

（２）訓練内容    別添カリキュラムのとおり 

（３）訓練実施場所  （※オンラインコースの場合は配信場所を記入）○○○ 

（４）講師の職氏名  （株）○○代表 ○○ ○○ 

（５）業務の内容   令和５年度生産性向上支援訓練実施機関業務取扱要領（以下「業務取扱

要領」という。）に基づく 

（６）訓練日時     ○○○  ○時○分から○時○分（○時間） 

（７）受講予定者数   ○○人（※オーダーコースにおいては受講予定者数、オープンコースにお

いては定員を記入） 

 

２ 委託費の支払に当たっての条件 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構○○支部○○職業能力開発促進センター（以

下「センター」という。）が受託者に支払う委託費については、上記１の訓練に係る受講料収納

期限（●●年●●月●●日。ただし、センターと受託者の双方が協議の上期限を延長した場合

は、延長後の受講料収納期限）において、受講申込及び受講料振込（受講料延納手続を含む。）

を完了した者（以下「確定受講者」という。）の数に応じて次表に掲げる額とする。 

なお、業務取扱要領の 10のとおり、委託費については、利用事業主等との打ち合わせに関す

る費用等を含むものであること。 

 

（別添） 
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確定受講者数 ～６人 ７人 ８人 ９人 10人～ 

委託費（税別） 300千円 350千円 400千円 450千円 500千円 

また、オープンコースにあっては、訓練実施に当たり受講料収納期限における確定受講者の

数が●人を下回った場合は、原則として業務取扱要領の 13 に基づき訓練を中止又は延期する。

ただし、センターと受託者の双方が協議の上、訓練を実施する場合がある。（※オーダーコース

の請書においては、また書きの記載を削除） 

おって、災害や利用事業主等の都合等、受託者の責めに帰することのできない事由により訓

練が一切実施されずに中止となった場合は、委託費を支払わないものとするが、訓練の一部が

適正に実施された場合は、確定受講者数及び訓練時間数に応じて、一部適正に実施した時間数

の合計（時間未満切捨て）を按分した委託費（円未満切捨て）を支払うものとする。 

（委託費を按分する場合の例） 

 「横断的課題」に属するカリキュラムを、確定受講者 10人に対し、12時間で実施する予定

の生産性訓練が、6.5時間適正に実施された後に中止となった場合の委託費 

50万円×6/12（時間未満切捨て・円未満切捨て）＝25万円（税別） 

 

３ 役務等の提供に当たっての条件 

（１）受託者は、信義誠実の原則に則り、善良なる管理者の注意をもって、本契約を履行しなけ

ればならない。 

（２）提供する役務等は、上記１のとおりであって、センターによる訓練実施状況等の確認・検

収を受けたものでなければならない。 

（３）次のイからヲまでのいずれか１つ以上に該当するときは、支部契約担当役においてこの契

約の全部又は一部を解除することができる。なお、受託者はハからヲまでに掲げる事由が発

生した場合、又は、発生することが明らかとなった場合には、センターに対し、速やかに書

面にてその旨を届け出なければならない。 

  イ 受託者が、不正、怠慢、その他不適切な行為を行ったことにより訓練の実施が困難にな

ったとき。 

ロ 受託者が、訓練実施状況等の確認・検収の際にセンター職員の職務遂行を妨げ、又は不

正行為を働いたとき。 

ハ 受託者が、やむを得ない事由により解約を申し出て、センターがこれを認めたとき。 

ニ 受託者が、本契約締結後に、実施機関要件を満たさないことが判明したとき。 

ホ 受託者が、破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始、又はその他整理手続

（任意整理も含む）開始の申立をなし又はなされたとき。 

ヘ 受託者が、第三者に振り出し、裏書し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡処分が

なされたとき。 

ト 受託者が、差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は競売を申し立てられ

たとき。 

チ 受託者、受託者の役員及び本契約に係る訓練を担当する講師について、刑法その他刑事

法令に違反する行為があったとき。 

リ 受託者が、法令、公序良俗に違反し、社会通念上、業務を実施することがふさわしくな

いとセンターが判断したとき。 

ヌ 受託者が、機構が定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第２条に規定する反社
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会的勢力に該当することが判明したとき。 

ル 受託者が、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）及び労働安全衛生法（昭和 47年法律第

57号)等その他の労働関係法令に違反したことにより、監督官庁から処分を受けたとき、又

は同法令違反容疑で逮捕、書類送検、起訴又は有罪判決を宣告されたとき。 

ヲ 受託者が、業務取扱要領の別紙３「個人情報取扱注意事項」に違反しているとセンター

が判断したとき。 

 

