
【北海道旭川市】 【北海道労働局・ハローワーク旭川】

雇用のミスマッチ解消のための職場見学会を共同開催

平成24年４月１日事業開始

【課題・目的】

旭川市における雇用のミスマッチの解消を図るため、人手不足分野を中心に、それぞれ

の職業に直接触れる機会を設け、職業選択の幅を広げつつ早期就職に結び付けることを
目的としている。

【実施概要】

委託により送迎バスを準備し、各分野の事業所見学及び見学先事業所で就労している
従業員等と膝を交えた意見交換の場を設ける。

事業所見学後は、職業理解セミナーを開催し、参加者の職業理解の促進及び就職支援
を行う。

また、本事業参加者のうち希望者に対し、個別カウンセリングによる就職に向けたアドバ
イス等、アフターフォローを実施。

【役割分担】

【旭川市】

・市広報等による、市民（潜在求職者）に
向けた広報・周知
・見学先の選定作業の調整

【ハローワーク旭川】

・雇用保険受給者や一般求職者の方に対
する周知・参加勧奨

・見学後、必要に応じ、求職活動に対する
支援

【効果】
★ 全９回（１回あたり２事業所を訪問）開催し、延べ１１２名の参加。
★ 参加者のうち、就職者数は２２名（うち見学先への就職者数１２名）。
★ アンケートでは、未経験分野を体験できてよかったという感想が

寄せられた。

≪照会先≫北海道労働局職業安定部職業安定課（ＴＥＬ：011-709-2311（内線3674） https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/

＜旭川市コメント＞

地元企業の協力により見学内
容が充実したほか、見学に留ま
らないアフターフォローを行った
ことで、職業選択の幅を広げる
ことにつながりました。

＜労働局コメント＞

市と国とが連携し、密接な情報
交換、広報活動を行い、多くの
求職者に参加いただけました。



【課題・目的】
福祉・介護分野での人材不足が従来にも増して顕著となっており、また、介護職

員の処遇改善及び人材育成等が定着にとって重要であることから、働きやすい
環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者を県が審査し、認証を付与することで、
福祉・介護分野における雇用管理改善の推進と人材確保支援を目的として実施。

【実施概要】
青森県知事と青森労働局長の間で締結された「青森県雇用対策協定」に基づく

事業計画において、人材不足分野等における人材確保対策の総合的な推進を連
携して実施することとされており、福祉・介護分野の事業所の人材確保を支援する
ため処遇改善・人材育成及びサービスの質の向上に取り組んでいる事業所を県が
認証し、県及び労働局等が積極的に周知。（認証による「事業所の見える化」推進）

【役割分担】

【効果】

◆平成29年度実施の認証事業所対象のバスツアー型見学会及び面接会には、見学会参加が
42名、面接会15名、うち就職者が4名となった。

◆平成30年3月末現在、認証事業所が27事業所となっており、認証事業所アンケート結果に
おいても、認証取得後の充足率の上昇や離職率の改善等が効果として現れている。

【青森県】 【青森労働局】

福祉・介護分野における雇用管理改善と人材確保のため、青森県介護サービス事業所
認証評価制度の創設及び面接会等の共同実施
福祉・介護分野における雇用管理改善と人材確保のため、青森県介護サービス事業所
認証評価制度の創設及び面接会等の共同実施

≪照会先≫ 青森労働局職業安定部職業安定課 ℡017－721－2000  （https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/）

＜青森県コメント＞

制度創設段階から県と労働局で密
に連携を取ってきた。ハローワーク
における認証事業所の積極的な周
知は人材確保に大変効果的であり、
より一層連携を強化していきたい。
＜労働局コメント＞

求職者にとって、認証事業所は、働
きやすい職場との認識から、面接
会等の参加者も増加している。今
後も県との連携を密にし、認証事
業所を積極的に周知することで、事
業所の人材確保を支援していきた
い。

青森県介護サービス事業所認証マーク

【青森県】
・「青森県福祉・介護人材確保定着グランド
デザイン」を策定し、その中核的な取組とし
て「青森県介護サービス事業所認証評価制
度」を創設。

・青森県介護サービス事業所認証評価制
度の運用（事業者への支援・審査等）及び
認証された事業所の公表。

【国】
・「青森県福祉・介護人材確保定着グランドデ
ザイン」の策定と、「青森県介護サービス事
業所認証評価制度」の創設に参画。

・認証された事業所の情報をハローワークに
通知し、求人票へ記載。

・各ハローワークが開催する面接会等で、認
証事業所である旨の机上表示等を行い、求
職者に周知。



【岩手県宮古市】 【岩手労働局・ハローワーク宮古】

【課題・目的】
生活保護受給者や生活支援を必要とする者などに対し、自尊心回復や各自の問題解決を目的に、就職に成功

した先輩求職者や受入実績のある事業所担当者を交えた交流会を、岩手県と宮古市など関係機関と共に実施。

【実施概要】
進行役のもと２回の少人数グループワークを実施。１回目は保護廃止となった求職者の経験談を軸に、参加

者間相互の話し合いを実施。２回目は生活保護受給者等の受入れ実績のある事業所担当者を迎え、それぞれの
視点で自発的に語ってもらい、就職に向けた自己・職業理解の促進のための交流を実施。

【役割分担】

〈岩手県宮古保健福祉環境センター福祉課〉

〈宮古市保健福祉部福祉課生活福祉係〉

〈宮古市社会福祉協議会

くらしネットみやこ相談室〉

・生活保護受給者等への周知・誘導

・該当参加者への求職活動交通費支給

・生活困窮者自立支援事業の支援説明

〈ハローワーク宮古〉

・リーフレット作成等周知・広報

・先輩求職者参加依頼、準備資料作

成援助

・参加事業所選定、事前打合せ

・グループワーク進行

・参加事業所との個別面接設定

＜宮古市コメント＞
国と地方公共団体、関係機関が連携して
支援を行ったことにより、相談者が抱える
課題に対して効果的に対応できたと考え
ます。

＜労働局コメント＞
就職へあと一歩踏み出せない方が多い中
で、あと一押しをうまくできたケースであり、
効果があった取組であったと考えていま
す。

【効果】

◇ 11月20日、27日の2回実施。成功体験を身近に感じてもらい、共通する
問題解決のヒントを得ていただいた。職歴がない方や就労ブランクが長期

化している方と、人手不足の相談をうけた事業所をマッチング。就職促進

を目標に効果的な支援を行うことができた。

≪紹介先≫岩手労働局職業安定部職業対策課（ＴＥＬ：０１９－６０４－３００５）



【岩手県盛岡市】 【岩手労働局・ハローワーク盛岡】

【課題・目的】
岩手県の児童扶養手当受給者数が概ね１万人程度いるにもかかわらず、年間で４００人程度しか支援対象者数とし

て取り込めていないという問題意識があり、従来、盛岡市など自治体のみと連携していたものを連携する機関を増やし、
平成２９年度は４機関の合同窓口を設けることとした。

【実施概要】
児童扶養手当受給者が盛岡市役所に現況届を提出する８月にあわせ、ハローワークによる職業相談のほか、盛

岡市、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市くらしの相談支援室による、ひとり親の資格取得及び子どもの就学資金の相
談を行うための臨時窓口を設置し、４機関の連携による一体的な支援を実施。

初日となる８月１８日には、岩手労働局長、職業安定部長、ハローワーク盛岡所長が盛岡市役所を訪問し、副市長と
一体的支援について懇談を行い、連携について確認した。

【役割分担】

【効果】

≪紹介先≫岩手労働局職業安定部職業対策課（ＴＥＬ：０１９－６０４－３００５）

〈盛岡市子ども未来部子ども青少年課〉

〈盛岡市くらしの相談支援室〉

〈盛岡市社会福祉協議会〉

・児童扶養手当受給者への周知

・対象者の誘導

・資格取得や生活・就学資金等の

相談と情報提供

〈ハローワーク盛岡〉

・リーフレット作成等周知・広報

・就労に係る相談窓口 ＜盛岡市コメント＞
国と自治体、関係機関が連携して支援を
行ったことにより、相談者が抱える課題
に対して効果的に対応できたと考えま
す。

＜労働局コメント＞
関係機関が連携してワンストップで支
援を行うことが重要であり、引き続き
連携を強化していきたいと思います。

◇ 8月18日～8月31日（11日間）のキャンペーン期間中、全体で136人の相
談があったが、６日間開設した出張ハローワークにも４１人の相談があり、

うち１２人が支援対象者として登録するなど、効果的な支援を行うことが

できた。



誘致企業に対する人材確保支援を実施

＜仙台市コメント＞
企業が地方拠点選定の重要な要素

としているのが、円滑な雇用確保で
あり、ハローワーク仙台の誘致段階
からの積極的なコミット、立地後の
きめ細かなフォロー体制は、本市の
誘致活動に当たっての大きなアピー
ルポイントとなっている。

＜労働局コメント＞
誘致企業がハローワークを利用す

る契機になるとともに、企業説明会
等の実施により、求職者の就職促進
に繋がっている。

【課題･目的】

≪照会先≫ 宮城労働局職業安定部職業安定課 ・・ＴＥＬ：022-299-8061  http://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

【宮城県仙台市】 【宮城労働局仙台ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

企業誘致の促進と誘致企業に対する人材確保支援を実施する。

ハローワーク仙台が仙台市と一体的な支援を行うことで、進出後も継続的
に人材確保の支援要請があり、ハローワークへの求人申込に繋がっている。

また、新規拠点の立ち上げということで、求職者の関心も高く、説明会へ
の参加も多く積極的な応募もあり、就職・充足に繋がっている。

◆平成２８年度 ４社 ４回 参加者 ２０７人 就職 ２１人
◆平成２９年度 ４社 ５回 参加者 ９３人 就職 ７人

【仙台市】
◆誘致を検討している企業に対し

て市独自の助成制度等の説明。
◆企業が現地調査等を行う際、担

当職員が企業代表者と同行し、
ハローワークを訪問。

【ハローワーク】
◆企業に対して、雇用関連情報・

サービスメニュー等を情報提供。
◆企業誘致決定後は、ハローワー

クの会議室を活用した企業説明
会等を実施し人材確保を支援。

【効果】

≪ハローワーク仙台 誘致企業説明会≫

◆ 仙台市では、企業誘致の担当者を配置し、ＩＴ産業や製造業、
研究開発施設、コールセンター等の企業立地に対する市独自の
支援制度を設け、誘致活動を行っている。

◆ ハローワーク仙台は、進出企業が必要とする労働市場情報等
を提供するとともに、企業立地が決定した場合には、企業説明
会を開催するなどして、人材確保支援を行っている。



～県内企業の人材確保に向けた企業情報発信強化～

＜秋田県コメント＞
県内のハローワークと連携し、県内企業

の登録拡大を図り、情報発信の強化と人材
確保対策を推進して行きたい。

＜労働局コメント＞
県の就活サイトを有効に活用することで、

求人票以上の企業情報が提供可能となる。
県と連携し人材確保対策、定着支援を効果
的に推進して行きたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 秋田労働局職業安定部職業安定課 電話018-883-0007 （URL) https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/

【秋田県】 【秋田労働局・県内各ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

◆ 県内企業の人材不足対策として、企業への
理解を深め、人材確保の促進を図る。

県が運営する就活サイト（H30.3月末登録企業数約400社）の登録企業を、ハローワークの
求人票を介し広くＰＲすることができる。ハローワーク利用者にとっては、当該サイトへアクセ
スすることにより求人票以上の企業情報（写真、動画等）を収集することが可能となっており、
求職者の企業理解が深まり、適格な職業選択に資する効果が見込まれる。

【秋田県】
◎就活サイトの運営管理
◎登録企業の拡大
◎登録企業情報のハローワークへの提供

【国】
◎事業所訪問等を活用した就活サイトのＰＲ
◎求人票への登録企業である旨の記載

【効果】

≪秋田県就活サイトのＰＲ用チラシ≫

◆秋田県就活サイト「Kocch A ke（こっちゃ、け）」の登録拡充。
◆ハローワーク求人票へ「Kocch A ke（こっちゃ、け）」登録企業である旨の記載。

（サイトを活用した求人票以上の企業情報の提供）

※（こっちゃ、け）とは・・・・秋田県の方言で「こっちへおいでよ！」という意味です。

≪就活サイト登録企業の求人票
≫

≪サイトのＱＲコード≫



主に子育て中の求職者の就職促進を図るため、共同事業としてスーツ等の貸し出しを実施

＜山形県コメント＞
求職者の声に応じて取組みを始めた

スーツの貸し出し事業の利用者が増え、
就職に結びついていることは嬉しい限
りです。今後も求職者一人ひとりの
ニーズに応じた就業支援を継続して
行ってまいります。

＜労働局コメント＞
スーツを着用することで、第一印象

が良くなり、面接に臨む意識も高まる
と利用者から好評を得ています。就職
に繋がる支援サービスの一つとして、
今後も活用を促進していきます。

【課題･目的】

≪照会先≫ 山形労働局職業安定部職業安定課 電話023-626-6109 (URL)https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/

【山形県】 【山形労働局・ハローワークやまがたマザーズコーナー】

【実施概要】

【役割分担】
子育ての不安、子どもの預け先等の問題等、仕事と家庭の両立に向けた支援をワンス

トップで実施

子育て中の求職者の中には妊娠、出産で体型が変わってしまったり、育児の為ブランクが
あったりすることから、自分に合ったスーツを持っていないことが多い。スーツ等を着用して
面接に臨むことで印象が良くなり、一層の就職促進が期待できる。

◆ スーツ、靴、バッグの貸出件数は増加傾向
（延べ件数 平成２８年度 ２２９件、平成２９年度 ２４４件）

◆ スーツ、靴、バッグを借りて面接を受けた者で採用決定した者多数

【山形県】
・スーツ、靴、バッグの貸し出し及び

管理

・保育士による子の預かり（予約制）

【国】
・担当者制による職業相談、紹介

（求人内容相談の上紹介状交付、面
接日の決定）

【効果】

≪山形労働局と山形県の連携によるスーツ等の貸し出し≫

◆ ハローワークからの紹介状交付後、希望に応じてスーツ、靴、バッグの貸し出し
◆ スーツ（黒、グレー、７～１７号）、靴（２２．５～２５．５㎝）、バッグは単独でも

複数でも貸出可
◆ 事前に試着しサイズを決定
◆ 貸し出し日から１週間以内に返却
◆ 着用後は必ずクリーニングの上返却、クリーニング費用は自己負担



人手不足業種人材確保対策のため、共同事業として業種別合同企業説明会・施設見学会を実施

＜いわき市コメント＞
人手不足業種の人材確保対策

として有効であり、業界から大
変良かった。また、開催して頂
きたいとの要望がありました。

＜福島労働局コメント＞
連携により、事業所・求職者

に広く周知し、人手不足分野に
対する取組ができた。参加者も
多く、連携による効果が現れた。

【課題･目的】

【福島県いわき市】 【福島労働局ハローワーク平】

左記の取組の写真を貼付

【実施概要】

【役割分担】

著しく人手不足である業種（医療、介護福祉、
保育）の人材確保対策を目的に開催

◆ 医療業（参加企業１２社、参加求職８９名、面談数９７件）
◆ 介護福祉（参加企業１０社、参加求職者４１人、面談数４５件）

施設見学（７施設、１４名参加）
◆ 保育士等（参加企業１５社（１７施設）参加求職者１７名、面

談数４１件）

【いわき市】
広報誌等に掲載し周知広報
企業への周知参加勧奨
企業説明会の運営

【国】
企業への周知参加勧奨
求職者への周知参加勧奨
企業説明会の運営

【効果】

≪ハローワーク平といわき市の連携による開催≫

◆ 労働局、ハローワーク平、磐城、勿来、福
島県、いわき市が共同開催

◆ 医療業（８月）と介護福祉（１１月）の施
設見学会を実施、保育士等（３月の雇用対策
協定に基づき）の３業種で各１回合同企業説
明会を実施

≪照会先≫ 福島労働局職業安定部職業安定課 （電話：024-529-5338）
（HPアドレス：https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/)



人材確保対策のため、共同事業として建設業の事業主を対象に
「建設人材確保セミナー」を実施

＜郡山市コメント＞
労働局・ハローワークと市が
連携し、人材確保対策事業を
実施したことは、とても有意
義なことであり、今後も連携
していきたい。

＜労働局コメント＞
参加企業から好評価をいただ
きました。今後も人手不足分
野の充足促進に努めてまいり
ます。

【課題･目的】

≪照会先≫ 福島労働局職業安定部職業安定課 （電話：024-529-5338）
（HPアドレス：https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/)

【福島県郡山市】 【福島労働局ハローワーク郡山】

【実施概要】

【役割分担】

人材不足が顕著である建設関連求人の充足促進を図るため

◆参加者数・・・29社、31人
◆今後、魅力ある求人票を求職者へ提供することにより、充足促進

が図られる。
◆参加企業が雇用環境の改善に取り組むことで、地域における建設

業へのイメージが向上し、人材確保につながっていく。

【郡山市】
・市の雇用関係統計資料及

び取組内容の説明

【国】
・事業主への参加勧奨
・人材確保支援策の説明

【効果】

≪ハローワーク郡山と郡山市の連携によるセミナー≫

◆ 建設分野における求職者情報の提供
◆ 魅力ある求人票の書き方
◆ 建設労働者確保育成助成金の説明
◆ 働き方改革の説明等



震災等の影響により介護スタッフが市外へ避難。深刻な人材不足への対応として
「介護職員合同就職説明会を連携により開催」

＜南相馬市コメント＞
市・県外向けには県の交通費助成・奨学
金事業とセットにした広報を行い、当日
は求職者が全参加事業所のＰＲを聞いて
回るマッチングイベントを実施するなど
人材不足の解消に向けた多様な企画に努
めた。今後も事業を継続して人材不足の
解消を図りたい。
＜労働局コメント＞
市外避難者への広報等、自治体ならでは
の情報発信により南相馬市の現状も併せ
て周知を図れ、求職者の職場理解も図れ
る等有意義な事業である。

【課題･目的】

【福島県南相馬市】 【福島労働局ハローワーク相双】

【実施概要】

【役割分担】

南相馬市における介護事業所においては、震災等の影響による介護職員の
市外避難により、介護に携わるスタッフが不足し、十分な介護サービスが
提供できないなど深刻な状況が続いている。これらの状況を踏まえ介護職
員不足の解消を図ることを目的として介護職員合同就職説明会を開催した。
また、市外避難者等への周知広報等により帰還促進への効果も図る。

平成２９年度に２回開催
第１回 平成２９年１２月１７日（日） 第２回 平成３０年３月４日（日）
参加事業所数（延べ） ３５社 参加者数（延べ） ４３名

【南相馬市】：主催
・介護事業所への開催案内等の企画運営
・市の広報等を活用した開催周知（新聞

折込チラシ・市政だより・避難者向け
広報物・公共、商業施設等へのポスター
掲示等）など

【ハローワーク相双】：共催

・開催に係る周知広報
所内へのポスター等の掲示
求職者へ参加勧奨ＤＭの送付
求人情報誌へ開催案内を掲示

・会場へＨＷ相談ブースを設置

【効果】

求職者から事業所への就労に係る相談の場と位置付けて、各事業所毎のＰ
Ｒタイムの実施や、求職者が複数の事業所のブースを自由に回り、希望す
る場合は後日正式に応募する等、求職者が参加しやすい企画運営となって
いる。

≪照会先≫ 福島労働局職業安定部職業安定課 （電話：024-529-5338）
（HPアドレス：https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/)



高校2年生から職業意識を高めてもらうため、共同事業として地元企
業ガイダンスを実施

＜二本松市コメント＞
人口減少防止のため、当該事業の他一

般の方を対象としたガイダンスも積極的
にハローワークと一緒に実施していくこ
ととしている。

＜ハローワークコメント＞
市村とは、日頃から連携を密にし、商

工会議所等を含め、十分な対応をしてい
く。

【課題･目的】

【福島県二本松市】 【福島労働局ハローワーク二本松】

【実施概要】

【役割分担】

高校生の地元定着及び将来のUターンを期待しての管内高校2
年生を対象とした地元企業ガイダンスを実施

＊（昨年は、二本松市単独で実施）

◆地元企業説明会の参加者は322名、参加企業は45社。
○ブースへの 総訪問延べ人数は1,175人、生徒一人あたりの訪問ブース件数は

4.15ブース。１企業当たりの訪問数は26.1人。
○地元企業へ就職したいと思いましたか？の質問に対し、６０％が就職したい
と回答。他に、地元に素敵（働きたいと思うよう）な企業があることを初めて
知ったとの意見があった。

【管内市村・商工会議所・
商工会】

・会場提供、会場設営、企業
対応誘導

【国】
・企画運営、会場設営、学
校対応（生徒誘導）

【効果】

◆ 管内４校の高校生2年生を対象
（高校生は授業の一環として参加）

◆ 管内市村及び商工会議所・商工会が参画
◆ 選定事業所は、ユースエール認定企業2社の

他各産業から地元企業４５社が参加

≪照会先≫ 福島労働局職業安定部職業安定課 （電話：024-529-5338）
（HPアドレス：https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/)



