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１．本業務実施におけるコンセプト 

以下のコンセプトをもとに、本業務を実施します。 

 

２-１. 適性審査内容 

適性審査では、「事務職適性審査」「パソコン入力テスト」「電話応対テスト」「面談」の4

項目を実施 

２-２. 適性審査の評価基準 

「事務職適性審査」「パソコン入力テスト」「電話応対テスト」の3分野については、訓練受

講前に現状の能力を把握するために受けていただくものです。そのため、著しく評価が低い場

合を除き、得点等の結果によって訓練の受講可否を判断するものではありません。 

面談における人物像、意欲、取組姿勢を重視した審査を行います。 
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３-１. 基礎訓練内容 

基礎訓練では、コールセンター業務を主とした就業全般に必要となるスキルを効果的に習得す

ることを目指し、特にコミュニケーションに重点を置いたカリキュラム と

しています。 

 

聴く（傾聴） 

・電話応対基礎研修 

・コミュニケーション研修 

・苦情応対研 

書く 

・ライティングスキル研修 

・履歴書の書き方 

・パソコン入力練習 

話す 

・言葉の使い方研修 

・ボイス研修 

聴く・書く・話すの総合教育 

・個別面談と自己分析 

・就業コーディネート 

マインド 

・オリエンテーション 

・個人情報保護 コンプライアンス研修 

・コールセンター体験研修 

 

３-２. 受講者のモチベーションを維持するための施策 

以下の施策を通して、受講者のモチベーションを維持することに努めます。 

 

 



3 

 

４-１. 到達度審査内容 

到達度審査については、実技能力の審査として「電話応対テスト」、基礎訓練内容の習得度審

査として「筆記試験」の2項目を実施いたします。 

【電話応対テスト】 ロールプレイングテスト（ 「受信」・「発信」 ） ＋ 後処理テスト 

【筆記試験】 

４-２. 到達度審査合格に向けた施策 

個別面談の実施 

基礎訓練におけるキャリアデザインの時間に、担当講師が、受講者おひとりお一人と個 

別面談を行います。ここまでの訓練を通じて明らかになった、各自の強みと弱みを個別 

フィードバックし、強みを伸ばし、弱みを改善することで、到達度審査合格への確度を高め 

て参ります 

 

４-３. 到達度審査に合格できなかった方への支援 

基礎訓練の成果が認められない（到達度審査において未到達であった）受講生に対しては、基

礎訓練の各コース日程を終了後、フォロー研修（ロールプレイング等）を実施し課題点を克服

した上で、再度到達度審査を行い応用訓練（または就業）へと導きます。 

 

５-１. 応用訓練内容 

基本的に再委託事業者が運営するコールセンターに就業していただき、所属部署に合わせた業

務研修を行います。個別面談において聴取した希望勤務条件や、本人の能力などを勘案した上

で、受講者に合わせた訓練先を決定します。 

人材派遣事業の効果的活用 

再委託事業所は一般人材派遣事業（登録型派遣）も行っているため、受講者のうち希望される

方については派遣社員としての就業も可能となり、就業機会の更なる増大が見込まれます。 
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  ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の事業概要 

■事業概要 
  在宅で子育て等をしながら就業できる在宅就業は、子どもの養育と生計の維持を一人で担わなければ   
  ならないひとり親家庭等にとって効果的な就業形態。 
 
■現状（平成２５年４月１日現在） 
  平成２１年度補正予算で安心こども基金に２５０億円を積み増しし事業を開始。 
  実施期限は、当初、平成２３年度末であったが、平成２３年度及び平成２４年度補正予算で延長を行い、   
  平成２５年度末（現在訓練中又は新規訓練は、訓練開始から最大１８月まで実施可能。）となっている。 

  これまでに４５自治体が事業を実施し、事業終了分を含め約１７０億円の執行を見込む。 
 
■業務の開拓 
  以下の２類型を想定し、業務を開拓する。 
  （１）業務Ａ：無理なダブルワーク等の解消につながるレベルの収入（月６万円程度）が得られる在宅業 
    務（文書レイアウト編集など） 
  （２） 業務Ｂ：生活の維持や将来の教育費支出等に備えるレベルの収入（月３万円程度）が得られる在 

    宅業務（データ入力など） 
 
■参加者の能力開発 
  基礎技能を身につける「基礎訓練」と、実際に在宅業務に従事しつつ高度な技能を身につける「応用訓   
  練」を実施。訓練期間中に訓練手当を支給 
  例）業務Ａコース： 基礎訓練中（６カ月） 手当月額５ 万円（１日３時間の訓練） 
    応用訓練中（１２か月） 手当月額２．５万円（週１回程度の訓練） 
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  在宅就業支援事業の取組と訓練 

■在宅就業支援事業の取組み 
  地方自治体及び受託事業者における業務開拓の取組を支援するため、厚生労働省において委託   
  事業を実施し、具体的取組を推進した。 
  熱心に事業に取り組む自治体もある中で、取組に至らなかった自治体も多いが、高齢社会･省エネ    
  社会のモデル的な働き方でもある新規事業の予算の３分の２が消化されたことは、在宅就支援事  
  業への期待の現れでもある。 
 
■在宅就業支援事業における「訓練」について 
  家計の支えるために働くひとり親にとって、平日昼間の通所型訓練に参加することは困難。 
  また、遠隔地に居住するなど地理的に不利な条件に置かれているひとり親、子供の預け先となる 
  保育園等の確保が難しいひとり親も通所型訓練に参加することは困難。 
  通所型訓練への参加が困難なひとり親も「訓練」を受けることができるよう在宅就業支援事業では、   
  「ｅラーニング」を導入。また、ｅラーニングだけではなく、フォローアップや訓練生のコミュニケーショ 
  ンの機会をはかるため、土日あるいは平日夜間等に集合訓練を実施。集合訓練を実施することで、 
  ひとり親の母親たちの新たなコミュニティも生まれている。これは、数字には表れない効果である。 
  なお、働きながら訓練を受けるひとり親が仕事と訓練を無理なく並行して継続できるよう訓練期間 
  について、基礎訓練６か月、応用訓練１２ヶ月としている。 
 
■在宅就業支援事業における「訓練手当」について 
  母子世帯の平均年間勤労収入は１８１万円（平成２３年全国母子世帯等調査）。より多くの収入を 
  得るために、長時間働くひとり親、２つ、３つと仕事をかけもちしているひとり親も多い。 
  訓練を受ける時間はひとり親にとっては働けば収入を得られる時間でもあるが、訓練を受けること   
  で手当てが受給できる、本事業の訓練手当は「訓練」への大きな動機づけとなる 
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  訓練終了後のひとり親の動向と本音 

■訓練終了後のひとり親の動向 
  ・訓練終了後、在宅就業を継続している者 
  ・訓練終了後、就職（パートを含む）や職場での正規雇用につながった者 
  ・訓練中に就職した者、あるいは家庭の事情等で在宅就業を希望しなかった者 
 
■在宅就業の月額報酬の傾向 
  ・専門的スキルを持ち月額５万円以上の収入を得ている者 
  ・月2万円程度の収入で、副業的に対価を得ている者 
  ・月5,000円程度と収入は少ないが、空いた時間に少しでも収入を得たい者 
   ＜収入が低い理由＞ 
    ・スキル不足（仕事のスピードが遅い、専門的スキルを身に付けていない） 
     →「訓練」の充実により解消できるのか、本人の資質によるものか、検証が必要 
       本人の資質に起因するミスマッチは母子自立支援員、就業支援専門員への相談体制等が   
       充実することで解消できるのではないか 
    ・パートや子育てなどで十分な稼働時間がとれない 
    ・データ入力などの単純な業務は単価が低い 
    ・受託事業者（仲介事業者）の業務受注量が少ないため、仕事が回ってこない 
 
■訓練終了後のひとり親の本音 
  「専門性を高めたスキルを身につけ、収入のアップを図りたい」「身につけたスキルを活かし、今後   
  の就職に結びつけたい」とステップアップを目指すひとり親がいるほか、「安定的に仕事を提供して  
  もらいたい」「満足できる単価で発注してもらいたい」「在宅での仕事がすでに家計の一部になって 
  おり、なんとしてもこのまま続けたい」と安定的、継続的に仕事が提供されることを希望している。       
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  在宅就業支援体制の整備と事業継続のための支援策 

◆在宅就業支援体制の整備（各地事業） 
  ・初心者から一定以上の能力を持った人まで、ｅラーニングなどを使い、幅広く対応できるよう訓練 
   システムを整備 
  ・受講者並びに在宅就業者にはＰＣを貸与、インターネットの利用環境の提供などを整備 
  ・より実践的な仕事ができるようＯＪＴによる訓練体制を整備 
   
◆事業継続のための支援策 
  ・在宅で就業するひとり親に安定的・継続的に仕事を提供することが必要 
   →国や地方自治体などは、電子化すべき文書や地理情報などのデータベース作業業務を創出 
     できないか 
   →ひとり親家庭等の就業支援向けに仕事を最優先に発注できるよう入札条件に事業の目的等 
     を組み入れることはできないか 
   →クラウドコンピュータの開発などＩＣＴの技術進歩により、データの漏えい等、在宅で就業する 
     上で発生する懸念は払しょくされている 
  ・在宅就業における適正化価格の維持 
   →地図データ作成業務などは３割が海外生産へシフトし、価格ダンピングが生じているとも聞く 
      国内生産に切り替え適正価格を維持することで、ひとり親の在宅就業を支援できる 
    →在宅就業の価格が適正化されることは、ひとり親家庭の在宅就業支援につながるだけでは 
        なく、政府が推進してきたテレワーク事業の理念実現を促進することにつながる 
  ・平成２６年度以降の就業支援の継続のために 
   →スキルアップの訓練の拡充 
   →在宅就業管理体制の充実などに対する新たな支援策を検討する必要       
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 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法（抜粋） 

                                                        平成２４年９月１４日公布 
 
（目的） 

第一条 この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得す
る機会を必ずしも十分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情及び子
育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家
庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭及び父子家庭
の福祉を図ることを目的とする。 
 
 
(母子福祉団体等の受注機会の増大への努力） 
第六条 （途中条文省略） 
団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉
法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に
規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又
は父子家庭の父であるもの（以下この条において「母子福祉団体等」という。）の受注の機会の増
大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を
調達するように努めなければならない。 
 
 
（財政上の措置等） 
第八条 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置そ
の他の措置を講ずるように努めなければならない。 
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  在宅就業支援事業の評価・検証について 

ひとり親が困難な状況を克服し、子育てと就業を両立し、自立することは容易ではない。自立の
道をたどるためには、時間が必要である。置かれている状況が困難であればあるほど、その時
間は長期に及ぶ。 
ひとり親家庭等の在宅就業支援事業が国の事業である以上、年度会計ごとに評価する必要は
あるが、本事業は平成２１年度の補正予算による安心こども基金によるものであり、ひとり親の
就業支援策として有用であったか、ひいてはひとり親の自立につながったのかを評価・検証する
には期間が短いのではないか。 
在宅就業を始めたばかりでスキルが低く、思うような収入を得られていないひとり親も経験を積
むことで、一定の収入を得られるようになったり、正規就労への道が開けていくことも考えられる。
ひとり親の就労支援の一環として本事業の効果を検証するのであれば、中長期的な視点で、効
果を評価、検証する必要がある。 
 
在宅就業が、障がい者や高齢者などいわゆる「通勤弱者」にとっても有用な就業形態であること
は社会的に理解されつつある。同様に、子育てと就業を両立しなければならないひとり親、とりわ
け、乳幼児や障害児を養育しているひとり親、ひとり親自身が精神的な障害等を抱え、通勤や集
団での就業が困難なケース、遠隔地に居住しているためそもそも就業機会が乏しいひとり親に
とって、在宅就業は有用な就業形態であると考える。 
在宅就業により自立を図りたいと考えているひとり親、在宅就業により副業的な収入を得たいと
考えているひとり親、将来的なスキルアップの手段として在宅就業を継続したいと考えているひと
り親もいる。在宅就業のニーズはひとり親の状況により多岐にわたる。 
在宅就業支援事業は、その就業形態から見ても、ひとり親の個々の状況に寄り添い、支援するこ
とのできる数少ない事業である。そうした側面を踏まえた、評価、検証も必要と考える。 
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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 
紹介事例 

石巻市、北海道、福島県、佐賀県 



8 

石巻市におけるひとり親家庭等在宅就業支援事業の実施状況 

■訓練の状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
■訓練終了後の状況 
    パート、正社員 ：３５人 
     在宅就業継続   ：２０人（内、ＩＴ関連は１０人：ＣＡＤ業務１名、出版業３名、ＩＴ在宅業務６名） 
 

■訓練生（在宅ワーカー）の特性 
  ・震災による様々な影響により、外で働けない （離職、住居移転、自動車流失等） 
  ・企業の求める人材・スキルを持ち合わせていない 
  ・正社員・パートとして就業しているが、副業として業務を行っている 
  ・安定・継続した業務があるのであれば本格的に在宅業務 を望んでいる  

 
■訓練の方法   
  訓練はｅラーニングを利用しており、支援センターにてフォローアップならびに２週間に１回（全９回）の集合研修 
   を行い、センター職員ならびに受講生を含めたコミュニケーションを図っている。 

第一期 人員 内訳 

募集人員 50人（応募総数167人） 母子家庭112人、父子家庭0人、寡婦0人、高齢者2人、障がい者3人 

訓練開始人数 50人 母子家庭45人、父子家庭0人、寡婦0人、高齢者2人、障がい者3人 

訓練終了人数 47人 母子家庭43人、父子家庭0人、寡婦0人、高齢者1人、障がい者3人 

※受託事業者である石巻在宅就業支援コンソーシアムへのヒアリングならびに情報提供 
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■訓練スケジュールとサポート体制  
 （出典：石巻在宅就業支援センターHP http://www.i-zaitaku.com/hitori/） 

 

＜待遇＞ 
１.受講費無料：受講費用は一切かかりません。 
２.ノートパソコン貸与：マウス、Webカメラ、ヘッドセット、通信カード、指紋認証USBなど 
３.インターネット完備：通信費は一切かかりません 
４.訓練中２.５～５万：基礎訓練期間は５万円、応用訓練期間は２.５万円+業務報酬 
５.託児所完備：集合研修・説明会等の育児が困難な場合に託児所にお子様を一時的に預ける事ができます。 
 
＜支援＞ 
 １.業務の専門化指導  ２.メンタル面での支援  ３.子育て託児所相談  ４.スキル向上のための集合研修 

第３期スケジュール 

http://www.i-zaitaku.com/hitori/
http://www.i-zaitaku.com/hitori/
http://www.i-zaitaku.com/hitori/
http://www.i-zaitaku.com/hitori/
http://www.i-zaitaku.com/hitori/
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■訓練終了後の在宅ワーカーの収入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■在宅ワーカーの声 
  
１期生の声（本事業を経験して） 
 ●40代 子2人 
  当初、コンビニ店員をしながら訓練を始めた。ＰＣスキルを身に付けながら、実際業務（ＥＣサイト登録作業）もでき  
  たので、ＷＥＢに関する知識も身に付けられた。訓練時間は、仕事・家事の合間にできた。終了後もコンビニ店員を   
  しながら、現在はＩＴ関係の業務に携わっている。 
 
 ●30代 子3人 
  震災を経て職を失くしたときにこの事業を知り、ＰＣスキルを身に付けながら、支援を受けられ在宅でできるという  
  魅力があり参加。集合研修で他の訓練生と顔を合わせることで、いろいろな不安も解消された。その後、会社に就  
  職し事務職に就く。ワード・エクセルが使えることで、面接もスムーズに行くことができた。 

月額支払い分布
（2012年12月～2013年10月の11ヶ月間）
　
月額 合計

～1万円 23

1～5万円 50

5～10万円 9

10～15万円 5

延べ人数 87人月

支払い総額 2,552千円
注）石巻在宅就業支援センター資料より作成 

23

50

9

5

平均月額：2.9万円 
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■在宅ワーカーの収入の状況① 
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2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 

継続して仕事をしているワーカー 

Ａ さん 

Ｂ さん 

Ｃ さん 

十分な業務受注ができれば、10万円以上の仕事をこな

せるキャパシティは十分にあり、それだけのスキル訓
練を積んでいる。 

0 
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20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 

断続的に仕事をしているワーカー 

Ｄ さん 

Ｅ さん 
家庭の事情、個人的な事情で、働けない月も
ある。また仕事が多くあれば月数万円は収入
を得たい 
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■在宅ワーカーの収入の状況② 

仕事が多く提供できれば、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんのように高収入を上げることができ、またさらなるスキルアップをすれ
ば高収入を維持することができる。しかし仕事の発注量が少ないときは、多くの収入を上げることができない。 
他にパート等の仕事を行っており、月額2万円程度でもよい人たちもいる。この人たちは自分の都合の時間に合わせ
て仕事を行っている。 
稼働時間は、子どもが学校に行っている間、パートなど他の仕事の合間。月次によって異なるが、2013年3月の場合、
Ａさん、Ｂさん、Ｃさんは、一日4時間程度。時間当たりの収入は、800円～1000円（推計）。 
 
在宅ワーカーのタイプ 
①安定・継続した仕事量と満足できる対価であれば、在宅ワーカーとして継続して仕事をしたい。 
②既にパートや就職している人にとっても、在宅で副業的に対価を得られると、この就業の形を望んでいる人が多い。 
③在宅就業支援事業で培ったスキルをもっと活かして働きたい人は、在宅ワーカーとしてだけでなく、 外での正規の
社員としての就業を望んでいる。 
 

安定的に収入を得るには 
・安定・継続した仕事量の確保と、ワーカーにとって満足のできる単価で受注できること 
・さらなるスキルアップを図り、仕事のスピードや品質を高めること 

年代 子供 現在の就業状況 仕事内容 稼働時間帯 

Aさん 40 大・高校生 パート 複数の仕事を同時並行 日中 

Bさん 40 小学生 パート 複数の仕事を同時並行 日中 

Cさん 40 幼稚園 無職 複数の仕事を同時並行 日中 

Dさん 30 小学生 正社員 複数の仕事を同時並行 日中 

Eさん 30 小学生 正社員 複数の仕事を同時並行 日中 
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■業務開拓の方針 

1 将来も継続して就業可能な業務の開拓 

  
本事業終了後も継続就業することを目標に、安定した需要が見込まれる業務や、自立型ビジネスの構築による新規業務を中心に開
拓している。 

2 首都圏など広範囲での業務の開拓 

  
石巻市内の企業・自治体だけでは市場規模が小さく、被災により、なお一層厳しい状況にあることから、宮城県内はもとより、首都圏
も含め、広範囲に業務を開拓している。 

3 在宅雇用につながる業務の開拓 

  
在宅就業は一般的に収入に変動があり、目標収入を得るには安定性に欠けることが考えられる。一定の収入を確実なものとするた
めには、在宅雇用が望ましく、在宅就業から在宅雇用につながる業務開拓を推進している。 

4 専門的な知識、技能を習得して収入を更にステップアップできる業務の開拓 

  
研修で培われたスキルに加え、更に専門的な知識を習得、あるいは資格を取得し、在宅起業や新たな企業への就業、雇用に結びつ
くよう、更にステップアップするための業務開拓も視野に活動している。 

■開拓した業務の内容 

1 DTP 業務（無料情報誌の制作発行） 自立型事業 

  
石巻在宅就業支援センターが発行人となり、無料情報誌「ございん石巻 Go the in ishinomaki 」を創刊。広告収入で運営。３月から毎
月一万部を配布。 

  業務内容：広告作成、記事作成・取材作業、連載記事作成 

2 データ入力業務 請負業務 
  石巻IT 測量業協同組合および参加企業の官公庁・民間企業などからのデータ作成・入力業務の受託。 

  
業務内容：官公庁の検診データの作成・入力、被災地状況調査のデータ入力、被災家屋のマッピング業務、不動産物件情報の入力
業務等 

3 ＥＣサイト構築運用管理業務 自立型事業 
  「ございん石巻 Go the in ishinomaki」の運用管理 

  業務内容：商品管理、ユーザ（販売・出品者）顧客（購入者）管理業務 

4 ホームページ（Ｗｅｂサイト）制作業務 自立型事業 
  地元企業からの企業紹介のＷｅｂサイトの制作を受託 

  業務内容：ＣＭＳを使ったWebサイトの構築支援、ページの作成等 

5  ＣＡＤデータ作成業務 請負業務 
  民間企業からのＣＡＤデータ作成の受託 

  業務内容：ＣＡＤ平面図、縦断図、横断図、構造図の図面修正 
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■事業の効果（石巻ＩＴ・測量業協同組合より） 

