
 １　誘致企業の人材確保関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

宮城県仙台市 宮城労働局ハローワーク仙台

仙台市が実施している企業誘致事業を促進するため、進出企業
が必要とする労働市場情報（求職者の動向など）等を、ハロー
ワーク仙台から企業に提供。
企業立地後においても、企業説明会をハローワークが開催し、
人材確保支援を行うなど、誘致企業に対する人材確保支援を、
市・ハローワークが協力して実施。

宮城県名取市
宮城県

宮城労働局ハローワーク仙台
自治体と誘致段階から情報共有を図り、誘致後に企業説明会・
個別相談会を実施することで、企業の円滑な人材確保を支援。

奈良県 奈良労働局

①　立地検討企業への説明材料の提供
　奈良県内での立地を検討している企業に対し、奈良県が説明
するための資料として、奈良労働局から、近隣市町村における
求職者の動向等に係るデータを提供。

②　統計データの提供
　他府県の職種別有効求人倍率等の統計データ、県内大学の
就職内定率データ等、労働局が有する雇用等に関する各種デー
タについて、奈良県の求めに応じて奈良労働局から提供。奈良
県は、効果的な政策立案のための分析に活用。

島根県、松江市 島根労働局ハローワーク松江

松江市への進出を検討している企業の現地視察の際に、ハロー
ワークにも立ち寄っていただき、人材確保に向けた意見交換を
実施。
ハローワークでは、登録求職者とのマッチング、会社説明会の周
知・案内など、全面的にバックアップ。

岡山県総社市 岡山労働局ハローワーク総社

総社市において、誘致企業等にヒアリングを実施した結果、特に
「食品製造業」において、雇用が大きく見込まれた。そのため、当
該業種を主にしたパート面接会を、市・ハローワーク共催で実
施。

徳島県
三好市

東みよし町
徳島労働局ハローワーク三好

三好市及び東みよし町では、データセンター・Web政策を中心と
した業種をターゲットとした「サテライトオフィス」や「コールセン
ター」を新たに開設するために、積極的な企業誘致活動に取り組
んでいるが、人材確保の観点で、ハローワークと連携した取組を
実施。

愛媛県新居浜市 愛媛労働局ハローワーク新居浜

新居浜市の誘致企業情報について、市とハローワークの間で常
時共有し、新規開設前の早い段階で、誘致企業を交えた三者に
よる雇用確保のための協議の場を設置。
また、ハローワークでは、誘致企業に対する、雇用動向等の情
報提供、求人条件設定に係る助言、求人票の作成支援等を実
施。

高知県、四万十市 高知労働局ハローワーク四万十
高知県及び四万十市が誘致し、事業を開始することとなったコン
タクトセンターの人材を確保するため、県・市・労働局が共同で企
業説明会、面接会を実施。

熊本県熊本市 熊本労働局ハローワーク熊本
熊本市への進出を考えている企業に対して、ハローワークから
雇用失業情勢等の情報提供や求職者の志向性について情報提
供することにより、進出意欲のインセンティブを与える。



 ２　人手不足分野の人材確保関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

札幌市
北海道労働局

ハローワーク札幌

待機児童解消に向け、保育士希望者の学生や潜在保育士などを対象に、市
内の保育施設への就職意識を喚起し、待機児童解消に必要となる保育士の
確保を図る（セミナー等の実施）

岩手県 岩手労働局ハローワーク盛岡
建設業への女性の進出促進のため、高校女子生徒を対象とした建設業の仕
事見学会を開催。

宮城県、石巻市、東松
島市、女川町

宮城労働局ハローワーク石巻
水産加工業のマイナスイメージの解消と事業主に対する雇用管理改善意識
の醸成を図るため、「水産加工業人材確保プロジェクト」を実施。

埼玉県、さいたま市 埼玉労働局
「保育士マッチング強化プロジェクト」の一環として、県・市と共同で「保育士合
同就職面接会」を実施。埼玉県を通じた様々な手法（※）で周知を実施。
※　主要駅構内へのポスター掲示、民間人材ビジネスのＨＰへの掲載等

埼玉県、さいたま市 埼玉労働局
保育士合同就職面接会を実施するにあたって、県の持つ情報と国の持つ情
報を使い、効果的な周知を実施。

千葉県市川市 千葉労働局ハローワーク市川
労働局から、ちば保育士・保育所支援センター、千葉県福祉人材センターへ
協力を依頼し、潜在有資格者を掘り起こすため再就職の相談会を行い、併せ
て就職面接会を実施。

千葉県船橋市 千葉労働局ハローワーク船橋
市内私立保育所の人材確保のため、市と共同として船橋市保育士就職支援
研修会・合同就職説明会を周知広報及び開催。

東京都世田谷区 東京労働局ハローワーク渋谷

世田谷区とハローワーク渋谷で雇用問題に関する連絡会議を開催し、協力体
制を確立して日常的な連携事業や情報交換を実施。
また、潜在保育士を対象とした「保育士セカンドチャレンジ研修」や「せたがや
福祉のおしごと合同就職面接会（年間5回開催）」などの研修や面接会等を共
同で開催。