４ その他 

（１）受託者は、他の生産性向上支援訓練実施業務を受託しようとする場合や自ら職業訓練を実

施しようとする場合、センターの許諾を得ることなく、「この請書に基づく業務で生じた成果

物」を使用できるものとする。 

（２）受託者又は受託者が手配した講師が本件に関連して自ら作成した全ての資料、テキスト、

教材等及びそれらに含まれるノウハウに関し、著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利に

含まれる全ての著作権は受託者又は受託者が手配した講師に帰属する。 

（３）災害や、やむを得ない事情による、訓練日時の変更は、センターと受託者の双方が協議し

て決定するが、訓練の終了日は、令和●年３月 31日までとする。 

（４）本請書及び業務取扱要領に定めのない事項については、センターと受託者の双方が協議し

て決定する。 

 

 

【再委託に関する確認事項】 

 講師に関する再委託の状況について、該当する番号に○を付し、必要事項を記入してください。 

１．再委託ではない。 

２．上記講師に対して直接業務委託を行う。 

３．上記講師の所属企業（                 ）に対して業務委託を行う。 
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変更請書（案） 

 

令和  年 月 日 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

○○支部契約担当役支部長 ○○ ○○ 殿 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名              印 

 

 

○○年○○月○○日付けで提出した請書（生産性向上支援訓練（○○○）実施業務。以下「原

契約」という。）について、下記のとおり変更しますので、この変更請書を提出いたします。 

 

記 

 

１ 原契約の記１（６）訓練日時の変更 

 

（変更前） 

 （６）訓練日時 

    ○○年○○月○○日  ○時○分から○時○分（○時間） 

    ○○年○○月○○日  ○時○分から○時○分（○時間） 

 

（変更後） 

 （６）訓練日時 

    ○○年○○月××日  ○時○分から○時○分（○時間） 

    ○○年○○月○○日  ○時○分から○時○分（○時間） 

 

２ その他は、原契約のとおりとする。 

  

変更項目に応じて、適宜、

変更すること。 



 

25 

 

【参考】 

 

●反社会的勢力への対応に関する規程（平成27年７月28日規程第５号）（抄） 

（定義） 

第２条 この規程において「反社会的勢力」とは、次に掲げるものをいう。  

（１）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（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）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第２条第６号に規定す

る暴力団員をいい、元暴力団員（既に暴力団を離脱しているものの暴力団員と変わら

ない者に限る。）を含む。以下同じ。） 

（３）暴力団準構成員（暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を

背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資

金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員

以外のものをいう。以下同じ。） 

（４）暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成

員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行う等、

暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行

等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業を

いう。） 

（５）総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為

等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

（６）社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不

正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与

える者をいう。） 

（７）特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資

金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。） 

（８）その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人 

 

●財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38年大蔵省令第 59号）（抄） 

 （定義） 

第８条（略） 

３  この規則において「親会社」とは、他の会社等（注：「会社等」とは「会社、指定法人、

組合その他これらに準ずる事業体」をいう。）の財務及び営業又は事業の方針を決定する

機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配

している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は

子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、

その親会社の子会社とみなす。  

４ 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲

げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社

等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限

りでない。  
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（１）他の会社等（民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の決

定を受けた会社等、会社更生法 （平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開

始の決定を受けた株式会社、破産法 （平成 16年法律第 75号）の規定による破産手続

開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配

従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。）の議決

権の過半数を自己の計算において所有している会社等  

（２）他の会社等の議決権の 100 分の 40 以上、100 分の 50 以下を自己の計算において所

有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等

において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使する

と認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意してい

る者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めてい

ること。 

ロ 役員（金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号。以下「法」という。）第 21条第１

項第１号（法第 27条 において準用する場合を含む。）に規定する役員をいう。以下

同じ。）若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務

及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の

会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在

すること。 

ニ 他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）

の総額の過半について融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第６

項第２号ロにおいて同じ。）を行っていること（自己と出資、人事、資金、技術、取

引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過

半となる場合を含む。）。 

ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在す

ること。 

（３）自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等に

おいて緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認

められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が

所有している議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない

場合を含む。）に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前

号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等  

５ この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、

資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業

の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の

他の会社等をいう。  

６ 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対し

て重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、

財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営

業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであ
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ると認められるときは、この限りでない。  

（１）子会社以外の他の会社等（民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会

社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定

による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、か

つ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えるこ

とができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。）の議決権の 100

分の 20以上を自己の計算において所有している場合  

（２）子会社以外の他の会社等の議決権の 100 分の 15 以上、100 分の 20 未満を自己の計

算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する

場合 

イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の

会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者

が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就

任していること。 

ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。 

ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。 

ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上

の取引があること。 

ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重

要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 

（３）自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等に

おいて緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認

められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が

所有している議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない

場合を含む。）に子会社以外の他の会社等の議決権の 100 分の 20 以上を占めていると

きであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合  

（４）複数の独立した企業（会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。）により、契

約等に基づいて共同で支配される企業（以下「共同支配企業」という。）に該当する場

合 

 