①事業中はもちろんのこと事業終了後についても、月次での変動はあるものの、就業機会を提供している。 
②スキルアップにより地元で活躍出来る人材、さらには我々と一緒に仕事をしてくれるような人材が育成できた。さら  
   に、緊急雇用創出事業であるICT産業担い手育成事業への就職を通して継続的に雇用という形で繋げることできた。 
③ｅラーニングシステムの内容の拡充、在宅就業者との連絡手段やフォロー体制の構築、また各訓練のカリキュラム
の構築など、今後の事業継続のための資産が形成できた。 
④被災地という視点での効果 
 ・働く場所がない、つまり、多くの企業が被災し、雇用機会の拡充には至っていないときに、この事業が寄与している。 
 ・働く時間がない人にとって、いつでも仕事ができるこの事業が寄与している。 
 被災地では、現在も7,000世帯、1万5千人の人が仮設住宅で暮らしており、震災により転居を余儀なくされ生活の  
 拠点が変わってしまった方も多く、子供の送迎等で働く時間が取れない、自動車も被災し通勤が困難な方が多くい  
 るなどの現状がある。 
 ・働く仕事がない現状で、この事業が寄与している。 
 現在の求人は、今まで働いていた職種とは全く異なる職種が多く、ミスマッチにより働く場所がない。あるいは、今  
 まで専業主婦として家庭を支えていたが、震災により働く必要があるがスキル不足により就業が困難になっている。   
⑤事業の必要性 
 被災地では依然として就業が厳しく、特に社会的弱者と呼ばれるひとり親、障がい者、高齢者にとっては、より一 
 層厳しい状況であり、在宅就業支援は必要不可欠な事業と考えている。 
⑥収入の確保 
 月額2万円や5万円では、事業の経済的効果がないという意見もあるが、現場では、元々パートをやっても月額十  
 数万円の収入しなかいところに、このような収入を得ることのできる道があり、しかも子供を育てる時間も融通が利 
 き、重要な仕組みだと思う。 
  仕事が不可能な人は生活保護もやむを得ないが、スキルを身につけることができ、そして仕事をして収入を得ると 
  いう当たり前のことができ、また、さらにスキルアップの道があれば、子供が大きくなれば、フルタイムの生計の道 
  への希望も見えてくる、この事業の効果は単に経済的な対費用効果では計り知れないと思う。 

■今後の事業の継続に向けて 
さらに充実した支援事業としていくために、現在の副業的要素の在宅就業支援と、主業としての在宅就業支援事
業のコースを分け、それぞれについて、企業が求めるレベルへスキルアップができるよう継続していく。 
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北海道におけるひとり親家庭等在宅就業支援事業の実施状況 

※受託事業者である一般社団法人北海道総合研究調査会へのヒアリングならびに情報提供 

■訓練終了後の状況 注）北海道では第1期に引きつづき第6期まで事業が継続し、平成26年3月に第6期は終了しました
が、本資料は第1期～4期（平成24年3月までに終了）に対する調査です。 

  

ひとり親 ６４ 人   

障がい者 ６３ 人   

３９０人   

登録者（Ｈ２４年４月１日時点） 
    

１６０ 人   

２３０ 人   

    

⇒業務募集に対して応答なし等   

６ ヵ月以上稼働   

１１７ 人   

６ ヵ月 未満 稼働   

１１３ 人   ひとり親 ６５ 人   

障がい者 ４８ 人 

登録者の稼働状況 
（Ｈ２４年６月～Ｈ２５年３月） 

■在宅ワーカーの収入（平成２４年度 修了生 ） 

平成２４年６月から平成２５年３月まで６か月以上稼働した者（ひとり親） 

収入額 人数 

～10,000円 ５３ 

～20,000円 ４ 

～30,000円 ０ 

～50,000円 ４ 

50,001円以上 ３ 

計 ６４ 

・10,000円以下の収入がかなりをしめるが、他
にパートをしているなどの理由で稼働時間が
少ない。「稼働可能時間」をあらかじめ申告し
てもらっているが、十分な時間がとれない人も
多い。 
 
・仕事が少ないときに、収入を少しでも確保す
るため、つなぎとして仕事を発注している場合
もある。 
 
・日中、フルタイムあるいはパートで仕事をし
ている場合でも、夕方以降、一日2時間程度
の作業が可能であり、休日や土日の時間をや
りくりしながら収入増やそうとする人もいる。 
 
・スキルの優秀な人は5万円以上を得ている。 
 
・継続しているワーカーは、月額平均は1.8万
円となる。 
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■訓練内容 

期 基礎訓練 応用訓練 

1期～3 期  【ABC コース共通】 【1 期～3 期】 【1 期～4 期】 

(H22年度から 
  H23年度） 

・Pro.メール研修 ・サイト更新基礎 ・画像エントリー 

・タイピング ・サイト更新応用 ・Web 制作 

  ・ビジネス研修 ・CR＆リサーチ ・土木設計電子納品入門 

  ・PC 基礎 ・facebook 運営 ・会計入力 

  ・インターネット基礎 ・電子書籍作成 ・GIS 基礎・模試採点 

  ・PC 基礎 ・インターネット活用応用コース ・GIS 応用 

  【A コースのみ】 ・音声起こし ・土木計画業務支援入門 

  ・情報検索 ・企画・プレゼン資料作成 ・土木設計CAD 製図入門 

  ・執筆基礎 ・ライティング ・道路管理データ作成支援入門 

  ・サイト更新 ・グラフィック作成・基礎 ・DTP 

4 期  【ABC コース共通】 ・グラフィック作成・応用 ・観測記録・資料の電子化 

(H24年度) ・IT 技術に関する基礎知識 ・エクセル応用 ・Web 画面メンテナンス 

  ・マイクロソフトオフィスの ・管理者訓練 ・サイト投稿 

  基礎的操作方法   ・画像システムによるデータ入力 

  ・在宅就業スキル研修   ・Web 素材作成 

  ・Web 制作基礎   ・office 復習 

5 期・6 期  【AB コース共通】 ・DTP   

（H24年度～    
  H25年度） 

・PC 基礎 ・WordPress で構成する最速Web サイト制作 

・Word2010 ・WEB 制作応用   

  ・Excel2010 ・WEB 画面メンテナンス   

  ・PowerPoint2010 ・観測記録・資料の電子化   

  ・Web 制作 ・会計ソフトを用いた記帳代行業務 

  ・情報検索 ・土木設計CAD 製図入門   

  ・ビジネススキル ・土木設計業務電子納品入門   

    ・土木計画支援入門   

    ・道路管理データ作成業務支援入門 

    ・GIS 基礎・応用   

    ・データエントリー   

■開拓した業務の内容 
 
・画像加工 
 
・WEBサイト掲載用画像の制作、WEBサイト  
  制作 
 
・WEBサイトの修正作業、WEBサイトのTML  
 テンプレート作成、WEBサイトの表示内容 
   チェック 
 
・観測記録データの読み取り、入力 
 
・帳票類の仕分け、入力 
 
・CADで作図された図面データの修正、編集 
・文書データのPDF化、レイヤーテンプレート
作成、レイヤーひな形  （CAD図面） 
 
・アンケート入力 
 
・議事録等の音声おこし 
 
・道路管理データ入力及び道路位置情報   
  データ作成 
 
・図鑑入力、レセプト入力など 
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■訓練終了後の在宅ワーカーの収入例 
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Aさん

Bさん

95,000
単発の高額受注業務発生

平成２４年６月から平成２５年３月まで６ヶ月以上稼働した者 

時価当たりの収入は、高い仕事では「航空レーザー測量のフィルタリング業務」は800円程度と推計される。データ入力業務
は、かなり安いのが現状である。 
ただ、データ入力のプロとして仕事をしている人の場合は、ブラインドタッチ、専用のキーボードを使うなど、入力スピードが
格段に早く、業務量が多くさえすれば、高収入を得る道もある。 
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■在宅ワーカーの声 

●障がい者（身体）：Ａさん 
 
【過去】 
以前はパソコンのスキルは全くなかった。持病のため感染症にかかりやすく、外で働くことができないままだっ   
た。 
【訓練終了後】 
在宅就業支援の訓練時に身につけたパソコンのスキルで、ＩＴパスポートや、Officeの試験に合格することがで
きた。 
在宅でのお仕事で、現在は細かい業務を依頼してもらっている。 

持病のことや体力的なことを考えると在宅での仕事をメインにし、少しでも収入をアップさせたいと思っている。
そのために、さらに効率的に仕事をこなせるようにスキルアップを図りたいと思っている。そのような場があるな
らば是非参加したい。 

●ひとり親：Ｂさん 
 
【過去】 
大学生時代は、数学が得意で、家庭教師をずっとしていた。 

自分自身のスキルをアップさせるために、留学し語学力を高めた。就職についてから、得意な数学を活かし、
長年経理を担当。 
【訓練終了後】 

ひとり親として子育てをしていく中で、子どもが学校でいじめにあい、不登校状態が続き、現在も常に付き添っ
て登校させている状態。 
外に出て働きたくても現状無理な状態。 

在宅ワーカーとして現在、収入は少ないが、仕事ができていることは、ありがたいと思っている。そんな中、自
分のスキルを活かせる在宅業務に携われることになり、今後収入面でもアップが期待できる。 
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■在宅ワーカーの例 

  
業務 区分 現状 

Ａさん 音声おこし ひとり親 
訓練開始前は、データ入力の代行を在宅でほそぼそとしていた。OJTで経験し
た業務である、音声起こしでリーダーとなり、他社の在宅の業務と並行して行
い、生計をたてるまでになっている。 

Ｂさん 
レセプト 
模試採点 

障がい者 
障がいのため、なかなか通勤型で雇用してもらえない状況。在宅でできるだけ
収入を得るよう、コツコツとスキルアップする努力をしている。緩やかであるが、
収入も上向いている。 

Ｃさん 
模試採点 
データエントリー 
文書作成 

障がい者 

持病のため感染症のリスクが高いので、在宅メインで生計を立てたいと考えて
いる。訓練の中で得たスキルで、OFFICEの資格も取得し、自分の経験のため、
様々な在宅での業務にトライしてきた。少しずつではあるが、報酬が伸びてき
ている。 

Ｄさん 航空レーザー ひとり親 

苦手意識の強かった業務に応募してみて、研修を受けた結果、向いていること
がわかった。まずはデータエントリー業務に携わり、場数を踏んでいくうちに、ス
キルがどんどんアップした。今後検品者として業務を依頼することとしており、
報酬もアップする予定。 

月額平均１万円以上の仕事をした人のうちの４人の例 
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■在宅ワーカー（ひとり親家庭の母）の声 

●在宅就業への期待 
 

・以前から在宅で仕事がしたいと思っていたが、インターネットで探しても在宅ワークは詐欺みたいなのが多く不
安が多い。道庁で行う在宅就業支援だったため安心感もあり、これだと飛びついた。国や地方自治体等、信頼
できるところでやってくれると嬉しい。 
 

・今の仕事とうまく掛け持ちしながら、在宅で仕事がしたいが、多くなくてもいいので２～３万円の仕事が継続して
入るようにしてほしい。 
 

・立ち続け、座り続けの仕事は４０才を過ぎた身体にはきつい。在宅でできる仕事が増えていくようなら、在宅で
仕事をしていけるように生活を変えていきたい。 
 
●センターへの希望 
 

・パソコンに触ったこともなかったが、教育訓練でパソコンの知識を得られて自信がついた。忘れないよう仕事を
もっと回してほしい。 
 

・せっかく訓練してレベルアップしたのでレベル下がらないよう、スキルを活かして仕事ができるように継続的な
仕事や単価が低いのでもう少し単価の高い仕事ができるようにしてもらいたい。 
 

・明日までにやってくれという仕事じゃなく何か月とか１年とか委託形式でできる仕事を回してもらえるようになれ
ば将来を見通せて在宅専門で仕事ができるようになれるのだが。 
 
・在宅の仕事一本でいくには仕事が継続してあるかどうか不安。 
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福島県におけるひとり親家庭等在宅就業支援事業の実施状況 

本事業における私たちのミッションは、ひとり親家庭における「貧困の連鎖」を防ぐことです。 

このため、ひとり親が次世代への教育投資を可能とするような「雇用、収入、自立の道」を提供することを目標とし
ています。 
 

その第一として、確実で多様な出口（在宅就業の実務）を用意します。確実で多様な出口（就業あるいは業務請
負）を用意することにより、参加するひとり親は、必要とする収入の額、就業可能な時間、自分自身のスキルレベル
などにあわせて、それぞれの進路を適切に選ぶことができます。 
 

その第二として、出口へ辿り着くための適切な研修プログラムを用意します。集合研修、在宅研修という二つの手
法を組み合わせ、さらにそれを補完するものとして、エリアSV（スーパーバイザー）やヘルプデスクを導入し、受講
者が自分のライフスタイルに応じて研修を受講できるように努めます。 
 

その第三として、的確かつ迅速な支援体制を用意します。ヘルプデスクを通じて、家族相談士、就業相談担当、創
業相談担当とそれぞれの受け皿を確保するとともに、施設見学会や進路相談会を通じて、ひとり親が確実に出口
へ辿り着けるように努めます。 

■事業について（出典：福島県 ひとり親家庭等在宅就業支援事業HP http://ftwc.jp/） 

■ひとり親の方向けの情報誌を発行 

福島県ひとり親家庭等在宅就業支援事業情報誌を発行 
 ・2012年に初号「ひとり親通信」 
 ・2013年に2号となる「Nijiiro-tsusin（にじ色通信）」 
在宅ワークを実践している修了生へのインタビュー、地域のタウン情報だけではなく、求人情報や自治体の相談 
窓口の紹介、ひとり親家庭の自立に役立つ情報として「就学援助」など、ひとり親が活用できる支援策等も含め、 
きめ細かな情報を提供している。 

http://ftwc.jp/
http://ftwc.jp/
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■アンケート調査 

「福島県ひとり親家庭等支援事業総合アンケート調査」 
                                       （平成26年3月実施：ｎ＝640）結果より 
 

本事業に参加した「ひとり親家庭」の特徴、及び「在宅就業継続意向」要約 
 

※受託事業者である株式会社いわきテレワークセンターから情報提供 

平成２２年度から開始された福島県ひとり親家庭等在宅就業支援事業（ひとり親自立支援コンソーシア
ム主管会社・㈱いわきテレワークセンター）では平成２６年３月、全期間（平成２２年度から２５年度）受講
参加者約１１００人に対して本事業に参加した満足度や今後の行政等への要望などについてアンケート
調査を実施した。 

その結果、全体の９５％が本事業に参加して「有効で、意義のある事業」と回答しており、少なくとも福島
県での事業が受講生に満足いく内容であったことが明らかとなった。 
 

この調査の中で、注目すべきは、今後の行政に対する要望で、特に、本事業の継続についての期待が、
９６．４％あったこと。また、事業期間修了後も継続してひとり親サポートに関する「情報提供」を求めてい
ること（９３．６％）や「業務研修機会の提供」（９２．３％）を求めていることなどが上位の項目となり、継続
したコミュニケーションが必要であるとのニーズが明らかになった。 
 
さらに着目すべき特徴は、本事業を通じて「在宅での仕事が得られる」ことよりも、「ICTを活用した仕事の

機会を得るチャンスが得られたこと」や「在宅での柔軟な仕事の仕方を学習することで豊かなワークスタ
イルを得る可能性がある」ことを評価していることである。単に仕事が欲しいというだけではないのが予想
外の結果であった。 
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■調査結果の要約 
 

①ひとり親家庭の７割は、本事業に参加してはじめて  
在宅就業への理解を深めた。 
 

②ひとり親家庭は会社勤めをしながら、仕事との両立の   

中で、新しい技術や自分自身のスキル向上を図るため  
に必死で勉強した。 
 

③ひとり親家庭の経済を支えるために複数の仕事をもっ
ているが、時間のやりくり、通勤・移動負担等軽減すること 
ができる在宅就業を有効な働き方と考えている。 
 

④在宅就業を実現して副業収入を得たいと期待している。 
 （１日２〜３時間程度、月収３〜５万円） 
 

⑤事業参加者全体の過半数が在宅就業を希望している。 
 

⑥会社勤務者（希望者）でも在宅就業を希望している。 
 

⑦在宅継続を継続できる機会を望み、積極的に参加する  
意向である 
 

⑧ひとり親家庭は広く都市部、山間部に分散して居住して  
いるため、ＷＥＢラーニングによる学習形態、及び在宅  
就業形態が有効である。 

96.4% 

90.8% 

90.3% 

92.3% 

73.4% 

93.6% 

90.0% 

70.2% 

70.3% 

77.2% 

①福島県在宅就業支援事業の継続 

②インターネット接続費用等補助 

④PC等機器の補助 

⑤業務研修等の機会提供 

⑥職住隣接サテライトオフィス 

⑦継続的な情報提供 

⑨仕事や就職の相談ヘルプデスク 

⑭保育所・幼稚園等利用支援 

⑯小学生（学童保育等）整備・支援 

⑰全国ネットワークの組織化支援 

必要と思う行政支援 

上位評価（70％以上項目） 

※平成２２年度から２５年度までの福島県の事業では、受講者の訓練終了率は９６％以上、平成２３年度   

以降の修了生への仕事の発注金額は累計７０００万円を超え、今後も継続的な仕事の発注が続けられて
行く予定である。 
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佐賀県のひとり親家庭等在宅就業支援事業の事例  

佐賀県内のひとり親家庭の親や障害者の方々に対して、家庭と仕事の両立を図るため、ICTを用いた在宅就
業の業務を受託し、在宅就業者へ委託することにより、ひとり親家庭などの生活の向上を図り、雇用機会の拡
充を支援する活動を行います。 
さらに、国・県・市町・各種団体に対して、ICTを利活用した支援に関する事業を行い、情報化の推進を通じて
地域貢献に寄与することを目的とします。 

（出典：ＮＰＯ法人ひとり親ＩＣＴ就業支援センターHP http://www.ict-wsc.org/） 

■事業目的 

■事業の体制 

http://www.ict-wsc.org/
http://www.ict-wsc.org/
http://www.ict-wsc.org/
http://www.ict-wsc.org/
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業務名 主な業務内容 

各種データ入力 

•各種データをエクセルに変換入力 
•顧客システムへのデータ入力  
•マスタ移行（郵便番号より住所入力） 
•OCRによるスキャナ読込作業 
•アンケート集計 
•エクセルによる招待券等入力作業 
•電子ファイル化 等 

テープ起こし 
•セミナーのテープ起こし 
•講演会のテープ起こし 

パソコン設定 
•PCセットアップ作業（現地にての作業も可） 
•PCアプリケーションセットアップ作業（現地にての作業も可） 

WEBサイト企画・ 
制作・更新 

•WEBサイトリニューアルの為の企画案 
（トップページデザインと構成図・サイトマップ・企画提案） 
•WEBサイトリニューアルための制作 
•WEBサイト更新 
•トップページ用のFLASH制作 
•CMSを利用したWEBページ更新作業 
•CMSによるWEBページ制作 
•トップページデザイン（イラストレーター） 
•ECサイト構築・更新 等 

ＤＴＰ業務 

•パンフレット制作 
•名刺作成 
•包装用パッケージの制作 
•会社案内作成 
•チラシデザイン制作 
•広告デザイン制作 

イラスト制作 イラスト制作、ロゴ・キャラクター作成 等 

その他 プログラム、マーケティング、ライティング、地図入力・制作 

■取扱業務一覧 
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ハンド・イン・ハンドの会について 
ハンド・イン・ハンドの会は、離婚を考える人や母子家庭のネットワーク
グループです。「ハンド・イン・ハンド」とは「手に手をとって」という意味。 
 
 

 

１９７９年活動開始   ３０年以上の活動実績 
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ご清聴ありがとうございました。 



 

 

参 考 資 料 

 

 

 

 

 

 

ひとり親家庭への支援施策のあり方に関する専門委員会 

提出資料 

 

ひとり親家庭等の在宅就業者支援事業 

紹介事例 

石巻市・北海道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 7 月 8 日（月） 

参加人：ハンド・イン・ハンドの会 
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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）実施報告 

平成２４年 5 月 3１日時点 

 