若年者の人材確保対策のため、高校２年生対象企業説明会を開催

＜北茨城市コメント＞
高校生が地元に就職し易い環境を整

えることで、地元企業の人材不足解消
と雇用人口の流出抑制の一助へ繋がる
良い機会となりました。

＜高萩市コメント＞
学生の皆さんの熱心な姿が印象的で

した。地元企業への就職を考えるきっ
かけになれば幸いです。

＜労働局コメント＞
管内の高校生は、就職について地元

志向が強いため、地元の魅力ある企業
を知る良い機会となったこと、また、
働くことへの意識形成に資することが
できた。

【課題･目的】

≪照会先≫ 茨城労働局職業安定部職業安定課 ℡029-224-6218

【茨城県北茨城市・高萩市】 【茨城労働局ハローワーク高萩】

【実施概要】

【役割分担】

管内地方自治体の共通の課題は、若年者の人口流出を防ぎ次世代の担い手を確
保することである。

これを踏まえ、管内の高校2年生を中心に職業意識の形成及び地元企業への関
心を深めてもらうことを目的とし、各企業の担当者や先輩より求められている人
材や仕事をする上での考え方などを聞くことにより、地元企業への就職促進を図
ることとした。

◆参加企業：49社、参加者数：401人（いずれも2日間開催の延べ数）
◆参加者の感想

参加生徒⇒「地元の企業に興味を持てた」、「就職という実感が湧き、しっかり考
えないといけないなと危機感を感じた」

参加企業⇒「会社をPR出来る良い機会であり、今後も是非開催して欲しい」、
「学校とコミュニケーションも取れて大変良い企画であった」
◆地元企業が高校生に自社を直接PRできるとともに、高校2年生も就職を意識し、
さらに地元企業への就職を検討する良い機会となった。

【北茨城市】及び【高萩市】
会場運営、広報 など

【北茨城市商工会】及び【高萩市
商工会】

企業への周知、会場運営 など

【国】
参加生徒の募集など企業との連
絡調整、会場運営 など

【効果】

≪地方自治体、商工会との連携による説明会≫

◆地方自治体、商工会及びハローワークが連携・協力して説明会を継続して開
催。
◆地元企業が各ブースにおいて、管内を中心とした高校2年生に対し企業PRを
1回20分×5回行う。また、企業PRタイムに先立ち、高校生を対象に地元企
業で働く先輩より働くことについて発表。



地域企業の人材確保及び地元就職希望の若年者対象の合同面接会を実施

＜鹿沼市コメント＞
雇用対策協定を結んだことで、ハ

ローワークと連携を密に図ることが
でき、人手不足対策を効果的に実施
できるようになった。今後も関係機
関と協同で取組みを実施していきた
い。

＜ハローワークコメント＞
今後とも地方自治体等と密接な連

携を図り、若年者等の求職者に少し
でも地元企業の魅力を感じとって雇
用機会に繋げていく取組みを行って
いきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 栃木労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・・（電話番号）０２８－６１０－３５５５

【栃木県鹿沼市】 【栃木労働局ハローワーク鹿沼】

【実施概要】

【役割分担】

優秀な人材を求める事業所と地場就労を希望する求職者を一堂
に集め効率的な人材発掘の場と就職機会を提供すること目的とし
た合同面接会を２回開催。

ハローワークの周知、自治体等の広報誌、新聞折込チラシ及び
ホームページ等により、合同面接会の第1回面接件数は49件、就職
者数12名（新卒1名、一般11名）第2回面接件数は34件、就職者数
12名（新卒4名、一般8名）であった。

【鹿沼市】
・会場の設営
・面接会リーフレット配布
・広報誌及び新聞折込チラシによる周知
・県内大学等へ訪問周知

【ハローワーク】
・求人票作成
・求職者へ勧奨等の周知
・参加事業所へ事前説明会実施
・関係機関との調整

【効果】

鹿沼市・ハローワーク鹿沼・鹿沼商工会議所・粟野商工会・鹿沼市雇
用対策協定運営協議会・鹿沼地区雇用協会との連携により実施。
◆求人企業合同面接会

・第１回 平成29年 6月2日（金）13：30～16：00
参加企業28社 参加者46名 面接件数49件 就職者12名

・第２回 平成29年11月1日（水）14：00～16：00
参加企業25社 参加者38名 面接件数34件 就職者12名

◆企業プレゼンテーション

平成29年11月1日（水）13：00～14：00

参加企業8社



【埼玉県幸手市】 【埼玉労働局ハローワーク春日部】

子育て中の女性の再就職を応援する就職支援セミナー
【課題・目的】

幸手市は、人口減少と少子高齢化が進む中、結婚や出産に伴う退職での転出者が増
加傾向にある。再就職を目指す女性をはじめ、子育て世帯の育児と仕事の両立支援
が急務となっている。一方、圏央道の開通により、産業団地を整備し、企業誘致を
進めており、企業に対する人材確保が課題となっている。潜在する女性労働力の活
用を図り、地元企業への就職及び定住を目的として、子どもの預け先の状況と就職
活動の進め方を同時に行うことで、就職に対するイメージを明確化する。

【実施概要】
子育てママの就職支援セミナー＆個別相談
●はじめの一歩（10月2日・10月20日）…ハローワーク春日部

・何から再就職活動を始めて良いのかわからず、不安や迷いを感じている方へ
●自分自身の魅力を探そう（10月11日・10月26日）…ハローワーク春日部

・自分の強み、好きなこと、得意なことを改めて考えてみよう
●「仕事しながら私らしく生きたい」を語り合おう（全3回）…幸手市

・第１回・・・起業ストーリー（11月16日）
・第２回・・・得意なことで稼ぐプチ起業（11月24日）
・第３回・・・保育士の資格を活かして再就職（11月30日）

【役割分担】

【幸手市】
◆会場の確保
◆周知・広報
◆託児サービス
◆保育施設等の情報展示・相談

【国】
◆セミナー講師
◆周知・広報
◆求人情報・職業訓練情報の提供
◆両立に向けたアドバイス

【効果】

◆参加者数 43名 就業につながった人 7名
◆参加者の声
「再就職への不安が軽くなり、前向きになれた」
「幸手市ふるさとハローワークに行って色々な情報を収集したい」

≪就職支援のセミナー風景≫

＜幸手市コメント＞
ふるさとハローワークが市役所内に設置された
ことに伴い、今後は県はもとより国とも連携し、
地域における就労支援事業の充実を図っていき
たい。

＜ハローワークコメント＞
幸手市の施策とハローワークの再就職セミナー
を併せて実施することで、参加者の知りたい情
報を一元的に提供できた。
市とセミナー事業の調整を図っていく中で、産
業団地内の企業の採用計画の情報をいち早く知
ることで、企業への求人募集のアプローチをか
けることができた。

≪照会先≫ 埼玉労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・・（電話048-600-6208）（https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/)



＜志木市コメント＞
ハローワーク朝霞、ハローワーク池袋と

共同で実施する県内で初めてのシニア向け
面接会であったが、多数の求職者が来場し、
市内企業の人材確保及びアクティブシニア
の社会参加を支援することができた。

今後もハローワークと連携を図りながら、
シニアの活躍の場づくりと地域の人手不足
解消に努めたい。

＜労働局コメント＞
書類選考が多い中、元気なシニア世代

を直接目にすることは企業にとって有意
義なものであり、また、求職者の活力に
も繋がるものと考えている。

【課題･目的】

≪照会先≫ 埼玉労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・・（電話048-600-6208）（https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/)

【埼玉県志木市】 【埼玉労働局ハローワーク朝霞】 【東京労働局ハローワーク池袋】 【朝霞地区雇用対策協議会】

【実施概要】

【役割分担】

★参加企業２５社 ★参加求職者１６６名 ★採用３０名。
ハローワーク、志木市をはじめとした朝霞四市、朝霞地区雇用対策協議会が、

それぞれ積極的に当面接会の周知等を行った結果、地域の企業が人材を確保する
ことができたとともに、シニア世代の就業促進に貢献することができた。

【効果】

名称：ジョブスポットしき シニア世代（概ね５５歳以上）対象就職面接会
日時：平成３０年２月９日（金） １３：３０～１６：００
場所：志木市民会館パルシティ（志木市本町1-11-50）

◆シニア世代の就業を促進するため、志木市では市民に当面接会を広く周知・記者発表を行う。
また、ハローワーク朝霞・ハローワーク池袋と協力して当日の会場運営を行う。

◆ハローワーク朝霞の管内である朝霞市・志木市・和光市・新座市は、東京都豊島区・板橋区・
練馬区と隣接していることから、ハローワーク池袋と連携し、それぞれの管内企業及び求職者
に対して参加勧奨を行う。また、ハローワーク池袋も主催として、当日の会場運営を行う。

◆ハローワーク朝霞の管内である朝霞市・志木市・和光市・新座市は、「朝霞四市」と呼ばれ、
地域の結びつきが強いことから、 朝霞市・和光市・新座市においても市民に向けて当面接会
を広く周知。また、当日の会場運営についてもそれぞれの市よりスタッフを派遣してもらう。

◆朝霞地区雇用対策協議会に対し、シニア世代の採用を積極的に検討していただける会員企業の
参加について協力を依頼し、当面接会への積極的な参加を呼びかけ。

地域の人材確保のため「シニア世代対象就職面接会」を開催

６５歳を超えても働きたいという高齢者が多数いる一方、管内企業の人手不足感が強くなって
いる状況を鑑み、就業意欲のあるシニア世代と人材確保に苦慮している管内企業を対象にした
就職面接会を開催し、志木市が掲げる「アクティブシニアの社会参加支援」(※）の促進及び管内
企業の求人充足を図る。（※志木市が「まちづくり新３５の実行計画」において掲げている計画の１つ。）

【志木市】
・会場確保・提供
・開催周知（広報誌・ポスター・記者発表

等）による潜在的求職者の掘り起こし
・当日の会場運営

【ハローワーク朝霞】【ハローワーク池袋】
・求人事業所募集・選定、求人受理
・開催周知による求職者の積極的送り込み
・当日の会場運営

【朝霞市・和光市・新座市】
・開催周知 ・当日の会場運営補助

【朝霞地区雇用対策協議会】
・各事業所への参加勧奨
・当日の会場運営補助



中小企業に対する若者の人材確保を支援

＜市川市コメント＞
市内中小企業が、ユースエー

ル認定による人材確保の利点や
学生の実態を知ることができ、
人材確保のための方針確立に寄
与することができた。

＜労働局コメント＞
中小企業が若者を採用する上

で何を重視して取り組むべきか
を制度面及び学校側の生の声で
訴えることができた。

【課題･目的】

≪照会先≫ 千葉労働局職業安定部職業安定課・・・（043-221-4081）（https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/）

【千葉県市川市】 【千葉労働局ハローワーク市川】

【実施概要】

【役割分担】

市川市内中小企業に対する若者の人材確保を支援する。

◆ 参加企業20社26名。
◆ 大学・短大の進路担当が企業のどのような情報を欲しているのか、学生
がどのような就職先を求めているのかの情報提供を行うことができた。
◆ 出席企業に対し、ユースエール認定に向けた取組や働き方改革への取組
を勧奨することができた。

【市川市】
◆セミナーの企画、会場の提供、
企業への参加勧奨並びに大学及び
ユースエール認定企業との折衝。
◆参加とりまとめと当日の進行。

【労働局・ハローワーク】
◆ユースエール認定制度及び働
き方改革についての説明。
◆企業への参加勧奨並びに大学
担当者と市の担当者との仲立ち。

【効果】

≪市川市・HW市川主催若者人材確保セミナー≫

◆ 市川市内の中小企業に対して若年者確保に向けての各種情
報提供を行うセミナーを実施。
◆ ユースエール認定制度についての説明と認定企業からの認
定までの経緯と認定後の効果について説明。
◆ 市川市内の大学・短大の進路指導担当者によるパネルディ
スカッションにより、企業にとって参考となる情報を提供。
◆ 働き方改革についての情報提供を行い、取組の勧奨。



＜木更津市コメント＞

＜ハローワークのコメント＞

【課題･目的】

【千葉県木更津市】 【千葉労働局・ハローワーク木更津】

【実施概要】

【役割分担】

地方創生の一環として、首都東京都内に在住の若年層を中心と
して、千葉県木更津市近郊への就職希望者の掘り起し及び地元
企業へのマッチング機会の提供

＊参加企業数 ２２社
＊参加求職者数 １８名（新卒者５名、既卒者１３名）
＊面接等数 ４２件
＊採用数 ４名

【木更津市】
＊周知広報全般
＊参加企業への勧奨協力
＊会場の設営
＊開催当日の運営及び人員配置
＊関係機関等との調整全般

【ハローワーク】
＊職業相談、紹介に関する全般
＊参加企業への勧奨、取りまとめ
＊参加企業の求人受理
＊開催当日の運営及び人員配置
＊求職者への参加呼びかけ

日時：平成２９年１０月６日（金）
場所：東京新卒応援ＨＷ「出会いのフロア」
○求職者との個人面談（説明や採用面接）
○移住・定住相談窓口の設置
○ハローワークブースの設置

【効果】

移住・定住者受け入れ促進のため、木更津市・ハローワークがＵＩＪターン
事業「地元企業合同就職説明会」を実施

ＵＩＪターン就職の成功は、全国ネットワーク
を構築しているハローワークと、移住・定住に
力を入れている地方自治体との連携が、必
要不可欠であると感じた。

ハローワークと市が連携し、実現した
本事業は、地域経済の活性化及び移住・
定住促進に有効な施策と考えます。
引き続き、関係機関と連携し、地方創生
に繋がる事業の推進に取り組みます。

≪照会先≫ 千葉労働局職業安定部職業安定課・・・（043-221-4081）（https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/）



流山地域の子育て世代支援のため「子育てママが働ける会社説明会in流山」を開催

＜流山市コメント＞
子育て世代が増えている流山市

では、子育て中の女性のための就
労支援事業として実施することが
でき、当日も想定を上回る親子連
れの就職希望者が集まりました。

今後もハローワークと連携しな
がら継続して実施していきたいと
考えます。

国と地方自治体の連携による雇用対策好事例

【課題･目的】

【千葉県流山市】 【千葉労働局ハローワーク松戸】

【実施概要】

【役割分担】

「母になるなら、流山市。」のキャッチフレーズとともに、子
育て世代の住民が増加している流山市において、仕事と子育て
の両立を希望する求職者が、両立に理解がある地元企業から直

接話を聞く機会を提供する。

◆ 参加事業所数・・・８社
◆ 参加求職者数・・・５１名（目標４０名）

うち、お子さんを連れて参加した方 ２７名
◆ 個別相談・面接数・・・２９件
◆ ３名の方の採用が決定。

【流山市】
◆会場の提供
◆広報誌・HP・SNS等による周知
◆当日の会場管理

【国】
◆参加企業の選定
◆ハローワーク利用者への参

加呼びかけ
◆当日の進行管理

【効果】

◆参加企業が事業内容や自社の子育て支援の取組について説明。
◆企業の相談ブースにおいて、個別の相談、面接。
◆仕事探しや職業訓練に関する相談ブースを設置。
◆保育に関する各種資料を配置。

≪照会先≫ 千葉労働局職業安定部職業安定課・・・（043-221-4081）（https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/）



仕事と子育て両立支援のため、共同事業として「レディＧＯ！Project」を実施

啓発イベント内容
・女性の就業拡大に向けた講演
・マネー講座など求職者向けセ

ミナー
・企業の採用担当者向けセミナー
・子育て中の女性を対象とした合

同就職面接会
・キャリアカウンセリング
・子供と一緒に参加できる「働

く」をテーマにしたイベント
・家事サービス分野の相談会

【課題･目的】

≪照会先≫ 東京労働局職業安定部職業安定課職業紹介第二係 ・・・・・・・・・・03(3512)1656 

【東京都】 【東京労働局】

【実施概要】

【役割分担】

・全4回のイベント開催した結果、就職面接会に合計63社が参
加し、当日476名が面接を受け、56名が就職。
・面接会以外の目的で来場したイベント来場者に対して、マザー
ズハローワークを周知する事ができ、未利用者の新規登録につな
がった。

【東京都】
会場確保
求職者広告
啓発イベント

【国】
求人確保
面接会運営

【効果】

≪企業プレ
ゼン≫

○対象：再就職をめざす女性、子育て中で就労を希望する女性等
○内容：合同就職面接会（各回20社程度）、相談会、啓発イベン

ト（セミナー、家事サービス説明会等）を併せて実施
○回数：年4回（大規模2回、小規模2回）
○実施方法：東京労働局（マザーズＨＷ）と都の共催により、都内

各地で開催

Ｍ字カーブを解消するためには、結婚や育児等を理由に退職した女
性等の再就職を支援する必要がある

≪面接会≫



瀬谷区内企業の人材確保対策のため、共同事業として面接会を実施

＜瀬谷区コメント＞
平成30年4月12日に当所所長が
区長を訪問し、昨年度の面接会結
果を報告したところ、今年度も面
接会を共催しましょう、とのお言
葉をいただいた。
＜ハローワークコメント＞
当所へのアクセスが悪い瀬谷区で
面接会を開催したことで、ハロー
ワークの存在を改めて認識してい
ただき、瀬谷区内の企業との連携
強化につながった。

【課題･目的】

≪照会先≫ 神奈川労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・（045-650-2800（代））（https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku)

【神奈川県横浜市瀬谷区】 【神奈川労働局ハローワーク戸塚】

左記の取組の写真を貼付
【実施概要】 平成30年2月1日実施

【役割分担】

管轄内で当ハローワークにアクセスが悪い（瀬谷区役所の場合は車で
50分、公共交通機関で65分）瀬谷区の企業に特化した面接会を瀬谷区
役所と共催して人材確保を図る。

◆ 企業10社、求職者23名が参加し、就職は6件。
◆ 企業に対するアンケート結果は「人材確保に役立った」5割、

「応募はなかったが自社のＰＲに役立った」3割であった。
◆ 平成30年2月の瀬谷区内の常用求人数は前年同月比6.1%増。

【瀬谷区役所】
・大会議室の提供
・広報よこはま瀬谷区版平成30

年1月号へ掲載し区民に周知
・当日運営１名参加

所

【国】
・求人者への案内・選定
・協同組合横浜総合卸センター

への傘下企業への周知依頼
・求職者への周知・誘導
・当日の運営

【効果】

≪ハローワーク戸塚と瀬谷区の連携による面接会≫

◆ 製造業やサービス業等の企業を中心に参加企業を選定。求
人は正社員求人とし、一部企業はパートも併せて面接を実施。

◆ 瀬谷区のマスコットキャラクターせやまるの使用承諾を取り、
ポスター、リーフレット、求人一覧表等に掲載。

◆ ＨＰ掲載、沿線のハローワークに周知、求職者の誘導を依頼。
区役所内及び広報よこはま瀬谷区版平成30年1月号へ掲載。



生活保護受給者等の就職支援のため、共同事業として就職面接会を開催

＜横浜市港北区コメント＞
区役所内で面接会ができたことで、
支援員も寄り添いながら、複数の
事業所への面接が一度にでき、多
くの者が就職に結びついた。

＜ハローワークコメント＞
支援対象者のニーズに合う求人を
自ら開拓し、港北区役所以外の区
役所とジョブスポットの協力を得
て開催できた。今後も
継続して実施していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 神奈川労働局職業安定部職業対策課 ・・・・・（045-650-2801（代））（https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku)
・

【神奈川県横浜市港北区】 【神奈川労働局港北ハローワーク】

左記の取組の写真を貼
付

【実施概要】

【役割分担】

港北区役所は生活保護受給者等の就職支援では、一体的実施施設
（ジョブスポット）設立後、横浜市内でも進んでいる地域ではあ
るが、より生活保護受給者、生活困窮者、児童扶養手当受給者の
就職促進を図るため、区役所生活支援課、こども家庭支援課と
連携した面接会を行っている。

◆ 平成２９年度の実績は、参加事業所数７社、参加求職者数
２７名（他のジョブスポットからも２名の送り込みがあった）。
面接件数３５件、就職件数１５件であった。

【横浜市港北区】
会場手配、運営
面接会当日の支援対象者同
行

【ハローワーク】
求人開拓、求人受理
港北区以外の管轄内ジョブスポット
に周知、参加勧奨
事前準備、当日の運営、採否確認、
アンケート集計

【効果】

≪就職面接会参加勧奨リーフレット≫

生活保護受給者等の希望条件に合う求人を、実際支援にあたっている
就職支援ナビゲーターが中心となり開拓、港北区役所会議室にて面接
会を開催。また、助成金の説明会を面接会開始前に行い、神奈川労働
局職業対策課職員が、参加事業所や管轄４区の生活支援課等の担当者
に対して周知を図った。区役所から生活困窮者制度の説明を行った。



精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の共催による実施

＜労働局コメント＞

精神障害者及び発達障害者の職場
定着の課題を解消するため、自治
体と連携し効果的な啓発の機会を
提供することができた。

平成30年度も同会場での実施が
決定している。

【課題･目的】

≪照会先≫ 神奈川労働局職業対策課 ・・・・・（045-650-2801（代）） （https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/)

【神奈川県】【海老名市】【神奈川労働局・ハローワーク厚木】

【実施概要】

【役割分担】

精神障害、発達障害のある方が安定して働けるよう企業で働く一般の従業員の
方に障害に対し、正しく理解していただき職場における応援者（サポーター）に
なっていただくための養成講座の開催。
職場定着の促進を目的に自治体と協働で開催。

