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Ｕ・Ｉターン（定住・移住）希望者への支援に係る業務委託 
Ⅰ 共通 

 

１ 目的 

本市が設置する北九州市内と東京の常設窓口において、Ｕ・Ｉターン（定住・移住）希望

者を対象とした就職や移住に関する伴走型の支援を行うことで、社会動態プラスに向けた取組み

を実施する。 

   

２ 契約期間 

   令和３年７月１日～令和６年３月３１日 

 

３ 実施内容 

以下の各業務従事者は相互に連携し、本市へのＵ・Ｉターン希望者に寄り添った支援を実施

すること。なお、本市が設置する市内３カ所の就業支援施設や関係機関等と、密に連携した支

援を実施すること。 

業務名 概 要 

①移住相談等対応業務 
本市への移住希望者を対象に、関係窓口と連

携した相談対応や移住支援等を実施する。 

②Ｕ・Ｉターン職業紹介等実施業務 

本市へのＵ・Ｉターン就職希望者を対象に、伴

走型の就職支援や職業紹介等を実施する。 

また、全世代を対象に全国の経験豊富又は優

秀な人材を発掘し、市内企業への採用提案を

行うなど、丁寧なマッチングを実施する。 

※ 各委託業務の内容については、別途、各仕様を参照 

 

４ 実績報告 

（１）月次報告（毎月１回） 

（２）年度報告（年度末） 

 

５ 留意事項 

（１）契約締結後は、決められた期日までに実施計画書を作成し、市に提出すること。また、受

託期間の開始日より業務を実施できるよう、十分な準備を行なうこと。 

（２）業務の実施にあたっては、市の指示に従うこと。 

（３）業務の実施にあたっては、登録者情報等個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に管理し、取り扱うこと。 

（４）市をはじめ国や県等が実施する施策・事業を十分把握し、本市へのＵ・Ｉターン（定住・

移住）増加に向けた、効果的な支援に努めること。 

（５）地元企業情報の収集、提供を積極的に行うこと。また、市の生活情報を収集し、相談内

容に応じた情報提供を行うこと。 

（６）受託期間終了後、市を含む他の企業・団体が引き続き職業紹介を行う場合は、求人・求

職情報の引き継ぎができるように事前に企業や利用者の同意を得るなど、市の円滑な事業継

続に配慮・協力すること。  
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Ⅱ  移住相談等対応業務 
 

１ 目的 

首都圏及び北九州市に移住相談員を配置し、移住希望者の相談応対、職業紹介、企業の

ニーズ掘り起こし等を北九州市の関係部局や北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス、Ｕ・Ｉターン求

人支援員、移住コーディネーター等と連携しながら実施することで、本市への移住を促進すること

を目的とする。 

 

２ オンライン移住相談窓口サイトの作成・システムの構築、運営 

   ＷＥＢに係る移住相談に対応するため、オンライン上で移住相談窓口サイトを作成すること。

チャット等で移住相談者と相談員が、より気軽にやり取りできるシステムを構築、運営すること。 

 

３ 移住相談員の配置 

 ➢【首都圏】 

（１）場所 

 「北九州市 東京事務所」内 

（東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館６階）  

（２）勤務時間 

月曜日～土曜日 ９：００～１７：４５（祝日・年末年始は除く） 

※必ず事務所内に最低１人は常駐すること 

※日曜日・祝日にイベント開催や参加の場合あり 

 ➢【北九州市】 

（１）場所 

    「北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス（以下、「オフィス」という）」 

    （小倉北区浅野３－８－１ AIM ビル２階） 

（２）勤務時間 

    月曜～土曜日 １０：００～１８：００（祝日・年末年始は除く） 

    ※リモートワークを可能としながら、対面の相談など必要のある場合は、オフィスに出勤する 

    ※日曜日・祝日にイベント開催や参加の場合あり 

 ➢【首都圏・北九州市共通】 

（３）人員の選定基準 

①移住希望者の相談応対、職業紹介、企業のニーズ掘り起こし等を行う担当者を移住相談

員として配置すること。 

②首都圏移住相談員は職業紹介を行う資格を有する者を配置すること。 

③北九州市の第一印象となる点を考慮し、人選方針を明確にすること。 

④オフィスの専任コンサルタント及びＵ・Ｉターン求人支援員などと密に連携をとること。 

⑤市役所をはじめ関係機関に関する情報を収集するなど、相談対応に必要な知識を習得し

ておくこと。 

（４）備品 

市が貸与する備品を使用することを基本とし、追加についての費用は、受託事業者の負担とす

る。 

（５）経費負担 

委託業務の実施にあたり、受託事業者は下記項目を負担する。 

   ①人件費（移住相談員） 

   ②通勤・企業訪問時等の交通費 

   ③事業実施に係る必要な携帯電話代、消耗品購入費、WEB カメラ等（オフィス分含む） 
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４ 業務内容 
事業目的の達成のため、次に掲げる業務を委託する。 