自治体名：宮城県石巻市 

事業名：石巻市ひとり親家庭等在宅就業支援事業委託業務 

事業実施期間：平成 23 年 8 月 ～ 平成 25 年 3 月（予定） 

対象者：市内に居住する者であって、次の要件のいずれかに該当する者 

(1)母子家庭の母及び父子家庭の父で 20 歳未満の子と同居し生計を一にしている者 

(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳の所持者 

(3)高齢者（60 歳以上） 

募集人数：50 人  応募総数：167 人  

（内訳：母子家庭 112 人、父子家庭 0 人、寡婦 0 人、高齢者 34 人、障害者 21 人） 

訓練開始人数：50 人 

 （内訳：母子家庭 45 人、父子家庭 0 人、寡婦 0 人、高齢者 2 人、障害者 3 人） 

訓練修了人数：47 人        

（内訳：母子家庭 43 人、父子家庭 0 人、寡婦 0 人、高齢者 1 人、障害者 3 人） 

事業受託者：石巻在宅就業支援コンソーシアム 

代表事業者：石巻 IT・測量業協同組合  

構成企業；メディアテック株式会社、株式会社デジタルプレイス 

   株式会社東京システムエージェンシー石巻営業所 

 

業務開拓の方針 

1） 将来も継続して就業可能な業務の開拓 

本事業終了後も継続就業することを目標に、安定した需要が見込まれる業務や、自立型ビジネ

スの構築による新規業務を中心に開拓している。 

2） 首都圏など広範囲での業務の開拓 

石巻市内の企業・自治体だけでは市場規模が小さく、被災により、なお一層厳しい状況にあるこ

とから、宮城県内はもとより、首都圏も含め、広範囲に業務を開拓している。 

3） 在宅雇用につながる業務の開拓 

在宅就業は一般的に収入に変動があり、目標収入を得るには安定性に欠けることが考えられ

る。一定の収入を確実なものとするためには、在宅雇用が望ましく、在宅就業から在宅雇用につ

ながる業務開拓を推進している。 

 

4） 

専門的な知識、技能を習得して収入を更にステップアップできる業務の開拓 

研修で培われたスキルに加え、更に専門的な知識を習得、あるいは資格を取得し、在宅起業や

新たな企業への就業、雇用に結びつくよう、更にステップアップするための業務開拓も視野に活

動している。 
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開拓した業務の内容                     

1 DTP業務（無料情報誌の制作発行） 自立型事業 

  

  

１） 石巻在宅就業支援センターが発行人となり、無料情報誌「ございん石巻 Go the in ishinomaki 」を創

刊。広告収入で運営。３月から毎月一万部を配布。情報通信環境の悪い仮設住宅中心にコミュニケ

ーションツールとして認知されつつある。同情報誌の発行業務について、応用研修で DTPを受講して

いる受講生 10名を対象に業務を切り出している。対象受講者数５名、時給換算で月額 3万円から 5

万円程度の収入増を見込む。最終的に発行の全てを受講生に委ねる。 

  

  

2 データ入力業務 請負業務   

  

  

  

  

  

  

  

  

１） 石巻 IT測量業協同組合で石巻市の償却資産データ作成業務を受託。受講生の一部に入力業務を依

頼した。入力単価一件につき２０円で２名の受講生が従事。期間は概ね１月～２月の２ヶ月間。サテラ

イトオフィスで作業。個人情報保護の為、サテライトオフィス「メディアテック㈱」内「石巻在宅就業支援

センター」で作業。 

  

２） メディアテック株式会社が石巻市から受託した各種健診申込データ作成業務の一部を受講生に依頼

した。受託金額中４７万円程度を作業量に応じて受講生に支給。作業期間は概ね１ヶ月間。サテライ

トオフィスで作業。個人情報保護の為、サテライトオフィス「メディアテック㈱」内「石巻在宅就業支援セ

ンター」で作業。 

  

３） メディアテック株式会社が石巻専修大学から受託した被災状況調査集計業務の入力業務を受講生の

一部に依頼した。受講生委託金額２４５００円。個人情報保護の為、サテライトオフィス「メディアテック

㈱」内「石巻在宅就業支援センター」で作業。 
  

４） 

 

株式会社デジタルプレイスが受託した被災家屋のマッピング業務の一部を受講生に委託した。受講

生委託金額８９０００円 

５） 

 

株式会社愛和サービスから不動産競売物件情報の入力業務について、被災地支援の観点から本事

業受講者への委託要請あり。一件あたり、2000円程度のデータ入力業務 

3 ＥＣサイト構築運用管理業務 自立型事業 

  

  

１） 石巻在宅就業支援センターが開設するインターネット販売「ございん石巻 Go the in ishinomaki ２４年

７月２０日オープンに向け、出品者、出展者を募集中。震災により、店舗等を失った地元中小事業者

に需要がある。受講者には、商品管理、ユーザ（販売・出品者）顧客（購入者）管理業務を委託する。

対象者数６名時給換算で月額３万円程度の収入増を見込む。最終的には同サイトのすべてを受講生

に委ねる方針。 

  

  

4 ホームページ（Ｗｅｂサイト）制作業務 自立型事業 

  １） 一般的に動的なホームページ等の開設には、ＨＴＭＬほか、Ｗｅｂシステムに通じる高度な知識を必要

とすることから、ＣＭＳ等を利用して企業紹介地元企業に提案している。導入初期費用を 3万円程度

に設定していることから、受講者に紹介。センターで構築時の支援を行う。ページ等を簡易に構築で

きる仕組みを提案。受講者でも構築可能な業務内容を被災により実店舗等を失った 

  

5 ＣＡＤデータ作成業務 請負業務 

 １） 

 

株式会社ＯＥＳ(土木建設コンサルタント）からＣＡＤ平面図、縦断図、横断図、構造図の図面修正依頼

あり。総額月２０万円を受講者に委託の予定。 

 



 

3 

 

地域情報誌『ございん石巻』～Go the in Ishinomaki～ 

 

概要 

発行部数 １０，０００部 

発行日   毎月 ２０日 

発行形態 Ａ４ 全２４頁 無料配布 

編集発行 石巻在宅就業支援センター（石巻ＩＴ・測量業協同組合） 

住  所 石巻市開成１－２０（メディアテック株式会社内） 

電  話 ０８００－８００－３３８４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２２５－９３－２０５５ 

メール  gothein@i-zaitaku.com 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www-go-the-in.com 

 

発刊の経緯 

地域情報誌の発行は元々、石巻ＩＴ・測量業協同組合加藤理事長の事業構想にあったも

のです。誌面の作成において作業場所の制約を受けないことから「ひとり親家庭等在宅就

業支援事業」を受託するにいたって、ＤＴＰに必要なスキルを習得した受講者に在宅での

作業を委託し、将来的には、発行運営のすべてを本事業の修了者に委ねる構想でスタート

いたしました。 

なぜ、紙媒体による情報誌なのか、という点については下記の理由が上げられます。 

情報通信網の整備とともに、インタラクティブな情報環境が整い、紙媒体による情報発

信は衰退の方向にあります。 

合わせてインターネットの普及によって情報は「ただ」（厳密には、通信事業者との契約

が必要なインターネット環境や閲覧のための機器等が必要な有償サービスですが）無料と

いう時代を迎えています。 

こうした中にあって、あえて紙媒体による情報配信に取り組んだ背景には、高速通信網

が広く張り巡らされ、誰もがその恩恵に授かる環境が整えられつつある一方で、技術革新

著しいデジタル機器の操作等、ＩＴリテラシー格差による情報格差のボトルネックがあり

ます。 

とりわけ、２０１１年３月１１日の東日本大震災で地域コミュニティが崩壊した当地域

においては、これら、情報通信手段を失ったうえに、新聞購読(有料)等もままならず、今な

お、情報は市報、あるいはＴＶ、ラジオに限られてしまっている方々が少なくありません。 

こうした背景から、地域の情報を共有し、失われたコミュニティを回復していくうえで、

閲覧の為の環境を必要とせず、容易に地域情報を伝える無料情報誌という紙媒体の必要性

を強く感じ、発行に至ったものです。 

mailto:gothein@i-zaitaku.com
http://www-go-the-in.com/
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左からＨさん、Ｗさん、Ｔさん 

 

制作にあたっては、「石巻市ひとり親家庭等在宅就業支援事業」においてビジネスの基本

やコンピュータ操作の基礎を身につけ、応用研修でＤＴＰに必要なアプリケーションソフ

トウェアの操作を習得した方々が携わっています。 

受講者には、作業環境として、これらアプリケーションソフトウェアがインストールさ

れたノートパソコン及び、自宅における作業を可能とするインターネット環境を貸与して

おります。 

創刊時においては、元新聞記者等、実際に取材から紙面製作に携わった経験を持つスタ

ッフやＤＴＰ技術者の助言を得つつも、受講者が企画の段階から誌面構成に携わり、取材

テーマの取り決めや取材先へのアポイントメントを行い、写真撮影から取材、執筆、校正

校閲、配布まで、印刷を除いた全ての工程を分担して行っています。 

 

Ｈ．Ｈ枝さん（４０代）は、取材や紙面製作を担っています。かつては、石巻市の第３

セクターが主催する料理教室で約１２年間、講師を務めていました。取材や文書作成の経

験はまったくありませんでしたが、本事業でＤＴＰアプリケーションツールの使い方を習

得し、スキルを活かして誌面づくりを行っています。 

「初めての取材は『匠（たくみ）』という企画で樹木医の先生にお話を伺ったことです。

初めての（取材）経験なので、不安ももちろんありましたが、自分の知らない世界を知る

ことが出来るので、とてもやりがいを感じました」 



 

5 

 

 

取材、執筆、誌面構成を担当するＨ．Ｈ枝さん 

 

Ｗ．Ｒ加さん（３０代）は、取材と校正校閲を担当しています。以前は精肉店で惣菜を

担当していました。過去にＤＴＰの経験はありません。本事業ではホームページ制作の技

能習得に取り組んでいましたが、共通する制作ツールの技能を活かして情報誌制作に携わ

っています。 

「初対面の方とお話するのが苦手なので、研修では、取材が必要な情報誌制作（ＤＴＰ）

ではなく、ホームページ制作を選択しました。取材は頑なに拒否したのですが、いつの間

にか情報誌の取材をやって（やらされて）いました。（笑）」 

「よりよい誌面構成を考えて取材の前には、質問を準備したり、取材対象に関する事前

のリサーチを心がけています。」 

「はじめのころは、何回も原稿を書き直しさせられていましたが、最近は、逆に戻され

ない（直されない）ことが不安です。（笑）」 

 

取材、執筆、校正校閲を担当するＷ．Ｒ加さん 
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Ｔ．Ｓ子さん（３０代）は、水産会社で細菌検査を行っていました。情報誌制作は初め

ての経験です。 

「応用研修では、ＥＣサイト構築を学びました。情報誌制作では、広告に関する業務に

携わっています。誌面をご覧いただいた方からぜひ広告を載せたいと申し込まれることも

ありますが、広告収入を財源とした無料情報誌なので、広告主様とのやり取りはセンシテ

ィブです。」 

 

経理、事務を担当するＴ．Ｓ子さん 

 

 

 

Ｈさん、Ｗさん、Ｔさんの３名に数名を加えた総勢７，８名のスタッフが、印刷を除い

た企画から配布までを請け負っています。 

創刊から一年が過ぎた今日、仮設住宅の避難生活者の中には「ございん石巻」が届くこ

とを心待ちにしている方々も増えてきました。 

「待っていてくれる人がいると思うとやりがいがあります」（Ｗ） 

「仮設住宅がどんどん空いてきています。みなさんそれぞれの生活を取り戻しているの

ではないでしょうか」（Ｈ） 

 

今のところははまだ、石巻在宅就業支援センター（石巻ＩＴ・測量業協同組合）スタッ

フが、誌面制作や広告掲載依頼等、運営全般にわたってサポートを行っています。よって、

今後は、本事業修了者による完全な自立運営が課題になりますが、『無料』情報誌ゆえ、運

営財源は広告収入、広告集めの営業が越えなければならないハードルとなっています。 

 

 

※ご本人の了解を得て顔写真を公表しています。 
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（ＨＩＴ提供） 

北海道における在宅就業支援事業の実施状況について 

１．受講者数 

実施期間 期 受講者数 

平成 22年度～23年度 1期～4期 854人 

平成 24年度～25年度 5期・6期 360人 

２．訓練期間 

実施期間 期 基礎訓練 応用訓練（OJT） 

平成 22年度～23年度 
1期～3期 

6カ月 
最大 10カ月 

4期 最大 9カ月 

平成 24年度～25年度 5期・6期 4カ月 12カ月 

３．1期生～4期生の状況について 

1 期生～4期生（H22～H23年度）の状況 

 

 

 

  

単位：人

当初在籍数 辞退者数 終了不可者数 修了者数 当初登録者数 Ｈ25年6月現在

ひとり親 538 132 13 393 237 194

63.0% 67.0% 65.0% 61.7% 60.3% 58.4%

障がい者 316 65 7 244 156 138

37.0% 33.0% 35.0% 38.3% 39.7% 41.6%

身体 164 29 2 133 85 73

19.2% 14.7% 10.0% 20.9% 21.6% 22.0%

精神 152 36 5 111 71 65

17.8% 18.3% 25.0% 17.4% 18.1% 19.6%

854 197 20 637 393 332

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

在宅ワークサポートセンターＩＴ活用等による在宅就業支援事業

合　　計

単位：人

当初在籍数 辞退者数 終了不可者数 修了者数
修了者数

（再掲）
当初登録者数 Ｈ25年6月現在

ひとり親 538 132 13 393 393 237 194

100.0% 24.5% 2.4% 73.0% 100.0% 60.3% 49.4%

障がい者 316 65 7 244 244 156 138

100.0% 20.6% 2.2% 77.2% 100.0% 63.9% 56.6%

身体 164 29 2 133 133 85 73

100.0% 17.7% 1.2% 81.1% 100.0% 63.9% 54.9%

精神 152 36 5 111 111 71 65

100.0% 23.7% 3.3% 73.0% 100.0% 64.0% 58.6%

854 197 20 637 637 393 332

100.0% 23.1% 2.3% 74.6% 100.0% 61.7% 52.1%

在宅ワークサポートセンターＩＴ活用等による在宅就業支援事業

合　　計

※在宅ワークサポートセンターは、平成 24 年 4 月 1 日開設 
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４．訓練内容（参考） 

 

 基礎訓練 応用訓練 

1 期～3 期 【ABC コース共通】 

・Pro.メール研修 

・タイピング 

・ビジネス研修 

・PC 基礎 

・インターネット基礎 

・PC 基礎 

【A コースのみ】 

・情報検索 

・執筆基礎 

・サイト更新 

【1 期～3 期】 

・サイト更新基礎 

・サイト更新応用 

・CR＆リサーチ 

・facebook 運営 

・電子書籍作成 

・インターネット活用応用コース 

・音声起こし 

・企画・プレゼン資料作成 

・ライティング 

・グラフィック作成・基礎 

・グラフィック作成・応用 

・エクセル応用 

・管理者訓練 

【1 期～4 期】 

・画像エントリー 

・Web 制作 

・土木設計電子納品入門 

・会計入力 

・GIS 基礎・模試採点 

・GIS 応用 

・土木計画業務支援入門 

・土木設計 CAD 製図入門 

・道路管理データ作成支援入門 

・DTP 

・観測記録・資料の電子化 

・Web 画面メンテナンス 

・サイト投稿 

・画像システムによるデータ入力 

・Web 素材作成 

・office 復習 

4 期 【ABC コース共通】 

・IT 技術に関する基礎知識 

・マイクロソフトオフィスの

基礎的操作方法 

・在宅就業スキル研修 

・Web 制作基礎 

5 期・6 期 【AB コース共通】 

・PC 基礎 

・Word2010 

・Excel2010 

・PowerPoint2010 

・Web 制作 

・情報検索 

・ビジネススキル 

・DTP 

・WordPress で構成する最速 Web サイト制作 

・WEB 制作応用 

・WEB 画面メンテナンス 

・観測記録・資料の電子化 

・会計ソフトを用いた記帳代行業務 

・土木設計 CAD 製図入門 

・土木設計業務電子納品入門 

・土木計画支援入門 

・道路管理データ作成業務支援入門 

・GIS 基礎・応用 

・データエントリー 
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【訓練開始前の生活状況】 

  子どもが幼稚園の頃、「預かり保育」を利用して仕事をしていた。保育園ではなく幼稚

園ということもあり、働いているお母さんが少ない状態で、子どもは自分だけが預けら

れる状況にあることにストレスを感じていたようだ。ある日、幼稚園の先生から、子ど

もの様子がおかしいと聞かされ、子どもに尋ねたところ、爆発したように不満を口にし

た。子どもは、お母さんが大変だからと、気を使ってニコニコしていたということを知

り、ショックだった。「預かり保育」は料金が高く、お金の面ばかりか、子どもに心労を

与え、お互いによくないと思い、仕事を辞めざるを得なかった。子どもが幼稚園の時間

内で仕事をするか、仕事を辞めるかの二択しかない中での決断だった。 

仕事を辞めてからは、ハローワークに通い続けたが、送迎も含めて子どもが幼稚園に

行く 10 時～13 時での仕事はなかった。それでも、ハローワークに通い続け、履歴書に書

けるようにと、パソコンスクールに通い、スキルアップと資格取得を目指し、仕事に活

かせるように、Excel に特化して勉強した。 

関西出身で、親戚や近所に子どもの面倒をみてくれる知り合いもいなかった。土日は、

子どもが家にいるため、平日の仕事をつないでいた。子どもが小学生になり、学校から

は早く帰宅するので、まともに仕事に出ることができず、生活は、児童扶養手当だけが

たより、大変苦しいものだった。 

【訓練への参加】 

  友人から聞いてこの事業を知った。確認のため、自分で道庁に電話し、応募した。し

かし、応募人数が多く、1 期から 3 期で参加決定にならず、諦めかけたところで、4 期の

募集があることを知り、この事業への参加が決定した。 

 

 

 

 

【訓練で得たこと】 

  訓練開始前は、勉強内容についていけるかどうか、不安だった。基礎訓練が 6 ヵ月、

応用訓（OJT 込み）が 9 ヵ月。OJT では、「データエントリー」「GIS」「CAD」を選択

した。クラスの仲間ともメールを通じてやり取りでき、集合研修でも話が弾んだ。同じ

環境の仲間がいるということは心強く感じた。この事業によって、ひとり親でも自信を

持つことができ、子どもを抱えてパソコン教室にも通えない状況を改善してくれた。 

訓練期間中に、一番身についた事は、「自分の力で調べることができるようになったこ

と」だ。訓練手当があったので経済的にも助かったが、手当てをもらっているのだから、

ムダにできないという思いもあった。楽しくスキルアップもでき、何よりも、自分の気

事例１ 30代 女性（ひとり親） 子ども 1人（訓練開始時 小学 3年生） 

【補足説明】本事業の開始時は、300 人の定員（1 期から 3 期）で応募

をしたところ、1,200 人近くの応募があった。ニーズがあることがわ

かり、急きょ、北海道としては、定員数 550 人を拡大した。 
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持ちに変化が生まれ、前向きになったことは大きい。これまでは、他者のせいにしてい

たことも自分で考え、調べるようになり、生活にはりがでてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【在宅ワークの開始後】 

  訓練修了後は、「在宅ワークサポートセンター」に登録。ここで、聞いていた宅ワーカ

ーの現実を知ることにもなった。最初の仕事はアンケートデータの入力だった。自分の

中では、訓練開始前からも、そして訓練期間中にもスキルアップをしたので、もっと単

価の良い仕事があるかもしれない、という期待感があった。しかし、現実はそうではな

かった。スキルがあるだけで単価の良い仕事ができるならば、みんな在宅ワーカーにな

っている。あくまでも正業の補完の仕事、という位置付けだ。 

平成 24 年度の事業において、在宅トレーナーをしてみないか、という連絡があり、挑

戦してみようと思い取り組んでいる。在宅で訓練を受ける方々に、先輩の立場から指導

や進捗管理、メールの見守り等を業務として行っている。毎日、5 時から 9 時の時間帯を

基本としている。同じ訓練生だった経験を活かし、理解が十分ではない部分や落ち込ん

でいる時の声かけも気をつけている。応用訓練の検品も携わり、他者の役に立っている

実感を得て、月 5，6 万円の収入を得ている。 

  平日の仕事は辞め、子どもと一緒にいる時間が多くなった。子どもは小学 5 年生にな

って、友達との時間が増え、親がいつもいる安心感からか、精神面も安定してきている。

お互いに良い結果となった。収入の面では決して楽とは言えないが、バランスがとれ、

自分自身の顔つきも穏やかになった。母親の気持ちを感じ取るので、子どもが生き生き

してくれるようになった。母親が仕事をしている姿を見せることによって子ども強くな

ってきたと思う。最近では、「お母さん、僕は大丈夫だよ！」と外に送り出してくれるよ

うになったことに感激している。 

 