○アンケート結果
・講座の内容は理解できましたか

大変理解できた・理解できた ⇒ 93.4％
・今後の職業生活に活かせる内容でしたか

大変活かせる・活かせる ⇒ 91.6％

同じ職場内の人に勧めたい。
参考になった。今回受講してどう接したらよいか少し理解できた。
等・・・

【神奈川県】
・神奈川県ホームページによる

開催周知

【海老名市】
・会場（会議室）の確保

・市の広報への掲載

【労働局】
・運営管理

・参加者の募集、企業への周知
・アンケート集計

【ハローワーク】
・精神障害者雇用トータル サポーター

による講義
・企業への周知

【効果】

◆ 海老名市役所会議室にて開催
◆ 受講者数116名

◆ 神奈川県より神奈川県障害者雇用促進センターの施策について同時説明。 ≪平成30年2月1日海老名市役所にて開催≫



保育士人材確保対策のため、共同事業としてセミナー及び面接会をパッケージにして実施

＜川崎市コメント＞

本市は、「どこよりも子育てしやすいまち」をめ
ざしており、保育所や地域の子育て支援などで活躍
していただくおおぜいの保育士の方を必要としてい
ます。県内では、保育士の資格を持ちながら保育所
等で働いていない方がおよそ６万人いるとも言われ
ており、今回のように国の労働行政と連携した事業
の中で、保育士職の魅力や待遇改善の取組伝えると
ともに、市の保育士支援策を直接ＰＲできることは
非常に効果的であると考えています。

＜ハローワークコメント＞

人手不足が顕著である保育士について、川崎市が

行う「保育士就職支援制度」や最新の「保育士を取
り巻く状況」を理解させ、就職意欲を喚起させた上
で、そのまま面接の場を提供できたことから、通常
のミニ面接会と比較し面談数も多く就職にもつな
がったことから効果が高い取組となった。

【課題･目的】

≪照会先≫ 神奈川労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・ （０４５-６５０-２８００（代））（ｈｔｔｐｓ://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/)

【神奈川県川崎市】 【神奈川労働局 川崎ハローワーク】

左記の取組の写真を貼付【実施概要】

【役割分担】

神奈川県内の保育士登録者が約93,000人がある中で、保育士所等で働く保育士は
30,000人に留まっている。有資格者が過去の就業経験（給与・勤務時間等の労働条
件の劣悪さのイメージ）から敬遠していることが少なくないために、保育士を取り

巻く最近の実態と自治体独自の就職支援策を広く周知して人手不足対策を進める。

◆当日、セミナーに7名の参加者があり、セミナー終了後4名が面談ブースに入り、
結果1名が採用された。（無資格者も４名参加があり、保育士業務の理解を深めた）
◆前半のセミナーの間、同会場後方で3社がブースで待機し、セミナー終了後その流
れで面談に入りやすい環境をつくり、気軽に立ち寄れるように工夫した結果、思って
いた以上に面談者の数が上がった。また、セミナーの講義内容の効果なのか、そのま
ま就職に至ったケースがあった。

【川崎市】
◆「最新の保育士を取り巻く状況」
及び「市独自の保育士就職支援制
度」についての説明を行い就職意欲
の喚起を図った。

【国】
◆周知・広報（当所来所者への声掛け及
び登録者へ郵便にて参加勧奨。近隣のＨ
Ｗへ周知依頼）
◆当日の運営管理、参加者、関係者から
の意見を集約し、今後の改善策を検討

【効果】

≪ハローワーク川崎と川崎市の連携によるセミナー＆面接会≫

◆従前のようなセミナーだけで終了するのではなく、セミナーで意欲喚起を図った直
後に事業所との面談時間を設定。
◆セミナーでは新たに自治体独自の保育士就職支援制度を説明する時間を設定。
◆比較的求職者ニーズの高い求人条件の事業所を選定し、マッチング効果を意識して
実施。
◆無資格者の参加も可として、保育業務に興味のある人材を発掘するために実施。



小田急線沿線を就業場所とする企業を募り、沿線在住求職者の正社員雇用を促進するための面接会を実施

＜川崎市コメント＞
これまで本市主催の面接会では
対象としていなかった幅広い年
齢層の求職者に対し、市内及び
近隣地域の企業との出会いの場
を提供することができた。
＜ハローワークコメント＞
川崎市と連携して実施すること
により、今までにない場所、ス
ケールの面接会を実施すること
ができた。

【課題･目的】

≪照会先≫ 神奈川労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・（045-650-2800（代））（https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku)

【神奈川県川崎市】 【神奈川労働局ハローワーク川崎北】

【実施概要】

【役割分担】

ハローワーク川崎北が実施する「正社員就職強化月間」の取組とし
て、正社員雇用の促進のため実施。
また、川崎市民の正規雇用就職を促進するという共通目的から、川
崎市と連携し面接会を開催することとした。

◆ 参加事業所数11社 参加求職者数36名 面接件数 延べ41件
採用者数６名（全員正社員）

◆ 川崎市の協力を得ることにより、全市内的広報の実現と、区役
所を活用した面接会の実施を行うことができた。

【川崎市】
◆ 会場の提供
◆ 市施設における市民向け

広報
◆ 当日の運営

【ハローワーク川崎北】
◆ 面接会の企画
◆ 参加事業所募集・選定
◆ 求職者向け広報
◆ 当日の運営

【効果】

≪ハローワーク川崎北と川崎市の連携による面接会≫

◆ 主催：ハローワーク川崎北・ハローワークプラザ新百合ヶ丘
共催：ハローワーク町田・府中・相模原・厚木・大和
後援：川崎市

◆ 「就業地最寄駅が小田急線沿線である正社員求人」という条件
を満たす事業所を主催所管内より５社、共催所より１～２社の
推薦を受けて参加事業所を選定した。

◆ 川崎市の後援を得て、川崎市施設（区役所・図書館等）を活用
した全市内的広報を展開。



県外学生のＵ・Ｉターン就職促進のため、

「Ｕ・Ｉターンセミナー＆個別相談会」を開催

＜新潟県コメント＞
セミナーでのＵ・Ｉターン就職などに

関する説明に加え、個別相談会での具体
的なハローワーク求人の提供等を通じて、
新潟県内への就職に結びついている。

また、「合同就職面接会」や「学生×
企業との交流会」などでも労働局と連携

を密にして取り組んでいる。
＜労働局コメント＞

Ｕターン関連施設としては、全国的に
も数少ない国と県との一体的実施施設と
して、連携を密にした運営を行い、各種
セミナー、面接会等の実施にとどまらず、
個別職業相談・紹介につなげている。

【課題･目的】

≪照会先≫ 新潟労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・（電話025-288-3507）（https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/)

【新潟県】 【新潟労働局】

【実施概要】

【役割分担】

大学等新規卒業者の県内就職者数が減少している中、新潟県
へのＵ・Ｉターン就職を促進するため、県と国が都内で一体的
に運営する「にいがたＵターン情報センター」において、県外
大学に在学する大学４年生等を対象にしたセミナーと個別相談
会を開催。

◆ 新潟県へのＵ・Ｉターン就職を促すことに加え、県内の
就職関連情報を得にくい県外学生を支援することができた。

◆ 本セミナーの参加者のうち、一定数の学生が県内就職に至った。

【新潟県】
セミナー及び個別相談会の
企画立案、周知、セミナー
の実施

【国】
周知、個別相談の実施（職
業相談、ハローワーク求人
や県内企業の情報提供等）

【効果】

平成29年６月３日、学生向けハローワーク求人の公開に併せて開催

◆セミナー：Ｕ・Ｉターン就職に関する ポイント、県内
求人の状況、センターの活用方法などを説明

◆個別相談会：一人一人の状況に応じた職業相談、県内企
業の情報提供、履歴書等記載の相談などを実施

≪Ｕ・Ｉターンセミナーの様子≫



連携中枢都市圏との共催による地元企業の人材確保・就職支援

＜高岡市コメント＞

とやま呉西圏域連携事業として初
めての開催でしたが、企画の段階か
らハローワークの方からアドバイス
をいただき、安心して取り組むこと
ができました。

＜ハローワークコメント＞
ハローワーク3所と管轄６自治体

が広域的、一体的に事業主向けセミ
ナーや企業説明会・面接会に取り組
むことにより、地元企業のＰＲや人
材確保に繋がる機会となった。

今後も自治体と連携して雇用対策
を積極的に推進していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 富山労働局職業安定部職業安定課 （ＴＥＬ：076-432-2782） （http://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku)

【富山県 とやま呉西圏域（高岡市・射水市・砺波市・氷見市・南砺市）】
【富山労働局 ハローワーク高岡・砺波・氷見】

【実施概要】

【役割分担】

首都圏等への人材流出等による人口の減少に伴い、地元企業にとって人材確保
は最重要課題となっている。このため、地域活性化を図るため、連携中枢都市圏
として国から認定された富山県西部地域６市と管轄ハローワーク３所が連携・協
力して、地元企業の魅力発信セミナーと企業説明会・就職面接会をセットで開催。

◆ 企業の魅力発信セミナー 116名参加（95社）
セミナーの内容について、約8割の参加者から好評価を得ることができ、また、雇用

管理改善の意識醸成も図られた。

◆ 新卒者・転職者向け就職フェア 281名参加
参加企業 新卒者向け（午前）110社 転職者向け（午後）102社
各市、ハローワークが企画段階から協力し、広域的かつ効果的な広報を行ったことに

より、一定の成果が見られるとともに、この企画を通じて、ハローワークと地方自治体
との連携が一層強化された。さらに、各市で参加企業募集を担当したことにより、日頃
ハローワークの利用がない企業の参加や求人確保にもつながった。

また、求人者向けセミナーと企業説明会・面接会を組み合わせて企画することにより、

企業の人材確保を総合的に支援することができた。

【県西部地域６市（とやま呉西圏域）】
◆ 事業全体の企画・運営、会場準備
◆ 参加企業の募集
◆ 市報、市ホームページによる周知、

開催チラシの作成
◆ 当日の進行、運営
◆ 移住・定住相談コーナーの設置

【ハローワーク】
◆ セミナーでの講師の準備
◆ 面接会参加企業の求人受理
◆ 求職者への参加呼びかけ
◆ 当日の運営協力、職業相談コーナー

の設置

【効果】

≪新卒者・転職者
向け就職フェア≫

◆ 企業の魅力発信セミナーの開催
「応募の可能性を高める企業づくりと情報発信について」

◆ 新卒者・転職者向け就職フェアの開催

≪企業の魅力発信
セミナー≫



【石川県金沢市】 【石川労働局・ハローワーク金沢】

【目的】
地元企業の人材確保のため、学生及び35歳以下の若者に地元
企業を知る機会を設け、若者と企業とのマッチングを図る。

地元企業と若者をつなぐ合同就職面接会

役割分担【金沢市】

〇参加企業の募集
〇広報での周知

「金沢市はたらくサイト」
への掲載

〇当日配布資料の作成
〇当日の運営 など

役割分担【金沢市】

〇参加企業の募集
〇広報での周知

「金沢市はたらくサイト」
への掲載

〇当日配布資料の作成
〇当日の運営 など

〈金沢市コメント〉
当日の会場に設けたハローワーク
ブースで相談を受けながら面接に向
かう参加者も見られた。今後も連携
を図りながら実施していきたい。

〈労働局コメント〉
大規模な面接会とは異なり、企業も
若者もじっくり面接に望むことがで
きる。面接会へ参加後、ハローワ
ークを利用する方もおり、今後も
継続していきたい。

【効果】
・平成29年度は参加者１４名のうち採用者4名となった。
・参加者の訪問ブース数は平均3.2社で、ほぼ全企業で面談者が
２人以上あった。参加企業のアンケートでは、開催時期やPRタ
イムなども含め「概ね満足」との意見をいただいた。

【効果】
・平成29年度は参加者１４名のうち採用者4名となった。
・参加者の訪問ブース数は平均3.2社で、ほぼ全企業で面談者が
２人以上あった。参加企業のアンケートでは、開催時期やPRタ
イムなども含め「概ね満足」との意見をいただいた。

【実施概要】
◆対 象 者◆ 平成30年3月卒業予定者及び35歳以下の若者
◆参加企業◆ 金沢市内に本社を有する企業18社
◆内 容◆ 学生向け直前セミナー

企業PRタイム （2分程度×18社）
企業との面接

≪照会先≫ 石川労働局職業安定部職業安定課・・・・・TEL076－265－4427 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku≪照会先≫ 石川労働局職業安定部職業安定課・・・・・TEL076－265－4427 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku

役割分担
【ヤングハローワーク金沢（金
沢新卒応援ハローワーク）】
○登録者、来所者への周知
〇大学等への周知
〇当日の相談ブースでの登録、

面接や履歴書作成のアドバ
イス

役割分担
【ヤングハローワーク金沢（金
沢新卒応援ハローワーク）】
○登録者、来所者への周知
〇大学等への周知
〇当日の相談ブースでの登録、

面接や履歴書作成のアドバ
イス



人材確保対策のため、共同事業として事業所訪問を実施

＜永平寺町コメント＞
訪問した事業所から求人ニーズ等を聞き取

り雇用対策に活かすことで、地域住民の雇用
の安定等を図り「出会いよし、子育てよし、働
いてよし、住んでよし 永平寺町」の実現を目指
しています。

＜労働局コメント＞
ハローワークをあまり利用することがなかっ

た事業所から、事業所訪問時に求人ニーズを
聴き取り、求人票の作成支援を行うことによっ
て、求人の充足に繋げることができている。

今後、 永平寺町と連携しながら各種支援対
策に取り組んでいきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 福井労働局職業安定部職業安定課 （☎0776‐26‐8609） （HPアドレス) https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/

【福井県永平寺町】 【福井労働局ハローワーク福井】

【実施概要】

【役割分担】

永平寺町は、町内にハローワーク（付属施設を含む）もなく、他
の市町に比べ、人材確保対策に苦慮していた。

このため、平成28年7月に雇用対策のノウハウを持っている労働
局（ハローワーク）と雇用対策協定を締結し、一体的・体系的・組
織的に、地元企業の人材確保対策に積極的に取り組んでいる。

◆ 永平寺町を就業地とした求人の充足率が6.3％アップ
◆ 事業所訪問を実施した事業所を対象として、町内で初めて

「永平寺町きらめき就職面接会」を開催
H29.１１.２１開催：参加者事業所11社、参加者17名、就職件数５件の実績

【永平寺町】
・商工会との調整による訪問事業所

の選定、訪問日時のアポイント
・町の各種支援制度の説明
・その他、関係機関への取り次ぎ、

連絡調整等

【国】
・雇用情勢の説明、景況の把握
・求人・求職ニーズの把握
・求人票の作成支援、助言
・各種助成金制度の説明
・個別求人開拓、求人担当制の実施

【効果】

≪ハローワーク福井と永平寺町の連携による事業所訪問≫

◆ 雇用対策協定締結後、行政（町・国）に対する期待が高まって
きたことから、地元企業の充足ニーズの把握を目的とした人材確保
対策の一環として、ハローワークの職員、永平寺町担当課の職員及
び永平寺町商工会（経営指導員）の三者による事業所訪問を月1回
（数社）実施し、企業の生の声を活かした求人充足サービス等に取
り組んでいる。



【目的】

≪照会先≫ 福井労働局職業安定部職業安定課 （☎0776‐26‐8609） （HPアドレス) http://jsite.mhlw.go.jp/fukui‐roudoukyoku/

【福井県坂井町】 【福井労働局ハローワーク三国】

【実施概要】

【役割分担】

大都市圏に在住する坂井市出身の学生及びＵＩＪターン希望者に対し、
地域産業活性化と人材確保を図ることを目的に就職面接会等を開催。

・坂井市内の企業７社による就職面接会・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪
・坂井市内の業界の代表企業による業界説明会・・・・・・・・・・名古屋
・坂井市内の業界の代表企業による学生との意見交流会・・・・京都
※市⇒移住・定住に係る支援制度及び坂井市のＰＲ
※国⇒ＵＩＪターンの職業相談、求人情報の提供

坂井市・三国ハローワークがＵＩＪターン支援のための

「県外就職面接会等」を開催

【坂井市】
・市広報誌やＨＰによる保護者、市民等への周知

・移住・定住支援のリーフレット等の作成、

市のＰＲ

・当日の会場設営、開催にかかる準備

【国】
・県外の関係機関への周知

・ＨＰによる周知・広報

・ＵＩＪターン求人情報の作成

・当日のＵＩＪターン職業相談等

【効果】
♦「就職面接会」 ⇒大阪会場 ７社 計17名参加により企業面接３９件 １人が内定

♦「業界説明会」 ⇒名古屋会場 ６社 計５名参加

♦「意見交流会」 ⇒京都会場 ５社 計15名参加

※開催に当たり、連絡会議を３回開催
＜坂井市コメント＞

29年度は、３地区で事業展開したところ、

少なからず手ごたえがありました。

今後も企業における人材確保対策に取り

組むとともに「就職面接会」等を継続的に開

催し、ＵＩＪターン対策を通じて魅力ある就業

の機会の創出を図っていきます。

＜労働局コメント＞
県外学生等への周知が課題であったが、

市、労働局に加えて県事務所のＵターンアド

バイザーや開催地の労働局へも周知依頼す

る等、各方面の協力、連携により一定の参

会者がえられた。

（京都チラシ）

（大阪会場写真）

（京都会場写真）



ふるさとハローワークによる出張相談を実施

＜南部町コメント＞
ハローワークが遠いため、実施
はとても助かる。実施回数は現
状のままで良い。

＜ハローワークコメント＞
町の積極的な周知活動により、
多くの住民の利用がある。最寄
りのハローワークまで地理的に
遠い事から必要性が高い。

【課題･目的】

≪照会先≫ 山梨労働局職業安定部職業安定課（055-225-2857）（https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/)

【山梨県南巨摩郡南部町】 【山梨労働局 ハローワーク鰍沢】

【実施概要】

【役割分担】

地域の住民及び事業主に対する行政サービスの向上を図るため、
身延町ふるさとハローワーク（ハローワーク鰍沢）の相談員が、
毎月１回南部町役場に出張し相談を実施する。

◆ 平成２９年度は４２人が相談に来庁。求人情報の提供６７件、
内４件の職業紹介を実施。

◆ 地域の住民への行政サービスの向上が図れた。

【南部町】
住民への周知
広報への掲載
相談用の会場を確保

【国】
職業相談・職業紹介
求人情報の提供
求人の受理

【効果】

≪ハローワーク鰍沢と南部町の連携による出張相談≫

◆ 町庁舎の会議室や相談室を使用し、出張相談を実施。

◆ 地域の住民に職業相談・職業紹介・求人情報の提供を行う。

◆ 地域の事業主から求人の受理を行う。



生活保護受給者に対して福祉関係相談業務と就労支援を一体的に実施

＜長野市コメント＞
市のケースワーカー及び就労支援員

を通じて、生活保護受給者等をハロー
ワークへ紹介した結果、多くの方の就
労に結びついており、一定の効果が上
がっています。

＜労働局コメント＞
開設以来、生活保護受給者等の就労

の確保に努め、早期自立を促進するた
め、これからも長野市とハローワーク
による緊密な連携の下、取り組んでま
いります。

【課題･目的】

≪照会先≫ 長野労働局職業安定部訓練室・・（℡026-226-0862）（https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/)

【長野県長野市】 【長野労働局長野ハローワーク】

左記の取組の写真を貼
付

【実施概要】

【役割分担】

生活保護受給者、児童扶養手当受給者、生活困窮者等の就労促進
を図る。

◆福祉・就労支援コーナーが福祉事務所に隣接しているため、
コーナーへの誘導が容易に可能となり、利用者の利便性が向上
し、効果的な就労支援につながっている。

【長野市】
・支援対象者の送り出し（支援
候補者となり得る者の掘り起し
等）

・就労後のアフターフォロー

【国】
・支援要請のあった支援対象者の
担当制による就労支援

・就労後のアフターフォロー

【効果】

≪ハローワーク長野と長野市の連携による
福祉・就労支援コーナー「ジョブ縁・ながの」≫

◆長野市福祉事務所に求人情報提供端末等を設置し、HWの就職支援ナビ
ゲーターと市の就労支援員等と連携して以下の事業を一体的に実施して
いる。

・生活保護受給者等の個々の課題に応じた就労支援プランの策定
・就労支援プランに沿った就労準備、職業相談、職業紹介、就労後のフォ

ローアップまでの一貫した支援



大型商業施設内で企業説明会＆相談会を各務原市と共同開催。

マザーズコーナーも設けて求職者を掘り起し。

＜各務原市コメント＞
人口減少が進む中、市内事業者は、

十分な人材の確保が出来ていない。
特に女性求職者は、イメージで製造
業や福祉の職場を敬遠する傾向が
あった。近年は、女性の働きやすさ
に目を向けた事業者も増えてきてお
り、今後もこういったマッチング事
業を実施することを通じて、両者の
仲介を図りたいと考えています。

＜ハローワークコメント＞
製造業を中心に人手不足が深刻化

する中、各務原市と協力して行う
ターゲットを絞った企業説明会等は、
潜在求職者の掘り起しにつながる事
業として期待しています。

【課題･目的】

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課 （ＴＥＬ０５８－２４５－１３１１）

【岐阜県各務原市】 【岐阜労働局ハローワーク岐阜】

【実施概要】

【役割分担】

ものづくりの街として発展する各務原市では景気回復により
製造業を中心に人手不足が深刻化しており、労働局との雇用対
策協定に基づく事業計画の一つとして、合同企業説明会＆相談
会を共同開催している。

◆ 市内出展企業１３社。来場者数４９人（男２２人 女２７人）。
◆ 製造業求人が中心であったが、大型商業施設が会場で、マザーズコーナー

を設けたことから、子育て中の女性も多く来場された。
◆ 同コーナー相談者は大半がこれから働きたい方であるものの、ＨＷの周知

・利用促進にも効果があり、潜在求職者の意識向上と掘り起しに繋がった。

【各務原市】
◆事業運営と会場確保
◆出展企業の選定
◆周知・広報

【国】
◆周知・広報
◆出展企業の求人情報等提供
◆マザーズコーナー相談

【効果】

中途採用者・パート希望者等の就職支援および市内企業の人
手不足の解消のため年３回開催。このうち１回は市の移住・定
住相談ブースがある大型商業施設の会議室において、「仕事と
子育てを両立しやすい求人」を中心に開催。買い物客から潜在
求職者の取り込みを見込み、マザーズコーナーも設けて実施。



