
【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。



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≫



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



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。



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。



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≫



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。



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。



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



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/)



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/)



☆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/)



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）



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。



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



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。



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/）



「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