神奈川県 神奈川労働局・ハローワーク
人材確保が課題となっている林業分野を対象に、就職面接会及び就業相談
会を開催。

神奈川県横浜市 神奈川労働局ハローワーク横浜 雇用対策協定の連携基盤を軸に、保育士就職面接会を開催。

新潟県
新潟労働局

県内全ハローワーク

新潟県が看護職員再就業支援強化事業を新潟県看護協会に委託。労働局・
ハローワークは事業委託を受けた看護協会と連携し、ナースセンターの専門
相談員による予約制の個別相談会（※）を県内全ハローワークで開催。
※病院等の情報提供、講習会の案内、資格取得に向けた相談等

新潟市 新潟労働局ハローワーク新潟
介護の仕事「未経験者」や「潜在有資格者」を対象に見学会を実施し、職業意
識啓発や職業理解を深めることで、新たな介護の担い手を図る。

富山県富山市 富山労働局ハローワーク富山

「介護職場の就職説明・面接会」を開催し、介護事業者が、自社の企業概要
の説明、個別面談を実施するとともに、ハローワークは、介護分野の職業相
談・資格相談を実施。
開催案内については、介護施設の情報を持つ市が行うことで、効果的な周知
を実施。

静岡県熱海市 静岡労働局ハローワーク三島
人手不足が深刻化している宿泊業を対象に、求人情報誌の作成や雇用管理
改善に係る説明会などを実施し、関係団体の連携強化を図る。

愛知県名古屋市 愛知労働局
第一弾として、名古屋市から提供があった保育士が不足している保育所リスト
を基に、管轄ハローワークが各保育所に訪問等を行い、充足支援を実施。
第二弾として、充足に至らない保育所に対し、面接会を実施。

愛知県名古屋市 愛知労働局ハローワーク名古屋中
名古屋市の「なごやナースキャリアサポートセンター」が看護学校で実施して
いる「潜在看護力活用講習会」にハローワークの職員が出張し、医療現場へ
の再就職に向けた職業相談を実施。

愛知県名古屋市 愛知労働局ハローワーク名古屋中
名古屋市の「保育士再チャレンジ講習会」にハローワークの職員が出張し、就
職ガイダンスを実施。また、その受講者を対象とした個別就職相談会も実施。

三重県松阪市 三重労働局ハローワーク松阪
市の持つ病院とのつながりとハローワーク持つ潜在有資格者の情報を補完し
合い、復職への不安を軽減する研修会を実施。

寝屋川市 大阪労働局ハローワーク枚方 保育士を目指す方を応援するセミナーを共同開催。



 ２　人手不足分野の人材確保関係

岡山県岡山市
岡山労働局ハローワーク岡山

ハローワーク西大寺
おかやまマザーズハローワーク

岡山市の保育士・保育所支援センターとハローワークが連携し、潜在有資格
者の再就職促進を図るため、ハローワークからの求人情報の提供、巡回相
談、就職面接会の共同開催等を実施。

岡山県岡山市
岡山労働局ハローワーク岡山

ハローワーク西大寺
人材不足の建設分野について岡山市と連携し、就職面接会を共同開催。

広島県
福山市

広島労働局福山・府中・三原・尾道
ハローワーク

人材不足産業の人材確保のため、職業訓練生を対象にした合同面接会を開
催。

福岡県 福岡労働局ハローワーク福岡中央
福岡県ナースセンターと国が共同で看護力再開発講習会を実施。
労働局は最近の看護師に関係する雇用状況や再就職の心構え等を講義し、
福岡県ナースセンターは、最近の医療内容と看護業務、看護技術等を講義。



 ３　障害者の就職促進関係
（面接会等）

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

岩手県
陸前高田市

岩手労働局ハローワーク大船渡
地域の復興が進められている中、岩手県（沿岸広域振興局）と岩手労働局（ハロー
ワーク大船渡）との雇用対策協定に基づく取組に、地域まちづくりの主体となる陸前高
田市を加えた「障がい者の雇用・就労拡大連携プロジェクト」と実施。

茨城県 茨城労働局

茨城県と労働局が連携し「障害者雇用促進すっぺＰＲキャンペーン」として、障害者雇
用率未達成企業を訪問し、障害者雇用の周知・啓発を実施。平成26年2月から3月ま
での間、109社を訪問し障害者雇用の現状や企業の責務、障害者雇用に対する支援
策等の周知を実施。

群馬県 群馬労働局

事業主及び人事担当者等を対象に「障害者雇用促進トップセミナー」（共同事業）を開
催。
県の事業の優良事業所等知事表彰と併せて実施し、企業の障害者雇用に対するモ
チベーションを向上。

高崎市 群馬労働局ハローワーク高崎
障害者相談支援事業所にハローワーク及び市職員が巡回相談を定期的に実施し、ワ
ンストップ相談窓口を臨時開設。

千葉県、千葉市
千葉労働局ハローワーク千葉

ハローワーク千葉南
千葉県、千葉市、ハローワーク千葉、ハローワーク千葉南が連携して、「障害者雇用
促進就職面接会」を共同開催。

千葉県銚子市 千葉労働局ハローワーク銚子 「障害者就職面接会」を銚子市とハローワークが共同開催。

千葉県野田市 千葉労働局ハローワーク野田

地域の企業の人材確保と、障がい者・高年齢者等の雇用促進のため、企業セミナー、
福祉の仕事合同面接会を協力・共同で実施。

障がい者・高年齢者・ひとり親家庭の雇用促進のために、国と市の支援措置をまとめ
たパンフレットを作成し、市の無料職業紹介所が求人開拓で企業を訪問する際に、配
布・周知する等を実施。