◆ セミナー内容
年間３回実施（1回につき3日コース）
最近の保育情勢等の講義（大学講師による）
手遊び・読み聞かせ等実技指導
施設見学及び保育体験
ハローワークによる就職サポート相談

潜在保育士の現場復帰に向けたセミナーの開催

＜大垣市コメント＞
保育士再就職希望者や資格は持っ

ているが実際に保育園等で勤務の経
験がない方などを対象に、保育を再
び学びなおす研修会や実習を開催し、
現場復帰に向けて支援しています。

＜ハローワークコメント＞
保育体験後に求人情報や個別相談

を行うことで再就職への意欲をより
高めることができます。

【課題･目的】

【岐阜県大垣市】 【岐阜労働局ハローワーク大垣】

【実施概要】

【役割分担】

保育士不足が懸念されている中、潜在保育士の保育現場への
復帰に対する不安を解消し就職・再就職に繋げる

◆ 3回で延べ18人が受講
◆ 保育士等に採用された人数４人
♦ 臨時職員等の登録簿への搭載人数３人

【大垣市】
◆セミナーの企画・運営
◆広報等による受講者募集

【ハローワーク】
◆3日目の就職サポート相談

（雇用失業情報、求人情報等の提供、
個別相談）

◆マザーズコーナーでの受講者募集

【効果】

≪ハローワーク大垣と大垣市の連携によるセミナーの開催≫

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課 （ＴＥＬ０５８－２４５－１３１１）



雇用対策協定に基づく出張相談に併せた「介護就職デイ」を開催

＜飛騨市コメント＞
人口の少ない本市では職種を絞っ
た就職相談会は実施しづらいので
すが、ハローワークとの連携のお
かげで求職者にタイムリーな相談
会が実現できました。実績も出て
自治体として大変感謝しています。
＜ハローワークコメント＞
実績の上がりにくい介護分野につ
いて、出張相談との相乗効果を狙
い、結果として効果的な取組と
なった。

【課題･目的】

【岐阜県飛騨市】 【岐阜労働局ハローワーク高山】

【実施概要】

【役割分担】

ハローワークへの公共交通機関が不便であり、求職者の利便
性の向上や潜在求職者の利用促進を図り、労働力確保に取り
組むもの。

◆出張相談には、毎月平均２３人／日が相談に来所し、紹介に取り組み、
１７人が就職した。

◆介護就職デイを５回開催し、１９事業所が参加した。求職者３１人が、
延べ４９件の面談を行い３人が就職した。

【飛騨市】
・施設の提供
・周知、広報
・市の窓口において、職業相

談が必要な者に対する誘導

【国】
・職員等の出張による職業相談
・求人情報の提供

【効果】

≪ハローワーク高山と飛騨市の連携による介護就職デイ≫

◆ 毎月１回の出張相談を実施

◆ 出張相談に併せたミニ面談会の開催

◆ シルバー人材センターの相談窓口を併設

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課（058-245-1311）



人材確保対策のため「採用担当者向けセミナー」を開催

＜恵那市コメント＞
参加企業へのフォローを積極的
に行い、参加企業の人材確保を
支援していきます。

＜ハローワークコメント＞
「自社の魅力」を求人票に反映
していただき、「魅力ある求
人」として早期に充足するよう
支援します。

【課題･目的】

【岐阜県恵那市】 【岐阜労働局ハローワーク恵那】

【実施概要】

【役割分担】

企業の人材不足に如何にして対応するか
標題「人財採用のポイント＆最新動向セミナー」

◆ 参加企業数１９社（２５人）
◆ アンケートの結果「参考になった」が９割以上

【恵那市】
セミナーの企画
企業への案内（DM）
セミナーの開催
アンケート等の集約

【国】
10人規模以上の企業リス
ト提供
セミナー開催の周知案内
雇用失業情勢資料提供

【効果】

≪ハローワーク恵那と恵那市の連携によるセミナー≫

◆ 自社を取り巻く雇用環境を正しく把握
◆ 「自社の魅力」を文書に作成
◆ 採用担当者の「人材を確保する」意欲を喚起

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課（058-245-1311）



「障害者を雇用したい！」 と 「企業で働きたい！」 を実現するために

＜関市コメント＞
障害のある方の希望や企業の意

向に合わせて地域で共生できる社
会の実現に向けて、障害のある方
の豊かな暮らしを応援します。

＜ハローワーク関コメント＞
関係機関と連携を図り、障害者

と企業を全力でサポートします。

【課題・目的】

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課
電話番号：（058）245-1311 HPアドレス：https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/

【岐阜県関市】 【岐阜労働局ハローワーク関】

【実施概要】

【役割分担】

障害者と企業のニーズを的確に把握し、両者をマッチングするため
に、関市、ハローワーク関、障害者就業・生活支援センター、相談支
援事業所、特別支援学校、障害者職業センターを障害者就労支援部会
の構成メンバーとして、様々な支援を行っています。

◆就労支援部会のネットワークを活用したスピーディーな対応
を行うことにより、マッチング会議の結果、５名の障害者
雇用に結びついた実績あり

【関市】事務局として、定例会、
ビジネスプラス展、マッチング
会議、研修会の進行を行う

【ハローワーク関】定例会での
意見、マッチング会議での統計
資料や求人情報の提供を行う

【効果】

≪ビジネスプラス展より(平成29年5月)≫

◆２か月に１回定例会を開催し、障害者就労の情報共有
◆市のビジネスプラス展に参加し、障害者支援の取組みをアピール
◆マッチング会議を開催し、見学、実習、雇用、定着を支援
◆研修会を開催し、企業とのパネルディスカッションを実施

障害者就労支援部会を設置



地元企業の魅力を内外に広く周知、アピールする事業を展開
～若年者層に対する継続的な地元企業の魅力発信を行い、若年者の地元定着を目指す～

＜郡上市コメント＞
高校卒業後、８割が進学等に

より市内を離れる現状から、若
年者の人材確保に向けて継続的
に事業を推進していきたい。
＜ハローワークコメント＞

若年者層の定着には早い段階
から地元企業の魅力を継続的に
アピールする必要がある。連携
することにより、対象範囲の拡
大や周知方法等、多様な事業の
展開が可能となる。

【課題･目的】

【岐阜県郡上市】 【岐阜労働局ハローワーク岐阜八幡】

【実施概要】

【役割分担】

若年者の地元就職の促進を図るため、早期から企業を知ってもらう仕組み
づくりと進学で転出した若者のＵターン等を促すための事業を展開。

◆事業を継続的に実施した結果、高校生へ直接事業所のアピールをする
機会等から、管内就職率が増加した。（Ｈ20：３９．８％→Ｈ29：５７．８％）

◆名古屋で面接会を行い、Ｕターン以外に移住希望の若者等Ｉターンの相談
もあった。

◆雇用対策協議会会員には、連携し雇用対策に取り組んでいる姿勢をアピール

するとともに事業の継続的な実施を望む声が多く聞かれた。

【郡上市】
・大学等訪問し情報交換
・各種事業の周知
・会場設営等事業の運営
・関係機関との調整
・企業への周知、連絡等

【商工会】
・ガイドブックの作成
・ホームページの運営

管理
・各種事業の予算管理

【効果】

≪ハローワーク岐阜八幡と郡上市の連携による事業≫

◆早期から地元企業を知ってもらう仕組み
①市内の産業紹介ＤＶＤの作成、配布（小学生対象）
②郡上わく！わく！ワーク見学会（中学生対象企業見学会）
③夢づくり市内企業研修（小、中学校教職員対象企業見学会）

◆高校生への企業説明会
①郡上未来塾（全８回）②郡上高校企業ガイダンス

◆大学生や既卒者等Ｕターンを促す事業の実施
①大学等就職担当者と市内企業との情報交換会
②郡上市合同企業説明会ｉｎ名古屋

【ハローワーク】
・管内高校との調整等
・参加事業所の選定、

連絡等
・職業相談ブースでの

相談等

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課 （ＴＥＬ０５８－２４５－１３１１）



人材確保対策のため、白川町のまち・ひと・しごと創生推進に係る連携協定を締結

＜白川町コメント＞
移住希望者に本町を案内するとき、住居

と仕事の両方をセットで紹介できることが
大切かつ最大のメリットだと考えます。

その意味で「出張ハローワーク」の意義
は大きいです。

＜ハローワークコメント＞
活動が徐々に浸透してきており出張ハ

ローワークの利用者も増えてきました。
今後は町と協力し企業側の情報も充実さ

せマッチングの精度を上げて就職件数を増
やしていきたいと思っています。

また、町と連携し新たな取組みにも挑戦
していきたいと思っています。

【課題･目的】

【岐阜県加茂郡白川町】 【岐阜労働局ハローワーク美濃加茂】

【実施概要】

【役割分担】

それぞれが持つ求人・求職・空き家情報を共有し、移住定住の推進を図る
魅力ある多様な就業の機会を創出し人材を確保することにより、白川町の人口減少に歯

止めをかけ、活力ある町づくりに資することを基本理念とし、地方創生における雇用対策
として、情報の共有化及び相互に連携を密にした総合的、効果的、一体的な活動を進める

◆平成29年度 出張ハローワークへの来所者・・・求職者述べ８０件、求人者１０件
◆町内の事業所１社での職場見学・面接会・・・参加者８名（就職決定者無）
◆移住相談１１１件、空き家相談３５件、空き家現地案内８５件、移住した者１３世帯３５人
◆住宅取得等支援事業補助金の交付（購入補助５件、改修補助９件、家賃補助１７件）
◆移住者交流会開催１回、６３名参加
◆ccNet地元企業紹介（毎月１回最終金曜日、紹介企業２年間で１６社）

【白川町】
白川町役場内に移住・空き家相談のワン
ストップ窓口「白川町移住・交流サポー
トセンター」の開設
・移住、空き家相談、空き家バンクの登録
・住宅取得等支援事業補助金の交付
・移住者交流会開催
・ccNet地元企業紹介 等

【ハローワーク美濃加茂】
・月１回出張ハローワークを開設し、
Ｉターン、Ｕターン希望者、白川町在
住者の就職相談。企業や個人経営者の
求人相談を実施
・企業説明会の実施

【効果】２９年度実績

白川町移住・交流サポートセンターの開設
◆『出張ハローワークinしらかわ』の開催（月１回）
◆ 仕事情報チラシの作成・配布（年３回）
◆ 移住・空き家相談、移住相談会、空き家バンクの登録、

田舎暮らし体験住宅の利用
◆ 住宅取得等支援事業補助金の交付、移住者交流会開催、

ccNetでの地元企業紹介

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課 （ＴＥＬ０５８－２４５－１３１１）



地方自治体・商工会議所・商工会との連携による働き方改革の推進

＜ハローワークコメント＞
市、商工会議所、商工会、国が共同で取組むこ
とで、地域全体で「働き方改革」に取組んでい
ることの対外的なPR効果も高く、「働き方改
革」への意識が促進されることを期待している。
また、「働き方改革」に取組む企業が広く周知
され、若者の地元就職の促進に寄与することを
期待している。

【課題･目的】

≪照会先≫ 岐阜労働局職業安定部職業安定課（058-245-1311）

【岐阜県中津川市】 【中津川商工会議所・中津川北商工会】 【岐阜労働局ハローワーク中津川】

【実施概要】

【役割分担】

少子高齢化の進行や若者の都市部への流出などにより、労働力不足が課
題となっている。
企業が優秀な人材を確保・定着させ、発展を図っていくためには、すべ
ての人々が活躍出来るよう「働き方改革」を推進する必要がある。

◆ 周知の結果、２６社が宣言を行った。
◆ 合同で行った登録証の贈呈式が新聞に掲載され、働き方改革の啓発に寄与した。

【中津川市】
◆ 各種認定制度の取得を支援（アド
バイザーの派遣、セミナーの開催）
◆ 各種認定制度及び認定取得の第一
歩である「新はつらつ職場づくり宣

言」の周知用リーフレットの作成

【ハローワーク】
◆ 「新はつらつ職場づくり宣言」事
業所である旨求人票に表記
◆所内に「新はつらつ職場づくり宣
言」事業所の紹介コーナーを設置

【効果】

◆ 中津川市は、「働き方改革推進アクションプラン」として、働き方改革の推進と「８万人のヘルスアッ
プ」、女性活躍推進を融合し、健康経営とワーク・ライフ・バランスの啓発のため、経済産業省の「健康
経営優良法人」をはじめ各種認定証取得を目指した取組みを支援している。
◆ 岐阜労働局は、誰もが健康で、はつらつと働くことができる職場づくりを目指し、平成１７年より「は
つらつ職場づくり宣言」を推奨しており、平成２９年度より宣言項目を拡充し「新はつらつ職場づくり宣
言」を実施している。

【商工会議所・商工会】
◆ 会員に対しリーフレットを配布し周知



介護人材確保のため資格取得支援から職業紹介まで一貫して実施

＜静岡市コメント＞
介護職へ就職することだけを目的とした研
修講座ではありませんでしたが、受講者の
就職意欲を掻き立てることができ、かつ資
格取得率と就職率の向上に繋がりました。
＜社会福祉人材センターコメント＞
福祉人材センター・ハローワーク連携モデ
ル事業を通じ、静岡市の協力のもと福祉分
野の人材確保につなげることができました。
＜労働局コメント＞
ハローワーク静岡、静岡市、社会福祉人材
センターとの連携・情報共有から生まれた
好事例の一つです。

【課題･目的】

≪照会先≫ 静岡労働局職業安定部職業安定課 ・・・（054-271-9950）（https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/)

【静岡県静岡市】 【静岡労働局ハローワーク静岡】

【実施概要】

【役割分担】

人手不足分野である介護職への就職を促すため、求職者への資格取得支援か
ら職業紹介まで、短期間で効率的に実施する。

≪ミニ就職相談会≫

◆ 静岡市が介護職員初任者研修（無料）を開催し、介護職員
初任者研修講座の資格取得を支援。

◆ 静岡県社会福祉人材センターとハローワーク静岡が連携し、
福祉ミニ就職相談会を開催。

◆ 研修受講者を就職相談会に誘導して就職に結びつけるよう、
静岡市、社会福祉人材センター、ハローワークが協力。

【静岡市】
介護職員初任者研修の実施

【静岡市・ハローワーク・社会福祉人材センター】
求職者への周知案内

【社会福祉人材センター・ハローワーク】
ミニ就職相談会＆セミナー開催

資格取得率
就職率アップ！

満足度100％！

◆ 訓練受講者の就職意欲向上による資格取得率及び就職率の向上
・資格所得率 96％（平成2８年度：受講者27名）
・就職率 100％（平成28年度：調査回答者14名）

※平成29年度においては、資格取得率100％（受講者39名）、
就職率は調査中。

【効果】



＜岡崎市コメント＞
ハローワークの御協力により

子育て中の女性の情報交換の場
が持て、参加者からは様々な話
を聞くことができよかったなど
の感想をいただいております。
＜労働局コメント＞

イベントをきっかけに、お母
さん達のコミュニティの形成も
期待でき、また、地域とハロー
ワークが連携して支援を行って
いることのＰＲもできました。

【課題･目的】

≪照会先≫ 愛知労働局職業安定部職業安定課（052）-219-5505

【愛知県岡崎市】 【愛知労働局 あいちマザーズハローワーク ハローワーク岡崎】

左記の取組の写真を貼付【実施概要】

【役割分担】

子育て中の女性を対象に、就労相談や情報交換を兼ね備えた気
軽に集える座談会を開催することで、働く意欲のある女性の不安
解消と就労促進を目的とする。

◆ 子育てをするお母さん同士が本音で情報交換ができる。
◆ 就活における情報を得る機会となり、活動の幅が広がる。
◆ ハローワーク利用のきっかけ作り、後の就職相談会への参加。
◆ 年に3回開催し、参加者32人、相談者26件、うち後日ハロ

ーワークへの来所相談者10人、2人が就職。
◆ 参加者からは今後の見通しが分かったなどの声が多く好評な

ため、次年度は年4回開催予定。

【岡崎市】
・会場の確保
・参加者募集に係る周知
・質問事項の事前集約
・託児のための保育士等手配

【あいちマザーズハローワーク】
【ハローワーク岡崎】
・マザーズハローワークのナビ

ゲーターによる情報交換会
・職員、ナビゲーターによる職業

相談

【効果】

マザーズハローワークと岡崎市
の連携によるお母さんの集い

◆ 情報交換の場として、みんなが気楽に集い話せる座談会形
式とし、あいちマザーズハローワークの就労支援ナビゲー
ターによる情報交換会

◆ 就職に向けての個別相談会（別会場）

子育て中のお仕事探し、あなたの不安解消します！ マザーズ・りぶら・job cafe



キャリア教育推進のため、共同事業として小中学校教職員の企業見学会を実施

＜愛知県コメント＞
愛知労働局は、本見学会以外にも高校
の教職員等を対象とする事業所見学会
を実施しており、そのノウハウを本見
学会でも活かしていただき、円滑に運
営することができた。

＜労働局コメント＞
愛知県と連携することにより、愛知県
が認定する愛知ブランド企業等の地元
の優良企業への見学が実現し、また、
普段ハローワークに求人を提出してい
ない優良企業に対し、愛知労働局のと
りくみをアピールできた。

【課題･目的】

≪照会先≫ 愛知労働局職業安定部職業安定課（052）-219-5505

【愛知県】 【愛知労働局】

【実施概要】

【役割分担】

小中学生のうちからモノづくりに興味を持たせ、職業観を涵養し
ていくためには、小中学校教職員自身がモノづくり現場の理解を
深める必要がある。そこで、教職員を対象としたモノづくり中小
企業の現場見学を行うことにより、今後の小中学生への職業観醸
成等のキャリア教育に役立てる。

◆本見学会により、「身近な製品にもさまざまな工夫があること
が分かった」、「現場の様子とそこで求められる力について理解
を深めることができた」等の感想があげられた。（アンケート満
足度１００％）

【愛知県】
・見学企業の選定（愛知ブランド
企業等への働きかけ）
・参加者への周知、参加申込受付
・資料作成

【国】
・バスの借上げ
・資料作成
・バス内での労働市場等に係る

講習

【効果】

≪愛知県と愛知労働局の連携による見学会≫

◆ 魅力的な地域リーディング企業を、その地域の小中学校の教職
員が訪問し、企業見学・意見交換等を行う。
◆ 終了後アンケートを実施することにより、見学会の効果を検証
するとともに、来年度の取組へつなげる。



就労に関する一体的な相談窓口「就労の広場」の拡充を実施

＜松阪市コメント＞
ワンストップサービスによ

り所属間の連携が強化され、
就労に関し支援が必要な方々
に対する生活面・就労面での
幅広い支援が可能となった。
＜労働局コメント＞

これまでハローワーク（本
所）まで足が向かなかった方
が、気軽に「就労の広場」を
利用し職業相談・職業紹介を
受けることができるように
なった。

【課題･目的】

≪照会先≫ 三重労働局職業安定部職業安定課 （059-226-2305）（https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/)

【三重県松阪市】 【三重労働局ハローワーク松阪】

【実施概要】

【役割分担】

一体的実施施設「就労の広場」（求職者相談コーナー）の利用対
象者を生活困窮者等から障害者・子育て世代・高齢者にも拡充し、
市役所手続きのため来所した市民に対し、就労支援に係るワンス
トップサービスを一層推進する。

◆松阪市：相談件数５８９件（障害者92件、子育て世代53件、高齢
者71件を含む）、応募件数84件、就職者数28件
◆ハローワーク松阪：相談件数1,829件（生保933件、生活困窮者
369件、母子・父子81件を含む）、応募件数374件、就職者78件
◆利用者からは「市役所で各種手続きをする機会が多いが、その待ち
時間などを利用して職業相談や職業紹介を受けることができるように
なり確実に利便性が向上した。」といった声が聴かれた。

【松阪市】
相談員による就労支援に関

する総合相談の実施。

【ハローワーク松阪】
就職支援ナビゲーターによ

る職業相談、職業紹介及び職
場定着支援の実施。

【効果】（平成29年８月開設～平成３０年３月末の利用状況）

◆市役所に来所した生活困窮者・障害者・子育て世
代・高齢者に対する就労支援に関する総合相談及び
職業相談・職業紹介・職場定着支援の実施



◆利用者の声
「託児室があり、保育専門のスタッフさんがいるので安心して子供を連れて行けます。」
「履歴書の書き方を相談している中で、自分の長所に気付けました。」

◆就職セミナーの開催
《平成２９年度実績》
・開催回数 ２２回
・参加人数 ２４０人

子育て中の女性に対する「自分探し」から「就職」までを完全サポート

＜滋賀県コメント＞
「そろそろ仕事を始めようかな」そんな
子育て中の女性が気軽に立ち寄れる入り
口を県が提供し、「仕事を探したい」へ
つないでいくという連携が功を奏してい
る。今後も滋賀労働局との連携により、
一体的な就労支援に取り組みたい。

＜労働局コメント＞
県主催のセミナーにより、マザーズの認
知度を広げ、利用促進に繋がっている。
また、子育て中の方が保育所の確保と就
職相談を並行して出来ることは、早期就
職の実現に大きく寄与している。