 ➢【首都圏・北九州市共通】 
（１）相談業務（面談、電話、E メール、オンライン等によるもの） 

①就業 
・北九州で働こう！Ｕ・Ｉターン応援プロジェクトへの登録を案内し、オフィスの専任コンサルタ
ント等と連携をとりながら職業紹介を行う。 

・北九州しごとまるごと情報局やハローワークオンライン求人情報提供端末を用いて職業紹介
を行う。 

②企業対応 
・首都圏企業や地元企業からの来所、電話等による問い合わせ等の応対を行い、必要に応
じて関係部局やＵ・Ｉターン求人支援員等につなぐ。 

③移住支援制度 
・各相談者に移住支援制度（お試し居住、すまいるクラブ、わくわく移住支援金 等）を案
内する。 

   ④オンライン相談 
・オフィスにおいて予約を受け付けたうえで、オンラインで移住・就職に関する相談に対応する。 
・オンライン相談に必要な機器類は、オフィスの運営と共通のものを使用し、その他必要なソフ
トウェア等は受託事業者において準備する。 

⑤その他 
・住居、子育て、医療、余暇活動等、多岐に渡ることが想定されるため、関係部局等と連携
をとりながら、問い合わせに応じた情報・資料等の提供を行う。 

・移住相談者等へアンケート調査などを実施するとともに、移住に係るニーズや課題を分析し、
結果を報告する。 

（２）個別相談会等業務 
・首都圏等で開催する個別相談会にてブースを担当し、相談者の応対を行う。 

（３）企業ニーズの掘り起こし 
・北九州市に本店や支店がある等、北九州市にゆかりのある企業を訪問し、北九州市への
人材送り出しニーズの掘り起こしを、Ｕ・Ｉターン求人支援員等と連携をとりながら行う。 

 ➢【首都圏】 
（４）新規相談者の獲得 

・移住等に係るイベントの出展、自主開催を行う。 
・JOIN（移住・交流推進機構）、ふるさと回帰支援センター等と連携をとりつつ、相互の情報 

発信やイベントの共催などを実施する。 
 ➢【北九州市】 
（５）オンライン移住相談窓口の受付業務 

・オンライン相談は、オフィスにおいて受け付け、相談内容に応じて、適した相談員に振り分ける
こと。 

（６）本市の魅力発信業務 
・安価でバラエティに富んだ食や充実した子育て環境をはじめとする本市の住みやすさや、U・I タ
ーン登録企業で働く魅力などを、SNS 等の媒体を活用し、定期的（週３回程度）に発信
する。 

 

５ 数値目標 

指 標 
目 標 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

新規登録者数 １１０名 １５０名 １５０名 

市内への移住決定者数 ２５名 ４５名 ５０名 

移住等に係るイベントの自主開催 ３回 ５回 ５回 
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Ⅲ Ｕ・Ｉターン職業紹介等実施業務 
 

１ 目的 

本市へのＵ･Ｉターン希望者を対象に、就職の支援を行う「北九州で働こう！Ｕ･Ｉターン応

援プロジェクト」（以下、「本事業」という。）において、民間のノウハウと実績を生かした職業紹介

等を行うことで、学生の地元就職の促進やＵ･Ｉターン就職者の増加を図るとともに、市内企業

の人材確保を支援する。 

また、経験豊富な中高年齢者や優秀な若年層など、就労ニーズが多様な求職者については、

経験や能力に応じた求人開拓や企業への採用提案を行うなど、さらに丁寧にマッチングを支援す

る（セカンドキャリア支援）。 

 

２ 施設概要 

項 目 概 要 

所 在 地 
小倉北区浅野３－８－１ ＡＩＭビル２階 

北九州市Ｕ・Ｉターン応援オフィス（以下、「オフィス」という。） 

開所日時 
月曜日～土曜日（祝・休日、年末年始を除く） 

１０時００分～１８時００分 

人員体制 

業務に必要な人員を配置し、開所時間は１名以上、常駐すること。 

※専任コンサルタント、Ｕ・Ｉターン求人支援員は必須 

なお、Ｕ・Ｉターン求人支援員は原則月曜日～金曜日勤務（祝・休

日、年末年始を除く）とする。 

（参考：令和元年度・令和２年度の配置状況） 
 ・専任コンサルタント３名、移住・就職相談員１名、シニア求人支援員１名 

 

