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令和２年度

労働・雇用に関する取り組み

浜松市産業部 産業総務課

令和３年２月１６日

資料２

労働・雇用に関する事業

Ⅰ労働教育協議会開催事業

Ⅱ雇用促進事業

Ⅲ労働・雇用相談事業

Ⅳ勤労者福利厚生事業

Ⅴ勤労福祉施設運営事業

Ⅵ労働・雇用運営経費
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・ 労働教育及び労働福祉行政を推進するため、関係
機関と緊密な連絡調整をとり、広く企業、勤労者の
実情を調査研究及び審議し、市長の諮問に応じ答
申、建議するため設置した附属機関を運営した。

・ 委員数１０人

労働者代表３人 経営者代表３人 学識経験者４人

 令和２年度実績

第１回は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

メールによる書面開催（7月）

Ⅰ 労働教育協議会開催事業 （Ｓ37～）

１．就労支援事業

２．産業人財獲得事業

３．高齢者就労環境整備事業

４．家内労働促進事業

５．障害者雇用促進事業

６．職業訓練支援事業

７．ジョブサポートセンター事業

Ⅱ 雇用促進事業
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（１）若年者就労支援事業

（２）地域若者サポートステーションはままつ事業

（３）【新規】就職氷河期世代支援事業

（４）就職面接会開催事業

1．就労支援事業

① 高校生就業体験推進事業

② 高校生職場見学実施事業

③ 高校生就職支援セミナー

（１）若年者就労支援事業
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高校生に的確な職業選択の機会を提供するため、
就業体験を受け入れた企業に対し奨励金を交付し、
企業の事業実施に伴う人件費（労務・総務関係担当）
の負担を軽減し、就業体験の受け入れを促進した。

 令和２年度実績

参加高校数 ： ７校

参加生徒数 ： ２６８人(延べ)

受入事業所 ： ２２０事業所(延べ）

奨励金 ： ２日間（３,０００円）３日間以上（４,５００円）

① 高校生就業体験推進事業 （Ｈ15～）

高校生の職業意識の形成を支援するため、ハロー
ワーク浜松と協働し企業見学を行い、職業や産業に
対する理解を深めた。

 令和２年度実績

見学日 ： 令和２年１２月２日～令和３年２月２２日

参加学校数 ： ３校

参加生徒数 ： ２２３人

協力企業延数 ： ９社

委託料（全体） ： １，５４９，９００円

② 高校生職場見学実施事業 （Ｈ19～）
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就職の心構えやマナーなどのセミナーを、希望する
高校で行い、高校生の職業意識の形成を図った。

 令和２年度実績

参加学校数 ： １０校

参加生徒数 ： ８４６人

セミナー回数 ： １６回

委託料（全体） ： ９３５，０００円

③ 高校生就職支援セミナー（Ｈ15～）

ニート等の若者(15歳～４９歳)の職業的自立のため、
キャリアカウンセリングや心理カウンセリング、ソー
シャル・スキル・トレーニング等を行い、国と協働して
ニート等の若者の就業等を支援した。

 令和２年度実績

相談件数 ： ２，２６７件

利用登録者数 ： ２８９人

就業者数 ： ４６人

委託料（全体） ： ５，９４８，３２１円

受託事業者：ＮＰＯ法人 遠州精神保健福祉をすすめる市民の会

（２）地域若者サポートステーションはままつ事業
（Ｈ23～）
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① 就職氷河期世代就職相談会事業

② 地域若者サポートステーションはままつ

就職氷河期世代支援事業

（３）【新規】就職氷河期世代支援事業

就職氷河期世代（概ね34歳～49歳 平成5年から平成16年に
学校卒業期を迎えた世代）の不安定就労者を掘り起こし、個々
の課題に対応するため、就職相談会を開催し、キャリアコンサ
ルタント等の専門資格を有する者により、本人やその家族の相
談に対応した。また、相談内容により、他の就労支援機関での
支援が必要な場合は適した機関を紹介した。

 開催日

第１回 令和２年１１月２２日（日）

第２回 令和３年 １月１５日（金）

 令和２年度実績

相談者数 ： ５０人

①就職氷河期世代就職相談会事業
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臨床心理士等の専門職員によるカウンセリング等、就職氷
河期世代の職業的自立に向けた個別に寄り添った就労支
援を実施した。

 令和２年度実績

相談件数 ： ２０４件

利用登録者数 ： ５５人

就職者数 ： ５人

②地域若者サポートステーションはままつ

就職氷河期世代支援事業

概ね45歳未満の若年者を対象として、ハローワーク
浜松との共催により「就職面接会（若年者就職フェア）」
を開催し、若年者の就労支援並びに企業における雇用
の確保を図った。

 令和２年度実績

実施日 ： 令和３年２月３日

事業所数 ： ５０社

参加者数 ： 人

内定者数 ： 人

設営委託料 ： ４８８，４００円

（４）就職面接会開催事業 （Ｈ20～）
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２．産業人財獲得事業