【課題･目的】

【滋賀県】 【滋賀労働局ハローワーク草津マザーズコーナー】

【実施概要】

【役割分担】

育児を理由に離職された方や子育て中の方等の、再就職への不安に
寄り添い、就労に特化したサポートを一体的に実施することで、安心
かつ早期の就職促進を図る。

【滋賀県】
◆仕事に関する悩みを専門のキャリアカ

ウンセラーがアドバイス
◆保育園への入園方法など、保育や子育

ての相談と情報提供
◆履歴書や職務経歴書の書き方、面接の

受け方のアドバイス
◆施設利用中の託児サービス

【国】
◆予約制による職業相談・職業紹

介
◆勤務時間や休日等、子育て中の

女性への配慮可能な求人の提供
◆個々の家庭環境に配慮した徹底

したマッチング

【効果】

人口が増加している県南部の草津市内の商業施設において、滋賀県
が運営する「マザーズ就労支援相談コーナー」と「ハローワーク草津
のマザーズコーナー」が保育園の入園アドバイスから、お仕事への悩
み相談、面接対策、職業相談を一体的かつ機動的に実施。

施設内には、託児室があり保育スタッフに子供を預けての施設利用
が可能。また、月１～２回、県による就職支援セミナーを実施し、子
育て中の不安を解消。

【相談、保育スタッフの皆さん】

《照会先》 滋賀労働局職業安定部職業安定課 （TEL：077-526-8609) （ HP  https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/)



人材確保対策のため「オール地元」で会社説明会を共同開催

＜宇治市コメント＞
ハローワーク宇治さんとは、日常的

に雇用失業情勢や管内企業の動向等に
ついての情報交換を密にさせてもらっ
ています。

今後とも連携・協力し、地域産業の
振興に努めていきたいと考えています。

＜労働局コメント＞
地元企業の人材確保を図るため、共

同の輪を広げながら国・府・市が連携
して積極的に取組を展開しています。

この輪が大きな成果を生むことを期
待しています。

【課題･目的】

≪照会先≫ 京都労働局職業安定部職業安定課 企画調整係 （電話番号） ０７５－２４１－３２６８

【京都府宇治市、城陽市、久御山町、宇治田原町】 【京都労働局 ハローワーク宇治】

【実施概要】

【役割分担】（例：ものづくり企業説明会）

当所の平成30年2月の有効求人倍率は1.93倍と京都府内で最も高く、企業の人材確
保対策が地域の大きな課題となっています。

当所では、これまでから管内２市２町や商工団体との協力関係を積極的に構築して
おり、これを活かし、共同で会社説明会や企業見学会等の取組も行ってきました。

平成29年度には、これらをさらに発展させ、京都府の参画も得て「オール地元」に
よる共同事業を実施するに至ったものです。

◆ 宇治市、久御山町との会社説明会には、これまで延べ231社の企業、
470人の求職者が参加し、51人の就職が決定

◆「ものづくり企業説明会」には18社の企業、62人の求職者が参加

【２市２町】
地域住民への広報、地元のＰＲ

【国（ハローワーク宇治）】
全体調整、求人受理、求職者参加勧奨

【効果】

ハローワーク宇治、京都府、２市２町、商工団体
との連携による「ものづくり企業説明会」の様子

◆ 宇治市、久御山町とは地元で「会社説明会」を平成27年度から毎月共同開催
しており、平成29年1月までに延べ49回開催してきました。

◆ さらに、平成29年度においては、城陽市と誘致企業を対象とした会社説明会を
３回、宇治田原町とは町内企業の魅力発見の「バスツアー」を２回開催しました。

◆ このような成果を基に、京都府の参画も得て、管内で人手不足が深刻な製造業
（ものづくり）にスポットを当てた『ものづくり企業説明会』を国、府、２市２町、

商工団体の「オール地元」で平成30年2月15日に開催するに至ったものです。

【商工会議所・商工会】
参加企業募集

【京都府（京都ジョブパーク）】
当日運営、参加企業募集、求職者募集



福知山市・事業主団体等とハローワークで様々な雇用促進活動を推進

【課題･目的】

≪照会先≫ 京都労働局職業安定部職業安定課 企画調整係 （電話番号）０７５－２４１－３２６８

【京都府福知山市】 【京都労働局ハローワーク福知山】 【事業主団体】 【京都府】

【実施概要】

【役割分担】

福知山地域における雇用促進を柱に、産業の振興と地域の活
性化に寄与するため、福知山市、ハローワークを中心に京都府、
事業主団体等で「福知山雇用連絡会議」を設置し、様々な活動
を行っています。

①１０社から１９名参加 ②参加企業４６社 参加者６６名 内定
者１０名 ④参加企業６６社 参加者１０７人 内定２１人 ⑥参
加企業６２社 参加者１００名 内定者１７名

【福知山市】
地域住民への広報
生活関連情報の提供

【ハローワーク福知山】
全体調整、求人者募集・受理、
求職者募集・参加勧奨

【効果】

≪福知山雇用連絡会議による『綾部・福知山合同就職フェアin京都』≫

①新規採用社員合同研修 ②綾部・福知山合同就職フェアｉｎ
京都 ③ふくちやま企業ガイドの作成 ④ふくちやま就職フェ
スタ ⑤公正採用啓発 ⑥福知山・綾部合同就職フェア ⑦就
職希望高校生ワークショップ ⑧「ふるさと就職おうえん事
業」企業見学会 ⑨京都北部合同企業説明会ｉｎ福知山公立大
学

【京都府】
京都府内外への広域広報
セミナー講師

【事業主団体】
会員企業への周知啓発等

＜福知山市コメント＞
地域企業への関心を高め、雇用のミ

スマッチの解消に向けた就職面接会は、
一定の役割を果たしています。求職者
の早期就職、市内企業の人材確保につ
ながるよう、今後もハローワーク等の
関係機関と連携し、積極的に事業を推
進していくこととしています。

＜労働局コメント＞
福知山市と事業主団体等とのコラボ

レーションにより様々な事業を実施し
ています。
京都府や他の市等との連携を図りなが
ら、積極的な事業を展開しています。



ものづくり産業の魅力発信！ ものづくりって何だ？！バスツアーを実施

＜大阪府コメント＞
ツアー参加後、技術専門校へ応募、

入校いただいた方もあります。
実際に見て体感いただくことの大切
さを実感しています。

＜労働局ハローワーク コメント＞
大阪府との連携により、ハロート

レーニングの具体的な内容を伝える
ことができました。引き続き連携を
強化し、ものづくり産業の魅力発信
に努めます。

【課題･目的】

【大阪府】 【大阪労働局大阪わかものハローワーク・あべのわかものハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

雇用失業情勢が改善する中、求職者の事務職志向は根強く、事務職以外の職
種で人材が必要な企業と求職者のミスマッチが生じており、中でも、大阪の基
幹産業である「ものづくり産業」においては、若者のものづくり離れもあり、
多くの企業で今後の成長を担う人材が不足しています。

このため、ものづくり分野への職業意識の啓発とものづくりを支えるハロー
トレーニング（公的職業訓練）の活用を促進するため、若年求職者を対象とし
たバスツアーを開催しました。

◆参加者数 全５回 計８８人
◆参加者アンケートでは、約9割がものづくり分野に魅力を感じた
と回答しており、ものづくり産業の魅力発信と職業意識の形成に
寄与した。

【大阪府】
・職業訓練内容の説明
・ものづくり産業の魅力紹介

【労働局・ハローワーク】
・求職者への参加勧奨
・バスの手配
・ツアーのコーディネート

【効果】

◆就職支援プログラムの一環として、希望職種にかかわらず、参加者全員
を対象に、企業及び職業訓練校を見学するバスツアーを開催。
◆製造業のイメージを身近に感じてもらうため、企業では実際の製造現場
を見学し、職業訓練校では、訓練風景や施設を見学し、指導員（トレー
ナー）から直接訓練内容を説明。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部訓練課（TEL：06-7663-6241） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



共同事業として、医療ニーズのある精神障がい者の就労支援連携事業を実施

＜大阪府コメント＞
今年度は、より多くの関係機関や支

援スタッフの皆様の御協力のおかげで、
府内13か所での実施が実現しました。

今後も、医療・福祉・労働の各機関
の連携のもと、精神障がい者の就労支
援に取り組みます。
＜労働局・ハローワーク コメント＞

大阪府との連携により、普段ハロー
ワークと接点の少ない医療機関や就労
支援機関とがつながり、精神障がい者
の就労を支えるネットーワークを強化
することができました。引き続き、関
係機関と連携して精神障がい者の就労
支援に取り組みます。

【課題･目的】

【大阪府】 【大阪労働局・ハローワーク】 【障害者就業・生活支援センター】

【実施概要】

【役割分担】

精神障がい者が働き続けるためには、医療機関、障害福祉サービス事業所、
ハローワーク等の関係機関が連携し、精神障がい者本人に合った働き方をサ
ポートしていくことが重要となります。

このため、精神障がい者が安心して就労を目指せるように、就労支援のプロ
セスを見える化し、将来的に1人でも多くの精神障がい者の就労をサポートす
るため、大阪府、大阪労働局・ハローワーク、障害者就業・生活支援センター
が連携し、医療ニーズのある精神障がい者の就労支援連携事業を実施しました。

◆のべ参加者数 ５７１人（府内１３か所のハローワーク管内で実施）
◆参加した精神障がい者に、具体的な就労までの見通しをもってもらうこと
ができた。また、医療機関・就労支援機関・ハローワーク等が、支援につい
て考え、各機関の役割を再確認する機会となった。

【大阪府】
関係機関をつ
なぐための全
体調整

【ハローワーク】
・ジョブガイダンス
・ハローワークの利
用方法や就労の心構
えを説明

【効果】

◆STEP1：医療機関に出向いて出前講座を実施。就労している当事者の
体験談を聞いて、本人・家族・支援者が就労について考える機会とする。
◆STEP２：就労移行支援事業所等の見学。就労支援施設を実際に見て、
事業所の活動内容や支援方法を知ってもらう。
◆STEP３：ハローワークでジョブガイダンスを実施。就労に向けた相談
窓口やハローワークの利用方法を知ってもらう。

【障害者就業・生活支援センター】

・講師や見学先の就労支援施
設の選定
・実施内容のコーディネート

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業対策課（TEL：06-4790-6310） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



障がい者雇用の推進に向けて大阪労働局と大阪府が共同で経済団体へ要請

＜大阪府コメント＞
オール大阪で障がい者雇用に取

り組む姿勢を示した今回の経済団
体への共同要請はたいへん意義深
かった。

＜労働局コメント＞
大阪府と協力して、オール大阪

で障がい者雇用に取り組む必要性
を強力にPRできました。引き続
き大阪府と連携し、障がい者雇用
の促進に取り組みます。

【課題･目的】

【大阪府】 【大阪労働局】

【実施概要】

【役割分担】

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障がい
者が加わり、民間企業の法定雇用率が２．２％に引き上げられます。

これらの課題に対応し、更なる障がい者雇用の促進と職場定着の
推進につなげていくためには、行政や地域の関係機関に加え、民間
企業などの社会全体が一体となった取り組みが必要です。

このため、大阪労働局と大阪府が連携し、在阪経済団体へ障がい
者の雇用と職場定着の推進に向けた要請を実施しました。

◆要請団体 ５３団体
◆経済団体への要請をきっかけに、経済団体が発行する機関紙へ
の啓発文の掲載につながり、傘下企業に対して障がい者雇用の意
義や必要性の理解促進を図ることができた。
◆大阪府との共同要請に注目が集まり、テレビ放送される等、障
がい者雇用の必要性を地域社会全体に広く普及できた。

【大阪府】
・大阪府の各種支援策の紹介

【労働局】
・周知啓発資料の作成
・雇用事例の収集・説明

【効果】

◆経済団体へ訪問等を実施し、大阪労働局長と大阪府知事の連
名による要請書により障がい者の雇用と職場定着の推進を要請。
◆併せて、精神障がい者の雇用事例や各種支援施策を説明。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業対策課（TEL：06-4790-6310） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



人材不足業界の職業理解と就職意欲向上のため、業界説明会を開催

＜大阪市立中央高等学校コメント＞
今回の試みは、職業教育の一環と

して、参加した教師及び生徒から高
い評価を得ました。今後も発展工夫
して継続したい催しです。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
大阪市立中央高等学校の協力によ

り、授業の1コマとして説明会を設定
することで、多くの生徒に参加して
いただき、業界の魅力を発信するこ
とができました。

【課題･目的】

【大阪市立中央高等学校】 【大阪労働局ハローワーク大阪東】

【実施概要】

【役割分担】

雇用失業情勢の改善に伴い、求人が増加する一方で、求職者が減
少しており、「福祉」「建設」「警備」「運輸」の分野を中心に人
材不足が一層深刻化しています。

このため、人材確保支援の一つとして、高校生に向けて、業界の
魅力を発信するための業界説明会を開催しました。

◆参加者数 １１２人
◆参加生徒からは「とても興味があって聞けて良かった」「スラ
イドやエピソードは分かりやすくて良かった」といった声があり、
人材不足業界の魅力発信とともに、業界への興味と職業意識の形
成に寄与。

【大阪市立中央高等学校】
・生徒への開催案内・勧奨
・セミナー会場等の手配
・授業カリキュラムの調整

【ハローワーク大阪東】
・説明会全体のコーディネート
・業界団体への参加勧奨

【効果】

◆福祉・建設・警備・運輸の各業界団体から仕事内容や業界の
魅力、働き甲斐を直接説明。
◆企業との接点の少ない昼夜間単位制高校の高校１年生を対象
に実施し、職業理解や職業意識の形成を促進。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



人材不足分野（建設）の人材確保対策のため、職場環境改善セミナーを実施

＜大阪府コメント＞
人材確保や定着に課題を持つ企業に

対して、職場環境改善に取り組む必要
性について働きかけを行う事業が効果
的に実施できました。今後も引き続き、
国や業界団体等との連携により、取組
を進めます。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
大阪府と建設業界団体との連携によ

り、府内の企業に幅広く参加を呼び掛
け、建設業界のニーズに合わせたセミ
ナーを開催することができました。

【課題･目的】

【大阪府】 【大阪労働局ハローワーク大阪東】

【実施概要】

【役割分担】

雇用失業情勢の改善に伴い、求人が増加する一方で、求職者が減
少しており、人材不足が一層深刻化しています。

このため、人材確保を必要とする建設分野において、大阪府と建
設業界団体とコラボして、中小企業の事業主や人事労務担当者を対
象とした職場環境改善に向けたセミナー＆相談会を開催しました。

◆参加者数 ７６人（個別相談 ２人）
◆参加企業からは「他社の実例が聞けて参考になった」「自社の
中間管理職にあらためて聞かせたい」といった声があり、職場環
境改善のきっかけを作ることができた。

【大阪府】
・事業の企画・運営
・企業への開催案内・勧奨
・セミナー会場の確保
・個別相談への対応

【ハローワーク大阪東】
・魅力ある求人票の作成や

各種助成金について説明し
雇用管理改善を働きかけ

・個別相談への対応

【効果】

◆建設業界における人材確保や定着につながる職場環境づくり
や求人票の書き方、職場環境改善に関する助成金について紹介。
◆個別相談会では、労務管理や就業規則等に関して具体的な相
談を実施。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



秋のなんばから女性活躍応援WEEK！ ５日連続 就職支援イベントを開催！

＜大阪市コメント＞
ハローワークとの連携により、講座

の定員をオーバーする参加申し込みを
得ることができ、また、女性活躍応援
WEEK他のセミナーとの相乗効果もあ
り、多くの方の就職に繋げることがで
きました。
＜労働局・ハローワーク コメント＞

大阪市との連携により、約１ヶ月半
の期間、市営地下鉄全線で中吊広告を
掲載し、広報を強力に実施したことに
よって、管轄外を含め幅広い地域から
の参加につながり、就職への一助とす
ることができました。

【課題･目的】

【大阪府大阪市】 【大阪労働局/ハローワークプラザ難波・大阪マザーズハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

ハローワークプラザ難波は、全国で初めて女性活躍応援コーナーを設置し、
就職を目指す全ての女性の方（初めての就職活動、転職、子育て・介護等のブ
ランクから再就職を検討中の方等）の就職支援を行っています。その一環とし
て、大阪市と連携し、「秋のなんばから女性活躍応援WEEK」と題して、セミ
ナー（託児付）や面接会を5日連続で開催しました。

◆のべ参加者数 １１２人
◆面接会 参加者数２３人 就職者数２人
◆パソコンセミナーについては、大阪市と連携し、毎月開催

平成２９年度実績 ２４２人 就職者数８３人（平成３０年２月末時点）

【大阪市】
・パソコン講座の企画、調整
・女性活躍リーディングカンパニー
（大阪市認証企業）の面接会参加
・周知広報（市営地下鉄中吊広告）

【ハローワーク】
・イベント全体の企画・運営
・求職者への参加勧奨
・講師・参加企業との調整
・周知広報（民間情報誌への掲載）

【効果】

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)

10月2日 好印象ビジネスメイクセミナー

10月3日 面接で成功する声と話し方セミナー

10月4日 就職活動に役立つ初級パソコン講座

10月5日 プロが教える時短掃除術セミナー

10月6日 仕事と子育てが両立できる就職面接会

左記の取組の写真を貼付



☆吹田魅力発見企業フェスタ☆
～吹田市のええ企業が集まる企業説明会＆業界研究イベント～を共同開催

＜吹田市コメント＞
市内で長年事業を継続されてこられ

た企業や地域に根付いた事業を展開す
る企業の魅力を発信し、学生とマッチ
ングする良い機会となりました。今後
もハローワークと連携し、まちの活力
を生み出す取り組みを推進します。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
吹田市と共同で開催することで、地

元に密着して、企業と若者の出会いの
場を提供することができました。引き
続き、連携をしながら地元企業の人材
確保を支援します。

【課題･目的】

【大阪府吹田市】 【大阪労働局/ハローワーク淀川・大阪新卒応援ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

吹田市には５大学があり、人口に占める学生の割合は、１２．３％と大阪府
内で最も多い一方で、大学・大学院生が卒業・就職する年齢層「２５歳～２９
歳」で転出超過が最大となっています。また、「吹田市内の大学に就学する学
生の就職意識等に関するアンケート調査報告書（２０１５年１０月）」による
と、吹田市内にある企業を１社も知らないと回答した学生は５８．７％を占め
ており、地元企業と学生の結びつきが課題となっています。

このため、吹田市内の企業の魅力を吹田市内の学生等を中心とした多くの若
者に知ってもらい雇用機会の拡大を図るため、合同企業説明会＆業界研究イベ
ントを開催しました。

◆参加事業所数１２社 参加者４１人
◆参加学生からは、「身近に素晴らしい企業があると知った」等
の声があり、吹田市にある事業所の魅力を発信することができた。

【吹田市】
・会場確保、企画調整
・吹田市情報コーナーの設置
・大学・市民への周知

【労働局・ハローワーク】
・イベント全体の運営
・参加企業の確保
・各種セミナー等の開催

【効果】

◆吹田市にある事業所を集めて、大学等卒業予定者等を対象とした合同企業
説明会を開催。
◆同時に、面接での受け答え等の不安を解消する「コミュ力自信ＵＰセミ
ナー」や就活の悩みに気軽に相談できる「ワンポイント相談コーナー」等を
開催。また、「吹田市情報コーナー」を開設し、吹田市の魅力を発信。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)

りょく



製造業の人材確保対策のため、共同事業により製造業で活躍する
女性を講師としたセミナーとモノづくり求人面接会等を実施

＜東大阪市コメント＞
今回の共催により、双方の団体が持つノウハ

ウや広報手段を有効に活用し、求職者売り手市
場の中で一定の参加者を確保し、本市モノづく
り企業への就職につなぐことができました。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
東大阪市と共催し、人材不足分野である製造

職について性別を問わず活躍できる点をアピー
ルし、幅広い人材確保につなげることができま
した。

【課題･目的】

【大阪府東大阪市】 【大阪労働局／ハローワーク布施】

【実施概要】

【役割分担】

製造現場で活躍する女性の姿を紹介し、モノづくり現場の仕事への
興味関心をもってもらうとともに市内製造業で女性が活躍している
企業を中心とした面接会を開催し地元企業の人材確保を支援する。

◆ セミナー 参加者４１名
◆ 面接会 参加事業所５社 参加者２０名 就職２件

【東大阪市】
スペースの提供、周知広報
職業適性検査、図書コーナー

【ハローワーク布施】
セミナー、面接会

【効果】

◆ モノづくり女性応援セミナー（製造現場で活躍中の女性と
製造業未経験から女性管理職となった方の講演）

◆ モノづくり求人面接会

◆ 職業適性検査、就活ビジネス図書コーナー

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



子育て中の方の就職活動を応援するセミナーを実施

＜堺市コメント＞
これからお子さんを預け、就労をめざ

す人にピンポイントで情報提供できる、
有意義な場となっています。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
堺市との共催により再就職に向けた情

報だけでなく、仕事と子育てとの両立に
欠かせない保育情報について一元的に提
供することができ好評でした。

【課題･目的】

【大阪府堺市】 【大阪労働局/ハローワーク堺・堺マザーズハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

仕事と子育てとの両立を目指す方に向け、自治体におけるサービ
スとハローワークでのサービスを集約し再就職支援を実施。

◆セミナー参加者 １４名（託児１０名）
◆うち再就職に結びついた者 １名（HW紹介 平成３０年４月現在）
◆参加した求職者は、５割の方が大変有効と評価（大変有効７名、まあ有効
４名、普通２名、あまり有効ではなかった0名）しました。
◆「保育園申請の流れ、待機児童の話が聞けた」「保育園について詳しくお
話ししていただき質問にも答えていただけたので良かった」「自分の区以外
にも目を向けてみようかと思った」「皆さんの価値観を聞くことができ有
効」「同じような悩みを持っている方がいたり、先を見据えてポジティブに
行動されている方がいることを、知れて良かった」といった声がありました。