神奈川県川崎市
神奈川労働局ハローワーク川崎

ハローワーク川崎北

障害者雇用を考えているが、あと一歩が踏み出せない法定雇用率未達成企業に対
し、セミナー（※）を実施。
※市による「川崎市における就労支援制度」、ハローワークによる「各種助成金」
市の就労支援機関やハローワークによるブース別個別相談も実施。

神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市 神奈川労働局ハローワーク藤沢

自治体職員とハローワークの職員が共同で企業訪問を行い、障害者の啓発指導を実
施。自治体の職員、ハローワークの幹部職員とともに、障害者雇用を推進することが
期待される企業の人事担当者と一緒に、障害者雇用について先進的な企業等を見
学。

静岡県浜松市 静岡労働局ハローワーク浜松
ハローワークが行う障害者の雇用管理指導時に、市の行う障害者雇用支援事業を案
内するなど、国の雇用管理指導と市の障害者雇用支援事業を連携して実施。

静岡県掛川市 静岡労働局ハローワーク掛川 障害者に特化した「障がい者雇用の推進に関する協定」を締結。

愛知県 愛知労働局ハローワーク半田
障害者の中でも雇用が進みにくい精神障害者の雇用促進を主に愛知県と共催して障
害者面接会を実施。

愛知県稲沢市 愛知労働局ハローワーク一宮

地域企業の障害者雇用促進のため、稲沢市との協議により、毎年９月「障害者雇用
促進キャンペーン」事業を実施。
ハローワーク・市・地域経済団体・地域障害者団体の幹部が連携し、対象企業を集中
的に訪問。障害者雇用促進指導、雇用にかかる各種助成制度の周知等を実施。

三重県鈴鹿市 三重労働局ハローワーク鈴鹿
障害者が人や社会とつながる「就労マルシェ（市場）」として、市、ハローワーク、福祉
作業所、企業等が参加し、一般就労相談、福祉就労相談、起業した障害者や特例子
会社等の講演、物販・展示・飲食コーナー設置を実施。

三重県松阪市 三重労働局ハローワーク松阪
「市長と所長」が合同で企業訪問。松阪市長とハローワーク所長の企業訪問をはじめ
として、副市長や各部部長等とハローワーク職員による企業訪問を、今年度8回16事
業所において実施。

大阪府 大阪労働局
障害者向けのセミナー、雇用管理に関する企業向けセミナー、面接会を合同して実
施。

大阪府 大阪労働局
府内の就労移行支援事業所の課題や就労支援策・ノウハウ等を共有するため、「職
業リハビリテーション推進フォーラム」を共同開催。



 ３　障害者の就職促進関係
（面接会等）

奈良県
奈良労働局

ハローワーク奈良

障害者の就労に積極的に取り組む企業を登録する「障害者はたらく応援団なら」を設
立し、共同運営。奈良県雇用対策協定に基づく取組の一つであり、職場実習・職場見
学の積極的な受け入れ、障害者雇用に関する相談への助言、障害者雇用に関する
施策の提言等を実施。

島根県大田市 島根労働局ハローワーク石見大田
市、障害者職業・生活支援センター及びハローワークが中心となる「障害者就労支援
部会」を設置（管内関係機関１６団体で構成）し、情報交換、職場実習及び就労支援を
実施。

岡山県新見市 岡山労働局ハローワーク新見
市とハローワークの協力体制を強化し、地域レベルの障害者就職面接会を複数開
催。

長崎県、長崎市、佐世保
市、島原市、諫早市、雲仙

市、南島原市
長崎労働局・ハローワーク

県内自治体と労働局・ハローワークが共同で障害者及び企業等が一同に会するいわ
ゆる「集団見合い」方式で個人面談方式による、面接会を県内各地で実施。



 ４　生活保護受給者等の就労支援関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

北海道札幌市
北海道労働局ハローワーク札

幌
市とハローワークが連携し、基礎能力の形成支援から就職活動に向けたスキ
ル向上まで、一体的に支援するセミナーを実施。

弘前市
青森労働局

ハローワーク弘前
ケースワーカー等に対する研修会の開催や、支援上の好事例をまとまめた広
報誌を作成し、情報共有を図る。

岩手県、奥州市
岩手労働局

ハローワーク水沢

生活や就労に関する相談を包括的にコーディネートするため、求職者の生活
相談型職業相談・紹介、生活困窮者への自立相談・就労促進の支援事業をワ
ンストップで実施。

栃木県宇都宮市
栃木労働局ハローワーク宇都

宮

児童扶養手当現況届受理期間に、宇都宮市の子ども家庭課現況届提出窓口
の隣にハローワーク宇都宮の臨時相談窓口を設置し、ひとり親の方への職業
相談等を実施。

福井県越前市 福井労働局 県と連携し、生活保護受給者の就職促進のため事業所見学会を実施。

福井県越前市、鯖江市 福井労働局
生活保護受給者が、基本的なＰＣ操作のスキルを身につけられるよう、受給者
の方向けのパソコン入門講座を県と協力して開設。
公共施設所有のＰＣを貸与し、ＰＣが継続的に使用できる環境を整備。