３ Ｕ・Ｉターン応援プロジェクトに関する業務内容 

目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を委託する。 

（１）受付・事務関連業務 

①来所者等への対応 

・来所者（学生・家族、親族含む）に対し、本事業の案内や利用登録促進を行うとともに、

市内企業の情報提供等を行う。 

・市内企業の採用担当等に対し、本事業の案内を行うとともに、企業情報や求人情報の登

録促進等を行う。また、新卒者採用情報を学生と保護者向けに提供するサービスについても

案内し、求人情報の提供をお願いする。 

②報告資料の作成 

・来所者数や新規登録者数、就職決定者数などに関する日報・月報等を作成する。 

・その他、目的の達成に必要な事務を実施する。 

 

（２）相談対応業務 

①就職・移住相談 

・本事業に登録した求職者に対して、希望や適性、移住に関する段階に配慮し、遠方から転

職活動を行うための、細やかな指導・助言を行うとともに、市内企業に関する情報提供を行う。 

・本市の雇用動向や関係機関の支援施策等に関する情報を提供する。 

・移住に関する相談についても、ワンストップで相談対応を行うとともに、適切に必要な窓口につ

なぐ。 
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・対面に加えて、メールや電話、WEB 会議システム等のツールを活用し、遠方の方が相談しや

すい環境を整える。 

②求人、採用等に係る相談 

・Ｕ･Ｉターン登録企業（以下「登録企業」という。）が希望する人材を確保できるよう、一般

求職者向け求人や採用に関する相談に応じること。 

・必要に応じて、求人募集の内容や登録者の状況に関する、助言・情報提供を行うこと。 

③オンライン面談 

・求職者との面談、市内企業との打ち合わせなどをオンラインで実施できるよう環境を整えること。

（複数名で同時接続でき、時間無制限で利用できるシステムを準備すること） 

 

（３）職業紹介に関する業務 

①民間の有料職業紹介権を用いて、適切に求人や求職者の受付、職業紹介を行うこと。なお、

利用料は本委託経費に含まれることから、求人・求職者の利用料は無料とする。 

②面接の取次ぎは、市が提供するシステムを使用する。 

③登録者及び、登録企業双方が面接を希望した場合は、面接日時・場所の調整を行う。 

④様々な業種の新規登録企業の開拓を実施し、求人情報の登録依頼を行う。なお、ハローワ

ーク求人とは異なる、本事業独自求人の獲得に努めること。 

⑤登録者が希望する業種や職種の求人を積極的に開拓する。 

⑥新卒者採用情報については、適宜、登録企業に情報の登録を依頼する。 

⑦特に、経験豊富又は優秀な登録者については、市内企業の経営課題や登録者のスキル等を

踏まえて、人材ニーズの発掘や個々の人材採用を提案するなど、丁寧なマッチングを図る。 

 

（４）広報に関する業務 

①ＳＮＳを活用した広報 

・ｆａｃｅｂｏｏｋやＬＩＮＥ等で、適宜、本事業の目的達成に資する記事を配信する

など、ＳＮＳを活用した効果的な広報を行う。なお、文案については、事前に市の了承を得

ること。 

②メールの配信 

・登録者に対して、適宜、本事業の目的達成に資する記事を配信する。なお、文案については、

事前に市の了承を得ること。 

③その他 

・オフィス来所者や登録者に対して、様々な機会を用いて情報提供を行う。 

・システムからの自動送信メール等の不着分について、電話連絡等によりメールアドレスの確認

等の調査を行い、再送付する等適宜対応する。 

・個別相談会用チラシの作成・配布する他、自社ホームページ等、様々な媒体を活用し、事

業の広報に努める。 

・帰省時期のＵ･Ｉターン相談会や個別相談会等のイベント開催については、特に広報に努

める。 

《記事の例》 

＞県内で開催される就職関連イベントや、他都市で開催されるＵ・Ｉターン、移住・定住

フェア等のイベント情報に関するもの。 

＞市内の生活情報や観光情報等に関するもの。 

＞その他、本市のＰＲに資する情報に関するもの。 
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（５）情報管理に関する業務 

①市が提供する、市公式就職支援サイト「しごまる。」の管理画面を用いて、企業・求人情報及

び求職者情報の審査・受理・管理を行う。 

②Ｕ･Ｉターンのホームページに関する、企業からの問い合わせに対応する。 

③登録者から登録取消の連絡があった際は、理由等を聞いた上で、手続きする。 

④なお、システムの運営保守は、市が別途事業者に委託し、操作マニュアルは市が提供する。 

 