【堺市】
・市が実施する保育サービス、

保育所入所の案内

【ハローワーク】
・子育て中の就職活動や保育活動

についての経験交流会
・再就職に向けたセミナー

【効果】

○ 堺市こども青少年局から堺市が行う保育サービスの現状や保育
所入所の留意事項、入所までの流れを案内する説明会

○ 子育て中の方同士で就職活動と保育活動との両立に役立つ情報
交換などの交流会や就職準備セミナー

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)



福祉人材確保対策のため、共同事業として介護施設見学バスツアー
＆個別面談会を実施

＜柏原市コメント＞
今回のバスツアーでは生の現場を見たことで

参加者から多くの質問が飛び交い、施設担当者も
介護現場の実態を知ってもらえてうれしいと話さ
れていた。面接会にも繋がり、介護人材確保の一
助になっていると感じる。

＜労働局・ハローワーク コメント＞
柏原市の協力によりバスツアーという形式が実

現し、一度に複数の施設を見学し介護現場の方と
接することで、介護職種についての理解を深める
良い機会となった。また、協力して幅広く周知す
ることで潜在的求職者の掘り起しも期待できる。

【課題･目的】

【大阪府柏原市】 【柏原市商工会】【大阪労働局／ハローワーク藤井寺】

【実施概要】

【役割分担】

人材不足が著しい介護・福祉関係事業所の人材確保支援として、福祉のお仕事に関心の
ある方を対象に実際の介護施設の職場見学・個別面談会を実施することで、介護職への
理解を深め就職意欲の喚起を図る。

◆ 施設見学会 参加者７名
参加者アンケート「介護職への興味は高まったか？」の設問に
「今後資格取得・就職も考えたい」「興味が高まった」が85％、
後日、うち３名が介護職で就職、３名が職業訓練相談に来所。

◆ 個別面接会 参加者３名

【柏原市】
・施設見学用のバスの確保
・施設見学バスツアーの運営
・市の広報誌や市施設で市民への周知

【ハローワーク藤井寺】
・見学先事業所の選定・調整
・求職者への周知
・施設見学バスツアーの運営
・個別面談会の運営

【効果】

◆対象者：福祉のお仕事を考えたい方・関心のある方
◆11月９日（木）柏原市内の特別養護老人ホーム２ヶ所をバスで見学

・施設見学、施設のご担当者から施設の特徴や介護の仕事内容を説明いただく
・質疑応答、意見交換

◆11月13日（月） ハローワーク藤井寺内で見学施設の個別面談会。

≪照会先≫ 大阪労働局職業安定部職業安定課（TEL：06-4790-6300） （HP  https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)

【柏原市商工会】
・施設見学バスツアーの運営



雇用対策協定に基づき働きたい女性の活躍促進のため、共同事業として「就活に役立つメイクアップセミ

ナー」等の就職準備セミナーの開催からミニ就職面接会の開催までを関連付けて実施。

＜尼崎市のコメント＞
通常の面接会やセミナーは想像出来たが、

「メイクアップ」は新卒者向けのイメージ
しか無かった。今後も色々な共同イベント
を通じて、市民サービスの充実を図って行
きたいと考えていますので、よろしくお願
いします。

＜労働局コメント＞
「労働に関することは、やはりハローワー
クでないと」と思っていただけたことで、
連携の意義はあったと考えます。今後も地
域に名指した取組みを強めて行きます。

【課題･目的】

≪照会先≫ 兵庫労働局職業安定部職業安定課 ・・（078-367-0802）（https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/)

【兵庫県尼崎市】 【兵庫労働局尼崎ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

少子・高齢化による労働力人口の減少に伴い、女性や高年齢者等の労働力が
求められている。特に女性の場合は、子育てや介護の後の社会復帰に不安を
持つ方等も多くおられることからその活躍を支援する必要があり、尼崎市と
ハローワークが共同で事業を実施する。

◆ 就職準備セミナー第1弾参加者延べ17名（2日間）のうち、就職件数2件
◆ 就職準備セミナー第2弾 参加者10名のうち、就職件数1件
◆ ミニ就職面接会 参加者14名のうち、就職件数2件

【尼崎市】
・尼崎市広報紙、ＨＰ等を活用

したイベント情報の市民向け
周知及び参加申込者の受付

・就職準備セミナー、面接会等
の会場の提供

【国】
・各就職支援セミナーにおける

講師の派遣及び運営
・ミニ面接会開催の準備（参加

企業の勧奨・募集受付）
・求職者への参加勧奨

【効果】

≪ハローワーク尼崎と尼崎市の連携による
働きたい女性の就職支援≫

◆ 就職準備セミナー第1弾（応募書類の作成と模擬面接）

◆ 就職支援セミナー第2弾「メイクアップ講座」

◆ ミニ就職相談面接会（子育て等しながら働きやすい企業等の参加要件を

マザーズ事業対象求人に限定して開催）



明石市主催の就職フェアでの連携による保育士確保の取組

＜明石市コメント＞
ハローワーク明石のネットワーク
を活用し、広く情報発信が図れた
ほか、就職フェア来場者や参加法
人への専門家による相談助言アド
バイスの機能が加わり、就職フェ
アの一層の充実につながった。
＜労働局コメント＞
今回の連携を契機に、管理選考や
職場見学会を開催し、保育士確保
の端緒となった。今後は、「保育
士総合サポートセンター」との連
携を図りたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 兵庫労働局職業安定部職業安定課 ・・（078-367-0802）（https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/)

【兵庫県明石市】 【兵庫労働局明石ハローワーク】

左記の取組の写真を貼付

【実施概要】

【役割分担】

明石市は、子育て世代等の転入が続き、待機児童数は全国第6位
（54７人、29年4月1日現在）で、保育士確保が喫緊の課題。
ハローワークの連携により、潜在保育士の再就職促進を図る。

◆参加者７０人（うち潜在保育士２５人）。職業相談８人、求職登録１人
であった。

◆事前に参加法人（１３法人）を訪問し、情報収集等を行ったことで、参
加者へ具体的な情報提供が可能となり、スムースな誘導に繋がった。

◆今回の連携を契機に、明石市が主催する保育士確保関連のイベントとの
連携が深まり、明石市が今年度設置予定の「保育士総合サポートセン
ター（仮称）」との積極的な連携を図る予定。

【明石市】
・ポスター掲示、チラシ配布に

よる潜在保育士への周知
・保育士資格が取得できる大学

等への周知
・就職フェアの運営全般
・市独自の保育士確保政策（就職一

時金、保育士児童の優先入所等）
の相談

【国】
・保育に特化した掲示板の設置、

窓口・郵送による情報提供
・事前に参加法人を訪問し、情報

収集、条件緩和、求人内容の明
確化など助言を実施

・参加者の誘導、求職登録・職業
相談、参加法人への人材確保に
係る助言を実施。

【効果】

≪ハローワーク明石と明石市の連携による就職フェア≫

「第３回 就職フェアｉｎ明石」
日 時 平成３０年２月４日（日）１３時～１５時
会 場 ホテルキャッスルプラザ１階鳳翔
参加保育所 民間保育所・認定こども園を運営する１７法人



障害者雇用促進のため共同事業として「障害者はたらく応援団なら」を設立

＜奈良県コメント＞
就労連携コーディネーターを

配置し、実習受入先の開拓や就
職希望者と企業とのマッチング
などを行い、実習や雇用の拡大
を推進しています。

＜労働局コメント＞
各機関が連携して就労支援を

行う「チーム支援」により、就
職相談から職場定着まで一貫し
たサービスを実施しています。

【課題･目的】

【奈良県】 【奈良労働局】

【実施概要】

【役割分担】

障害のある人の就労に積極的な企業等で構成され、官民一体と
なって就労支援に取り組むことを目的に、雇用対策協定に基づき
平成26年2月に設立されました。

◆企業や県民に対して障害者雇用への理解が促進され、関係機関
が連携してそれぞれの強みを活かすことにより、障害のある人
のニーズに応じた就労支援に取り組んでいます。

◆２年連続（28・29年度）障害者雇用率全国第1位を達成

【奈良県】
障害者理解の促進、市町村・
障害福祉サービス事業所・特
別支援学校との連携及び職場
実習先開拓 など

【国】
企業に対する障害者雇用の
アドバイスや支援機関と連
携した就労・職場定着支援
など

【効果】

≪障害者政策推進トップフォーラムの様子≫

◆障害者雇用企業や就労者の事例発表や企業間の意見交換、
各種セミナーの実施

◆行政、経済界、労働界、障害者団体のトップが一堂に会
し、障害者の課題について話し合うフォーラムの開催

◆障害者雇用の啓発冊子の発行及び企業等関係機関へ配付
◆職場実習先の開拓 など

≪照会先≫ 奈良労働局職業安定部職業対策課・・・ （電話番号）0742-32-0209 （HPアドレス)https:jsite.mhlw.go.jp/nara‐roudoukyoku/



人材確保対策のため、共同事業として求人開拓を実施

＜海南市コメント＞
地元企業の雇用の拡大と若年者
の地元就職を促進していきたい。

＜労働局コメント＞
連携を密にして、求人確保に努
めていきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 和歌山労働局職業安定部職業安定課 ・・TEL：０７３－４８８－１１６０

【和歌山県海南市】 【和歌山労働局ハローワークかいなん】

【実施概要】

【役割分担】

・和歌山県には大学が少なく、高校卒業後、県外に進学する学生が
多く、そのまま県外に就職することが課題となっている。そのた
め、地元企業の魅力を広く発信して、市内企業の人材確保と、UI
ターン就職の促進を図る。

・合同で求人開拓することで企業に対してのPR効果が大きい。
・過去求人がなかった企業からの20件の求人確保ができた。
・一般的な企業情報にはない情報を入手することができた。

【海南市】
・市内の企業へ採用計画の調査を

実施。
・市出身学生（親元）へ、採用計

画及び企業説明会等の情報を
LINE等で発信

・ホームページでの周知

【国】
・採用計画に基づいた求人開拓及

び求人情報一覧作成・発信。
・ハローワークを通じた一般求職

者へのPR 

【効果】

・海南市内の企業へ採用計画の調査を実施し、採用計画に基づいた
求人開拓及び求人情報を、海南市出身者等に対し、LINE等で発信
する。

・市のHP へ採用計画を掲載し、広く周知を行う。



鳥取県内における障害者の雇用促進に向けた様々な取組

＜鳥取県コメント＞
本県が提案した「あいサポート運動」は7県4市5

町まで広がりました。障害者の雇用促進について、
鳥取労働局と連携し、障害者職業センターの経験・
知識・技術を活かしながら、関係機関の皆様ととも
に、より着実に進めていきます。

＜鳥取労働局コメント＞
鳥取県は「あいサポート運動」発祥の地というこ

ともあり、非常に障害者の福祉と雇用の取組が進ん
でいると感じています。引き続き、県内における共
生社会の実現に向けて鳥取県庁の皆様と一緒に取り
組んでいきます。

【課題･目的】

≪照会先≫ 鳥取労働局職業安定部職業対策課 ℡ 0857-29-1708 鳥取労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/

【鳥取県】 × 【鳥取労働局】

【実施概要】

【役割分担】

鳥取県内において障害者雇用の総合的な推進を図るため、平成27年に「障害
者新規雇用1,000人創出に向けたロードマップ」を策定し、雇用の場の創出、
離職防止及び福祉就労から一般就労への移行を柱に、目標達成のための具体的
な施策を共同して推進。

① 障害者の実雇用率が上昇！
⇒ 1.88%（H26）→ 2.16%（H29）

② 法定雇用率達成企業の割合が増加！
⇒ 50.6%（H26）→ 59.7%（H29）

③ 県内各ハローワークを通じた就職件数の増加！
⇒ 就業者数：2,545人（H26）→2,952人（H28）

【鳥取県】
教育や福祉の分野における施策・事業の
推進、その他鳥取県が主体となって実施
する就業支援施策の展開

【鳥取労働局】
労働局やハローワークが実施する職業
紹介や求人開拓、事業主支援と県内関
係機関を支える連携体制の構築

【効果】

鳥取県（商工労働部、福祉保健部）、鳥取県教育委員会、（独）高・障・求
機構鳥取支部を主要メンバーとする『プロジェクトリーダー会議』を鳥取労
働局において開催し、各種取組の効率かつ効果的な実施体制を確保
県内企業において障害者雇用と職場定着を推進するため、平成２9年度から
『とっとり障害者仕事サポーター』養成講座を開催
毎年９月（障害者雇用支援月間）に知事、教育長及び鳥取労働局長の三者に
より、県内商工団体へ障害者雇用促進の働きかけを実施
毎年１月に鳥取県米子市において開催している「あいサポートとっとり
フォーラム」において鳥取県と共に実行委員として参画

あいサポート
フォーラム風景

「あいサポートとっとりフォーラム18」「とっとり障害者仕事サポーター」養成講座

鳥取県経営者協会への要請（H29.9）



複数の自治体等とハローワークが連携し

＜松江市コメント＞
近隣の安来市、雲南雇用対策協議会と

連携し取組むことにより、広域の地元企
業と各高校との情報交換の場となってい
る。学校、企業ともに積極的に参加して
頂いており、引き続き人材確保と円滑な
就職支援に繋がるよう取り組んでいきた
い。

＜労働局コメント＞
島根県東部の複数の自治体と連携し共

同で事業を開催することにより、地元企
業の人材確保、新規学卒者の地元企業の
理解を促す観点からも、効果的な取組と
なっている。

【課題･目的】

≪照会先≫ 島根労働局職業安定部職業安定課 （TEL：0852-20-7016）（https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/)

【島根県松江市・安来市】【雲南雇用対策協議会】【島根労働局ハローワーク松江】

【実施概要】

【役割分担】

地元企業への優秀な人材確保と卒業予定の高校生の円滑な就職
を支援するとともに、就職におけるミスマッチの防止や定着率
の向上などを目的として開催。

◆ 県内東部地域の進学校を除くほとんどの高等学校が参加し、
企業・高等学校の双方から貴重な情報収集の場として高い評価
を得ており、アンケート結果でも「有意義だった」との意見が
大半を占めた。

【松江市・安来市】
【雲南雇用対策協議会】

資料準備
高等学校への案内 等

【ハローワーク】
ハローワーク松江が事務局となり、
県内東部のハローワーク４所にお
いて、参加候補企業の選定 等

【効果】

◆高等学校の進路指導担当者が、企業ごとのブースを訪問し、自由
に情報交換ができる場を設定。

◆事前に企業側の要望を該当の学校に伝えることにより、効率よく
情報交換できるよう設定。

「学校と企業との就職情報交換会」を共同開催

県内東部地域の高等学校（３２校）、企業（６５社）の参加
を得て実施。



雇用確保対策・ＵＩＪターン促進のため、共同で面接会等を実施

＜倉敷市コメント（事務局自治体）＞
１人でも多くの方に流域管内事業所

に就職していただくためにも、今後も
ハローワークと連携を図っていくこと
としたい。

＜労働局コメント＞
単体の自治体のみではなく、流域を

形成する自治体と管轄のＨＷが共同し
て雇用確保・ＵＩＪターンのために事
業実施することは、有意義であり、情
報の共有化の観点からも効果的である。

【課題･目的】

≪照会先≫ 岡山労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・（086-801-5103）（https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/)

【岡山県高梁川流域圏域７市３町】 【岡山労働局・管轄６ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

岡山県西部を流れる高梁川流域圏の７市３町と管轄する６ハローワーク・労
働局が「高梁川流域就職面接会等開催事業実行委員会」を組織し、地元企業の
雇用確保対策、流域外からのＵＩＪターンを目的として面接会や企業見学バス
ツアー等を連携して開催。

◆ 面接会を２回、説明会１回実施し、合計96社、学生等約110人参加し
１１人が流域圏内企業に就職。

◆ バスツアーは、学生延べ80人が参加し、企業を訪問（延べ14社）。
情報交換を実施すること等により、地元企業の知識を習得。

【流域圏市町】
・各自治体企業に参加要請を実施。
・県内及び県外大学等へ事業実施
に係る説明や学生への周知を依頼
・各自治体ＨＰでの周知・広報
・移住、定住相談の実施。

【国】
・地元企業に就職を希望する求職
者や管轄内の大学等へ周知・広報
を実施。
・新卒応援ＨＷから学生への周知
・労働局ＨＰによる開催周知

【効果】

≪上段；面接会状況、下段；バスツアー様子≫

◆ 新卒者・35歳以下の既卒者、ＵＩＪターン希望者等の就職促進、流域管
内企業の労働力確保のため、面接会を年２回（岡山会場・倉敷会場）におい
て開催。翌春卒業予定者を中心として企業説明会を開催。

◆ 圏内における魅力ある企業の発掘、学生等への情報発信・交流を目的にバ
スツアー形式による企業訪問を夏季・冬季に計５回開催。



福祉人材確保対策のため、就職セミナー・企業説明会・面接会を

組み合わせた総合就職フェアを実施

＜広島市コメント＞
介護・看護・保育の求人事業者が一同
に会した総合的な取組として、地元メ
ディアにも取り上げられ、福祉人材の
掘り起こしに向けたアピールに繋がっ
ている。

＜労働局コメント＞
国・県及び市が『福祉人材確保』とい
う喫緊の課題に共同で取組む事で、対
外的なPR効果が高くなり、潜在求職
者の掘り起こしにも繋がり、予想以上
に効果的な支援を行うことができた。

【課題･目的】

≪照会先≫ 広島労働局職業安定部職業安定課 （082-502-7831）（https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/)

【広島県】 【広島市】 【広島労働局ハローワーク広島・可部・広島東・廿日市】
【介護労働安定センター広島支部】【広島県ナースセンター】【広島市私立保育園協会】

【実施概要】

【役割分担】

小売業を中心に、全国的にも上位の有効求人倍率であるうえ、大型福祉施設の
オープンが相次ぐ広島市において、福祉人材の確保は喫緊の課題。介護・看護・
保育の各団体や自治体と連携し、総合的に福祉職への就職をアピールし、福祉人
材全体の掘り起こしを行っている。

◆ 就職件数 ４３件
◆ 参加求職者 ２５５名 （10月 116名、2月 139名）

うち、セミナー参加者 １４８名
◆ 参加事業所 ６１社 ブース相談件数 ３４１件
※その他多くの参加者が福祉事業所に就職しており、セミナーも一定の効果を上げている。

【広島県・広島市】
◆会場の確保（無料）
◆広島市内関連施設、公民館、

広報誌にてイベント周知

【国】
◆周知用リーフレット作成
◆求職者に係る周知・広報
◆参加事業所確保
◆当日の運営及び調整

【効果】１０月、２月の２回開催

◆介護労働安定センター、ナースセンター、保育園協会、広島県保育士人材
バンク、ハローワークによる就職セミナー・就職相談
◆福祉事業所による事業所説明、面談・面接



求職者の地元就職を支援し、市内事業所の人材不足解消を目的として

「さんようおのだ就職フェア」を開催

＜山陽小野田市コメント＞

企業、求職者ともに反応はと
ても良かった。

＜ハローワーク宇部コメント＞

就職フェアの周知を通じて山
陽小野田市地域職業相談室の周
知が図られ、同室の就職件数が
前年比約10％向上した。

【課題･目的】

≪照会先≫ 山口労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・・（TEL：０８３－９９５－０３８０）

【山口県山陽小野田市】 【山口労働局ハローワーク宇部】

【実施概要】

【役割分担】

人手不足業種の企業と求職者のマッチングを図る

◆このイベントにより地元企業をPRしたことにより、２月に行った面接会
に求職者５７名の参加があった。

◆関係機関がスクラムを組み取り組んだことにより、連携強化が図られた。

【山陽小野田市】
就職フェア開催運営・周知・広報

【小野田・山陽商工会議所】
会員事業者への参加要請・参加申込

書受付

【ハローワーク宇部】
＊事業所、求職者へ参加要請
＊当日の相談コーナー設置

【効果】

≪ハローワーク宇部と山陽小野田市の連携による就職フェアの様子≫

◆ 日曜日に地元ショッピングセンターで開催
◆ 企業ＰＲコーナーを設置し、１分間スピーチを実施
◆ 画像情報をビデオプロジェクターで上映

ＰＲコーナーで説明する企業担当者受付入口に大看板を設置



人材確保対策のため、シニア向けお仕事体験会開催を実施

＜美馬市コメント＞
人が集まるのか開催前は不安であったが、
ハローワークとの連携で開催できてよ
かったです。業務内容の説明やレジ打ち
体験を通じて、高齢者でもコンビニでい
きいきと働けると感じた方が多くいらっ
しゃいました。

＜労働局コメント＞
新規求職者に占める在職者の比率が上
がっているなか、完全失業者が多いシニ
ア層は就労意欲も高く、人手不足解消の
大きなポイントと考えられます。今後も
自治体と協力しながら様々な職種での開
催を計画します。

【課題･目的】

≪照会先≫ 徳島労働局職業安定部職業安定課 （電話０８８-６１１-５３８３） ≪HP≫ （https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/)