愛知県春日井市 愛知労働局ハローワーク春日井
生活保護支援対象者に対して、市の就労支援員が、ハローワークに誘導。
また、ハローワークに来所する生活保護受給者の中で就労意欲の高い方につ
いて、市の就労支援員に情報提供。

三重県
三重労働局
ハローワーク

国と福祉事務所の就労支援員が合同研修（グループワーク、意見交換会）を
実施。

滋賀県長浜市 滋賀労働局ハローワーク長浜
児童扶養手当受給者が現況届を提出する際、自治体から就労可能な方を選
択し、ハローワークへ予約相談として繋げる。

奈良県 奈良労働局
児童扶養手当受給者の方への支援を強化するため、県の自立支援プログラ
ム策定員が各ハローワークへ出向き、ワンストップサービスを実施。

山口県宇部市 山口労働局ハローワーク宇部
市が開催するケース会議へハローワークの就労支援ナビゲータが出席。
両者の連携を強化するとともに、支援対象者の情報を共有。

徳島県 徳島労働局ハローワーク徳島
ハローワークの職業相談員が定期的に役場へ巡回相談を実施し、県・町担当
者と連携して就労支援対象者を職業相談へ誘導。

沖縄県
各自治体福祉事務所

沖縄労働局
ハローワーク

沖縄県、地方自治体福祉事務所、沖縄県母子寡婦福祉連合会、ハローワー
クが、合同で研修及び事例発表会を実施。



 ５　就職面接会・地元企業見学会・求人要請
関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

宮城県亘理郡山元町
宮城県

宮城労働局ハローワーク仙台
亘理郡及び福島県相馬地域等における復興を促進するため、「出張ハローワークin山
元」を開催

秋田県 秋田労働局
県の雇用対策部局との連携により、県内の労働力確保に向けて新規学卒者の県内就
職促進事業、及びＡターン就職（県外等から秋田に入職・入居）促進事業を実施。

川口市 埼玉労働局ハローワーク川口
地元企業の人材確保のため、学生・生徒等を対象に「しごと発見！川口の地元企業見
学会」を実施。

千葉県館山市 千葉労働局ハローワーク館山
地元で就職したい離職者と地元企業との積極的な出会いを創出する「ジョブサポートた
てやま」を市と共同で開催。
企業は事業内容や求める人材等を説明し、その後、求職者との個人面談を実施。

千葉県柏市 千葉労働局ハローワーク松戸
柏市及び近隣在住の求職者と人材確保のため、ハローワーク松戸に求人申込みをし
ている地元企業を中心に、「柏市企業合同就職面接会」を市と共同開催。

神奈川県 神奈川労働局
障害者や若年者の雇用促進のため、県知事と労働局長が共同で経済団体を訪問し、
雇用機会の維持・確保等について要請を実施。

神奈川県横浜市 神奈川労働局ハローワーク横浜 雇用対策協定で構築された連携基盤を軸に、合同面接会を共同開催。

神奈川県横須賀市
神奈川労働局ハローワーク横須

賀、ハローワーク横浜南
地域の中小企業の人材確保のため、求人事業所の見学バスツアーを共同実施。求人
票だけでは見えてこない横須賀市内企業の魅力を求職者に提供。

富山県砺波市、南砺市、小矢
部市

富山労働局ハローワーク砺波
　求人者と求職者間の職種、雇用形態、能力等のミスマッチによる未充足求人に対す
る充足対策の一環として「地域ふれあい説明会＆面接会」を開催。

静岡県
静岡労働局
ハローワーク

求職者と県内企業のマッチングを目的に、学生等（既卒3年以内を含む）や一般求職者
を対象とした「就職面接会」を実施。

愛知県瀬戸市、尾張旭市 愛知労働局ハローワーク瀬戸
地域の技術力の高い中小企業が、優秀な人材を確保する機会をつくるため、就職フェ
アを共同実施。

大阪府、泉佐野市 大阪労働局ハローワーク泉佐野 地域労働ネットワークを活用して、合同就職面接会と各種相談会を同時開催。

大阪府茨木市 大阪労働局ハローワーク茨木 在職者や大学生も参加しやすい夕方開催の合同就職面接会を実施。

和歌山県 和歌山労働局
和歌山へのＵＩターン就職を希望する新規学卒予定者、及び一般求職者を対象とした
合同企業面談会を県内各地で開催。首都圏在住の学生等に和歌山の企業の魅力をＰ
Ｒする合同企業説明会も開催。

鳥取県
鳥取労働局
ハローワーク

　平成25年4月を「求人開拓強化月間」として設定し、鳥取県と鳥取労働局が共同で企
業への求人開拓を実施。

岡山県瀬戸内市 岡山労働局ハローワーク西大寺
地元企業の雇用促進・就職困難者等就労支援の一体的実施事業として、瀬戸内市内
に居住する求職者が、様々な地元企業の人事担当者に直接話を聞く就職面接会を実
施。