 

 

 

 

【補足説明】訓練時、基礎訓練ではクラス制を敷き、毎朝、クラス担任

からのあいさつで授業を開始した。週に 1 回、クラスルームに「テー

マ」を出し、自由な意見や考えを書いて提出するなどの工夫をし、パ

ソコン訓練だけではないテーマで意見を書いてもらった。応用訓練で

はクラスは解散したが、OJT ごとにできるだけ集合研修を取り入れ、

発注者とも顔を合せ、直接質疑ができるようにすることで、意欲喚起

に努めた。また、納期厳守の必要性を理解してもらった。 

集合研修では、PC 訓練のほか、コミュニケーション交講座や講演会

を組み合せるなど、訓練生の自覚と意欲の向上を図ることとした。 

【補足説明】在宅ワーカーとして最初の仕事は、データエントリーから

開始したが、最初の仕事は不安定で、週のうち、数時間程度、1 件あた

りの単価も希望以下の仕事となった。 

 在宅就業支援事業の中で、訓練の経験を生かし、「在宅トレーナー」の

業務を生み出し、他者を指導する仕事を提供した。 

在宅トレーナーも本事業の期間に限定されるが、今後は、パソコン

指導でも仕事ができるようになることが期待される。 
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【今後の希望】 

  今後、可能であれば、在宅ワークで生計を立てるぐらいになりたいと考えている。「起

業」という形も可能性を考えている。子どもも成長し、外での仕事の可能性も広がって

いる。この事業を通じて自分自信が成長できたことを実感している。 

 

 

 

【訓練開始前の生活状況】 

 在宅での単純な入力業務と、観光ホテルの夜間フロントのアルバイトの 2 つの仕事をし

ていた。息子 2 人は、留守番ができる年齢ではあったものの、なんとなく情緒不安定の様

子があり、子育てと仕事の両立の難しさを感じるとともに、仕事を続けていくことへの漠

然とした不安を感じ、悩んでもいた。 

 

【訓練への参加】 

北海道新聞の記事で事業のことを知り、応募した。希望者全員が受けられるものではな

く競争率が高かったので、１期生としての参加が決定した時は、本当に嬉しかった。訓練

がつらいと感じたときは、当選の知らせを受けたときの喜びを思い出し、「私は恵まれてい

る。受けたくても受けられなかった人がたくさんいる」と自分に言い聞かせ、無事に訓練

を終えることができたと思っている。 

 

【訓練で得たこと】 

訓練開始前は、仕事をしながら長期にわたる訓練についていけるのかという不安と、絶

対に挫折したくないという思いが入り混じっていた。また、在宅での訓練のため、横のつ

ながりがなく、孤独な訓練になるのではないかというイメージがあった。しかし、毎日の

メールを通じて同じチームの訓練生の状況を知ることができ、受講前に不安を感じていた

孤独を感じるといったことはなかった。 

 基礎訓練（６ヵ月）を経て、OJT にも参加できる応用訓練（10 ヵ月）へと進み、「サイ

ト更新」「データエントリー」「電子書籍」「音声起こし」を受講することができた。 

実際に訓練が始まってみると、内容は安易なものではなく、基礎をしっかりと学びつつ

応用訓練・OJT へと段階を引き上げてスキルアップしていく必要があり、自分の得意な分

野と不得意な分野で、かなり進行に差がでた。提供される課題をこなしていくことで無理

なく技術や知識を習得できる優れたプログラムであったこともり、仕事が立て込んだとき

の時間管理が大変だった以外は、自分のがんばり次第でついていけない内容ではなかった。 

また、 

それよりも、経験のない業務を仕事として受ける OJT の機会を得たことで、「経験あり」

の領域に入ることができた分野がいくつもあり、自分にとっての大きな転機になったと感

事例２ 40代 女性（ひとり親） 子ども 2人（訓練開始時 小・中学生各１人） 
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じている。それまで人ごとであった「スキルアップ」という言葉を、自分のものとして実

感できたのは本当に楽しく、また貴重な体験となった。 

 

 

 

 

 

 

 

【在宅ワーク開始後】 

まだ子供が小さく、自宅で働く方法を模索していたので、「在宅ワークサポートセンター」

への登録を行った。出産で退職するまでデータ入力の仕事をしていたが、興味はあっても

経験することができなかった「テープ起こし」「電子書籍作成」「WEB サイト更新」の訓練

は実に有意義なもので、中でもテープ起こしは、比較的良い報酬を得られる仕事として受

注することができている。また、単発ではあるがサイト更新も受注することができ、訓練

前には考えられなかった状況に感謝するばかりだ。 

内職は「家事の合間の余った時間を有効に活用できる」といった宣伝を見かけるが、全

く違うと感じている。継続して仕事を得るためには、クライアントの求める納品物を納期

までに納めることが最優先であり、業務依頼を受けた段階で、瞬間的に自分のスキルと業

務内容から所要時間を割り出すといった作業は、会社員の時にはない緊張と責任を感じて

いる。この緊張を、マイナスではなく喜びと感じるようでなければ、在宅ワーカーは難し

いだろうと思う。 

今後の課題の一つとして、生活の中でオンとオフの切り替えがうまくできず、気づくと

いつもパソコンの前で作業という状態のため、もう少しメリハリのある生活ができるよう

にしたいと考えている。十数年前、本当にわずかな収入から始まった在宅ワークだが、現

在は複数のクライアントから業務依頼を受けるようになり、生活ができるようになってき

た。訓練で新しい分野の業務も受注できるようになり、チームで仕事をするということへ

の可能性も感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】事業の開始当初より、時間管理が困難な受講者対応として

提出の促しや繰り返しの提出期限周知を行った。また、対応が厳しい

と思われる受講者に関しては、個別に提出期限を設けるなど、無理な

く課題に取り組めるように配慮した。選択したコースに無理があると

感じた受講生については中途でのコース変更を行うなど、可能な限り

訓練を続けられるような仕組みづくりに取り組んだ。 

【補足説明】在宅ワーカーへの発注方法として、スキルをそれほど必要

としないものに関しては、ほぼ全員に周知して、募集している。また、

テープ起こしや DTP など、ある程度のスキルが伴う業務に関しては、

応用訓練や OJT での実績を踏まえて、経験者を対象として個別に打

診することで品質を確保できるよう努めている。 
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【今後の希望】 

ようやく子育てがひと段落し、在宅ワーカーとしてもう一つ階段を上がるにはどうした

ら良いのかと考えている。忙しくしているとはいえ、常に母親が家にいるということは、

やんちゃな息子たちにとっては良いことだと思う。子供たちも高校生と中学生になり、私

が外に働きに出ても問題はない年齢となったが、今回の訓練という体験を経て在宅ワーク

を天職だと思っているので、スキルアップを図りながら今後も継続していきたい。 

 

 

 

 

【訓練中】学習内容についてわからないことがあると、トレーナーに質問攻めにするよう

なことがあった。トレーナーからの解答により、疑問だった事を解決する、ということを

繰り返してきた。そうしたやりとりが意欲向上につながり、訓練中に得た知識をさらに深

め、力を試してみたいと思うようになった。訓練終了後、IT パスポート試験（国家試験）

に取り組み受験。合格し、スキルアップにつながった。 

 応用訓練では、Web 系のコースを中心に受講した。 

【在宅ワークの状況】在宅ワーカーとなったのち、模試採点業務を中心に受注した。在住

している地域の仕事の紹介、依頼を受けるようになった。その際は、企業へ赴き、作業方

法などの確認や疑問を解決しながら進め、業務を遂行している。これも期間中に得た知識

やトレーナーとのやり取りの経験があってこその実績だ。 

 

 

 

 

 

 

【訓練中】応用訓練では、レセプト入力、会計業務、Web 画像などを経験。 

【在宅ワークの状況】 応用訓練（OJT）で体験したレセプト入力に従事していた。訓練以

前の仕事経験も活かして、採点業務の難しい高校受験模試採点に従事し、高い評価を得た。

現在、その業務の一環として、採点チームのリーダーを任されるようになり、事前に問題

文、採点基準の確認をし、一般採点者がスムーズに採点を行えるよう企業とやりとりをし

ている。 

家庭環境や自分の障がいもあり、外に出て仕事をするのが難しいため、在宅での仕事が

自分にはあっていると思い、さらに業務の幅を広げようと、訓練を通して養われたチャレ

ンジ精神を活かして、現在、音声起こし業務にも積極的に取り組んでいる。 

事例２ 50代 男性（身体障がい者） 

事例 1 40代 女性（精神障がい者） 

【解説】地域のサブセンター：北海道をいくつかのブロックに分け、地域に

密着した業務開拓にあたっている。どこにいても仕事ができるという IT 活

用業務もあるが、地域密着で「顔が見える」業務開拓も効果的ではないか

との仮説からサブセンターを置いた。 

障がい者の在宅就業結果の事例 
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【訓練中】応用訓練では、4 か月の DTP（Desktop Publishing）コースを受講した。学習

内容が多く、かなり苦労したが、DTP コースを終え、他の応用訓練のコースに移ったあと

も、DTP の OJT を継続した。 

【在宅ワークの状況】DTP のソフトは、センターから貸し出しているもので、特定の業務

にしか活用できないことになっている。そこで、現在の業務以外の業務にも対応できるよ

うに、日々勉強し、Photoshop の使用を習得した。現在は、同様の他の業務の連絡があっ

た時もすぐに対応している。 

 障がいのため、外に出て仕事をすることが難しいので、これからも多くの件数をこなし

てスキルを高め、どのような業務がきてもすぐに対応できるようにしていきたい、と語っ

ている。 

 

 

 

 中程度の知的障がいがある女性で、これまで、母親の言葉に従って生活してきた。高校

卒業後、何かやりたいと思っても、母親の許可が得られず、あきらめてきた。母親は、本

人のことを心配して、「失敗させたくない」「できないことをさせたくない」という思いが

あったと考えられる。 

 本事業への参加についても、当初は母親の反対があったが、在宅で学習できるからと説

得し、参加に至った。 

 訓練中は、言葉のみで理解をすることに、かなり苦労をしてきた。何度か挫折しそうに

なったが、障がい者支援の専門家が何度か接触し、意欲維持の支援をしてきた。 

 訓練終了後、母親の反対もあって、在宅ワーカー登録を見送った。しかし、本人は在宅

での仕事をあきらめきれず、母親と話し合い、後日になって、当会の在宅ワークサポート

センターとの連携がある、障がい者就労支援をしている事業所の在宅ワーカーとして登録

し、仕事を開始した。 

 

 

 応用訓練で、Web 製作を 4 ヵ月受講した。かなりのスキルが身に付き、ある特例会社の

在宅雇用求人に応募した。実技試験は、訓練を受講していたことから免除になり、面接試

験を受け、合格。在宅ワーカーとなったところで、訓練を修了（卒業）し、業務について

いる。（2 事例あり） 

 

 

事例 3 20代 女性（身体障がい者） 

事例５ ３0代 男性（身体障がい者） 

事例４ 20代 女性（知的障がい者） 
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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の評価 

と在宅就業支援施策の在り方について 

（ヒアリング） 

2014年 4月 22日 

ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 赤石千衣子 

 

１、テレワークとしての在宅勤務について 

  雇用としての在宅勤務 

  自営型の在宅勤務 

 

 雇用としての在宅勤務はその雇用に応じて社会保険や雇用保険が付随し身分保障がある。 

 一方自営業型の在宅勤務は請負型の仕事なので、国民健康保険、国民年金に加入し、給与所得ではなく自

営の収入となる（税金も自分で申告、給与であれば認められている給与所得控除はない）。 

 ひとり親在宅就業支援の在宅就業は自営型の在宅勤務であるので、単なる雇用型の在宅勤務とはまったく

待遇面も異なり、また税や社会保障についてのこうした知識が必要である。 

 

２、ひとり家庭等の在宅就業支援の目的とパターンと検証の必要性 

 

 (1) 業務Ａ：無理なダブルワーク等の解消につながるレベルの収入（月６万円程度）が得られる在宅業務 

（文書レイアウト編集など） 

(2) 業務Ｂ：生活の維持や将来の教育費支出等に備えるレベルの収入（月３万円程度）が得られる在宅業務

（データ入力など） 

 

○基礎技能を身につける「基礎訓練」と、実際に在宅業務に従事しつつ高度な技能を身につける「応用訓練」

を実施。 

○訓練期間中に訓練手当を支給 

業務Ａコース： 基礎訓練中（6カ月） 手当月額 5 万円（１日３時間の訓練） 

応用訓練中（12か月） 手当月額 2.5万円（週１回程度の訓練） 

業務Ｂコース： 基礎訓練中（6カ月） 手当月額 3 万円（１日２時間の訓練） 

応用訓練中（12カ月） 手当月額 1.5万円（２週に１回程度の訓練） 

②参加者の能力開発 

○受注、在宅就業者への分配、成果物の品質確保、報酬の支払等の円滑な遂行 

※発注者と在宅就業者の間のあっせんのみを行うタイプもあり。 

○在宅就業者に対する子育て面や精神面での相談支援 

検証に必要な視点 

 Ａ 無理なダブルワーク等の解消につながるレベルの収入が得られたのか 

 Ｂ 教育費支出等に備えるレベルの収入が得られたのか 

 Ｃ 受注、仕事の分配、品質確保、報酬の支払い等の円滑な遂行は得られたのか 

 Ｄ 在宅就業の子育て面や精神面での相談支援はあったのか。 

 Ｅ 在宅就業をする意味がある対象はどんな人なのか 

資料３ 
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３、在宅就業支援講座を受講した人のインタビューそのほかの事例 

 

① 北関東に住むＩさん 

家族構成 

 Ｉさん 30代後半 子ども 高校 2年生（女） 子ども 中学 3年生（男） 母   60代 

 

仕事の状況プロフィール 

 高校卒業後東京で正社員勤務。転職し地元で正社員。結婚と同時に退社、専業主婦となり夫の家族と同居。

第 2子出産時に里帰り別居。その後乳酸菌飲料のルート販売と電気部品の内職、腰痛で転職、病院で事務経

理勤務。その後交通事故に遭い入院、仕事なく緊急雇用で非常勤公務員、その後在宅就業支援の 1期生で月

3万円給付を受けるが仕事につながらず。現在介護用品会社の事務で準社員と居酒屋でのバイトをしている。

準社員で手取り 11～12万円（時給は 850円、税込だと月収約 15万円、社保は入っている）。居酒屋の時給

は 10時前が 962円、10時以降は時給が 1062円、週 4日で月に約 3万 7000円。 

 

在宅就業支援 

訓練内容：基礎訓練を受講 ワードエクセルの初歩を訓練 

就職面接 強く要望して 1回のみ 

就職あっせん 宣伝チラシの仕事を紹介（1枚 1000円） 

受講しての感想 「（ダブルワークの）夜の仕事の代わりに受講した。ワード・エクセルの初歩の内容だっ

たので、ほとんど知っていたので楽だったが、受講費用が出るのでアルバイト感覚で受講した。まわりもほ

とんどバイト感覚の人が多かった。事前説明では職の紹介などがあるという話だったが、強く要望して事情

も知らない男性による面接が 1回あっただけだった。最後に宣伝チラシをつくる仕事が紹介されたが、サイ

トから素材を拾ってきて作れという内容で、1 枚 1000 円だったが一日がかりの仕事になると思って（わり

が合わないので）断った」（同じ受講生の人から） 

 

現在のＩさん 

 教育費として高校生の子は私立高校に入り減免で 1万 8000円の納付額。下の中 3の子は塾に通っている

ため、年間塾代が 30万円（中 2時）。居酒屋のバイトは中２のときは週 4日だが中 3になったので毎日に増

やした（年間 50～60万円かかる予定）。深夜に帰り就寝は 2時、弁当づくりで朝 6時前に起きるため睡眠時

間は 4時間弱。目の下がけいれんしたりするが今はがんばっている。 

 

▼検証 Ｉさんが受講した在宅就業支援は、ダブルワークの解消にはつながらず。不安定で少ない収入のチ

ラシづくりよりも確実に収入が得られる居酒屋のほうが安定的な収入となっている。 

 

 

② 松山市のＴさん 

  松山市のひとり親家庭等の在宅就業支援事業（受託は人材派遣系企業）4期を受講。 

  （赤石は受託企業の許可を得て第 5 期・6 期の説明会に参加・取材とともにＴさんを受託企業から紹介

を受けて受託企業の場所を借りてスカイプでインタビュー） 
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 Ｔさん 本人 30代前半 子ども小学 2年生（2013年当時） 離婚母子家庭 

        両親と同居、両親は自営業 

 

  仕事の状況 

   これまでは経理事務の会社に勤務。家族の看病のため退社。その後家族の看病が終わったので、2012

年 3月からＩＴスキルを身につける目的でひとり親家庭等在宅就業支援講座を受講。基礎訓練後応用

訓練も受講しつつ在宅の仕事を受注、2013 年 5 月に終了。2013 年 10 月現在は不動産会社の営業事

務をしながら休前日に在宅就業。 

 

  在宅就業支援の経過 

   基礎訓練 ＩＴスキルの基礎訓練を受講。夜間と昼間の混合で受講。実家の商売手伝いとダブル。 

        ワードとエクセルを勉強。 

        「パソコンの使い方などを勉強。今まで独学だったので基礎から学べてラッキーだった。

課題をこなす時間を作り出すのが大変だった」 

   応用訓練 月 2回、4時間の受講と共に、受託企業から仕事を受注。 

        仕事は毎日７～8時間、週 40時間めいっぱい受注した業務を行った。内容はデータ入力、

ツイッターの投稿業務、ほかの人のデータ入力のチェック業務、ショップ調査の仕事など

様々。 

        収入はばらつきがあり、3万円～10万円で平均は５～6万円。時給換算で 650円は下らな

いようにした。時給換算はシビアに計算し、下がったときは業務の質に問題があると思っ

て受託企業に相談した。 

確定申告は実家の商売の税理士に依頼。（結果児童扶養手当は減額になるくらいの収入、県

民税は非課税に） 

   仕事と子育ての両立 

        訓練受講中に子どもは小学校に入学。ほとんど自宅にいて仕事をしていたので学校行事や

ＰＴＡ行事に参加できるメリットはあった。家に帰ると母親がいる安心感があったのでは

ないか。 

        業務の量が月、週によってばらつきがあり忙しいときはこどもの相手もできないくらい忙

しく、両親にサポートしてもらわないとできなかったが、家族の理解を得るのが難しかっ

た。 

         

  現在の仕事 不動産会社の営業事務で月に 14万円（税込）、契約社員。1年契約。 

        職探しには苦労した。子どもが何かあると休むと思われた。 

        残業があるときもある。定時には帰れない。 

        在宅就業は休日前日に月 10～12時間程度やり、収入は 1万円程度である。 

        フルタイムの仕事のほかに収入があるという安心感がある。         

  在宅就業支援のメリット 

        パソコンに自信をもって使えるようになり転職活動に役立った。 

        煮詰まったときにも丁寧に教えてもらえた。 

        同じひとり親が集まる場だったので入って生きやすかった。今も飲み友達になっている。 
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        スキルも業務もさることながら同じひとり親で仕事をしている人と出会えたのは大きい。 

        専門学校などだとお金もかかるし様々な立場の人が来るから（10万円の求職者支援制度等

の話を聞かなかったので比較はできていない） 

        こどもが育ちあがったときなど在宅の仕事ができると思うと心強い。   

 

  ▼検証 

       Ｔさんはパソコンスキルを身につけ応用訓練まで受講。現在はダブルワークとして月 1万円

程度の収入。中では成功例と思われる。 

       それでも月の収入は 1万円なので、塾代など教育費支出に見合うものになるかは不明である。 

       ダブルワークだけでなく、転職活動に役立っている面もよい点である。しかし、求職者支援

制度などの手当付き訓練などの受講と比較してどうだったかはわからない。 

       また受講時は実家の商売手伝いとダブルワークをし、また、受注が週 40 時間となったとき

も実家の両親の子どものケアが頼めたことがなんとか仕事のばらつきに対応できる体制を

組めた条件のひとつである。まったく実家がなかった場合「子どものケアができない」と

いう事態になりやすいだろう。 

       費用対効果からいうと、平均 250万円の費用をかけて、ダブルワークとして月 1万円の副収

入が得られるための支援としては、効果が上がったとはみなせない。今後この収入を増や

せればいいだろうが、スキルのブラッシュアップ講習も必要となるのではないか。 

       副次的なひとり親のピア・グループができたなどよい結果が得られているのも、この自治体

では、自治体委託で交流会が高齢の寡婦に偏っているからなのかもしれない。別に若いひ

とり親交流会などの支援を行えばいいのかもしれないと思われる。 

        