【徳島県美馬市】 【徳島労働局ハローワーク美馬】

左記の取組の写真を貼付
【実施概要】

人手不足感が深刻なサービス業に就労意欲の高いシニア層の求職者をマッ
チングするための入り口づくり

◆５５歳以上の１２名が参加。この体験会をきっかけにハローワーク窓口の
利用を開始した参加者もいて、新規求職者の開拓につながった。

◆この開催をきっかけとして管内のセブンイレブン店舗全体から求人を受理
し、他の事業所からも同様の開催を望む声が聞かれるなど、反響があった。

【美馬市】
打合わせ事務局担当
体験会開催の広報（ＨＰ等）
開催会場の提供

【国】
プレゼン後の個別相談ブース

体験会開催の広報（チラシ）
コンビニ求人の開拓と受理

【効果】

≪レジ打ちの体験に興味深そうな参加者≫

◆美馬市との雇用対策協定に基づき、積極的な協力体制の構築
◆美馬市とセブン－イレブン・ジャパンが「地域見守り活動協定」を締結
したことを活かして、人手不足解消のための高齢者層の雇用について、
セブンイレブンに提案。
◆プレゼンを兼ねて体験会を開催することで、面接会よりも参加のハード
ルを下げて、参加者にコンビニでの就労を体感してもらう。

【役割分担】



若者の地元企業への就職促進のため、共同事業として職場見学ツアーを実施

＜さぬき市コメント＞
小規模・製造業が大半を占める
本市ですが、魅力ある企業も多
く存在し、職場見学により、就
職・定住に繋がる見学会を実施
したい。
＜ハローワークコメント＞

若者の地元企業への就職・定
着が課題となっている中で、効
果的な取組と考えている。今後
も市と連携した雇用対策を進め
ていきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 香川労働局職業安定部職業安定課 （TEL:087-811-8922）（ http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ ）

【香川県さぬき市】 【香川労働局ハローワークさぬき】

左記の取組の写真を貼付

【実施概要】

【役割分担】

さぬき市では、さぬき市在住の大学生（短大生及び専門学校生
含む）や、市内の大学に通う学生が、卒業後、市外の企業へ就職
するケースが多い。

このため、「さぬき市地元企業魅力発見バスツアー」と題した
職場見学ツアーを実施し、就職活動を控えている学生に、市内企
業の魅力を伝える機会を提供し、若者の地元定着と地元企業の人
材確保を支援する。

◆ 作業現場や職場の雰囲気等を知ったうえで応募を検討できる。
◆ 参加者へ直接企業のアピールができる。
◆ 参加者の反応も概ね好評で、「仕事の内容がよくわかった」
「企業の方から直接話が聴けてよかった」との声があった。

【さぬき市】
◆ 見学先企業の開拓
◆ 参加者の募集・申込受付
◆ 見学ツアー全体の運営

【ハローワーク】
◆ 見学先企業の選定
◆ 地元大学生への周知
◆ 県内ハローワークへの周知

【効果】

大学生（主に3年）・短大生（主に1年）を対象とし、地元企業
4社をまわる職場見学ツアーを市と国が共同で実施。9名が参加。



地方公共団体の企業誘致とハローワークのマッチング対策による就職促進効果
【課題･目的】

≪照会先≫ 愛媛労働局職業安定部職業安定課 （℡089-943-5221）（https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/)

【愛媛県・松山市】 【愛媛労働局ハローワーク松山】

【実施概要】

【役割分担】

開設の稼働スタッフは確保できているものの、3年間で400人の新規雇
用を実現するための採用活動支援を目的とする。

【愛媛県・松山市】
奨励金等の交付
設備投資に対する税制優遇
融資制度等

【ハローワーク】
マッチング対策による求人充足

【効果】

◆ 平成29年10月17日、ハローワーク松山において、愛媛県・松山市、
事業所担当者と採用活動の支援策を協議し、当社は、各地に事業展開を
しているが、今まで、ネット等による採用活動のみで、ハローワークに
求人申込みをしたことがないとのことであったので、ハローワークの利
用勧奨を行った。

◆ 同年11月15日に、同社を訪問し、求人開拓を行うとともに、画像情
報等を収集した。

◆ 同年11月16日に、「ソフトウェアのテスト・検証及び統括業務」で

正社員5人、フルタイム正社員以外で30人の求人を受理し、公開した。

≪ハローワーク松山と県・市の連携による就職支援≫

＜愛媛県と松山市のホームページより＞

平成29年10月4日、県庁において、

株式会社デジタルハーツ（本社：東

京）と県・市による新規事業所開設に

関する「立地協定書」調印式及び合同

記者会見を開催。同社の円滑な開設と

平成29年12月操業開始に向けて各種

支援を行う予定。松山Lab.（ラボ）で

は、今後3年間で約400人の新規雇用

を予定。

◆ 当該事業所は、今までハローワークを利用していなかったが、誘致企
業であることから、新設情報が事前に入手でき、求人開拓を行うことが
できた。

◆ 求人職種は、今まで当所管内ではない職種であったため、求人を公開
したことにより、潜在求職者の開拓にもつながった。

◆ 当所として、積極的なダイレクトメールや相談窓口による勧奨を行い、
正社員求人は17人紹介し4人採用。フルタイム正社員以外求人は6人紹
介し2人採用となった。



子育て女性再就職支援事業としてお母さんのための再・就・職準備イベントの実施！

＜高知県コメント＞
・高知市会場は盛況であり、H30も引き続き平日に

開催するとともに、集客の見込める大型量販店で
も土日に開催予定。

＋
・民間が実施する集客力の高いイベント等との連携

＜労働局コメント＞
このようなイベントと連携して、ハローワーク高

知マザーズコーナーや各ハローワークの相談窓口の
認知度を更に高めたいと思います。

子育て中の女性に手厚いサポートを実施します。

【課題･目的】

【高知県】【高知労働局・各ハローワーク】

【実施概要】

就職したいという気持ちはありながらも、具体的に求職活動をするまでには
至っていない子育て中の女性層も一定存在すると考えられ、潜在的な労働力
を活用していくこという観点から、こういった女性をターゲットに、「働
く」ことに一歩踏み出してもらうためのイベントを開催した。

◆ 高知県3か所(高知市、安芸市、四万十市)で開催
◆ イベントメニュー1

『お母さんが働くために知っていると得するミニセミナー』

お母さんのための時短クッキングセミナー、お母さんの就職事例、働き方セミ

ナー「税金編」、働き方セミナー「社会保険編」

◆ イベントメニュー2
『個別相談コーナー～働くことに関するどんなお悩みでもお聞きします

～』
・ハローワーク・・・求職に関する総合相談
・福祉人材センター・・・福祉関係の求職相談
・各市役所・・・保育園への入園に関する相談
・地元企業・・・実際の就業についての相談
・高知家の女性しごと応援室・・・無料職業適性診断、働くにあたっ

ての総合相談
『交流コーナー～フリートークで不安を解消しましょう～』
・個別相談コーナー以外に、皆さんが交流できるコーナーを設置しま

す。

・ざっくばらんに、他のお母さんなどにもいろいろと聞いてみましょう。

【取組状況】 3会場で83名が参加
参加者アンケートでは「質問・相談できる機関や就職支援の場があることが分かってよかった。」「就
職への意識が高まった。」「早く就職したい。」といった声が多く聴かれ、再就職等を考えている子育て
女性の就職への後押しとなった。 ≪照会先≫ 高知労働局

職業安定部職業安定課
℡ 088-885-6051
URL https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/ 



「お仕事再開応援フェスタ」を共同開催

＜福岡市コメント＞
“託児付きのため、集中して受
講できる”と好評だった。定期
開催を望む声も多いことから、
今後ともハローワークと連携し
て取り組んでいきたい。

＜労働局コメント＞
国と自治体の特長を活かし、

様々なニーズに応えることで、
一人でも多くの方が就労に結び
つくよう支援していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 福岡労働局職業安定部職業安定課・・・☎ 092‐434‐9802（https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)

【福岡県福岡市】 【福岡労働局ハローワーク福岡南】

【実施概要】

【役割分担】

“仕事＆子育て・介護”の両立に関して、不安や悩みを抱える方
を対象に、福岡市と連携して問題解消に向けたサポートをするこ
とで、就労意欲の喚起を図ろうとするもの。

アミカス館内にある“シティハローワークみなみ（一体的実施
施設）”の２月の窓口利用件数が前年度比６．５％増、職業相談
件数が同比１０．９％増となり、アミカスの来館者数増にも貢献。

【福岡市】
◆じっくりゆっくりからだの声を聞く

（リラックスヨーガ）
◆働くママと子供の心理学

（ミニセミナー）
◆職場と家庭の円満コミュニケーショ

ン術（ミニセミナー）
◆発見！あなたの内なるパワー

（体験型ワーク）
◆タイムマネージメントで生活改善

（ミニセミナー）

【ハローワーク】
◆あなたが輝く色の魔法

（面接のためのメイクアップ講座）
◆あなたにピッタリなお仕事検索

（ＶＰＩ職業興味検査）
◆人事のホンネ＆働く人のホンネ

（パネルディスカッション）
◆実演！見てわかる、面接のコツ

（ミニセミナー）
◆働くあなたを守るワークルール

（ミニセミナー）

【効果】

≪パネルディスカッション風景≫

平成３０年２月に開催し、シティハローワークみなみ（一体
的実施施設）を設置している福岡市の施設“アミカス（男女共
同参画推進センター）”館内にて、１０種類のセミナー等を市
と国で分担し開催。時間内であればいくつでも受講可能。



地元企業への人材確保対策のため“いい職”説明会を実施

＜伊万里市コメント＞

平成26年度からハローワーク
や商工会議所と連携して開催し
ています。
説明会をきっかけに地元企業へ
就職した生徒もおり、市の活性
化のため、今後も継続して実施
していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 佐賀労働局職業安定部職業安定課（電話番号）0952-32-7216 （HPアドレス)https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/

【佐賀県伊万里市】 【佐賀労働局・ハローワーク伊万里】

左記の取組の写真を貼付【実施概要】

【役割分担】

高校や大学卒業後の若者の転出超過の是正を図り「活気ある
街づくり」のため市内企業への理解や関心を高め地元で働き
たい意識を醸成する

◆企業にとっては自社のPRと業界のPRが可能
◆学生・生徒・教諭・保護者が地元の企業を知り、地元企業へ
目を向ける、職業への理解が深まる
◆説明会をきっかけに地元企業へ就職した生徒もいる

【伊万里市】
商工会議所と連携、説明会

参加企業の勧奨（優良企業）
会場の設営・準備

【ハローワーク伊万里】
開催に当たっての助言
求職者（大学・短大生等）

参加勧奨・広報等

【効果】

≪ハローワーク伊万里と伊万里市の連携による“いい職”説明会≫

◆伊万里・有田地区の高校2年生、教諭・保護者。県内外の学
生（大学・短大生等）をグループ分け（5人程度）、参加企業
のブースを巡回
◆市内の参加企業が自社の企業説明 （地元への貢献等）

左記の取組の写真を貼付左記の取組の写真を貼付



若年者の地元定着と企業の魅力を情報発信！参加者にも新たな発見が・・・

＜ハローワーク西海コメント＞
西海市から企業面談会の共催依頼を受け

て、市が抱える課題・目的とハローワーク
の政策的課題がマッチングしたことで、
様々な関係機関や団体を巻き込み、それぞ
れの強みを活かすことで、短期間でこのイ
ベントを開催することができました。西海
市での初開催でしたが、参加者及び企業ア
ンケートの結果も概ね好評でした。

その後も、医療福祉分野の面談会（1月）
や高校1.2年生を対象とした企業研究会（3
月）も開催するなど、引続き市や関係機関
と連携し、地域住民サービスの向上を図っ
ているところです。

【課題･目的】

≪照会先≫ 長崎労働局職業安定部職業安定課
（電話番号） ０９５－８０１－００４０
（HPアドレス) https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku

【長崎県西海市】 【長崎労働局ハローワーク西海】

左記の取組の写真を貼
付

【実施概要】

【役割分担】

西海市は、新規学卒者等をはじめとする若年労働者の市外流出や急速な少子高齢化が進む
なか、近い将来、労働力人口が大幅に減少することが懸念されている。そこで、地元企業の
魅力を情報発信する場を提供することで、参加者にも新たな発見を期待し、求人求職のマッ
チングに繋げる。また、夏の帰省時期に開催することで、UＩＪターン又は移住者等の面談
機会を提供し、西海市の魅力を発信する。

【西海市】
・市長による企業ブース訪問
・会場借り上げ、設営
・送迎バスの運行
・広報紙、新聞折込み
・ポスター、企業PRシート印刷
・防災行政無線による開催案内
・移住相談コーナー運営

【ハローワーク西海】
【ヤングハローワーク長崎】

・求人受理と求人票印刷製本
・求職者、学校への参加要請

【効果】

≪西海市とハローワーク西海及び関係機関
の連携による企業説明会・企業面談会≫

●参加企業 15社 高校生と先生が希望する企業・誘致企業・商工会推薦企業等

●企業説明会（第1部）午前の部
高校生及び保護者向け

●企業面談会（第2部）午後の部
一般求職者・UIJﾀｰﾝ希望者・新卒者

・生徒が企業ブースを訪問
・企業説明者のうち1名は若手社員

・面談を希望する企業ブースを訪問
・適職診断、職業相談、移住相談ｺｰﾅｰ併設

【若年者地域連携事業】
・高校、企業へのヒアリングと参加要請
・ポスター、チラシのデザインと校正
・企業PRシートの原稿依頼と校正
・企業サインの作成
・適職診断コーナー運営

【西海市商工会】
・会員企業への参加要請

◎参加者【第1部】65人 【第2部】29人 面談総数47人 就職件数4人
◎参加企業のうち6社が高卒求人提出。西海市内の高校生の採用実績が前年度実績

ゼロが、今年度7名が採用となった。この企業説明会が高校生と地元企業の交流
の場となったことが採用に繋がったと思われます。

【長崎県総合就業支援センター】
・適職診断コーナー運営

【共通】HP掲載、会場運営

≪平成28年8月11日（金・祝）開催≫



町主催若者の地元就職のため合同企業面談会を開催

＜時津町コメント＞
◆地元企業の人材確保が厳しい中、本町

では、新たな雇用の創出や安定した
雇用の確保を最重要施策と位置付け、
合同企業面談会を開催し、若者の地元
就職を積極的に推進することといたし
ました。
今後もハローワーク長崎、県、商工会
と連携させていただき、地域に貢献で
きる企業面談会を実施していきたいと
考えております。

＜ハローワークコメント＞
◆今後の開催について、効果的な面談会

となるよう連携していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 長崎労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・095（801）0040 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku

【長崎県西彼杵郡時津町】【長崎県】【ハローワーク長崎】

【実施概要】

【役割分担】

◆町内において少子高齢化が進み、人口流出が問題となるなか、
若者の地元就職、ＵＩターンを推進する。また、地元企業の
人材不足対策を図る。

◆面談会参加は、地元企業12社、参加者19名、面談数は46件
となり、新規大卒者等3名の就職につながった。

【町】
事業所情報収集
参加事業所集約
広報資料作成
周知・広報、
当日運営

【国】
求人開拓
配布用求人票準備
周知・広報
当日運営

【効果】

≪時津町と長崎県とハローワーク長崎との連携
による合同企業面談会≫

◆平成29年10月時津町が主となり、合同企業面談会を開催。
参加対象企業は、町内に就業場所がある事業所。
参加者は、新規学卒者及び既卒3年の求職者、ＵＩターン希
望者等。

◆参加事業所の意向確認・集約、高校等への参加依頼等を町が
行った。

【県】
周知・広報

【商工会】
企業への参加要請
周知・広報



県・国の共同巡回相談日にミニ面談会を同時開催

＜平戸市コメント＞
◆地理的条件が不利な離島・半島を抱える本市において、職業

相談や面談会を市内で行えることは、移動手段を持たない
求職者等にとって利便性の向上となるほか、市内の雇用情勢
をより活性化させ、当市が抱える人口減少問題等解決に寄与
するものと期待しています。

＜長崎県コメント＞
◆県内就職、特に離島・半島地域の地元企業への就職促進のた

め、効果的な取組と捉えており、今後も取組を継続し、求職
者・求人企業に活用していただきたい。

＜ハローワークコメント＞
◆平成28年度下期からの取組が定着し、巡回相談の来所者数の

増加にも繋がっており、今後とも継続していきたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 長崎労働局職業安定部職業安定課・・・・・・095（801）0040 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku

【長崎県平戸市】【長崎県】【ハローワーク長崎】【ハローワーク江迎】

【実施概要】

【役割分担】

◆人口流出が著しい離島・半島地域において、県・国共同で
就職支援サービスを実施し、地元への就職促進を図る。

◆ 面談会参加企業は計20社、参加者は
98名で、面談者は56名であった。

◆ 巡回相談利用者数も増加

【国】
求人開拓・選定
配布用求人票準備
周知・広報
面談会当日対応
職業相談【効果】

≪ハローワークｉｎ平戸
（離島・半島巡回）相談利用者数≫

◆平戸市で毎月2回実施している長崎県とハローワーク長崎の
巡回相談に併せ、毎月1回ミニ面談会を開催している。
管轄ハローワークであるハローワーク江迎が参加事業所を選定
し、長崎県は、選定企業を訪問のうえ面談会の参加要請を行う
とともに、開催要領や長崎県の人材確保にかかる取組の説明を
行っている。

【県】
企業訪問
周知・広報
面談会当日対応
個別カウンセリング

【市】
周知・広報
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利用者拡大のためイベントホールで

求人票公開会を実施

＜長崎県コメント＞
◆生活に身近な商業施設での開催で、働く意欲はあるが、探し方がわからないという

人にも、共同施設での就業支援を知ってもらう効果がありました。
＜ながさき生涯現役応援センターコメント＞
◆ハローワークとの連携により、セミナーをスムーズに開催することが出来ました。
＜ハローワークコメント＞
◆当共同施設を有効に活用していただくために工夫し、効果的に実施できた。

【課題･目的】

【長崎県】【ながさき生涯現役応援センター】【ハローワーク長崎】

【実施概要】

【役割分担】

◆長崎市北部に位置する一体的実施事業である共同施設、及び
同施設内の生涯現役促進地域連携事業である「ながさき生涯
現役応援センター」の周知・利用促進を目的として実施

◆来場者は20代から７０代まで
の20名となった。

◆地元ＴＶの取材もあり、各支援
機関の周知に役立った。

【長崎県】
【ながさき生涯現役応援センター】

セミナー企画・実施
周知・広報、当日運営

【国】
掲示用求人票準備
周知・広報
当日運営、職業相談

【効果】

≪長崎県・ながさき生涯現役応援センター
・ハローワーク長崎との連携による求人票公開会≫

◆平成29年12月長崎市北部の商業施設に隣接するイベント
ホールにおいて求人票約800件を地域・職種別に紙媒体で
掲示・公開するほか、セミナー、スーパーの仕事説明会、
職業相談を実施。

◆対象：仕事を探す「すべての方」◆託児あり

≪照会先≫ 長崎労働局職業安定部職業安定課・・・・・・095（801）0040 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku



建設分野の「技を聴く」「技を視る」～職人への道～

＜熊本市コメント＞
若年者の技能職離れや、熟練技能者の高
齢化により、技能の継承が危ぶまれる
中、建設分野では熊本地震における人手
不足が深刻化していた。労働局・業界団
体とも連携し、職業訓練の見学など、潜
在求職者の掘り起しに努めた。
＜労働局コメント＞
復旧・復興が急がれる中、建設分野での
人材不足が大きな課題であった。業界団
体、自治体と労働局、ハローワークとの
連携により人材不足分野への関心を高め
る効果があった。継続して求職者の掘り
起しに努めていく。

【課題･目的】

≪照会先≫ 熊本労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・・（ＴＥＬ：096－211－1703）
（https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/)

【熊本県熊本市】 【熊本労働局ハローワーク熊本】

【実施概要】

【役割分担】

熊本地震からの復旧・復興に欠かせない建設分野の人材確保を図
るため、潜在求職者や未経験者等をターゲットに「技を聴く・視
る」を開催。

■「技を聴く」参加者25名（うち高校生3名）
事業所 6社

◆「技を視る」見学者 ３名（うち高校生1名就職）
● 報道機関2社から取材あり、国交省九地局視察。未経験者等の

仕事理解を深めることができた。

【熊本市】
■ 会場確保（市施設）
■ 市広報誌・ＨＰへの掲載
■ 当日の運営全般

【ハローワーク・労働局】
◆業界団体への協力依頼
◆庁内掲示、チラシ配布
◆労働局ＨＰ掲載
◆当日の運営全般

【効果】

建設分野（型枠大工・左官・塗装・屋根・防水・鉄筋）の作業
中ビデオ上映や各業界団体による仕事説明会を開催。参加者の
うち希望者は後日作業現場や職場見学を実施。
熊本市技術専門学院（県認定職業能力開発校）共催。



55歳以上の方を対象にシニア世代のための就職面談会2017を実施

＜大分県コメント＞
県として初めてシニア向けの就

職面談会を開催した。ハローワー
クと連携することで、大きな成果
を挙げることができたので、今後
も、より連携を強化してシニア雇
用の推進に取り組んでいきたい。

＜労働局コメント＞
今後とも地方自治体との連携を

強化し、雇用対策が充実するよう
積極的に支援していきたい。

【課題･目的】

【大分県】 【大分労働局ハローワーク大分】

左記の取組の写真を貼付
【実施概要】

【役割分担】

シニア求職者の早期就職と県内企業の人材確保を支援するととも
に、潜在的シニア求職者を掘り起こし、ハローワークや大分県中
高年齢者就業支援センターの活用を促すことを目的に開催