広島県東広島市 広島労働局ハローワーク広島西条
地域産業の人材確保のため、就職ガイダンスを共同開催。事業所と高等学校進路指
導担当教諭との情報交換会等を開催。

広島県三次市 広島労働局三次ハローワーク
人材確保支援を図るため、①就職ガイダンス、②就職相談、③「みよし就活ニュース」、
「企業ガイドの発行・配布」を実施。

山口県柳井市 山口労働局ハローワーク柳井
柳井市雇用創造協議会が実施する実践型地域雇用創造事業において、ハローワーク
柳井と連携して、積極的なセミナーの周知や事業所訪問等を実施。

山口県・県教育委員会、
県内各市

山口労働局
ハローワーク

山口県知事と県教育長と労働局長が経済団体及び県内主要企業200社以上を、また、
各市長とハローワーク所長が地元企業100社以上を訪問し、積極的な取り組みを要
請。

山口県長門市、
山口県

山口労働局ハローワーク荻
ハローワーク長門

雇用機会の少ない長門地域において、主要産業の観光・水産関連の企業閉鎖が続き
雇用情勢が悪化したことから、地域の雇用改善を図るために合同就職面接会を開催。

香川県丸亀市他 香川労働局ハローワーク丸亀
　丸亀市などと連携し、合同就職面接会を開催。開催にあたって、市町は「広報誌」
「ホームページ」、「チラシ・ポスターの設置」等の周知を実施。

長崎県 長崎労働局ハローワーク長崎
造船業での人材確保のため、職場見学会を共同開催。戦略産業雇用創造プロジェクト
に基づく造船業の職場見学会を、県と国が共同で実施。



 ６　若年者の就労支援関係
（新規学卒者向け面接会、学校・企業との意見交換会等）

都道府県・市区町村等 労働局・ハローワーク 取組概要

青森県青森市 青森労働局ハローワーク青森

　青森市とハローワーク青森が連携し、市長・市議会議長・所長の三者連名での経
済団体に対する求人拡大要請や、基金事業を活用した雇用促進事業（「元気な青
森・正規雇用拡大支援事業」）の創設、高校２年生に対する就職支援セミナー等を
実施。

青森県 青森労働局ハローワーク青森
　ジョブカフェ、サポステ及びハローワークの３施設がチームとなり、①学卒未就職
者　、②非正規雇用労働者（不本意就業者）　、③就職への意欲が高いのに失業
期間が長い方（概ね１年以上）　、④高校中退者を集中的に支援。

岩手県 岩手労働局ハローワーク盛岡
新規高卒就職者の就職・定着支援のため、県と国が役割分担をしながら要望を収
集し、そのうえで関係者と情報共有を行う。

山形県
山形労働局
ハローワーク

地元山形への就職を希望する学生等を対象に、地域の魅力ある企業とマッチング
を図るため、山形県と面接会を共同開催。地元の高校を卒業し進学した生徒の保
護者に案内文を送付、面接会の前日に企業訪問ツアー（バスツアー）を実施。

福島県白河市 福島労働局ハローワーク白河
県南地域の若年労働力確保のため、企業展示説明会を白河市と共催。生徒に向
けた地元企業のＰＲや製品・商品展示等を実施。

茨城県、水戸市、土浦市 茨城労働局
若者応援企業、茨城県表彰企業を中心とした、「がんばっぺ！茨城」企業説明会
＆就職面接会をくるみん協定企業、自治体と共催。

茨城県笠間市 茨城労働局ハローワーク笠間 地域の中小企業の人材確保のため、新卒対象の面接会を笠間市と共同開催。

茨城県 茨城労働局
大学の就職指導担当者と企業の採用担当者との相互理解を深めることを目的に、
茨城県と茨城労働局で共同し、情報交換の場として交流会を実施。

神奈川県 神奈川労働局ハローワーク横浜
人事担当者が、直接求める人材等を説明する企業説明会を共同開催。説明会終
了後にハローワークでの支援を実施。

神奈川県小田原市 神奈川労働局ハローワーク小田原 地元企業の人材確保のため「高校生ジョブツアー」を実施。

新潟市 新潟労働局下越地区ハローワーク
地元就職の促進を図るため、「高卒求人申込」の団体要請、「企業と高校教師の情
報交換会」、「高校生応募前企業説明会」を開催。

福井県 福井労働局
地域の中核産業の人材確保のため、大学等卒業予定者の採用を決定している企
業約２２０社と就職希望学生が一堂に会して面接を行う「ふくい雇用セミナー」を共
同開催。

岐阜県郡上市 岐阜労働局ハローワーク岐阜八幡
市、商工会及びハローワークが連携し、①企業説明会、②パネルディスカッション、
③模擬面接会等を実施。

岐阜県恵那市 岐阜労働局ハローワーク恵那
新高校３年生に対し、職業意識の向上及び就職活動へ理解を深めることを目的と
した高校内企業説明会を実施。

静岡県静岡市
静岡労働局静岡新卒応援ハロー
ワーク、ハローワーク静岡、ハロー

ワーク清水
高校生の職業意識の形成を目的に、企業ガイダンスを共同実施。

愛知県、
岡崎市雇用対策協議会

愛知労働局ハローワーク岡崎
次代を担う若年者の人材確保に苦慮する地元の魅力ある中堅・中小企業に対す
る支援と、新規学卒者の早期就職決定を進めるため、合同企業説明会を実施。

愛知県豊橋市 愛知労働局ハローワーク豊橋
新規高卒者合同企業説明会を豊橋市と共催。（１１月に愛知局主催、１２月に愛知
県主催の説明会を開催し、豊橋市との共催で３回目の説明会を実施）