       受託企業さんのコメントをいただいたが、ひとり親の就労支援については、個々の受講生の

スキルもばらばらであること、地方都市で仕事を受注することは大変困難であることなど

から、受講生の対応にはかなりの手間がかかることなどから、企業としてのメリットにつ

いては疑問をもっている感じておられない印象を受けた。 

   

 

③ 『母子家庭の仕事と暮らしアンケートから』2011年 ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

（調査は 2010年実施） 

 

問 在宅就労について 

 （「パソコンを使って在宅でできる仕事があるとします。週 23時間（月 92時間）くらいは足りあて、

得られる月収は 3 万円程度とします。パソコン操作は事前に訓練を受けることができ、訓練期間中は月

２～5 万円の訓練手当が支給されます。あなたはそのような在宅就労をしてみたいですか。就労希望の

有無とその理由を教えてください」（労働時間と収入はＮＰＯ法人あごらの当時の資料を基にした）。 
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 回答者数 割合（％） 

主な仕事としてやりたい 8 2.8 

副業としてならやりたい 112 39.6 

やりたくない・できない 146 51.6 

無効 17 6.0 

合計 283 100.0 

  

 

 都市部ではやりたくない人が多く、町村部のほうが副業ならやりたいと言う人が増える傾向（数が少

ないので、これだけでは結論を出すことはできない） 

クロス集計 （%） 
     

  

在宅就労主な

仕事としてやり

たい 

在宅就労を副業

としてならやりた

い 

在学就労を

やりたくな

い・できない 

合計  実数 

東京都特別区・政令

指定都市・中核市 
0.9 32.5 66.7 100 114 

それ以外の市 4.2 49.2 46.7 100 120 

町村 7.1 64.3 28.6 100 14 

そのほか 0 60 40 100 10 

 

 自由記述 

 ・まだ小さい子どもがいるので、在宅でできる仕事ならやりたいと思う。（41歳 無職） 

 ・現在体調不良（原因不明）にて外で働くのは今すぐは無理なので、自宅でできるのであればそれに

こしたことはありません。通院をしばらく続けなければならず、今度脳のＭＲＩの検査を受ける予定で

す。（後略）（43歳 無職） 

 ・子どもが不安定なので、できるかぎり一緒にいてケアをしてあげたいと思っています。食べていく

くらいでいいので今はこどもをいちばんに考えて生活しています。（31歳 無職） 

 ・月 3 万円では主な仕事としては生活していｋないと思うので副業としてか、子どもが小学校前まで

ならやりたい（35歳 無職） 

 ・子どもを見ながら仕事が手につかない。パソコンが得意でない。（43歳 無職）。 

 ・同じエネルギーをかけるなら従来の収入につながる訓練をしたい。（39歳 無職） 

 ・介護職で疲れている。（28歳 パートアルバイト） 

 ・パソコンが苦手。外で働きたい。（52歳 正社員・正規職員） 

 ・先日、ひとり親家庭在宅就業支援プログラムの説明に参加させていただきました。在宅で仕事がで

きるなら本当に助かると思い参加しました。パソコンの技術も身につくし、研修を部位に終えることが

できあら、もしこの先どこかに勤めるときにもかなり有利になると感じました。ですが、子のプログラ

ムは本当に母子家庭を支援するようなプログラムなのか疑問をもちました。このプログラムは思ってい

る以上に能力やコミュニケーション技術が必要となり収入お得るのにもかなりの時間がかかるのではな
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いかと思いました。仕事を納めるのに徹夜も珍しくないとのことでした。こんなに大変なプログラムｇ

あ毎日忙しい母子家庭を支援するのかなと感じました。私のような不器用な者には少しはいりにくいプ

ログラムだと思いました。（40歳） 

・稼働時間に対して、収入が少なすぎます。パソコンは独学で学びましたし、現在も仕事二使用してい

ます。時給換算して、326 円はあり得ません。何も手に職がない人ならいいんかもしれませんが、それ

でも、パソコンが苦手な人ならなおさら、きっと大変だと思います。（41 歳 自営業・・家族従業・内

職・在宅就労） 

 

 

④ そのほかの事例 

・報酬がインターネットのポイント 

東北の石巻市のテレワーク インターネットの「さくら」メール作業  インターネットのポイン

トが報酬  インターネット上でのポイントで買い物ができると説明。 

 

・仕事がない 

  某都道府県のひとり親支援計画策定のための当事者インタビュー 在宅就業支援修了者がインタビ

ュアーになっていた。修了後の仕事がないためと考えられる。 

 

⑤ 報道 

琉球新報 

 

琉球新報社説  2012年 9月 4日 

一人親就業支援 真の自立と懸け離れている 

目的と結果がこれほど懸け離れては、税金を投入した事業として落第点を付けるしかあるまい。 

 一人親家庭の生活を少しでも安定させようと、２０１０年１２月からことし３月まで実施された「県

ひとり親家庭等在宅就業支援事業」で、家で働ける技能を学んだ修了生の７割が在宅での月収が１万円

以下にとどまることが分かった。 

 県が想定した月収３～５万円を大幅に下回る。月収１万円以上は１割だけで、残り２割は収入ゼロだ

った。 

 県が委託する事業者がパソコンを受講者に貸し与え、家庭学習システムで操作に必要な技術を培いつ

つ、外部からの仕事を集めて在宅の仕事を提供する仕組みだ。 

 模擬試験の解答をパソコン上で採点する「入力・デジタル採点」など、講座で培う技能を生かして得

る収入の単価が低い上、十分な仕事が回ってこない悪循環にも陥っている。 

 国の「安心こども基金」の予算から３億１７００万円が拠出されたが、不要な税金の使い道に目を光

らせる事業棚卸しをすれば、「不要」などの判定が出かねない結果と言わざるを得ない。 
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 行政が昼と夜との仕事の掛け持ち（ダブルワーク）を奨励しかねず、「経済的自立につながるのか」

と疑問を投げ掛ける声は事業のスタート時点からあった。 

 その懸念は的中し、就業に結び付いたとは言い難い。 

 国費で県の財政負担はないからといって、税金を活用した事業に違いはない。費用対効果があまりに

も乏しく、これを不問に付すわけにはいかない。 

 シングルマザーなど一人親世帯は仕事で家を不在にすることが多く、子育ての悩みを深める人も多

い。子どもの世話をしてくれる人がいないため、賃金が安くてもパートなどの非正規労働に就かざるを

得ない面もある。 

沖縄の一人親家庭の生活の苦しさに寄り添い、そのニーズを的確に把握した就業支援事業だったのか、

大いに疑問が残る。県の見立ての甘さに反省を促したい。 

 一人親家庭に必要な支援の本筋は、社会保険などが整った昼間働ける職場の確保、子どもの急病時に

対応してくれる体制の整備などになろう。ダブルワークの推奨ではなく、真の自立に向け、沖縄の地に

根差したきめ細かい、実効性のある支援策を模索してほしい。 

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-196487-storytopic-11.html 

 

４、結論 

 ①ひとり親家庭等在宅就業支援については一人当たり約200万円の資金を投入して月収1万円以下が大半

であるとすればこの事業を大きく行うことには疑問がある。就業支援としては成り立っていない可能性があ

る。 

 ②在宅就労が向いている対象はだれなのかを考える必要がある。 

   仮説として、 

   ・生計維持手段があるひとり親 例 生活保護受給世帯 遺族年金受給世帯 親族援助がある世帯 

   ・障害を持つ子どもがいる、親が精神疾患がある、ＤＶ被害後のケアが必要等々でなかなか外に出て

働けない状況を抱えている世帯など 

   ・町村部に住む世帯 

 

 ③今ひとり親家庭に必要な就労支援とは何なのか 

   高校卒業資格のないひとり親に対して、高校卒業資格を取得できるような就労支援はできないか 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較的安定雇用 

高等技能訓練可能な人 

高校卒業資格取得支援 



 

 

 

 

 

 

前回までの指摘事項等について 

資料４ 



番号
5,000円
以下

5,001円～
10,000円

10,001円～
15,000円

15,001円～
20,000円

20,001円～
25,000円

25,001円～
30,000円

30,001円～
35,000円

35,001円～
40,006円

40,001円～
45,000円

45,001円～
50,000円

50,001円
以上

合計
平均月収
（円）

平均勤務時

間

（時間）

平均時給
（円）

004 18 18 5,000 - -

006 - - - -

008 1 1 1 1 3 1 3 1 14 26 50,000 72 694

010 2 1 3 13,000 34 382

013 4 3 7 68,500 82 835

020 1 1 2 1 5 21,000 51 412

021 11 4 2 17 7,000 58 121

022 26 2 1 29 1,700 - -

024 16 3 4 3 1 1 2 30 7,000 - -

025 4 4 - - -

026-1 9 7 1 1 18 7,000 - -

026-2 - - -

028 - - - -

030 　 - - - -

031 8 8 2,000 - -

035 16 2 18 2,300 - -

036 18 1 3 1 1 24 20,000 20 1,000

038-1 1 1 1 3 33,000 23 1,435

039-1 7 7 2 2 1 19 16,463 20 823

039-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

040 14 7 9 5 6 1 2 2 4 2 14 66 33,859 63 537

042-1 3 2 4 19 28 62,075 89 697

042-2 90 9 3 4 3 4 1 2 116 4,937 8 617

044 55 1 1 57 700 2 350

294 44 29 15 11 12 9 6 10 12 54 496

294 44 54 496

59.3% 8.9% 10.9% 100.0%

在宅就業による平均月収額
（訓練修了の翌月から３月間における在宅就業による収入の平均）（25年4月1日時点）

8.9% 4.6% 3.0% 4.4%

合計

44 23 15 22



番号
訓練

開始者 (a)
応用訓練開始人数

（b）
応用訓練開始率

 (c=b/a)
訓練

修了者 (d)
訓練修了率

 (e=d/a)
就職者(f)

在宅就業
従事者 (g)

在宅就業
従事率(h=d/g)

004 20 20 100.0% 18 90.0% 0 18 100.0%

006 75 74 98.7% 68 90.7% 26 43 63.2%

008 505 273 54.1% 258 51.1% 15 26 10.1%

010 42 35 83.3% 17 40.5% 0 12 70.6%

013 99 98 99.0% 96 97.0% 48 11 11.5%

020 20 9 45.0% 9 45.0% 4 6 66.7%

021 50 50 100.0% 49 98.0% 10 17 34.7%

022 146 136 93.2% 99 67.8% 56 42 42.4%

024 212 210 99.1% 174 82.1% 79 30 17.2%

025 33 24 72.7% 17 51.5% 4 4 23.5%

026-1 26 19 73.1% 18 69.2% 0 18 100.0%

026-2 108 90 83.3% 68 63.0% 4 14 20.6%

028 100 93 93.0% 92 92.0% ― ― ―

030 84 70 83.3% 63 75.0% 15 4 6.3%

031 42 41 97.6% 41 97.6% 4 11 26.8%

035 102 99 97.1% 86 84.3% ― 45 52.3%

036 99 71 71.7% 55 55.6% 39 24 43.6%

038-1 40 36 90.0% 34 85.0% 25 5 14.7%

039-1 200 172 86.0% 139 69.5% 0 81 58.3%

039-2 40 39 97.5% 37 92.5% 2 3 8.1%

040 183 155 84.7% 127 69.4% ― 115 90.6%

042-1 218 212 97.2% 194 89.0% 29 30 15.5%

042-2 225 150 66.7% 188 83.6% 49 116 61.7%

044 132 118 89.4% 87 65.9% 3 81 93.1%

合計 2,801 2,294 81.9% 2,034 72.6% 412 756 37.2%

※　在宅就業従事者(g)には、就職者(f)で在宅就業に従事している者も含む。

ひとり親家庭等の在宅就業支援事業における訓練の実施状況と訓練修了後の参加者の状況
（平成24年度末までに事業が終了した21府県市区24事業；平成25年4月1日時点）



番号
総事業費

(A)
（千円）

対象者 募集人数 応募人数
訓練開始
人数(B)

応用訓練
開始人数

訓練修了
人数(C)

在宅就業
従事者

平均月収（円）
（D)

業務内容 事業開始時期 事業終了時期 基礎訓練内容 応用訓練内容 到達度審査
事業費係数①

(A/B)
事業費係数②

(A/C)

事業費係数③
(事業費係数②

/D)

008 355,877
ひとり親

寡婦
435 738 505 273 258 26 50,000

ホームページ作
成・改修業務/
データ作成・入
力業務（地図
データからの情
報抽出入力作
業）/情報発信サ
イトにおけるＨＰ
データ更新作業

平成23年1月 平成24年3月

訓練期間３月（Aコース月54時間、Bコース月28時間）

Aコース：Word中級講座、Excel中級講座、インターネット関連講座、電子メール講座、ホームページ作成講座、
Photoshop Elements講座
Bコース：Windowsの基礎、Word初級講座、Excel初級講座、PowerPoint基礎講座

訓練期間２月（Aコース月28時間、Bコース月16時間

Aコース：①集合訓練　HTML言語②OJTホームページの改修
Bコース：①集合訓練　インターネット講座、電子メール講座②OJTデータエントリ業務

（基礎）
1回／月の到達
度試験を実施
（課題を提示し、
課題に沿った内
容で製作をする）
（応用）
集合訓練及び
OJTにて作成し
た成果物

705千円 1,379千円 28月 

040 513,621
ひとり親
障害者

180 180 183 155 127 115 33,859

データ入力/アン
ケート調査/ス
キャン業務/ＯＣ
Ｒ処理/テープ起
こし/ＷＥＢサイト
制作/デザイン/
イラスト作成/情
報誌のデザイ
ン・校正/印刷物
デザイン/動画
制作/パソコン設
定/ライティング
業務/データ管
理・配信

平成22年7月 平成25年3月

訓練期間６月（月54時間）

（キャリア形成）　・キャリアデザイン　・キャリア形成
（ビジネススキル）　・ビジネスマナー　・ビジネス文書の基本　・傾聴スキル
（ヒューマンスキル）　・コミュニケーションスキル　・ビジネス会話　・会議、トラブル対応　・自己管理マネジメント
（ＩＴスキル）　・ビジネスＰＣ　・パソコン基本操作　・ＷＥＢ総合
（その他）　・オリエンテーリング

訓練期間９月（月28時間）

・WORD　・EXCEL　・POWERPOINT　・画像処理アプリケーション　・グラフィックス描画アプリケーションソフト　・アニ
メーション形成アプリケーションソフト　・ＤＴＰソフトウエア　・ＷＥＢプログラミング　・アクセシビリティとＳＥＯ

（基礎）
試験採点基準に
よる採点結果70
点以上（カリキュ
ラムに応じて）
（応用）
試験採点基準に
よる採点結果70
点以上（カリキュ
ラムに応じて）

2,807千円 4,044千円 119月 

042-1 812,696 210 795 218 212 194 30 62,075

レセプト（診療報
酬明細書）点
検、ジェネリック
サポートセン
ター（コールセン
ター）、生活習慣
病レセプト補記・
入力等

訓練期間５月

パソコン：入力の基礎、Word、Excel講習
介護事務講習
ビジネスの基礎知識講習
医療事務：医科、歯科、薬剤講習
税務、簿記、会計講習
情報セキュリティ講習

訓練期間７月

レセプト点検講習（症例解説、OJTフォローアップ）
病院に関する知識、コミュニケーション能力講習
簿記3級、ビジネスマナー講習
PC関連講習（情報セキュリティ）

3,728千円 4,189千円 67月 

042-2 771,887 210 914 225 150 188 116 4,937

新規サイト構築・
更新、ＨＰ制作・
更新、ライター、
情報誌制作、音
声おこし、地図
作成、画像編
集、電子データ
見出し入力、電
子書籍、パンフ
翻訳、テレフォン
コミュニケーター
等

訓練期間５月

パソコン入力基礎講習
Web基礎講習
インターネット、Illustrator講習
ネットワーク基礎講習
Word、Excel、PowerPoint講習
ホームページ、PhotoShop講習

訓練期間７月

Web基礎・デザイン応用講習
パソコン入力、電子書籍講習
編集・ライター、DTPデザイン講習
コミュニケーション、スキルアップ講習等

3,431千円 4,106千円 832月 

2,707千円 
ひとり親
障害者
高齢者

357,320 平成24年3月平成22年11月

テープ起こし、入
力作業、デジタ
ル採点、WEBサ
イト制作

e-ラーニングを
中心とし、1つ1
つの課題に対し
ての達成度は訓
練中のメール応
対で理解度、到
達度は審査す
る。
毎月1回、課題
提出と集合研修
の際のヒアリン
グにて、到達度
を審査する。

訓練期間９月（月28時間）

《1》入力・テープ起こし・デジタル採点コース
　入力・テープ起こし等に必要な知識を習得する。また、チームで受注するため、作業の進め方、チェック体制など
の学習を行う。

《2》画像加工・取材ライターコース
　写真の撮影方法、画像加工の方法から、文章の書きかたや、取材時の基本まで、技術的な部分、コミュニケー
ションの能力が求められるため、その部分も含めての訓練を行う。
また、色彩感覚やバランス感覚なども必要なことから、芸術的側面を高めていき、「創造力」を高める講座を行う。

《3》WEB・ブログコース
　WEB制作の基本から、マーケティング、お客様への提案まで幅広い知識と、簡単なプログラム言語の認識を深め
るための訓練を行い、自主学習を行っていく方法を身に着ける「成長力」を高めるプログラム。

訓練期間６月（月54時間）

基礎訓練は、業務を行う上でのパソコン基本操作、ビジネスマナー、メールの活用方法やコミュニケーションの方
法、情報セキュリティなど基礎的な能力開発に加え、IT業務を遂行するために必要な、コミュニケーション、納税、お
客さんとの契約事項、知識・技能の習得を行います。
6ヶ月間で週1回の集合研修、週4日のe-ラーニングでの自宅訓練を実施します。小テストや到達度審査で訓練の習
熟度を確認します。

すべての業務において、必要なスキルである、
・PC基礎
・メールの送受信
・データの圧縮解凍、添付
・大きなデータのやり取り
・メールでの質問や確認などの表現力
・インターネット基礎
・ワード、エクセル基礎
・ペイントなどの付属ソフトの基礎
・チームで仕事をするためのコミュニケーション力
・全体の足並みをそろえるための、自己判断力
・基礎の上に応用が乗る、ということを意識し、考え方を基礎に戻し、自分の足元を見てすすめる環境づくり
を学びます。

87118132462120

「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」の実施状況（24年度末までに事業を終了した自治体）

044

パソコン検定試
験（ＣＳワープロ
部門３級、表計
算部門２級）
医療事務２級技
能認定試験
タッチタイピング
技術の評価（3段
階）
ビジネスマナー、
ビジネス文書、
ネットコミュニ
ケーション、ネッ
トセキュリティに
関する評価（３段
階）
ＰＣ基礎（パソコ
ン基本、
Windowsの基本
操作）に関する
評価（３段階）
インターネット基
礎に関する評価
（３段階）
ソフト基礎
（Word、Excel、
PowerPoint）に
関する評価（３段
階）

5,867月 4,107千円 

ひとり親 平成22年10月 平成24年3月

70081



「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（付帯事業）」の実施状況（24年度末までに事業を終了した自治体）

番号 概要 対象者 利用実績
004 － － －

計5回、訓練生の交流会を開催し、うち3回は、講師を招いて、在宅ワークに
関する講演を行った。

訓練生(親子での参加の回もあり） 延べ70名の訓練生が参加した。

社会保険労務士による活動
・企業を訪問し、在宅就労について啓発活動を行うとともに、在宅就労の受
け皿となる業種等について情報収集を行った。
・在宅就労に関する情報提供と啓発活動のため、２回のセミナーを実施し
た。

地元企業 ・企業訪問により、地元企業における在宅就労導入の可能性について調査
し、市に状況を報告した。
・セミナー参加企業は、延べ２１社

013

１　ひとり親家庭交流イベント
子育てや仕事など日々の生活に追われ精神面や健康面で不安を多く抱えて
いるケースが多いひとり親家庭の保護者や子どもに対して、イベントを実施
し、ひとり親家庭同士の交流を図る事業。
２　ひとり親家庭学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対して、社会人や大学生のボランティアが継続して
学習指導を行い、学習習慣の定着等を目指す事業。

