【北海道札幌市】 【北海道労働局・ハローワーク札幌・札幌東】

あいワーク

平成２３年９月１日事業開始

住民サービスや就労に関する相談を一元的に提供
札幌市

一体的実施

ハローワーク札幌・札幌東

役割分担

国が行う業務
・求職者の方に対する職業相談・職業紹介
・札幌市が実施する女性を対象とした事業への積極的な
誘導

自治体が行う業務
・求職者の方の状況に応じた、職業興味検査や応
募書類作成支援
・札幌市が実施する各種支援制度に関する情報提
供及び連絡・調整等

・相互の窓口への積極的な誘導
求職者の方の同意を得た上で、相談を通じて把握した情報を基に、
札幌市及び国が円滑な支援を行っている。

＜札幌市コメント＞
市と国による緊密な連
携による総合的な就
労支援サービスを、区
役所内というアクセス
しやすい場所で受けら
れる、効果的な就職支
援施設と考えている。

・フォローアップに係る連携
札幌市がキャリアカウンセリングを行った求職者の方に対し、積
極的に国の窓口へ誘導し、国が効果的なマッチングを行っている。

【事業目標と取組状況】
29年度事業目標

29年度実績

相互窓口への誘導
件数

200

374

誘導した方の就職
件数

43

85

●その他の実績として、子育て中の
女性を対象とした、「職・育両立！応
援セミナー&情報サロン」を開催。
仕事と育児の両立セミナー、子供の
預け方、先輩ママとの座談会、カウン
セラーによるキャリア・カウンセリング
等を行い、総数で261名が参加した。

≪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））

＜労働局コメント＞
市と国が、積極的に情
報共有することで連携
が強まり、地域住民の
円滑な就職支援に寄
与している施設となっ
ている。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/

【秋田県大館市】 【秋田労働局・ハローワーク大館 】職の窓口「活jobおおだて」（一体的実施施設）

平成29年4月1日事業開始

事業概要 秋田労働局は、大館市と平成29年2月に「大館市雇用対策協定」を締結し、互いの連携により、若年者、女性の就労希望の方、中高年齢者、ひとり親等生活支援

の必要な方等の生活や就労に関する相談及び職業紹介を一体的に実施する施設を大館市役所内に開設して、地元企業への雇用支援等、大館市における雇用対策に取り組むこ
とで、市内経済の活性化、若年者等の就業の促進と市内企業の人材確保を図ります。

大館市

一体的実施

・Aターン希望者への情報提供、移住・住居相談等

・高年齢者、子育て女性等に対する就労相談
・介護・看護・保育等ブランク復帰のための再教育訓練の
案内
・求職者等に対する生活費・住宅の支援などの生活相談
・企業誘致及び誘致企業の求人充足に向けた支援
・関係機関の会報等を通じた情報発信
職の窓口「活jobおおだて」

秋田労働局・ハローワーク大館

・職業相談・職業紹介、職業訓練相談、求人情報の提供
・求人検索システムの提供と活用
（「大館市雇用対策協定」で実施する事業の一部として実施）
・ミニ面接会・就職支援セミナーの開催（ハローワーク内）
〇窓口の利用時間等（月～金／9時～午後4時45分）
・人材不足業種等に対する求職者情報の提供
・求人検索、求職申込、職業相談、職業紹介
・事業所訪問による若年者の早期離職防止のための職場
（雇用保険手続き、職業訓練申込み等一部業務は除く）
定着支援
〇事業内容
・求人開拓、雇用管理指導援助
１．若年者等と地元企業とのマッチング支援
・ハローワークの行う各種支援策についての周知、利用に関
２．女性の活躍の場の提供と人材不足分野への雇用拡大 する相談
３．生涯現役社会の実現に向けた高年齢者の就労支援
４．福祉関係支援対象者に対する就労支援の強化

職の窓口「活jobおおだて」の支援

平成29年7月ＨＷシステム設置

【事業実績（職の窓口「活jobおおだて」）】
支援項目
１．若者と地元企業とのマッチング支援
２．女性の活躍の場の提供と雇用拡大

平成30年3月末時点

（目標数：235人）

参加事業所 ２２社
参加者
４０名
就職者
９名

７人
４１人

４．福祉関係支援対象者に対する就労支援の強化

２９人

５．上記対象者以外

３３人
計

（平成29年10月）

３５人

３．生涯現役社会に向けた高齢者の就職支援

合

【連携した主な事業】
◆高齢者を対象とした“生涯現役”合同企業面談会の様子

就職者数

１４５人

◆出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーンを児童手当
現況届特設会場にて実施（平成29年8月）

≪照会先≫ 秋田労働局職業安定部職業安定課 （℡018-883-0007）

＜大館市コメント＞
一体的実施事業により、福祉事務所
の就労支援員との連携による福祉支援
対象者の就職相談や、生涯現役社会に
向けた高齢者の就職支援など、多面的
な支援体制を構築することが実現した。
雇用対策協定に基づく就業促進に向
けて、ハローワークと連携を図りなが
ら窓口の更なる利用促進に取組みたい。
＜労働局コメント＞
大館市の活性化のためには、労働力
の維持、確保は重要課題であり、雇用
対策協定に基づく各種の雇用対策が効
果的に実施されるよう、引き続き大館
市と連携を密にしながら取組んでいき
たい。