愛知県豊田市
豊田市雇用対策協会

愛知労働局ハローワーク豊田
県内外の就職担当の高校教諭と豊田市雇用対策協会に加盟する企業との対応を
深めるため、豊田市とハローワーク豊田が共同し、工場見学、意見交換会、交流
会を実施。

滋賀県甲賀市 滋賀労働局ハローワーク甲賀

地域の若年労働者の人材確保のため、市との共同事業として“甲賀ＪＯＢフェア”を
実施。甲賀市内の事業所は、地理的に若年労働者の確保が難しいため、事業所
に対して出会いの場を提供するとともに、若者に甲賀市の就業場所を提供するこ
とにより、甲賀市の魅力を伝え、市内定住を促す。

大阪府 大阪労働局ハローワーク大阪東
建設、介護などの人材不足分野を始め、若年者を雇用したい企業と若年者のマッ
チングを促進するため、就職面接会を実施。

大阪府大阪市天王寺区 大阪労働局ハローワーク大阪東
大阪市天王寺区が実施している中高生を対象とした「インターンシップ事業」の成
果報告会に併せ、ハローワークの職業興味検査と職業相談を実施。



 ６　若年者の就労支援関係
（新規学卒者向け面接会、学校・企業との意見交換会等）

兵庫県、丹波市、篠山市
他

兵庫労働局ハローワーク柏原

地域における人材確保のため、共同事業による就職フェア等の各種事業を展開
・就職フェアinたんば
・高校生対象企業紹介セミナー
・丹波地域企業と大学等就職担当者との情報交換会
・大学生による丹波地域企業の見学会
・企業紹介フェア

島根県 島根労働局
島根県知事、県教育長、中国経済産業局長、労働局長が、島根県経済4団体の代
表を訪問し、求人確保要請。県内の各自治体において、島根県、市町村等とハ
ローワークが共同して、地域の商工団体等に対する求人確保要請を実施。

島根県隠岐郡隠岐の島町 島根労働局ハローワーク隠岐の島
高卒を含む若年層の島外流出の課題に対し「高校を卒業しても地元で就職でき
る」「Ｕターンしても就職できる」環境を実現することを目的に情報交換会を実施。

島根県益田市 島根労働局益田ハローワーク
益田市と連携して、市内の雇用保険適用事業所に新規学校卒業者の採用計画等
の意向調査を実施。

島根県出雲市 島根労働局ハローワーク出雲
学校の職業指導担当者と企業の採用担当者間の相互理解を深めることを目的
に、情報交換会を開催。

岡山県岡山市
岡山労働局・ハローワーク岡山・西
大寺・おかやま新卒応援ハローワー

ク

国が認定する「若者応援企業」と市が募集する「ものづくり企業」等を対象とした合
同面接会を実施。

岡山県津山市、鏡野町、
勝央町、奈義町、久米南

町、美咲町

岡山労働局ハローワーク津山・
ハローワーク美作

地元企業で構成する団体と市・ハローワークといった行政機関が、管内の各学校
をグループを組んで訪問し、企業・学校・行政のそれぞれの立場から意見交換を実
施。

香川県東かがわ市 香川労働局ハローワーク東かがわ

地元の県立高等学校１・2年生全員に、地元企業担当者等による講演会を開催し、
地域産業・地元企業への理解を促進する職業ガイダンスを実施。併せて、卒業後
の大学生等に対する就職活動の支援として、地元での企業面接会・説明会を開
催。

福岡県
福岡労働局、
ハローワーク

　就職未内定生徒の円滑な就職促進を図ることを目的に、福岡労働局・ハロー
ワーク、福岡県及び福岡県教育委員会が共同で、１１月に福岡県内4ブロック（福
岡・北九州・筑豊・筑後各地区）で就職面談会を実施。

福岡県
福岡労働局

福岡わかものハローワーク
福岡新卒応援ハローワーク

若者の就労支援に係る施設を一箇所にまとめ（「わかジョブ・ふくおか」）、迅速・効
果的な支援を実施。

長崎県 長崎労働局ハローワーク長崎
「若者応援企業宣言」事業所と県が若者対策として取り組んでいる「ながさき若者
就職応援団」登録事業所を対象に、対面方式による就職面談会を共同開催。

熊本県熊本市 熊本労働局ハローワーク熊本
事業所と高等学校進路指導担当職員との意見交換を通じて、相互理解及び雇用
促進を図ることを目的に意見交換会を共同開催。



 ７　大量離職者対策

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

宮城県東松島市 宮城労働局ハローワーク石巻

災害廃棄物処理業務従事者の再就職支援を事業の実施主体である東
松島市と連携し、離職前から出張相談や雇用保険制度等の集団説明
会を開催するとともに、離職後は、就職面接会等の開催により再就職
支援を実施。

千葉県銚子市 千葉労働局ハローワーク銚子

大手小売業者の閉店に伴う大量離職者に対し、ハローワークを事務局
とし、自治体及び商工会議所（商工会）、千葉県、千葉労働局、銚子労
働基準監督署による協議会を設置。緊急相談窓口を各機関で設置す
るとともに、就職面接会等の就職支援を実施。