（６）特別相談会等に関する業務 

①帰省時期の相談会に関する業務 

・お盆やお正月などの帰省時期に、市が準備する場所に専任コンサルタント等を配置し、Ｕ・

Ｉターン就職に関する相談に応じること。なお、開催日程については、別途、市が定める。 

・相談会において、企業ＰＲボードを設置するなど、登録企業との調整がある場合は、必要な

事務を行う。 

・相談会について、事前にメール等で登録者への周知を十分に行うとともに、市が別途作成す

るチラシの配布や、ＳＮＳ等を活用した広報を実施する。 

・相談会開催に当たっては、会場設営や配布物のセットなど、市と協力して準備を行う。 

 

②出張個別相談会に関する業務 

・東京・大阪・福岡などの他都市またはオンラインで、専任コンサルタント等による個別相談会を

開催する。なお、実施回数や日時については、市と協議の上、決定すること。 

・相談会開催に当たっては、受託事業者において、会場を確保し、相談業務に必要な環境を

整えること（パソコン、プリンタ、通信環境など）。 

・相談会のチラシについては、受託事業者において作成し、事前にメール等で登録者に対して、

十分な周知を行うとともに、ＳＮＳ等を活用した広報など、新規登録者獲得に向けて、幅広

い広報を実施する。 

 

③転職フェア等への出展に関する業務 

・市が出展を決定した、転職フェアや移住に関するイベントなどに、専任コンサルタント等を配置

し、新規登録者の獲得に努めるとともに、Ｕ・Ｉターン就職に関する相談に応じる。なお、オン

ラインで開催される場合も、準じて対応すること。 

・出展やブースの装飾に必要な経費や備品は市が準備することとし、専任コンサルタント等の出

張に要する経費は、受託事業者の負担とする。 

 

４ セカンドキャリア支援に関する業務内容 

（１）オフィスにＵ・Ｉターン求人支援員を配置し、市内企業を訪問するなどによって、経験豊富

又は優秀な登録者のスキル等を踏まえた、人材ニーズの発掘や個々の人材採用を提案する

など、丁寧なマッチングを図る。 

（２）首都圏を中心に、全国の経験豊富又は優秀な、北九州への U・I ターンを希望する人材を

発掘し、新規登録者の増加を図る。 

（３）業務の実施に当たっては、オフィスの専任コンサルタント等と密に連携しつつ、必要に応じて、

市役所内関係部署や関係機関と連携して支援すること。特に、首都圏で企業を訪問する際

には、北九州市東京事務所と連携し、事業をＰＲすること。 
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５ 数値目標 

指 標 
目 標 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

Ｕ・Ｉターン就職決定者数※１ １８０名 ２４０名 ２４０名 

 
うち採用提案等による就職

決定者数※２ 
５０名 ８０名 ９０名 

新規登録者数 ５４０名 ７２０名 ７２０名 

新規登録求人数 ３７５件 ５００件 ５００件 

セカンドキャリア転職希望者と市

内企業が求める人材との仲介

件数 

１５０件 ２００件 ２００件 

※１：登録者のうち、本事業の就業支援サービスを利用しながら、最終的に自力で北九州 

市内企業への正社員での就職が決まった者や、新卒者採用も含む。 

※２：専任コンサルタントやＵ・Ｉターン人材支援員による、人材ニーズの発掘や採用提案等、

更なる伴走支援の結果、Ｕ･Ｉターン就職が決まった者。 

 

６ その他 

業務を実施するにあたり、必要な項目は次のとおりとする。 

（１）備品の使用、管理 

本業務の実施にあたっては、原則、市が貸与する備品を使用し、その他必要な備品については

受託事業者の責任において用意すること。ただし、Ｕ・Ｉターン求人支援員のパソコン、通信関係

機器、プリンタや、個別相談会や民間転職フェアなどで使用する、タブレット端末やモバイル Wi-Fi

ルーター等については、受託事業者の負担において準備するものとする。 

 

（２）情報機器の設置 

事業の実施にあたり、市が貸与する情報機器を使用する。インターネット回線及び電話回線

（フリーダイヤル）の敷設は市が行なうが、回線の使用料は受託事業者の負担とし、その他情

報通信に必要な経費は受託事業者の負担とする。 

 

（３）経費負担 

委託業務の実施にあたり、受託事業者は下記項目を負担する。 

①人件費 

②企業訪問時の交通費 

③事業実施に係る必要な印刷代、回線使用料、情報通信費、消耗品購入費等 

 

 