１　ひとり親家庭交流イベント
区内在住・在勤のひとり親家庭の保護者、子ども　【第１期】定員２３５名（全
８回）　【第２期】定員４８０名（全１２回）
２　ひとり親家庭学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対して、社会人や大学生のボランティアが継続して
学習指導を行い、学習習慣の定着等を目指す事業

１　ひとり親家庭交流イベント
平成23年8月～平成24年3月（月１回　計８回）　参加人数：延べ110名（うち
保護者84名、子ども26名）　託児　延べ24名
平成24年4月～平成25年3月（月１回　計12回）　参加人数：延べ131名（うち
保護者106名、子ども25名）　託児　延べ53名
２　ひとり親家庭学習支援事業
平成23年8月～平成24年3月（月２回程度　計１５回）　参加人数：延べ113名
平成24年4月～平成25年3月（月２回程度　計２４回）　参加人数：延べ256名

022

＜目的＞
本事業参加者の中には、経済事情から子供を英語塾に通わせることができ
ない参加者も多くいる。付帯事業の一つとして、お子様向けの英語講座を開
設することにより、経済事情に起因する教育格差の縮小ならびに解消を目
的とする。
＜内容＞
① 基本的な日常会話、アルファベットと数字
② ローマ字（パソコン使用を始めるとローマ字読みも必須となるため）
−題材については別途相談。

ひとり親在宅就業支援事業参加者のお子様のうち、小学生を対象とする。 Lower elementary　参加人数　１
Upper elementary　参加人数　３
Lower elementary　参加人数　２
Lower elementary　参加人数　３
Upper elementary　参加人数　２
Upper elementary　参加人数　２
Lower elementary　参加人数　３

031
オリジナル文章作成業務のあっせん（収入につながる業務を紹介） 修了者全員　41名 ４名

035

パソコン等とインターネットを訓練参加者が使用していない時間を活用し，訓
練参加者の子どもや各地域の　ひとり親家庭等の子どもに対して，ｅラーニ
ングにより教育サービスを提供した。
→幼児向け：ひらがな，数字，思考・推理力，音楽，図形感覚等
小・中・高校生向け：国語，算数（数学），理科，社会，英語等
高校生～一般向け：面接対策・ビジネスマナー，ＴＯＥＩＣ，漢検，タイピング等

訓練参加者の子ども及び訓練参加者以外のひとり親家庭等の子ども　計２
００人

申込者数・・・訓練参加者の子ども：８１人，訓練参加者以外の子ども：１７人

036

パソコンを使用していない時間を活用し、訓練生の子どもの年齢に応じたお
絵かきソフト、学習ソフト等のサービス
提供を実施。訓練生がパソコンを使用していない時間の活用とともに、学力
向上とインターネットの適切な利用方法
を指導する事を目的として実施。また、親子が一緒に遊び楽しみながらコミュ
ニケーションを図る機会を増やし、情操教育に役立つ事も目的とした。

全訓練生（寡婦を除く。） 各家庭に対し、ソフトを二本づつ提供。
訓練期間中は常時貸出を実施。

006



「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（付帯事業）」の実施状況（24年度末までに事業を終了した自治体）

番号 概要 対象者 利用実績
　ひとり親等の就労支援を目的に、結婚によるキャリアの一時的な中断やス
キルアップを図る機会がない方々に対し資格取得に向けた講習を行う。　な
お、講習内容については、受講者の持っているスキルに応じた講習内容とす
るため、初級、中級、上級等のコースを設定。
・初級：パソコン基礎、ワープロ、表計算各3級
・中級：ワープロ、表計算各2級、ＨＰ作成、コミュニケーション技法
・上級：ＨＰ作成（応用編、画像処理編）、ビジネスマナー

県内在住のひとり親等 　受講者計203人
（内訳）初級115人、中級50人、上級38人
そのほか、ビデオ配信・ＤＶＤでの講習受講者計140人

ひとり親家庭等からの就業から生活全般にわたる様々な相談に対応できる
体制を整備することにより、ひとり親等が安心して生活、子育てをできるよう
な環境を整える。
平日（月～金）に常時相談員を配置し、様々な相談に対応。必要な場合は、
関係機関に連絡するなどの業務も行う。

県内在住のひとり親家庭等 相談件数：延べ606件（うち生活全般の相談延べ201件、養育費相談延べ
405件）
弁護士相談：延べ35件（うち生活全般の相談延べ12件、養育費相談延べ23
件）

　ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）に対して市町村を通じ相談票を配
布
→現在の悩みを把握、必要に応じ専門員（社会福祉士、管理栄養士、臨床
心理士等）を派遣、様々な相談に対応。

県内在住のひとり親家庭等 相談票配布：22,316世帯→回答8,221世帯（回答率36.8％）うち相談依頼314
世帯
派遣件数：延べ425件

技能訓練の参加者の子ども（小学校～高校生）で、希望した人に対する学習
指導を実施
受講生の意向を踏まえ、以下のような様々な方法により指導。
・県内6箇所の教室での対面指導（１対2又は１対3）
・遠隔地の子どもについては、家庭教師の派遣やパソコン、ＦＡＸを活用した
指導を実施

在宅就業支援事業の技能訓練参加者の子ども（小学生～高校生） 小学生：114人、中学生：59人、高校生：29人　　合計：202人

学習指導事業の対象とならないひとり親の子ども（小学生～中学生）に対す
る学習指導を実施。
・県内11箇所の拠点塾にて対面指導を実施

県内在住のひとり親家庭の子ども（小学生～中学生） 小学生：40人、中学生：72人　　合計：112人

ひとり親家庭等への情報発信の場をネット上に開設
「ひとり親家庭等応援事業」や「ひとり親家庭等応援隊」の情報を日々充実

県民全体 アクセス件数：月平均約2,900件

全県民運動的な形で支援の輪を広げるため、知事を長とするひとり親家庭
等を応援する会を結成
地域交流会やフォーラムの開催、テレビ番組の制作等を行い、ひとり親家庭
等への理解を深め、応援の動きを促進

県民全体 応援隊員数（H23年度末時点）：個人76人、企業・団体17団体
地域交流会を県内6箇所にて開催：参加者計167人（大人101人、子ども66
人）
「親子ハッピーフォーラム」を開催：参加者578人

044

離島からの在宅就業勤務希望も多いことから、出張講座での在宅就業の周
知。
その後、希望者を募り、2週間程度のメールを使った簡易講座を行い、在宅
就業支援センターの在宅ワーカーとして登録し、在宅就業の拡大を図る。

対象者：ひとり親、障がい者、高齢者のみならず、県内離島在住者 セミナー参加者：193名
メール講座参加者：143名

042-1
042-2



事業名 ひとり親等在宅就業支援事業

※事業を複数実施している場合は、事業ごとに作成してください。

総事業費 千円

事業実施期間 平成２３年　１月　～　平成２４年　３月（終了）

対象者

募集人数 435 人

訓練開始人数 504 人

訓練修了人数 258 人

事業受託者 情報システム関連株式会社

１．新規の業務開拓

業務開拓の実施体制・方法

開拓した業務の内容

２．参加者の能力開発
訓練コースの概要（コースごとに記載）

第1期（基礎） 定員：200名（Aコース:50名、Bコース:150名）

第2期（基礎） 定員：  90名（Aコース:25名、Bコース:  65名）

第3期（基礎） 定員：145名（Aコース:100名、Bコース:45名）

応募人数 1期 2期 3期 うち訓練開始人数 1期 2期 3期 うち訓練修了者 1期 2期 3期

　母子家庭 　母子家庭 198 119 176 　母子家庭 188 115 148

　父子家庭 　父子家庭 2 5 4 　父子家庭 2 4 3

　寡婦 　寡婦 　寡婦

　障害者 　障害者 0 0 1 　障害者 0 0 1

　高齢者 　高齢者 0 0 0 　高齢者 0 0 0

※同一コースで募集時期を複数回で実施している場合は、募集時期（例えば、Ⅰ期・Ⅱ期など）ごとに記載してください。

（内訳　母子家庭　253人、父子家庭　　　4人、寡婦(母子に含む)人、高齢者　　　0人、障害者　　1人）

平成２５年４月１日時点

（内訳　母子家庭　494人、父子家庭　　　9人、寡婦(母子に含む)人、高齢者　　　0人、障害者　　1人）

436

　　　　　　　　ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）実施報告（詳細版）

番号 008

（内訳　母子家庭、父子家庭、寡婦　　435人、高齢者　　　　人、障害者　　　人）

355,877

県内に在住のひとり親（母子家庭、父子家庭、寡婦）

選任の業務開拓員の確保
（選任業務開拓員による業務開拓の実施）
　在宅就業者向けデータ入力業務として、県庁環境対策課の保有する台帳の整備事業への提案等実施
　県内市町村への事業説明及び業務開拓のための訪問

応用訓練に向けた業務の受注（民間企業の社員マスタの整備作業等）

（母子に含む）

98 204

（母子に含む）



（業務の内容）

Aコース：ホームページのデザイン、及び制作業務

Bコース：Word、Excelを利用したデータエントリ業務

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

募集期間　　1期　平成 22年 11月　～　12月まで、2期　平成 23年 ５月　～　６月まで

　　　　　　3期　平成23年 9月　～ 10月まで

訓練期間　　1期　平成 23年　1月　～　　3月（　　3月間）、2期　平成 23年　6月　～　　9月（　　3月間）

　　　　　　3期　平成 23年 11月　～　平成24年　2月（　　3月間） 概ね　Aコース：月 54時間

　　　Bコース：月 28時間

（訓練手当月額）

Aコース： Bコース：

円 円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

①適性試験、及び面接試験を実施

②本人の希望を踏まえ①の結果、及びパソコン操作経験により受講コース選択を実施

　2)訓練中・終了時の到達度審査

1回／月の到達度試験を実施（課題を提示し、課題に沿った内容で製作をする）

（訓練参加者の募集方法）

①ダイレクトメールの発送 ③県報、広報誌による募集案内

②ラジオ（地元放送局）、TVによる募集案内

（訓練参加者への配慮）

お子様連れの訓練生でも安心して参加できるように訓練会場内に託児室を設置

教室が空いている時間帯なら、都合のいい時間に受講できるビデオ教材による訓練システム

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

月払い（毎月15日に振り込み）

・支払い方法

各人名義の口座へ振り込み

訓練手当支給実績

Aコース Bコース

実支給者数 人 人

支給総額

Aコース 円 × 524 人（延べ） ＝

Bコース 円 × 839 人（延べ） ＝

50,000 30,000

179 286

Aコース：Word中級講座、Excel中級講座、インターネット関連講座、電子メール講座、ホームページ作成講座、
　　　　　Photoshop Elements講座
Bコース：Windowsの基礎、Word初級講座、Excel初級講座、PowerPoint基礎講座

50,000 26,097,000

30,000 25,044,000



コース１（応用）

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

訓練期間　1期　平成２３年　5月    ～　平成２３年　6月まで（　　2月間）

　　　　　2期　平成２３年１０月　～　平成２３年１１月まで（　　2月間）

　　　　　3期　平成２４年　２月　～　平成２４年　３月まで（　　2月間） 概ね　Aコース：月 28時間

　　　Bコース：月 16時間

（訓練手当月額）

Aコース　集合訓練： 円

Bコース　集合訓練： 円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

①基礎訓練時に行った到達度審査

②基礎訓練の毎月の受講時間が規定時間数を満たしているか

③基礎訓練時の受講態度

　2)訓練中・終了時の到達度審査

集合訓練、及びOJTにて作成した成果物

（訓練参加者への配慮）

お子様連れの訓練生でも安心して参加できるように訓練会場内に託児室を設置

教室が空いている時間帯なら、都合のいい時間に受講できるビデオ教材による訓練システム

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

月払い（毎月15日に振り込み）

・支払い方法

各人名義の口座へ振り込み

訓練手当支給実績

Aコース Bコース

実支給者数 人 人

支給総額 Aコース 円 × 249 人（延べ） ＝

Bコース 円 × 302 人（延べ） ＝

応用訓練終了後の参加者の状況

（万円）

基礎訓練からの継続人数 訓練修了者 うち在宅就業従事者 在宅就業による平均月収額

　母子家庭 272 　母子家庭 250 　母子家庭 26 　母子家庭 5

　父子家庭 　父子家庭 7 　父子家庭 0 　父子家庭

　寡婦 母子に含む 　寡婦 母子に含む 　寡婦 母子に含む 　寡婦

　障害者 1 　障害者 1 　障害者 0 　障害者

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

うち企業等に就職

正規 パート等 在宅での月平均就業時間

　母子家庭 5 10 　母子家庭 72

　父子家庭 　父子家庭

　寡婦 　寡婦

　障害者 　障害者

　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

Aコース：①集合訓練　HTML言語
　　　　   ②OJT　　  ホームページの改修
Bコース：①集合訓練　インターネット講座、電子メール講座
　　　　   ②OJT         データエントリ業務

25,000

15,000

127 153

25,000 6,225,000

15,000 4,530,000



在宅就業による平均月収額の分布（訓練修了の翌月から３月の平均）

母子家庭 父子家庭

３．業務処理

受注、在宅就業者への分配、検収、納品、報酬支払い等の円滑な遂行を確保する仕組みの実施体制・方法

在宅就業者を支援する仕組み

収入額 人数 収入額 人数

5,000円以下 1 5,000円以下

5,001円～10,000円

10,001円～15,000円 1 10,001円～15,000円

15,001円～20,000円 15,001円～20,000円

5,001円～10,000円

20,001円～25,000円 1 20,001円～25,000円

25,001円～30,000円 1 25,001円～30,000円

30,00１円～35,000円 3 30,00１円～35,000円

35,001円～40,000円 1 35,001円～40,000円

45,001円～50,000円 1

40,001円～45,000円 3 40,001円～45,000円

総括責任者　　　　　　研修管理者　　　　　　　　各々専任者を任命。業務開拓員は新規に採用
　　　　　　　　　　　業務処理支援者　　　　　　業務処理支援員は、研修管理及び分配、検収、納品、支払を行う
　　　　　　　　　　　業務開拓員

１．就業に関するカウンセリングを必要に応じて厚労省指定のキャリアコンサルタント試験に合格したカウンセラーが随時
　　実施している。
２．財団法人であるカウンセリングセンターと契約し、精神面でのカウンセリング及びケアを受けられる仕組みを準備してい
る。

45,001円～50,000円

50,00１円以上 14 50,00１円以上



4．事業終了後の状況（事業が終了している場合、訓練が修了している者がいる場合は記載してください。）

事業終了後の実施体制

受注した業務の内容

在宅就業者を支援する仕組み

事業終了後の事後評価の状況（評価結果等）

※事業評価についての資料（報告書等）があれば添付してください。

５．付帯事業

※複数事業がある場合は各事業ごとに作成してください。

概要

対象者、対象者数

利用実績

特に実施していない

在宅就業登録者向け窓口業務　（１名）
在宅就業者向け業務　営業　（１名）
（在宅就業者への発注，検収業務は事業受託者である株式会社で対応）

官公庁や病院，民間企業様からのホームページ作成・改修業務
   （官公庁関連　３件，病院関連　１件，民間企業等　３件）
   （上記作業は，デザイン作成者，画像加工者，ＨＰ作成者等複数の在宅者が分業で対応）
データ作成・入力業務（地図データからの情報抽出入力作業）
情報発信サイトにおけるＨＰデータ更新作業(数名のチームにて実施）

在宅就業業務の紹介　：在宅就業者向け業務営業が在宅就業登録者にメール，電話等で紹介
在宅就業者への教育　：新たな業務を従事する場合，弊社担当業務従事者が教育
在宅就業に関する相談：在宅就業登録者向け窓口にて相談
在宅就業者の業務遂行：在宅就業者へパソコンを貸与し，作業を遂行する上で技術的な課題は弊社担当業務従事が対応。
　　　　　　　　　　　また，業務進捗状況については，担当業務責任者が定期的に在宅就業者から業務進捗状況を確認し，
　　　　　　　　　　　円滑に業務を遂行



040

事業名 ひとり親家庭等在宅就業支援事業費

※事業を複数実施している場合は、事業ごとに作成してください。

総事業費 千円

事業実施期間 平成２２年７月　～　平成２５年３月　（終了）

対象者 ひとり親家庭の親、障碍者

募集人数 180 人

訓練開始人数 181 人

訓練修了人数 127 人

事業受託者 コンソーシアム　代表者　

１．新規の業務開拓

業務開拓の実施体制・方法

開拓した業務の内容

513,621

平成２５年４月１日時点

　　　　　　　　ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）実施報告（詳細版）

番号

（内訳　母子家庭136人、父子家庭2人、寡婦0人、高齢者0人、障害者43人）

（内訳　母子家庭98人、父子家庭0人、寡婦0人、高齢者0人、障害者29人）

（内訳　母子家庭、父子家庭135人、寡婦0人、高齢者0人、障害者45人）

在宅就業者の収入を継続的に確保するために、コンソーシアム構成員企業から配置した開発専門スタッフが業務開拓員とし
て、構成員企業と連携を図りながら、業務開拓を行う。
また、安定した本事業の継続のため、企画室で、独自の商品・サービスを企画・開発し新たな事業を創出する。

○オペレーター系
　データ入力、アンケート調査、スキャン業務、ＯＣＲ処理、テープ起こし

○スペシャリスト計
　ＷＥＢサイト制作、デザイン、イラスト作成、情報誌のデザイン・校正、印刷物デザイン、動画制作

○その他
　パソコン設定、ライティング業務、データ管理・配信



２．参加者の能力開発
訓練コースの概要（コースごとに記載）

コース１（第１期・基礎） 定員：６０名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 　母子家庭 43 　母子家庭 39

　父子家庭 　父子家庭 2 　父子家庭 1

　寡婦 0 　寡婦 0 　寡婦 0

　障害者 15 　障害者 15 　障害者 12

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0

コース１（第２期・基礎） 定員：60名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 　母子家庭 48 　母子家庭 45

　父子家庭 　父子家庭 0 　父子家庭 0

　寡婦 0 　寡婦 0 　寡婦 0

　障害者 15 　障害者 15 　障害者 13

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0

コース１（第３期・基礎） 定員：60名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 　母子家庭 45 　母子家庭 39

　父子家庭 　父子家庭 0 　父子家庭 0

　寡婦 0 　寡婦 0 　寡婦 0

　障害者 15 　障害者 15 　障害者 11

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0

※同一コースで募集時期を複数回で実施している場合は、募集時期（例えば、Ⅰ期・Ⅱ期など）ごとに記載してください。

45

45

45



（業務の内容）

「在宅就業支援センター（仮称）」を設置し、業務の開拓、仕事の品質管理、従事者の能力開発、相談支援等の一体的取組を実施する。

能力開発の手段として、基礎訓練6月間、応用訓練9月間をおこなう。また、応用訓練の期間中に実際の仕事をOJTとして実施する。

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

（第１期）

募集期間　　平成２２年６月　～　平成２２年８月まで

訓練期間　　平成２２年９月　～　平成２３年３月まで（６月間）※９月中途～３月中途のため、実質６月と記載

概ね　週１２時間

　　　月５４時間

（第２期）

募集期間　　平成２２年９月　～　平成２２年１１月まで

訓練期間　　平成２３年１月　～　平成２３年６月まで（６月間）

概ね　週１２時間

　　　月５４時間

（第３期）

募集期間　　平成２４年２月　～　平成２４年３月まで

訓練期間　　平成２４年３月　～　平成２４年９月まで（６月間）

概ね　週１２時間

　　　月５４時間

（訓練手当月額）

円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　2)訓練中・終了時の到達度審査

（訓練参加者の募集方法）

（訓練参加者への配慮）

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

第１期 　翌月20日

第２期 　翌月末日

第３期 　翌月25日

・支払い方法

口座振込み

訓練手当支給実績

実支給者数 人

支給総額 円 × 1,019 人（延べ） ＝

50,000

（キャリア形成）　・キャリアデザイン　・キャリア形成
（ビジネススキル）　・ビジネスマナー　・ビジネス文書の基本　・傾聴スキル
（ヒューマンスキル）　・コミュニケーションスキル　・ビジネス会話　・会議、トラブル対応　・自己管理マネジメント
（ＩＴスキル）　・ビジネスＰＣ　・パソコン基本操作　・ＷＥＢ総合
（その他）　・オリエンテーリング