【群馬県前橋市】 【群馬労働局・ハローワーク前橋 】

ジョブセンターまえばし（一体的実施施設）

平成29年４月５日事業開始

若者や子育て中の女性のための総合的就職支援施設
前橋

一体的実施
自治体が行う業務
・若者や子育て中の女性を対象とした
ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや各種支援事業（ｾﾐﾅｰ、ｲ
ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・企業見学等）及び定着支援

役割分担

国が行う業務
・子育て中の方に対する職業相談・職業紹介
・若者に対する支援プログラム作成・職業相
談・職業紹介

【取組内容】
○子育て支援のための各種セミナーの実施
○子育て支援就職面接会の実施
○若者のための各種就職支援セミナーの実施

【事業目標と取組状況】
２９年度事業目標

その他の実績として、
２９年度実績

子育て
セミナー

１０回以上
２２０人以上

１７回
２４７人

子育て
面接会

１回以上
１００人以上

１回
１０５人

１０回以上
８０人以上

１７回
８２人

若者
セミナー

◆合同企業説明会を年に１回開催し
総数で６４名が参加。
◆企業との交流会を年に２回開催し
総数で３８名が参加。
◆女性活躍推進セミナーを年に１回
開催し総数で２３名が参加。

＜前橋市コメント＞
一体的な就職支援及び職場定着事業
を効果的・効率的に実施し、市民生
活の充実を図っています。
＜労働局コメント＞
前橋市との連携により、イベント等
の周知を強化するとともに企業及び
求職者からのニーズ等を把握し、地
域に密着した支援を実施しています。

≪照会先≫ 群馬労働局職業安定部職業安定課 ☎（０２７－２１０－５００７）（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000054382.html)

【静岡県】【静岡労働局・ハローワーク浜松】 しずおか就職総合支援センター西部

平成25年4月1日事業開始

就業と生活に関する相談をワンストップで実施
一体的実施
自治体が行う業務
・世代別の就労相談・セミナー
・外国人や子育て中女性等に対する
就労相談
・生活費、住宅支援などの生活相談

役割分担

国が行う業務
・求職者に対する職業相談・職業紹介
・若年者に対するセミナーや面接会
（若年者地域連携事業）

【取組内容】
○県民生活センターに併設し、生活全般に関する相談者に
対し必要に応じてスムーズに就労・職業相談窓口への誘
導をしている。
○就職準備段階の利用者に対してはセミナー等の支援を
行っている。

【事業目標と取組状況】
29年度事業目標
職業相談件数
就職件数
就労等相談件数
セミナー等
参加者数（県）

29年度実績

4,100件以上

4,660件

270件以上

312件

3,500件以上

5,120件

460人以上

748人

その他の実績として、
◆国が行う若年者向けセミナーを
18回開催し、231人が参加。
◆国が行う若年者向け小規模面接会
（マッチング交流会）を２回開
催し、32人が参加。

（女性のための就職準備セミナーの様子）

＜静岡県コメント＞
窓口相談のほか、市や民間の実施す
るイベントや近隣の学校等でも出張
相談を行い、支援センターの周知を
行うことで、その後の継続支援に結
びつけている。

＜労働局コメント＞
就職準備段階の方に対しては県、そ
の後の職業紹介はハローワークとい
う役割分担ができているため、効果
的な支援ができている。

≪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/)

【愛知県大府市】 【愛知労働局・ハローワーク刈谷 】

市と連携し、就職支援セミナーを年間8回開催。潜在求職者の掘り起しに貢献。
【課題】
○ 連携施設（ワークプラザおおぶ）の利用者が減少。本所からの誘導だけでは、
利用者拡大が難しい。
○ワークプラザおおぶでは、高年齢者、子育て中の女性の就職相談が多く、その
困難性から継続的な利用や就職に結びつきにくい。

【取組内容】
○ セミナーを含む、連携施設(ワークプラザ大府)の広報を市が担当。
○ 市民が利用しやすい、市役所内のホールを会場とし就職支援セミナーを年間８
回開催、45名が参加した。
○ 毎回別室に託児ルームを設置し、子育て中の求職者にも配慮をした。
○ 講師をハローワークナビゲーターが担当。
８回のうち２回は子育て支援ナビゲーターが担当。
○ 在学中の大学生の受講も可能とした。

【効果】
○ 広報を市が担当することで潜在求職者の掘り起しにつながった。
○ マザーズセミナーでは託児を併設することで、子育て中の女性の就職意欲の喚
起に繋がった。
○ 参加した大学生を本所学卒部門へ誘導するなど学卒部門と連携することができ
た。平成３０年度においては、学卒ジョブサポーターによるセミナーも計画。
◆平成30年度は、
・大府市主催の新卒対象説明会・大学生向け業界研究などで、セミナーを行う。
・ＨＷ刈谷と大府市共催の就職面接会を年間2回計画。