ハローワークの周知及び自治体の広報誌、複数回の新聞広告、
公共施設のポスター、ホームページへの掲載により、就職面談会
の参加企業が４８社、参加求職者は３１０人、就職件数は２８件
となった。

【大分県】
◆参加企業の募集
◆会場手配、準備等
◆参加者への周知、広報
◆参加企業のフォローアップ

【国】
◆ハローワークによる周知
◆職業相談
◆応募希望者への紹介状発行

【効果】

・就職面談会（13時30分～１６時）
・企業ブースの設置
・求職者、事業所向け相談ブースの設置
・シルバー人材センターの個別相談ブースの設置

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）



シニア世代向け就職面談会の開催

＜別府市コメント＞
参加人数が多かったため、実

施スペースに問題があった。

＜ハローワーク別府コメント＞
シニア層の求職者は、面接も

出来ない状況が多いため、直接
対話できるいい機会になったと
思う。

【課題･目的】

【大分県別府市】 【大分労働局ハローワーク別府】

【実施概要】

【役割分担】

就職意欲のある５５歳以上の方に、会社概要や
求人内容を直接説明して頂く機会の提供。

◆求職者 ７４人参加 ◆参加企業 １８社
◆受理求人の増加、紹介件数の増加
◆年齢を気にせず参加でき、企業の方の話が聞
けた。シニアの方が以外と多く就活しているこ
とが分かった。

【別府市】
募集周知
参加企業の選定
設営・運営

【効果】

５５歳以上で就職意欲のある方を対象に、有効
期限が きていない求人票をハローワークに提出
していて、シニアの採用を希望する企業と直接
対話してもらう。

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）

【ハローワーク別府】
企業・求職者への募集周知
有効求人の把握・作成
参加企業の周知



人材確保対策のため、共同事業として就職面接会を開催を実施

＜中津市コメント＞
ハローワークや各機関との連携により
11名の雇用が確保できた。また、参
加者の９８％より「就職活動に役立っ
た」との回答があり、連携開催の事業
効果があったと評価している。

＜労働局コメント＞
中津市との連携により雇用の確保が図
られた。今後も、連携強化による取り
組みを実施していく。

【課題･目的】

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）

【大分県中津市】 【大分労働局中津ハローワーク】

【実施概要】

【役割分担】

大学進学等で市外に転出した大学等卒業予定者や、UIJターン希望者及び一
般求職者等と市内企業とのマッチングを図り、地域の雇用の拡大と安定及び
移住促進を目的として実施する。

◆ 市内企業３６社の参加を得て、求職者６９名が面接会に臨み
１１名（６社）の新たな雇用が生まれた。

【中津市】

・管内企業への参加要請
・会場確保
・当日の進行役

【国】

・求職者へ開催周知
・ブース設置による職業相談
・出席者へ雇用関係資料提供

【効果】

≪ハローワーク中津と中津市の連携による就職面接会≫

◆各企業毎に個別のブースを設け、人事担当者が就職希望者へ企業情報等
の説明を行う。

◆ハローワークによる職業相談コーナーの設置や、各就職支援機関の相談
コーナー及び UIJターン希望者向け（空き家情報等）の相談コーナーを

設けて、各種情報提供を行う。



地方自治体と連携して「人権・同和問題研修」を実施

＜日田市コメント＞
・研修内容等の計画段階から協議及
び連携を行い、雇用主や労働者の視
点を含めた研修テーマ・講師の選定
が行える。
・次年度も連携開催を希望。

＜ハローワークコメント＞
・分担して案内・広報することによ
り、広く周知でき、より多くの参加
者を期待できる。
・会場を市等が負担するためローコ
ストで開催できる。

【課題･目的】

【大分県日田市、玖珠町、九重町】 【大分労働局ハローワーク日田】

左記の取組の写真を貼
付【実施概要】

【役割分担】

公正な採用選考システムの確立、人権意識の啓発推進につ
いて、行政・各家庭・学校・団体・企業も含め、地域全体で
の取組を一層進めることを目的として研修を実施する。

平成29年度実績
日田市 ①２２７人、②２６８人 計４９５人
玖珠町 １６人
九重町 ２１人 合計５３２人

【日田市、玖珠町、九重町】
・企業、団体、地域の関係者
等への参加案内、広報
・講師の依頼
・会場の負担・準備、進行

【ハローワーク】
・企業への参加案内、広報
・会場案内、受付
・司会、あいさつ

【効果】

≪ハローワーク日田と日田市の連携による
企業・行政人権啓発推進員研修会≫

◆ 管内の3自治体、日田市2回、玖珠町1回、九重町1回
合計4回開催

◆ 外部講師を招き講演
◆ 行政からの説明

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）



＜津久見市コメント＞
市役所利用者の多くの方が立ち

止まっており、好評である。
関心度も高く利用者も多いた

め、今後も継続していきたい。

＜ハローワーク佐伯コメント＞
津久見市の協力により、掲示板

を設置することが出来た。また、
市職員を通じた間接的な周知効果
も見受けられ、今後も引き続き取
り組んで行く。

【課題･目的】

【大分県津久見市】 【大分労働局ハローワーク佐伯】

【実施概要】

【役割分担】

「津久見市ふるさとハローワーク」の求人情報
提供方法を改善し、利用促進を図るため。

◆多くの市民が立ち寄る施設に設置していることから閲覧者も多
く、ふるさとハローワークを利用するきっかけともなり、利用者
の増加につながっている。
◆各施設の利用者に、地元企業について関心や興味を持ってもら
える機会になっている。

【津久見市】
♦求人情報掲示場所の提供
♦求人掲示版の管理

【ハローワーク】
♦求人カードの作成・管理
♦掲示求人の選定

【効果】

≪津久見市役所に設置した掲示板≫

津久見市内の公共施設（①津久見市役所②津
久見市民図書館）に求人情報掲示板を新たに設
置し、職種や賃金額、勤務時間等絞り込んだ項
目を記載した、Ａ５サイズの求人カードを掲示
している。

ふるさとハローワークの利用促進のため、求人情報の掲示板を設置

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）



「豊後高田市障害者雇用促進セミナー」の実施

＜豊後高田市コメント＞
障害者を雇用する際の様々なアドバ

イスや助成等についてハローワークか
ら最新の情報を提供いただき、引き続
き連携しながら雇用の促進を図ってい
きたい。

＜ハローワーク宇佐コメント＞
市との連携により当セミナーを開

催。企業への障害者雇用に対する理解
を深め、障害者雇用促進のため効果的
な取組である。

【課題･目的】

【大分県豊後高田市】 【大分労働局ハローワーク宇佐】

【実施概要】

【役割分担】

障害者の雇用促進と職場定着をめざし、市内の企業や事業
所に障害者雇用について関心や理解を深めてもらう。

◆参加事業所（雇用側） １２事業所
◆総参加者数 52名（障害者、障害者施設等関係者含む）
◆セミナーでは様々な情報提供のほかに障害のある方の施設での就労の様子な

ども紹介し、事業所と障害者のお互いを知り理解しあえる場ともなった。
また、今後のセミナー開催に対し、障害者雇用の基本的な知識やノウハウ、
支援機関との連携等の内容を希望する等、障害者雇用への関心や理解が深め
られたと感じる。

【豊後高田市】
豊後高田市地域自立支援協議
会就労支援部会を中心にセミ
ナーを企画（ハローワークも部会
員）

【国】
障害者雇用の現状や雇用にあ
たっての国の助成制度等の情
報提供

【効果】

≪ハローワーク宇佐と豊後高田市の連携によるセミナー≫

◆ 障害者雇用に係る各種制度等の最新情報（ハローワーク宇佐）

（障害者雇用状況、法定雇用率、助成制度等の説明）

◆ 障害者雇用に取り組む事業所の事例発表（市内事業所）

（障害者を雇用している市内の事業所による事例発表）

◆ 講演「障害者の職場定着に向けた環境整備について」
（３障害の特性、事業所における配慮等）（大分障害者職業センター）

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）



竹田市版「働き方改革」のすすめ ～ケーブルテレビを活用した戦略的広報活動～

＜竹田市コメント＞
少子高齢化・人口減少・人手不足と

いった課題に、強い危機感を抱いてい
ます。

ハローワークと連携し、魅力ある地
域づくり、働きやすい地場産業づくり
を進めてまいります。

＜豊後大野所コメント＞
竹田市との連携を強化し、地域の雇

用対策の充実と地場企業の魅力ある職
場づくりを支援してまいります。

【課題･目的】

≪照会先≫ 大分労働局職業安定部職業安定課 ・ ・ ・ ・ ・ＴＥＬ：097-535-2090   （https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/）

【大分県豊後大野市】 【大分労働局ハローワーク豊後大野】

【実施概要】

【役割分担】

労働力の増加が見込めない中で関係機関が連携し、高齢者・子育て世代の求職
者等の掘り起しと地場企業の魅力を発信するため、市が運営するケーブルテレ
ビを通じて、ハローワークの就職支援メニューの周知及び働きやすい職場環境
の整備に努力している地場企業の紹介を行う。

◆市の施策やハローワーク就職支援メニューの周知等による潜在
的求職者の掘り起しと地場企業の「魅力ある職場づくり」の気運
の醸成を図る。

【竹田市】

・ケーブルテレビの番組として放映
・地場企業への周知
・地場企業の取組紹介
・市が実施している施策の案内

【国】

・ハローワークの就職支援メュー
や助成金制度の案内
・地場企業の「魅力ある職場づく
り」の推進

【効果】

≪竹田市放映のケーブルテレビ番組≫

◆ケーブルテレビ放送開始⇒平成30年3月16日（１週間繰り返し放送。
以降シリーズ化し２ケ月ことに番組作成予定

・第1回 ①地域の雇用情勢 ②大分労働局長「働き方改革」インタビュー
③市の取組

・第2回 ①ハローワークの就職支援メニュー ②助成金の紹介
③地場企業の取組紹介(1)



人材確保対策として共同して「全員参加の社会の実現をめざす「高齢者」「子育て世帯」雇用

促進プロジェクト」を実施

＜日南市コメント＞
「高齢者」や「子育て世帯」

の雇用促進が、企業の人材不足
解消に繋がっています。

＜労働局コメント＞
日南で始まった「高齢者」

「子育て世帯」の応募を歓迎す
る求人は、現在、県下各ハロー
ワーク統一の取組となっていま
す。

【課題･目的】

≪照会先≫ 宮崎労働局職業安定部職業安定課 （電話番号）0985-38-8823 （HPアドレス)https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki–roudoukyoku/

【宮崎県日南市】 【宮崎労働局ハローワーク日南】

左記の取組の写真を貼付
【実施概要】

【役割分担】

人口減少により、人材確保が難しくなるなかで「高齢者」や「子育
て世帯」など全員参加の社会を実現し地域の活力維持を図る。

◆ プロジェクト賛同企業を平成30年3月までに１２０社確保して、地域に
おける全員参加の社会実現への機運の醸成を図っている。

◆ 対象求人の充足サービスを積極的に展開し、平成29年度（12月まで）
の充足率は２４．0％（内訳：高齢のみ19.7％、子育て世帯27.2％、両方
26.8％）（宮崎局平均22．6％）と高くなっている。

【日南市】
地域において、プロジェク

ト賛同企業募集のＰＲを積極
的に行い、募集活動に協力し
ている。

【国】
賛同企業の募集、人材確保

のため対象求人化のＰＲ、求
職者が応募しやすい求人票の
作成、求人への応募の促進。

【効果】

≪「子育て世帯応募歓迎求人」を見ている来所者（親子）≫

◆ 地域において、全員参加の社会実現の機運を醸成するため、雇用
対策協定に基づき、市とハローワークが協力して賛同企業の募集活動
を展開。
◆ ハローワークにおいては、企業の理解のもと求人票に「高齢者の
応募も歓迎する求人」「子育て世帯の応募も歓迎する求人」と記入し
て、求職者が応募しやすい求人として企業の人材確保がすすむような
取組を実施。



人材確保対策のため、共同事業として求人者支援を実施

＜霧島市コメント＞
連携・協力して人材確保のため
の各種施策の周知を行うこと
で、人材不足に悩む企業への対
外的なＰＲ効果があった。
＜労働局コメント＞
「企業発展の鍵はハローワーク
にあり」として、地元自治体と
の連携によるハローワークの取
組のＰＲと魅力ある求人票づく
りに対する企業の理解が深まる
良い機会となった。

【課題･目的】

≪照会先≫ 鹿児島労働局職業安定部職業安定課 （099-219-8711）（https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html)

【鹿児島県霧島市】 【鹿児島労働局ハローワーク国分】

【実施概要】

【役割分担】

人材確保に苦慮している地元中小企業および誘致企業に対し
て自治体と協議、連携した支援対策を講ずることにより人材
確保を図ることを目的とする。

◆ 説明会への出席61事業所66名

◆ 平成29年10月～2月末実績：求人ミニ説明会28事業所実施
参加者数163人、求人数333人、充足数64人、充足率19.2

【霧島市】
誘致企業、中小企業への説明
会への出席要請、ハローワー
クの人材確保支援メニューの
周知。

【国】
求職者が応募したくなるよう
なメニューの提供、新たな企
業・職種との出会いの場を設
定し、求人充足支援の拡大を
図る。

【効果】

≪ハローワーク国分と霧島市の連携による説明会等≫

◆ 人材確保に関する各種施策についての説明会の共催
◆ 応募したくなる求人への作成支援と求人票を補完する

「求人情報公開シート」の所内掲示
◆ 求人者と求職者の出会いの場としての「求人ミニ説明

会」の開催



遠隔地の求職活動困難者支援のため、共同事業として出張相談を実施

＜南大隅町コメント＞
交通弱者が多い生活困窮者等の
方々の自立に向けた素晴らしい
取組と感じている。
＜労働局コメント＞

自治体の協力により遠隔地域
の住民の方々にもハローワーク
のサービス・存在をより身近に
感じていただく機会となってい
る。今後の利用者の増加につな
がるように取組を進めたい。

【課題･目的】

≪照会先≫ 鹿児島労働局職業安定部職業安定課 （099-219-8711）（https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html)

【鹿児島県南大隅町】 【鹿児島労働局ハローワーク鹿屋】

左記の取組の写真を貼付
【実施概要】

【役割分担】

鹿児島県大隅半島の最南端に位置する南大隅町は役場からハロー
ワーク鹿屋まで約25キロ、車で1時間程度かかるため、求職活動
に困難が生じている求職者が存在している。町内で職業相談・職
業紹介等を受けられる体制を作ることで早期の再就職につなげる
ことを目的とする。

◆就職件数の実績としては多くはないが、職業相談から紹介までワンストップで
できる体制を提供できていることで地域住民へのサービスに貢献できている。
◆平成29年度実績

出張相談回数 12回 相談件数 34件
（相談件数は、南大隅町在住の求職登録者の全相談件数の３．６％）

【南大隅町】
・相談に必要な、テーブル、椅
子、電話（通信料含む）、パソコ
ン使用のための電源を提供。

【ハローワーク鹿屋】
・毎月第2火曜日の１１時より実施
・事前予約
・就職支援ナビが生活保護受給者等
を対象とした巡回相談に引き続き、
一般求職者と相談

【効果】

≪ハローワーク鹿屋と南大隅町の連携による
出張ハローワーク≫

◆ ハローワークの就職支援ナビゲーターが一般求職者を対象に
職業相談及び職業紹介等を実施。

◆ ハローワークに求職申込（登録）を行っている者で、南大隅
町在住の求職者とし、一日当たり最大8名。

◆ 実施場所は南大隅町役場内の中央公民館



子育て中の女性等への再就職支援のため、各種共同事業を実施

＜鹿児島市コメント＞
女性が活躍できる環境づくりに取り組

む中、就労支援のノウハウを持つ労働局
と連携して実施することにより、子育て
中の女性の再就職への不安にきめ細やか
に対応できるなど、より効果的な事業と
して実施できた。

＜労働局コメント＞
仕事にブランクのある女性に対して、

鹿児島市と連携して幅広い手法により取
組を進めており、「頼れるハローワー
ク」としての存在感を示している。

【課題･目的】

≪照会先≫ 鹿児島労働局職業安定部職業安定課 （099-219-8711）（https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/home.html)

【鹿児島県鹿児島市】 【鹿児島労働局ハローワーク鹿児島】

【実施概要】

【役割分担】

少子・高齢化による本格的な労働力人口減少が進んでいる中、女性の労働市場への参入の
促進は重要であり、出産・子育て等で離職した者への再就職支援を強化することは喫緊の課
題となっている。そこで、子育て中の女性等への再就職支援の充実を図るため、鹿児島市と
連携し、鹿児島市施設での子育て就職支援セミナー、就活応援講座、ツアー型職場面談会及
び商業施設での出張相談を実施することで、早期再就職支援やブランクのある子育て中の女
性等の就職支援を目指すとともに、鹿児島市女性就労支援各種施策のＰＲやマザーズコー
ナーへの誘導を図ることを目的とする。

◆ ツアー型職場面談会においては、子育てによるブランクからの就職への不安の解消や
仕事と家庭の両立について具体的イメージが持ちやすいといった声が聞かれる。また、大
型商業施設における出張相談では、商業施設において、気軽に直接情報収集が出来るとい
う声が聞かれる。
◆子育て就職支援セミナー：Ｈ29年度 11回実施

就活応援講座：Ｈ29年度 4回実施、参加者36名
ツアー型職場面談会：Ｈ29年度 8回、8事業所で実施、参加者38名
商業施設での出張相談：9月からの本格実施で、18回322名の相談

【鹿児島市】
・ツアー型職場面談会の企画・運営
・子育て就職支援セミナーにおける会場

及び託児サービスの提供
・就活応援講座の企画・運営
・各事業における子育て支援に係る相談

及び情報提供
・各事業の市広報紙等による広報

【国】
・ツアー型職場面談会の求職者への周知
・子育て就職支援セミナーにおける企画
・就活応援講座における講話
・各事業における子育て中の求職活動に

係るプレ職業相談
・各事業におけるマザーズコーナー案内

及び局ＨＰによる周知

【効果】

◆ 子育て就職支援セミナー：鹿児島市男女共同参画センター（サンエールかごしま）
◆ 子育て支援施設での就活応援講座：鹿児島市子育て支援施設（市内４か所）
◆ ツアー型職場面談会（職場見学）：鹿児島市内事業所
◆ 大型商業施設での出張相談：イオンモール鹿児島 毎月第２・４火曜日

≪ハローワーク鹿児島と鹿児島市の連携によ
る子育て支援施設での就活応援講座≫



＜浦添市コメント＞
市内各園が働き方改革を意識するきっかけ
となり、実際に新規学卒者の正規雇用や、
既存保育士の雇用の安定にも繋がる等、ハ
ローワークと連携することで大変効果のあ
る施策が展開できた。
今後も市単独ではできない施策を、ハロー
ワークと協力して取り組み、より良い市民
サービスを提供していきたい。

＜ハローワーク那覇コメント＞
自治体と連携することで求人者（各保育
園）と積極的な話し合いの場を重ね、こ
れまでにない取組を実施することが出来
た。今後も自治体と国、それぞれの強み
を活かして連携していきたい。

【課題･目的】

【沖縄県浦添市】 【沖縄労働局ハローワーク那覇】

【実施概要】

浦添市は保育士不足により児童定員割れを生じるなど、保育士確保は喫
緊の課題である。潜在保育士を意識し、再び保育の現場を検討してもらえるよう、求人
票では見えない職場環境や各保育園の取組等の「見える化」をテーマにして段階を経て
面接会を行った。

◆実績 ：保育補助面接会（55歳以上）15人参加６人採用
：保育士面接会（2回実施）85人参加 16人採用。

◆保育補助者の面接会に参加したシニアの方は「セカンドキャリアを考えるきっかけとなり、
もう一度お役に立てる場を頂いた」と感想。保育士の面接会では「実際に働いている保育士の
話を聞けてよかった」という声や「見える化」ボードを作成した求人者からは「今いる職員全
体で働きやすさを振り返ることができた」という感想も寄せられた。

【浦添市】
・園長会「働き方改革宣言」

の調整
・各園との連絡調整
・保育士資格保持者リスト作成

【ハローワーク那覇】

・企画・調整
・高齢者スキルアップ事業

の調整
・対象求職者リスト作成

【効果】

１．高齢者スキルアップ事業を活用しシニアの保育補助者を雇用
保育士業務の負担軽減のため「仕事の切り出し」を行い、無資格（補助）者で出来る仕
事を整理。切り出した仕事に係る講習を実施。終了後に面接会を行った。

２．保育士の働き方改革宣言
浦添市内の保育園園長会と公立保育所所長会にて保育士の「働き方改革宣言」を行い、
浦添市長、那覇所長とともに共同記者会見を実施。各々の園で取り組む「働きやすい職
場環境作り」を宣言した。

３．「見える化」面接会の実施
面接会当日はじっくりと比較・検討できるように「見える化」コーナーと「面接」コー
ナーを分けて設置。負担軽減や働きやすさへの取組を「見える化」したボードを掲示。
ボード横に各園ごとに保育士が常駐し、求職者が職場の雰囲気を気軽に質問できるよう
にした。

【共同】
・チラシ作成
・周知・広報
・会場設営・運営
・園長会への働きかけ
・保育士養成校への参加勧奨

【役割分担】

①「保育士の働き方改革の取組」 ②「職場の雰囲気」 ③「保育業務の負担軽減」を見える化

パッケージ化した初の取組、保育士「見える化」求人説明・面接会を実施

≪照会先≫ 沖縄労働局職業安定部職業安定課（TEL 098-868-1655）（HP https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/)