書類選考、適正検査（厚生労働省編一般職業適性検査）、面接

試験採点基準による採点結果70点以上（カリキュラムに応じて）

・センターＷＥＢサイト　・テレビＣＭ　・ＣＡＴＶネットワークＣＭ　・ラジオＣＭ　・県内広報誌の広告掲載　・新聞広告掲載

160

・託児サービス

50,000 50,950,000



コース１（応用）

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

（第１期）

訓練期間　　平成２３年４月　～　平成２３年１２月まで（９月間）

概ね　週　８　時間

　　　月２８．５時間

（第２期）

訓練期間　　平成２３年７月　～　平成２４年３月まで（９月間）

概ね　週　８　時間

　　　月２８．５時間

（第３期）

訓練期間　　平成２４年９月　～　平成２５年３月まで（６月間）

概ね　週　７　時間

　　　月２８時間

（訓練手当月額）

円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　2)訓練中・終了時の到達度審査

（訓練参加者への配慮）

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

第１期 　翌月20日

第２期 　翌月末日

第３期 　翌月25日

・支払い方法

口座振込み

訓練手当支給実績

実支給者数 人

支給総額 円 × 1,065 人（延べ） ＝

127

試験採点基準による採点結果70点以上（カリキュラムに応じて）

26,625,000

・託児サービス

25,000

・WORD　・EXCEL　・POWERPOINT　・画像処理アプリケーション　・グラフィックス描画アプリケーションソフト
・アニメーション形成アプリケーションソフト　・ＤＴＰソフトウエア　・ＷＥＢプログラミング　・アクセシビリティとＳ
ＥＯ

25,000

個人面談による本人の希望と講師の意見を交えながら決定



応用訓練終了後の参加者の状況

（万円）

基礎訓練からの継続人数 訓練修了者 うち在宅就業従事者 在宅就業による平均月収額

　母子家庭 119 　母子家庭 98 　母子家庭 89 　母子家庭

　父子家庭 0 　父子家庭 0 　父子家庭 0 　父子家庭

　寡婦 0 　寡婦 0 　寡婦 0 　寡婦

　障害者 36 　障害者 29 　障害者 26 　障害者

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

うち企業等に就職

正規 パート等 在宅での月平均就業時間

　母子家庭 　母子家庭 63

　父子家庭 　父子家庭

　寡婦 　寡婦

　障害者 　障害者 40

　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

在宅就業による平均月収額の分布（訓練修了の翌月から３月の平均）

母子家庭 父子家庭

※雇用形態にか
かわらず、在宅
ワーカーとして
登録できるため
把握していな
い。

5,001円～10,000円 －

6 20,001円～25,000円 －

5,001円～10,000円 7

－9

5,000円以下 14 5,000円以下 －

人数収入額 収入額

10,001円～15,000円

－

30,00１円～35,000円 2 30,00１円～35,000円 －

15,001円～20,000円 5

10,001円～15,000円

－

人数

－

50,00１円以上 14

－

33,859

20,001円～25,000円

－

1 25,001円～30,000円

－

45,001円～50,000円 2 45,001円～50,000円

50,00１円以上

40,001円～45,000円

25,001円～30,000円

40,001円～45,000円

35,001円～40,000円 35,001円～40,000円

4

2

15,001円～20,000円

21,064



３．業務処理

受注、在宅就業者への分配、検収、納品、報酬支払い等の円滑な遂行を確保する仕組みの実施体制・方法

在宅就業者を支援する仕組み

　(受注・作業手配）
○受注した業務は、業務開拓員が作成した業務仕様をもとに管理監督者で作業計画書及び募集要項を作成し、責任者の承認を
得て作業手配に入る
・業務仕様決定（業務開拓員と管理監督者で受注業務内容の打ち合わせ）　→
　作業計画書作成（仕事内容、方法、手順、選考方法、期日、品質目標、支払予定額、支払日、検証方法等）　→
　募集要項作成（在宅就業者への業務の案内：作業計画書と同内容）　→　統括責任者の承認　→
　作業手配（グループウエアを利用して在宅就業者へ募集要項をアナウンスする、就業者データベース情報の希望収入、就労
可能時間、
　作業能力、作業経験等をもとに作業希望者より作業者を選考する）　→　作業開始　→　管理監督員による進捗チェック

　（納品・報酬支払）
○完了した業務は、計画書にもとづいた検収をおこない納品、クライアントへの請求発行と在宅就業者への報酬支払いの確定
をおこない責任者の承認を得る　クライアントからの入金を確認し在宅就業者へ支払いをおこなう
・検収　→　納品　→　請求/報酬支払確定　→　責任者承認　→　入金確認　→　在宅就業者へ支払い

・管理監督者を中心に、在宅就業支援システム（グループウエア及び在宅就業者データベース）を用いて、訓練や在宅就業を
継続するうえでの相談への対応や技術的助言など、きめ細やかな支援を実施。
また、訓練中には週一回の巡回をおこない訓練者とのコミュニュケーションを向上。
(グループウエアには、仕事関連、事務関連、IT関連、全般（相談）の窓口を設け、在宅就業者からの問い合わせが気軽にでき
る環境を構築）



4．事業終了後の状況（事業が終了している場合、訓練が修了している者がいる場合は記載してください。）

事業終了後の実施体制

受注した業務の内容

在宅就業者を支援する仕組み

事業終了後の事後評価の状況（評価結果等）

無し

※事業評価についての資料（報告書等）があれば添付してください。

５．付帯事業

※複数事業がある場合は各事業ごとに作成してください。

概要

該当なし

対象者、対象者数

利用実績

　コンソーシアムの幹事企業、副幹事企業が中心となり、25年3月に就業支援センターをNPO法人として設立。NPO法人が
業務（業務開拓、受発注、納品、在宅ワーカーの管理、など）を引き継いで事業を実施している。
また、訓練終了者（希望者のみ）を在宅就業従事者（在宅ワーカー）として登録し、引き続き業務を実施している。

データ入力、ＷＥＢサイト制作、デザイン、イラスト作成、印刷物デザイン、パソコン設定、データ管理・配信

在宅就業支援システム（グループウエア及び在宅就業者データベース）を用いて、在宅就業を継続するうえでの相談への対応
や技術的助言など、きめ細やかな支援を継続して行う。



０４２

事業名 ひとり親家庭等在宅就業支援事業

※事業を複数実施している場合は、事業ごとに作成してください。

総事業費 千円

事業実施期間 平成22年10月　～　平成24年3月　（終了）

対象者 県内に居住するひとり親等

募集人数 420 人

訓練開始人数 443 人

訓練修了人数 382 人

事業受託者

１．新規の業務開拓

業務開拓の実施体制・方法

【Ａコース】

・ 県内保険者（市町村国保）、県外保険者（市町村、共済組合、健康保険組合）への営業を実施

【Ｂコース】

・ 業務拡大チームを構成し、製造業や新聞社、医療分野等への新規業務開拓に向けた営業、事業提案を実施

・ ビジネスフェアー等の展示会への積極的な出展による営業活動を実施

開拓した業務の内容

【Ａコース】

【Ｂコース】

２．参加者の能力開発
訓練コースの概要（コースごとに記載）

Ａコース定員：２１０名

Ａコース（第１期） 定員：１０５名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 715 　母子家庭 101 　母子家庭 87

　父子家庭 7 　父子家庭 2 　父子家庭 1

　寡婦 73 　寡婦 4 　寡婦 4

　障害者 0 　障害者 0 　障害者 0

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0

Ａコース（第２期） 定員：１０５名

うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 106 　母子家庭 97

　父子家庭 1 　父子家庭 1

　寡婦 4 　寡婦 4

　障害者 0 　障害者 0

　高齢者 0 　高齢者 0

Ａコース：株式会社（医療事務関係）（758,678,867円）
Ｂコース：コンソーシアム（代表者　電子情報処理関連株式会社外3社）（720,581,623円）
（附帯事業）
キャリアアップ講習：ソフトウェア関連株式会社（14,999,000円）
総合相談：母子寡婦福祉関係社会福祉法人（1,873,000円）
心と体の健康づくり支援：社会福祉関係社団法人（5,199,075円）
学習指導：家庭教師派遣関係株式会社（49,409,577円）
地域教育支援：地元予備校（11,390,400円）
ポータルサイト開設：ソフトウェア関連株式会社（1,774,500円）
応援隊・交流：広告制作関連株式会社（19,992,861円）　※事務費（683,835円）

レセプト（診療報酬明細書）点検、ジェネリックサポートセンター（コールセンター）、生活習慣病レセプト補記・入力等

新規サイト構築・更新、ＨＰ制作・更新、ライター、情報誌制作、音声おこし、地図作成、画像編集、電子データ見出し入力、電子書籍、
パンフ翻訳、テレフォンコミュニケーター等

（内訳　母子家庭365人、父子家庭7人、寡婦10人）

平成２５年４月１日時点

　　　　　　　　ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）実施報告（詳細版）

番号

1,584,583

（内訳　母子家庭・父子家庭・寡婦の計420人）

（内訳　母子家庭424人、父子家庭9人、寡婦10人）



Ｂコース定員：２１０名

Ｂコース（第１期） 定員：１０５名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 810 　母子家庭 101 　母子家庭 85

　父子家庭 28 　父子家庭 4 　父子家庭 3

　寡婦 76 　寡婦 0 　寡婦 0

　障害者 0 　障害者 0 　障害者 0

　高齢者 0 　高齢者 0 　高齢者 0

Ｂコース（第２期） 定員：１０５名

うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 116 　母子家庭 96

　父子家庭 2 　父子家庭 2

　寡婦 2 　寡婦 2

　障害者 0 　障害者 0

　高齢者 0 　高齢者 0

※同一コースで募集時期を複数回で実施している場合は、募集時期（例えば、Ⅰ期・Ⅱ期など）ごとに記載してください。

（業務の内容）

 【Ａコース】

 【Ｂコース】

（訓練プログラムの内容）

 【Ａコース】

　基礎訓練（5ヶ月）

・ パソコン：入力の基礎、Word、Excel講習 ・ 医療事務：医科、歯科、薬剤講習

・ 介護事務講習 ・ 税務、簿記、会計講習

・ ビジネスの基礎知識講習 ・ 情報セキュリティ講習

 【Ｂコース】

　基礎訓練（5ヶ月）

・ パソコン入力基礎講習 ・ ネットワーク基礎講習

・ Web基礎講習 ・ Word、Excel、PowerPoint講習

・ インターネット、Illustrator講習 ・ ホームページ、PhotoShop講習

（訓練期間）

募集期間　　平成２２年　９月２７日　～　平成２２年１０月３１日　まで

訓練期間　　平成２２年１２月　～　平成２３年　５月まで（５月間） Ａコース第１期

　　　　　　平成２３年　３月　～　平成２３年　８月まで（５月間） Ａコース第２期

　　　　　　平成２２年１２月　～　平成２３年　４月まで（５月間） Ｂコース第１期

　　　　　　平成２３年　３月　～　平成２３年　７月まで（５月間） Ｂコース第２期

概ね　週１２～１５時間

　　　月５４時間 ※全て両コース共通

（訓練手当月額）

円 （両コース共通）

レセプト（診療報酬明細書）点検、ジェネリックサポートセンター（コールセンター）、生活習慣秒レセプト補記・入力等

新規サイト構築・更新、ＨＰ制作・更新、ライター、情報誌制作、音声おこし、地図作成、画像編集、電子データ見出し入力、電子書籍、
パンフ翻訳、テレフォンコミュニケーター等