奈良県 奈良労働局・ハローワーク
シャープ株式会社の希望退職を受け、「シャープ関係離職者等支援本
部会議」を開催し、奈良労働局と奈良県が連携して情報の共有化ととも
に万全の対策を図る。

愛媛県、松山市 愛媛労働局ハローワーク松山

地域の中核事業所が、平成25年6月末で工場閉鎖され、大量離職者が
発生。当該事業所は、松山市にあり離職者の大部分が同地域出身者
であることから、交通手段の利便性、合理性を配慮し、離職後の各種手
続きを効果的にするため、愛媛県及び松山市との連携により合同説明
会を実施した。



 ８　広報関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

青森県三沢市 青森労働局ハローワーク三沢
三沢市が基盤産業としている食肉加工について、市と企業が連携して規模拡
大を図るため、ハローワークが求職者に対するアピールの支援を行うととも
に、市のケーブルテレビによる広報を実施。

千葉県君津市 千葉労働局ハローワーク木更津
市民サービスの向上とともに市の雇用対策に役立ててるため、ハローワーク
の求人情報を君津市へ提供。

千葉県成田市 千葉労働局ハローワーク成田
成田市役所内に新規開設したハローワーク成田マザーズコーナーの周知を
国と地方自治体双方が実施。

静岡県御前崎市 静岡労働局ハローワーク掛川 ケーブルテレビによる情報提供と出張相談を一体的に実施。

兵庫県佐用町 兵庫労働局ハローワークたつの
ケーブルテレビ「佐用町チャンネル」へ「ハローワークたつの求人情報」を配
信。ハローワークが毎週作成した求人情報を、ケーブルテレビを通じて町民に
提供。



 9　巡回相談等

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

千葉県香取郡多古
町、東庄町

千葉労働局ハローワーク佐原
町庁舎の一室を使い、一日移動安定所を実施。職業の相談・紹介や求人受
理、雇用保険に関する相談などを行うため、職員２名を派遣。

岐阜県高山市 岐阜労働局ハローワーク高山
市民サービスの利便性の向上、住民の生活の安定、企業の人材確保を図る
ため、各支所での巡回相談を実施。

岐阜県大垣市 岐阜労働局ハローワーク大垣
「子育て日本一」を目指す大垣市と連携し、地域の中核的子育て支援拠点「大
垣市子育て総合支援センター」にハローワークが月２回巡回相談を実施。



 10　子育て中女性等の支援

都道府県・市区町村等 労働局・ハローワーク 取組概要

宮城県仙台市
宮城県労働局マザーズハローワーク

青葉

子育て中の方に対して、①市からの保育所の入所情報の提供及び②国から
の就職に向けた準備や就職の進め方の説明などを行うなど、不安の解消の
ために連携してセミナーを実施。

群馬県、太田市、太田商
工会議所

群馬労働局ハローワーク太田
「太田市」、「群馬県」、「太田商工会議所」、「ハローワーク」の４団体の連携に
より、「子育て支援就職面接会」を開催。

長野県
長野労働局

ハローワーク長野マザーズコーナー

県の施設（ジョブカフェ信州）に女性就業アドバイザーが配置され、マザーズ
コーナー利用者の希望に応じ、同アドバイザーがマザーズコーナーの専用窓
口に移動し、県の施策に基づく各種情報の提供や相談をワンストップで実施。
また、国と県が連携し、子育て女性のための就職支援セミナーをマザーズ
コーナーにおいて月1回程度開催。

静岡県菊川市 静岡労働局ハローワーク掛川
ハローワークが地域の中核的子育て支援拠点である「菊川市総合保健福祉
センター」へ出張し、職業相談・職業紹介等を実施。

愛知県新城市 愛知労働局ハローワーク新城
自治体の広報（メール登録している未就学児のいる１６００世帯へ案内）を活
用し、出産・育児等で一旦職を離れた方達へのセミナーを、新城市と実施。

愛知県名古屋市
愛知労働局あいちマザーズハロー

ワーク

マザーズハローワークに、名古屋市子ども青少年局保育部保育運営課の職
員を招いて、平成２６年度の保育所状況や平成２７年度の入所申込みについ
ての情報提供・セミナーを実施。

愛知県豊明市 愛知労働局ハローワーク名古屋南
豊明市内に在住する女性を対象として、「女性のための再就職サポートセミ
ナー」を豊明市と連携して実施。

三重県 三重労働局ハローワーク津
県内のひとり親家庭等福祉関係者が一同に会する研修会において、ハロー
ワークと県の各施策の情報共有・意見交換を行う。

大阪府堺市 大阪労働局ハローワーク堺
地方自治体と民間企業が実施する子育て支援サービスとマザーズハロー
ワーク事業の連携による子育てと仕事の両立支援を実施。

大阪府堺市 大阪労働局ハローワーク堺
国が行う就職準備セミナーと同時に、市が行う保育所入所にかかる手続き等
の説明を実施。

大阪府交野市 大阪労働局ハローワーク枚方
子育て中の方などを対象に、再就職の意欲喚起等を目的とした「子育てママ
の就活準備セミナー」を実施。

大阪市立淀川図書館 大坂労働局ハローワーク淀川
子どもと一緒に図書館のイベントを楽しみながら就職支援が受けられる「教え
て！ハローワーク」を共同開催。

大阪市港区
大坂労働局大阪マザーズハローワー

ク
児童扶養手当受給者等への就労支援を図るため、「夜間相談会」を実施。

奈良県橿原市 奈良労働局ハローワーク大和高田
子育て女性への就職セミナーを共同開催。セミナー開催中は施設内で保育一
時預かりサービスを提供し、セミナーに集中できる環境を整える。また、子育
て女性に向けた面接会を共同して実施。