≪照会先≫ 愛知労働局職業安定部職業安定課（052）-219-5505

＜大府市コメント＞
市とハローワークの連携によ
り、雇用の充実・地域住民の
生活・就労支援に貢献してい
る。今後は、共催による面接
会の開催等更に連携を強化し
たい。
＜労働局コメント＞
市と連携を強化することにより、
市の職員の口から一体的実施施設
の存在を市民に周知してもらえる
こととなった。また大学生をハ
ローワークへ誘導する方策として
こうした取り組みは有効と思われ
る。

【大阪府寝屋川市】 【大阪労働局ハローワーク枚方 】
ねやがわシティ・ステーション ハローワーク枚方職業紹介コーナー

平成２９年１月１０日事業開始

住民サービスと就労相談・市民相談のワンストップサービスを実現
一体的実施
自治体が行う業務
・若年者や高齢者、女性の方を中心とした
就労相談
・住民サービス・市民相談等

役割分担

国が行う業務
・職業相談・職業紹介
・求人情報の提供

【取組内容】
○京阪寝屋川市駅構内に設置し、市民の利便性が向上
○若者や女性、高齢者が気軽に就労相談、職探しができる窓口を設置

地元密着施設です。
就職者のうち、寝屋川市民の半数が寝屋川市内の企業に就職しています。

【事業目標と取組状況】

その他実績

２９年度
事業目標

２９年度
実績

出張マザーズコーナーｉｎ寝屋川市
を開設！

就職件数

４００件

６１１件

新規求職者
のうち若者・
女性・高齢
者者の占め
る割合

８０％

８６．４％

・毎月 第２・第４金曜日の午前中
寝屋川市立産業振興センターに
ハローワーク枚方出張マザーズコー
ナーを開設。
・子育てをしながら就職を希望する
女性等に対して、ハローワークが職
業相談・職業紹介を実施。

＜寝屋川市コメント＞
駅構内の市民サービス窓口という市
民にとって身近な場所で就労相談を実
施することで、幅広い世代の方に利用
していただけるようになり、就労支援
の強化につながっています。
＜労働局・ハローワーク コメント＞
市の就労相談とハローワークの職業
相談・職業紹介をワンストップで行う
ことで、住民個々のニーズに応じた
サービスを提供することができていま
す。

≪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/)

【奈良県天理市】 【奈良労働局・ハローワーク奈良 】 （天理市しごとセンター）

平成28年2月1日事業開始

若者・高年齢者・生活困窮者の就職支援
一体的実施
自治体が行う業務
・子育て女性の就業支援に関する情報提供
・生活困窮者等の相談支援

役割分担

国が行う業務
・若年者、子育て女性、生活困窮者等に対す
る職業相談・職業紹介

【取組内容】
○生活困窮者に対する巡回相談によるチーム支援
○若年者面接会の共同開催
○高年齢者面接会の共同開催

【事業目標と取組状況】
２９年度事業目標

２９年度実績

職業相談

３，０００件以上

３，１２８件

職業紹介

１，１００件以上

１，１７４件

その他の実績として、

巡回相談の実施
・新卒応援ハローワーク（月１回）

就職面接会

２回

２回
・障害者相談（月１回）

創業支援相
談（天理市）

２０件

１７件

＜天理市コメント＞
共催の面接会やハローワークまで
出向きにくい障害者の巡回相談の要
望に応えていただき、市民サービス
の向上に繋がっています。
＜労働局コメント＞
当該施設の円滑な運営や求職者へ
の支援サービスの提供について、天
理市からの協力により、連携が一層
深まり、実績向上に繋がっています。

≪照会先≫ 奈良労働局職業安定部職業安定課 ・・・・・・・・・ （電話番号）0742-32-0208 （HPアドレス)https:jsite.mhlw.go.jp/nara‐roudoukyoku/

【和歌山県海南市】 【和歌山労働局・ハローワークかいなん 】

ワークサロンかいなん（一体的実施施設）

平成29年11月6日事業開始

生活や就労に関する相談をワンストップでサポート
一体的実施
・若年者・子育て女性等の方に対する
就労に関する相談
・生活困窮者等に対する生活相談

・若年者・子育て女性等の方の方に対する
職業相談・職業紹介
・生活困窮者等に対する就職支援

役割分担

【取組内容】
○ 就職活動中の若年者や移住・定住希望者に対する各種
情報提供や職業紹介
○ 生活困窮者等及び子育て女性等に対する就労に関する
相談や、各種情報提供及び職業紹介

【事業目標と取組状況】
２９年度目標

２９年度実績

２５０件

１８４件

子育て女性等の相談件数

６０件

１３件

各種企業情報における求人開拓件数

２０件

２０件

４件

３件

学生等に対する各種企業情報の提供

起業・創業相談支援

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

＜海南市コメント＞
周知広報の徹底を行い、より一
層連携を強化して事業を推進し
ていきたい。
＜労働局コメント＞
ワークサロンの周知・利用促進
を図り、求人情報や企業情報を
幅広く発信していきたい。