50,000



（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　【Ａコース】

・ 職務適性検査の実施（リクルートマネジメントソリューション製 基礎能力検査 ＧＡＴ－Ｇ：ペーパーテスト）

・ 参加理由書の提出

・ 個別面接の実施（参加資格、参加意欲、参加理由書との整合性等の確認）

　【Ｂコース】

・ 参加理由書の提出

・ 個別面接の実施（参加資格、参加意欲、参加理由書との整合性等の確認）

　2)訓練中・終了時の到達度審査

　【Ａコース】

・ パソコン検定試験（ＣＳワープロ部門３級、表計算部門２級）

・ 医療事務２級技能認定試験

　【Ｂコース】

・ タッチタイピング技術の評価（3段階）

・ ビジネスマナー、ビジネス文書、ネットコミュニケーション、ネットセキュリティに関する評価（３段階）

・ ＰＣ基礎（パソコン基本、Windowsの基本操作）に関する評価（３段階）

・ インターネット基礎に関する評価（３段階）

・ ソフト基礎（Word、Excel、PowerPoint）に関する評価（３段階）

（訓練参加者の募集方法）

　【両コース共通】

・ 新聞広告、雑誌広告、テレビ・ラジオＣＭ、ＨＰ（携帯サイト含む）掲載

・ 県関係機関・市町村・母子会・ハローワークへの説明及び周知（広報誌掲載、募集ポスター、パンフの設置、配布）依頼

・ 募集説明会の開催（県下６会場 １０月中旬～下旬）

（訓練参加者への配慮）

　【Ａコース】

・ 県内各地域からの参加が可能となるよう県内８ヵ所にワークステーション（ＷＳ）を設置

・ 訓練の実施時間帯を４コース設定（平日３コース（午前、午後、夜間）、土日祝１コース）

・ 補講の実施

・ 託児サービスの実施（各ＷＳに設置）

・ 訓練期間中、住居の関係で訓練の参加に支障をきたしていると認められる場合に限り住居を提供

  【Ｂコース】

・ 原則在宅でのインターネット接続による訓練実施（集合訓練は月１回程度、５～６ヵ所にて実施）

・ 在宅での訓練実施により受講者の都合に合わせた受講が可能

・ １５人１クラス制を採用し、クラス毎にトレーナーを配置。

・ 補講の実施

・ 託児サービスの実施（集合訓練実施時）

・ 訓練期間中、住居の関係で訓練の参加に支障をきたしていると認められる場合に限り住居を提供

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

  【Ａコース】

・ 訓練実施翌月末

  【Ｂコース】

・ 訓練実施翌月１０日

・支払い方法

・ 各コースの受託業者から各受講者の支給対象期間における受講状況（１日毎の受講時間数）を受託業者から徴収し、内容

を県で確認のうえ、所要時間の受講が確認できた受講者に対し手当を支給するよう県から受託業者に指示。受託業者は振

込により受講者に対し手当を支給。



訓練手当支給実績

  【Ａコース】

実支給者数 人

支給総額 円 × 1,036 人（延べ） ＝

  【Ｂコース】

実支給者数 人

支給総額 円 × 987 人（延べ） ＝

コース１（応用）

（訓練プログラムの内容）

 【Ａコース】

　応用訓練（7ヶ月）

・ レセプト点検講習（症例解説、OJTフォローアップ） ・ 簿記3級、ビジネスマナー講習

・ 病院に関する知識、コミュニケーション能力講習 ・ PC関連講習（情報セキュリティ）

 【Ｂコース】

　応用訓練（7ヶ月）

・ Web基礎・デザイン応用講習 ・ 編集・ライター、DTPデザイン講習

・ パソコン入力、電子書籍講習 ・ コミュニケーション、スキルアップ講習等

（訓練期間）

訓練期間　　平成２３年　５月　～　平成２３年１１月まで（７月間） Ａコース第１期

　　　　　　平成２３年　８月　～　平成２４年　２月まで（７月間） Ａコース第２期

　　　　　　平成２３年　５月　～　平成２３年１１月まで（７月間） Ｂコース第１期

　　　　　　平成２３年　８月　～　平成２４年　２月まで（７月間） Ｂコース第２期

概ね　週７時間

　　　月２８時間 ※全て両コース共通

（訓練手当月額）

円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　【Ａコース】

・ 職務適性検査の実施（リクルートマネジメントソリューション製 基礎能力検査 ＧＡＴ－Ｇ：ペーパーテスト）

・ 参加理由書の提出

・ 個別面接の実施（参加資格、参加意欲、参加理由書との整合性等の確認）

　【Ｂコース】

・ 参加理由書の提出

・ 個別面接の実施（参加資格、参加意欲、参加理由書との整合性等の確認）

　2)訓練中・終了時の到達度審査

　【Ａコース】

・ パソコン検定試験（ＣＳワープロ部門３級、表計算部門２級）

・ 医療事務２級技能認定試験

　【Ｂコース】

・ タッチタイピング技術の評価（3段階）

・ ビジネスマナー、ビジネス文書、ネットコミュニケーション、ネットセキュリティに関する評価（３段階）

・ ＰＣ基礎（パソコン基本、Windowsの基本操作）に関する評価（３段階）

・ インターネット基礎に関する評価（３段階）

・ ソフト基礎（Word、Excel、PowerPoint）に関する評価（３段階）

25,000

218

50,000 51,800,000

225

50,000 49,350,000



（訓練参加者への配慮）

　【Ａコース】

・ 県内各地域からの参加が可能となるよう県内８ヵ所にワークステーション（ＷＳ）を設置

・ 訓練の実施時間帯を４コース設定（平日３コース（午前、午後、夜間）、土日祝１コース）

・ 補講の実施

・ 託児サービスの実施（各ＷＳに設置）

・ 訓練期間中、住居の関係で訓練の参加に支障をきたしていると認められる場合に限り住居を提供

  【Ｂコース】

・ 原則在宅でのインターネット接続による訓練実施（集合訓練は月１回程度、５～６ヵ所にて実施）

・ 在宅での訓練実施により受講者の都合に合わせた受講が可能

・ １５人１クラス制を採用し、クラス毎にトレーナーを配置。

・ 補講の実施

・ 託児サービスの実施（集合訓練実施時）

・ 訓練期間中、住居の関係で訓練の参加に支障をきたしていると認められる場合に限り住居を提供

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

  【Ａコース】

・ 訓練実施翌月末

  【Ｂコース】

・ 訓練実施翌月１０日

・支払い方法

・ 各コースの受託業者から各受講者の支給対象期間における受講状況（１日毎の受講時間数）を受託業者から徴収し、内容

を県で確認のうえ、所要時間の受講が確認できた受講者に対し手当を支給するよう県から受託業者に指示。受託業者は振

込により受講者に対し手当を支給。

訓練手当支給実績

  【Ａコース】

実支給者数 人

支給総額 円 × 1,334 人（延べ） ＝

  【Ｂコース】

実支給者数 人

支給総額 円 × 1,255 人（延べ） ＝

応用訓練終了後の参加者の状況

  【Ａコース】 （万円）

基礎訓練からの継続人数 訓練修了者 うち在宅就業従事者 在宅就業による平均月収額

　母子家庭 202 　母子家庭 184 　母子家庭 28 　母子家庭

　父子家庭 2 　父子家庭 2 　父子家庭 0 　父子家庭

　寡婦 8 　寡婦 8 　寡婦 2 　寡婦

　障害者 　障害者 　障害者 　障害者

　高齢者 　高齢者 　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

うち企業等に就職

正規 パート等 在宅での月平均就業時間

　母子家庭 5 22 　母子家庭

　父子家庭 0 0 　父子家庭

　寡婦 0 2 　寡婦

　障害者 　障害者

　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

0

98

62,075

0

92,250

89

218

25,000 33,350,000

225

25,000 31,375,000



在宅就業による平均月収額の分布（訓練修了の翌月から３月の平均）

母子家庭 父子家庭

  【Ｂコース】 （万円）

基礎訓練からの継続人数 訓練修了者 うち在宅就業従事者 在宅就業による平均月収額

　母子家庭 197 　母子家庭 181 　母子家庭 113 　母子家庭

　父子家庭 5 　父子家庭 5 　父子家庭 3 　父子家庭

　寡婦 2 　寡婦 2 　寡婦 0 　寡婦

　障害者 　障害者 　障害者 　障害者

　高齢者 　高齢者 　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

うち企業等に就職

正規 パート等 在宅での月平均就業時間

　母子家庭 9 32 　母子家庭

　父子家庭 0 2 　父子家庭

　寡婦 0 1 　寡婦

　障害者 　障害者

　高齢者 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

在宅就業による平均月収額の分布（訓練修了の翌月から３月の平均）

母子家庭 父子家庭

50,00１円以上 50,00１円以上

40,001円～45,000円 40,001円～45,000円

45,001円～50,000円 2 45,001円～50,000円

30,00１円～35,000円 30,00１円～35,000円

35,001円～40,000円 1 35,001円～40,000円

20,001円～25,000円 2 20,001円～25,000円 1

25,001円～30,000円 4 25,001円～30,000円

10,001円～15,000円 3 10,001円～15,000円

15,001円～20,000円 4 15,001円～20,000円

5,000円以下 88 5,000円以下 2

5,001円～10,000円 9 5,001円～10,000円

収入額 人数 収入額 人数

0

8

7

0

50,00１円以上 19 50,00１円以上

4,937

9,333

40,001円～45,000円 2 40,001円～45,000円

45,001円～50,000円 4 45,001円～50,000円

30,00１円～35,000円 30,00１円～35,000円

35,001円～40,000円 35,001円～40,000円

20,001円～25,000円 3 20,001円～25,000円

25,001円～30,000円 25,001円～30,000円

10,001円～15,000円 10,001円～15,000円

15,001円～20,000円 15,001円～20,000円

5,000円以下 5,000円以下

5,001円～10,000円 5,001円～10,000円

収入額 人数 収入額 人数



３．業務処理

受注、在宅就業者への分配、検収、納品、報酬支払い等の円滑な遂行を確保する仕組みの実施体制・方法

  【Ａコース】

  【Ｂコース】

※注：訓練修了後は、システム上で受発注をマッチング

在宅就業者を支援する仕組み ※訓練中の仕組み

  【Ａコース】

・ワークステーションの設置（県内8箇所）

・託児サービスの実施（県内8箇所の全ワークステーションに託児室を設置）

・長期に渡り生活の場を離れて訓練等を受ける必要のある参加者への住居の提供

  【Ｂコース】

・ワークステーションの設置（県内5箇所）

・託児サービスの実施（県内5箇所の全ワークステーションのほか、県内各地の研修会場にシッターを派遣）

・長期に渡り生活の場を離れて訓練等を受ける必要のある参加者への住居の提供

・キャリアカウンセラー、担当トレーナーによる就業、生活等相談支援

４．付帯事業

※複数事業がある場合は各事業ごとに作成してください。

【キャリアアップ講習事業】

概要

　ひとり親等の就労支援を目的に、結婚によるキャリアの一時的な中断やスキルアップを図る機会がない方々に対し資格取得に

向けた講習を行う。

　なお、講習内容については、受講者の持っているスキルに応じた講習内容とするため、初級、中級、上級等のコースを設定。

・初級：パソコン基礎、ワープロ、表計算各3級

・中級：ワープロ、表計算各2級、ＨＰ作成、コミュニケーション技法

・上級：ＨＰ作成（応用編、画像処理編）、ビジネスマナー

対象者、対象者数

　県内在住のひとり親等

利用実績

　受講者計203人

（内訳）初級115人、中級50人、上級38人

　そのほか、ビデオ配信・ＤＶＤでの講習受講者計140人

【総合相談対応事業】

概要

　ひとり親家庭等からの就業から生活全般にわたる様々な相談に対応できる体制を整備することにより、ひとり親等が安心して

生活、子育てをできるような環境を整える。

・ 平日（月～金）に常時相談員を配置し、様々な相談に対応。必要な場合は、関係機関に連絡するなどの業務も行う。

対象者、対象者数

　県内在住のひとり親家庭等

利用実績

　相談件数：延べ606件（うち生活全般の相談延べ201件、養育費相談延べ405件）

　弁護士相談：延べ35件（うち生活全般の相談延べ12件、養育費相談延べ23件）

顧客
（保険者等）

実施本部 ワーカー

業務担当者

経理

②業務に応じた業務配

③成果物の集約

⑤報酬計算、支払

顧客
（発注企業）

受発注管理
※注

ワーカー

コンソーシアム・協力
会社による品質管理・
納品、教育・技術支援

等

②受注 ※注

③成果物提出

④品質管理、納品

⑤教育・技術支援
報酬計算、支払

①発注 ※注

④検収、納品

①発注



【心と体の健康づくり支援事業】

概要

　ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）に対して市町村を通じ相談票を配布

→現在の悩みを把握、必要に応じ専門員（社会福祉士、管理栄養士、臨床心理士等）を派遣、様々な相談に対応

対象者、対象者数

　県内在住のひとり親家庭等

利用実績

　相談票配布：22,316世帯→回答8,221世帯（回答率36.8％）うち相談依頼314世帯

　派遣件数：延べ425件

【学習指導事業】

概要

　技能訓練の参加者の子ども（小学校～高校生）で、希望した人に対する学習指導を実施

　受講生の意向を踏まえ、以下のような様々な方法により指導

・県内6箇所の教室での対面指導（１対2又は１対3）

・遠隔地の子どもについては、家庭教師の派遣やパソコン、ＦＡＸを活用した指導を実施

対象者、対象者数

　在宅就業支援事業の技能訓練参加者の子ども（小学生～高校生）

利用実績

　＜受講生＞

小学生：114人、中学生：59人、高校生：29人　　合計：202人

【地域教育支援事業】

概要

　学習指導事業の対象とならないひとり親の子ども（小学生～中学生）に対する学習指導を実施

・県内11箇所の拠点塾にて対面指導を実施

対象者、対象者数

　県内在住のひとり親家庭の子ども（小学生～中学生）

利用実績

　＜受講生＞

小学生：40人、中学生：72人　　合計：112人

【ポータルサイト開設事業】

概要

　ひとり親家庭等への情報発信の場をネット上に開設

　ひとり親家庭等応援事業等の情報を日々充実

対象者、対象者数

　県民全体

利用実績

　アクセス件数：月平均約2,900件

【ひとり親家庭等応援隊・交流事業】

概要

　全県民運動的な形で支援の輪を広げるため、知事を長とするひとり親家庭等を応援する会を結成

　地域交流会やフォーラムの開催、テレビ番組の制作等を行い、ひとり親家庭等への理解を深め、応援の動きを促進

対象者、対象者数

　県民全体

利用実績

　ひとり親を応援する会への入会者数（H23年度末時点）：個人76人、企業・団体17団体

　地域交流会を県内6箇所にて開催：参加者計167人（大人101人、子ども66人）

　「親子ハッピーフォーラム」を開催：参加者578人



044

事業名 　ひとり親家庭等在宅就業支援事業

総事業費 千円

事業実施期間

対象者 ひとり親、障がい者、高齢者（６０歳以上）

募集人数 120 人

訓練開始人数 132 人

訓練修了人数 87 人

事業受託者 　広告関連株式会社

１．新規の業務開拓

業務開拓の実施体制・方法

開拓した業務の内容

357,320

平成　２２　年　１１　月　～　平成　２４　年　　３　月

平成２５年４月１日時点

　　　　　　　　ひとり親家庭等の在宅就業支援事業（安心こども基金）実施報告（詳細版）

番号

（内訳　母子家庭　　　人、父子家庭　　　　人、寡婦　　　　人、高齢者　　　　人、障害者　　　人）

（内訳　母子家庭　90人、父子家庭　　　2人、寡婦　　　　人、高齢者　　13人、障害者　27人）

（内訳　母子家庭　58人、父子家庭　　　2人、寡婦　　　　人、高齢者　　10人、障害者　17人）

業務開拓に関しては、実際に現在行っている業務（入力業務、テープ起こし、デジタル採点、取材ライター業務、WEBサイト
制作等）の人材育成を強化するとともに、新規開拓を行う。

（１）入力業務
　　これまでの受注先を中心に、営業・情報交換を行いニーズを拾い業務開拓につなげる。

（２）テープ起こし
　　県内ですでに受注している官公庁や広告会社からの定期的な業務の受注を確保するとともに、県外へ流出している業務の
掘り起こしを行う。

（３）デジタル採点
　　業務受注依頼があるため、今後も受注体制を確保し、業務拡大していく。

（４）Web製作
　　高い技術力が必要となる業務である。「運用管理業務」の技術力を高めながら、さらにWeb製作を行えるようスキルアッ
プし業務開拓に取り組む。

　委託業者が会社に対しての運用システムやWEBページを作成し、そのサポートとしての入力業務や管理業務などの開拓を
行っていくことを中心に、県内のみならず、県外や海外に流れている仕事の集約を行っていくことを想定している。
　これまでの取引先のニーズ調査として、直接足を運び、情報収集することで、業務開拓を行う。

テープ起こし、入力作業、デジタル採点、WEBサイト制作



２．参加者の能力開発
訓練コースの概要（コースごとに記載）

コース１（基礎） 定員：120名

応募人数 うち訓練開始人数 うち訓練修了者

　母子家庭 267 　母子家庭 90 　母子家庭 80

　父子家庭 3 　父子家庭 2 　父子家庭 2

　寡婦 　寡婦 　寡婦

　障害者 93 　障害者 27 　障害者 25

　高齢者 99 　高齢者 13 　高齢者 11

※同一コースで募集時期を複数回で実施している場合は、募集時期（例えば、Ⅰ期・Ⅱ期など）ごとに記載してください。

（業務の内容）

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

募集期間　　平成22年11月　～　平成22年12月まで

訓練期間　　平成23年　1月　～　平成23年　6月まで（6か月間）

概ね　１週　１３時間

　　　月54時間

（訓練手当月額）

円

自宅でITを活用し、月額3～5万円の収入を継続して得るようにしたい

（１）入力業務
　　企業からの名刺入力やアンケート入力、顧客情報入力、調査業務の集計、データベースへの情報の入力に必要なパソコン操作を身につ
けるとともに、チームで受注することから、チームワーク、および継続力、自己管理能力を身につける。

（２）テープ起こし
　　会議や講演会などの議事録作成のためのテープ起こしから、議会のテープ起こしまで幅広い業務に対応していく人材育成が必要。語彙
力のアップや情報収集能力幅広い知識を身につける。

（３）デジタル採点
　模擬試験を画面上で採点していく業務。答えが画面に出ているため、教科ごとの知識は必要ないが、各会社にあわせた仕様書があり、そ
の仕様に沿った業務を遂行する能力を養う。

（４）取材ライター業務
　実際に飲食店、美容室等に出向き、写真撮影とヒアリングを行い、記事を作成する業務。県内、県外のWEBサービス会社、出版業者か
らの依頼が多い。写真撮影、取材、ライティング等の技術を身につける。

（５）WEBサイト制作
　現在、WEB制作会社は多くあるものの、管理は手間と時間がかかることから、敬遠される業務になっているのが現状。そのニーズをく
み取り、個人事業や中小企業のWEB部門としての管理業務を想定して、サイト製作及び管理のスキルを身に着ける。

基礎訓練は、業務を行う上でのパソコン基本操作、ビジネスマナー、メールの活用方法やコミュニケーションの方法、情報セキュリティな
ど基礎的な能力開発に加え、IT業務を遂行するために必要な、コミュニケーション、納税、お客さんとの契約事項、知識・技能の習得を行
います。
6ヶ月間で週1回の集合研修、週4日のe-ラーニングでの自宅訓練を実施します。小テストや到達度審査で訓練の習熟度を確認します。

すべての業務において、必要なスキルである、
・PC基礎
・メールの送受信
・データの圧縮解凍、添付
・大きなデータのやり取り
・メールでの質問や確認などの表現力
・インターネット基礎
・ワード、エクセル基礎
・ペイントなどの付属ソフトの基礎
・チームで仕事をするためのコミュニケーション力
・全体の足並みをそろえるための、自己判断力
・基礎の上に応用が乗る、ということを意識し、考え方を基礎に戻し、自分の足元を見てすすめる環境づくり
を学びます。

50,000



（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　2)訓練中・終了時の到達度審査

（訓練参加者の募集方法）

（訓練参加者への配慮）

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

・毎月25日

・支払い方法

・指定銀行口座へ振り込み

訓練手当支給実績

実支給者数 120 人

支給総額 円 × 680 人（延べ） ＝

　　・一般常識テスト
　　・キーボード操作技能テスト
　　・面接

e-ラーニングを中心とし、1つ1つの課題に対しての達成度は訓練中のメール応対で理解度、到達度は審査する。
毎月1回、課題提出と集合研修の際のヒアリングにて、到達度を審査する。

・ひとり親・障害者・高齢者各関係団体、ハローワーク、自治体、行政機関を通して周知。
・新聞記事、テレビ・ラジオCMやホームページでチラシ等で周知。

在宅就業になれるまで、顔が見えるトレーナーのもと、「仲間と一緒に学び、働く」ことができる体制を組む。また、
ひとり親、障害者、高齢者それぞれが「仲間」として「チーム」として仕事ができる環境を構築する。

50,000 34,000,000



コース１（応用）

（訓練プログラムの内容）

（訓練期間）

訓練期間　　平成23年　7月　～　平成24年　3月まで（９か月間）

概ね　週　7時間

　　　月28時間

（訓練手当月額）

円

（実施前の適正審査、訓練中・終了時の到達度審査）

　1)実施前の適正審査

　2)訓練中・終了時の到達度審査

（訓練参加者への配慮）

（訓練手当の支給方法）

・支払い時期

・毎月25日

・支払い方法

・指定銀行口座へ振り込み

訓練手当支給実績

実支給者数 118 人

支給総額 円 × 837 人（延べ） ＝

《1》入力・テープ起こし・デジタル採点コース
　入力・テープ起こし等に必要な知識を習得する。また、チームで受注するため、作業の進め方、チェック体制などの学習を行う。

《2》画像加工・取材ライターコース
　写真の撮影方法、画像加工の方法から、文章の書きかたや、取材時の基本まで、技術的な部分、コミュニケーションの能力が求められる
ため、その部分も含めての訓練を行う。
また、色彩感覚やバランス感覚なども必要なことから、芸術的側面を高めていき、「創造力」を高める講座を行う。

《3》WEB・ブログコース
　WEB制作の基本から、マーケティング、お客様への提案まで幅広い知識と、簡単なプログラム言語の認識を深めるための訓練を行い、
自主学習を行っていく方法を身に着ける「成長力」を高めるプログラム。

個別に面談を行い、本人の希望とこれまでの訓練状況やスキルなどを照らし合わせ、コースを決定。
応用訓練開始後１ヶ月は、コース変更を可能とし、それ以後は基本的にコース変更は行わない。

25,000

ｅ－ラーニングを中心とし１つ１つの課題に対しての達成度は、訓練中のメール応対で理解度、到達度は審査する。
課題提出と集合研修の際のヒアリングにて到達度を審査する。

在宅就業になれるまで、顔が見えるトレーナーのもと、「仲間と一緒に学び、働く」ことができる体制を組む。また、ひとり
親、障害者、高齢者それぞれが「仲間」として「チーム」として仕事ができる環境を構築する。

25,000 20,925,000



応用訓練終了後の参加者の状況

（万円）

基礎訓練からの継続人数 訓練修了者 うち在宅就業従事者 在宅就業による平均月収額

　母子家庭 80 　母子家庭 58 　母子家庭 55 　母子家庭

　父子家庭 2 　父子家庭 2 　父子家庭 2 　父子家庭

　寡婦 　寡婦 　寡婦 　寡婦

　障害者 25 　障害者 17 　障害者 16 　障害者

　高齢者 11 　高齢者 10 　高齢者 8 　高齢者

＊訓練修了の翌月から３月の平均

うち企業等に就職

正規 パート等 在宅での月平均就業時間

　母子家庭 2 　母子家庭 2

　父子家庭 　父子家庭

　寡婦 　寡婦

　障害者 　障害者 3

　高齢者 1 　高齢者 5

＊訓練修了の翌月から３月の平均

在宅就業による平均月収額の分布（訓練修了の翌月から３月の平均）

母子家庭 父子家庭

5,000円以下 53 5,000円以下 2

収入額 人数 収入額 人数

10,001円～15,000円 1 10,001円～15,000円

5,001円～10,000円 1 5,001円～10,000円

15,001円～20,000円 15,001円～20,000円

20,001円～25,000円 20,001円～25,000円

40,001円～45,000円

25,001円～30,000円 25,001円～30,000円

30,00１円～35,000円 30,00１円～35,000円

50,00１円以上 50,00１円以上

35,001円～40,000円 35,001円～40,000円

40,001円～45,000円

0.34

0.07

0.09

45,001円～50,000円 45,001円～50,000円



３．業務処理

受注、在宅就業者への分配、検収、納品、報酬支払い等の円滑な遂行を確保する仕組みの実施体制・方法

在宅就業者を支援する仕組み

４．付帯事業

※複数事業がある場合は各事業ごとに作成してください。

概要

対象者、対象者数

利用実績

セミナー参加者：１９３名

メール講座参加者：143名

対象者：ひとり親、障がい者、高齢者、離島在住者

対象者数：26離島１００人程度（全離島合計人口　約130,000人）

（１）在宅就業者全員に対して、業務発注の連絡を行う。その後、特定の人に業務が偏らないよう考慮し、納期や個々人のス
キルに応じて、業務担当者や配分を検討する。
（２）受注業務に関しては、個人情報のマスキングや分割など、業務の前処理をしたうえで配分する。
（３）業務を配分された在宅就業者は、毎日22時までには業務内容の報告を行うことを義務化する。
（４）在宅就業者の作業終了後にチェッカーが内容をチェックし、精査、納品業務を行う。
（５）業務の品質管理については、納期厳守、工程管理、機密保持、品質管理等の状況は発注者へのヒアリング等で確認し、
在宅就業者への情報フィードバックを行い、さらなる業務改善、スキルアップ対策を講じる。

　案件ごとに設定されたマネージャーや、在宅就業経験者のスタッフが中心となり、技術的助言、相談等を行う。
　また、障がい者や高齢者等の環境に関しても密にコミュニケーションをとり、各連携機関と協力しながら、個別に支援体制
を整えていく。

離島からの在宅就業勤務希望も多いことから、出張講座での在宅就業の周知。

その後、希望者を募り、2週間程度のメールを使った簡易講座を行い、在宅就業支援センターの在宅ワーカーとして登録し、
在宅就業の拡大を図る。



佐藤参考人提出資料 



■アンケート調査 

「福島県ひとり親家庭等支援事業総合アンケート調査」 
                                       （平成26年3月実施：ｎ＝640）結果より 
 

本事業に参加した「ひとり親家庭」の特徴、及び「在宅就業継続意向」要約 
 

※受託事業者である株式会社いわきテレワークセンターから情報提供 

平成２２年度から開始された福島県ひとり親家庭等在宅就業支援事業（ひとり親自立支援コンソーシア
ム主管会社・㈱いわきテレワークセンター）では平成２６年３月、全期間（平成２２年度から２５年度）受講
参加者約１１００人に対して本事業に参加した満足度や今後の行政等への要望などについてアンケート
調査を実施した。 

その結果、全体の９５％が本事業に参加して「有効で、意義のある事業」と回答しており、少なくとも福島
県での事業が受講生に満足いく内容であったことが明らかとなった。 
 

この調査の中で、注目すべきは、今後の行政に対する要望で、特に、本事業の継続についての期待が、
９６．４％あったこと。また、事業期間修了後も継続してひとり親サポートに関する「情報提供」を求めてい
ること（９３．６％）や「業務研修機会の提供」（９２．３％）を求めていることなどが上位の項目となり、継続
したコミュニケーションが必要であるとのニーズが明らかになった。 
 
さらに着目すべき特徴は、本事業を通じて「在宅での仕事が得られる」ことよりも、「ICTを活用した仕事の

機会を得るチャンスが得られたこと」や「在宅での柔軟な仕事の仕方を学習することで豊かなワークスタ
イルを得る可能性がある」ことを評価していることである。単に仕事が欲しいというだけではないのが予想
外の結果であった。 



■調査結果の要約 
 

①ひとり親家庭の７割は、本事業に参加してはじめて  
在宅就業への理解を深めた。 
 

②ひとり親家庭は会社勤めをしながら、仕事との両立の   

中で、新しい技術や自分自身のスキル向上を図るため  
に必死で勉強した。 
 

③ひとり親家庭の経済を支えるために複数の仕事をもっ
ているが、時間のやりくり、通勤・移動負担等軽減すること 
ができる在宅就業を有効な働き方と考えている。 
 

④在宅就業を実現して副業収入を得たいと期待している。 
 （１日２〜３時間程度、月収３〜５万円） 
 

⑤事業参加者全体の過半数が在宅就業を希望している。 
 

⑥会社勤務者（希望者）でも在宅就業を希望している。 
 

⑦在宅継続を継続できる機会を望み、積極的に参加する  
意向である 
 

⑧ひとり親家庭は広く都市部、山間部に分散して居住して  
いるため、ＷＥＢラーニングによる学習形態、及び在宅  
就業形態が有効である。 
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90.8% 

90.3% 

92.3% 

73.4% 

93.6% 

90.0% 

70.2% 

70.3% 

77.2% 

①福島県在宅就業支援事業の継続 

②インターネット接続費用等補助 

④PC等機器の補助 

⑤業務研修等の機会提供 

⑥職住隣接サテライトオフィス 

⑦継続的な情報提供 

⑨仕事や就職の相談ヘルプデスク 

⑭保育所・幼稚園等利用支援 

⑯小学生（学童保育等）整備・支援 

⑰全国ネットワークの組織化支援 

必要と思う行政支援 

上位評価（70％以上項目） 

※平成２２年度から２５年度までの福島県の事業では、受講者の訓練終了率は９６％以上、平成２３年度   

以降の修了生への仕事の発注金額は累計７０００万円を超え、今後も継続的な仕事の発注が続けられて
行く予定である。 