山口県下関市 山口労働局ハローワーク下関
「ママのための就活プロジェクト」を開催し、再就職準備セミナーやハローワー
クの出張相談、就業に関する意向調査、適職診断等を実施。

長崎県
長崎県佐世保市

長崎労働局ハローワーク佐世保
出産・育児・介護等で仕事から遠ざかっている方を中心に、国及び県・佐世保
市による再就職に関する情報提供を行うなど、再就職希望者向けセミナーを
開催。



 11　UIJターン関係

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

岩手県岩手町、葛巻町 岩手労働局ハローワーク沼宮内 帰省時の駅改札口に「出張ハローワーク！おかえり ふるさとへ」を設置。

群馬県
群馬労働局

前橋新卒応援ハローワーク
群馬わかものハローワーク

学生が多くいる東京都内でUIターン希望者のための面接会を実施。

千葉県館山市、鴨川市、南房
総市、鋸南町

千葉労働局ハローワーク館山
南房総地域へのＵ.Ｉターンを希望している方等と地元企業との出会いを創出する「南房
総でお仕事さがし」を開催。

新潟県南魚沼郡湯沢町 新潟労働局ハローワーク南魚沼 関係機関が参加するU・Iターン就職相談会を隔月定期開催。

長野県、上伊那地域 長野労働局ハローワーク伊那
若者の定着を促進して少子高齢化対策と地域産業の発展を図ることを目的として協議
会を設立。これに基づき、東京都内で企業説明会等を共同開催。

兵庫県朝来市
兵庫労働局ハローワーク豊岡（和
田山分室）

UIJターンに特化した協定を締結し、計画的な連携を実施していく。

鳥取県三朝町 鳥取労働局ハローワーク倉吉
町外転出者に町の魅力と地元の就職情報を届ける「ふるさとレター」により、地元転出
者のUターン就職の促進を実施。

島根県隠岐の島町 島根労働局ハローワーク隠岐の島
隠岐の島町管内すべての高校の１～３年生を対象に合同企業説明会を実施。
帰省時期にUターン求人情報の配布。

岡山県 岡山労働局
首都圏をはじめとする大都市圏の方に対して、地域の生活環境、就職、就農、住居な
どの相談や先輩移住者とのトークセッションを行う。

岡山県岡山市 岡山労働局ハローワーク岡山
「岡山市移住・定住支援協議会」を設置して仕事や住まいなどの相談を協議会メンバー
が実施し、移住希望者に対して、仕事の相談、住居の相談、各種行政情報の提供など
ワンストップの支援を実現。

岡山県倉敷市
岡山労働局ハローワーク倉敷中央
東京局東京新卒応援ハローワーク

倉敷市・ハローワークがUIJターン支援事業の実施のため「実行委員会」を組織。

広島県三原市 広島労働局ハローワーク三原
一般求職者、新規学校卒業者等を対象とした求人説明会・面接会に併せ、Ｕ・Ｉターン
の相談（①家族相談会、②多様な働き方の情報提供）を実施。

香川県・各市町
香川労働局
ハローワーク

県、市町等が連携して東京で毎年開催している移住フェアにおいて、移住希望者から
の仕事に関する相談に対応するため労働局が参加（県内労働市場情報の提供や就職
個別相談を実施）。

香川県小豆郡　土庄町、小豆
島町

香川労働局ハローワーク土庄
土庄町・小豆島町が実施する「移住交流推進事業」の一環として行われるツアースケ
ジュールに就労相談のプランを設け、ハローワーク職員による就労相談を実施。

高知県 高知労働局
U・Iターン支援に係る労働局、ハローワーク、高知県及び産業雇用安定センターの支援
内容や相談窓口を取りまとめた「高知U・Iターンサポートガイド」を作成。

大分県 大分労働局 各ハローワーク
U・Iターン希望者に対するセミナー、相談会、面接会の同時開催により参加者増を図
る。



 12　その他

都道府県・市区町村 労働局・ハローワーク 取組概要

愛知県 愛知労働局ハローワーク西尾
県で行っている長期失業者を中心としたメンタルヘルス推進事業を、ハローワークの求
職者に周知するとともに、講習会場を提供。

滋賀県 滋賀労働局 効果的な雇用対策の実施に向けて、定例連絡会議を開催。

大阪府 大阪労働局
ＯＳＡＫＡしごとフィールド（府の施設）内の中小企業支援コーナーにおいて、経営者・管
理者を対象に、雇用関係助成金、ジョブ・カード制度等に関するセミナーを実施。

高知県 高知労働局
県内の訓練事業・施設を網羅した「離職者・在職者のためのスキルアップガイド」を作
成。

沖縄県 沖縄労働局
沖縄の人材力を活かした経済社会の持続的発展のため、「沖縄の雇用・労働環境の改
善に向けた共同宣言」を行った。