（１） UIJターン就職支援事業

（２） 【新規】働き方改革等推進事業

（３） 【新規】外国人の雇用・就労に関する相談事業

（４） 女性就労支援事業

浜松地域の産業を担う人材・労働力を確保するため、大都市圏
での就職イベントや市内大学等と連携した事業を実施し、ＵＩＪター
ン就職を促進する。

また、“浜松で、はたらく。くらす。”をテーマとしたＷＥＢサイト「浜
松就職・転職ナビ ＪＯＢはま！」を運用し、市内企業の情報や市
内で働く魅力を全国に発信した。

（１）ＵＩＪターン就職支援事業

① 新卒者向けＵＩＪターン就職促進事業

中京圏２回 参加学生５０人（Ｒ2.12月末時点）

★愛知大学 １０月 ８日 WEB開催

★愛知工業大学 １０月１３日

（※愛知学院大学 ２月 ９日 WEB開催予定）

◆学内セミナー（大学３年生向け）
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◆業界研究フェア（大学３年生等向け）

★はままつ就活準備Webフェスタ（Web開催）

開催日時：令和２年１２月７日（月）～１１日（金）

午後４時３０分～午後６時

参加企業：５０社

参加者数：１，２４２人（５日間の動画視聴者数）

事後配信：１，０７９回再生（令和２年１２月末時点）

◆インターンシップコーディネート事業（大学３年生等以下向け）

★インターンシップ導入セミナー

※新型コロナウイルス感染症の影響により、

メールによる書面開催

★インターンシップフェアWeb説明会（Web開催）

開催日時：令和２年６月２４日（水）～２５日（木）

午後４時３０～午後７時

参加企業：２７社

参加者数：６７５人（２日間の動画視聴者数）

事後配信：２，８６５回再生（令和２年１０月末まで）

② マッチングアドバイザー派遣事業
派遣日数１０８日、面談人数２４０人

内定者数１６３人（令和２年１２月末時点）※前年同月比約１５０％

③ 若年層向けＵターン就職対策事業
マイナビ進学フェスタ共催「未来ビュー浜松」

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

④ 市内企業見学バスツアー（８月及び２月）
新型コロナウイルス感染症の影響により中止

⑤ 浜松就職・転職ナビ「ＪＯＢはま！」運営事業
１ヶ月あたりの平均訪問件数 ９，２３５件

（令和２年１２月末時点）

⑥【臨時】令和３年３月卒業予定者緊急就職支援
新型コロナウイルス対策の臨時事業として、１０月末時点で

内定がない就活生を支援。市内５４社の求人情報を集約した

冊子（PDF)を作成し、JOBはま！で公開。掲載ﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数 １，４４５回
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地域産業を担う人材を確保・定着を図るため、

ワーク・ライフ・バランス等の働き方改革を推進し、

誰もが働きやすい労働環境の整備を目指す。

 令和２年度年度実績

①ワーク・ライフ・バランス等推進事業所認証事業

認証企業数 ２１社 （総認定事業所数 １０７社）

②ワーク・ライフ・バランス等アドバイザー派遣事業

派遣回数 １１回 （4事業所）

③働き方改革等推進セミナー （Web開催）

参加者数 ８９名

（２） 【新規】働き方改革等推進事業
（Ｒ２年度～市民部より移管）

外国人労働者の獲得を目的に、市内企業等を対象とし
て外国人労働者の受け入れに関する相談及び外国人の
就労に関する相談窓口を多文化共生センターへ設置し、
総合相談ワンストップセンターとして相談支援を実施。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける外国
人労働者の相談に対応するため、令和2年10月より相談
員を増員して対応。

 令和２年度年度実績

①企業からの相談対応：３３２件

②外国人市民からの相談対応：８５８件

計１，１９０件の相談対応

（３） 【新規】 【拡充】外国人の雇用・就労に関する相談事業
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就労を希望する女性を対象に、就職活動への不安解
消やスキルを高めるためのセミナーを開催した。（６回）

就労している女性を対象に、就労の継続を支援するセ
ミナーを開催した。（１回）

※全てのセミナーをＷｅｂライブ配信により開催

 令和２年度年度実績

支援者数 ： ９３人

就職者数 ： -人

委託料（全体） ： ３，７８４，０００円

受託事業者 ： ㈱東海道シグマ

（４）女性就労支援事業
（Ｈ２７～）

３．高齢者就労環境整備事業 （R1～）

希望する全ての高齢者が70歳になっても働くことが
できる就労環境を整え、地域産業の担い手として高齢
者の技能や知識を活かし活躍できる都市を目指し、高
齢者雇用を促進した。

 令和２年度実績

①高齢者活躍宣言事業所認定事業

認定事業所数：７９社

（うちR2認定 ：２８社）

②高齢者就労支援事業

・ 企業向けセミナー（Ｗｅｂ配信） 参加事業者数：109社

・ 高齢者向け就職フェア 支援者数 ： ３７人

就職者数 ： ４人
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家庭の主婦、母子家庭、身体障がい者、高齢者な
ど、様々な事情等で内職を希望する者に対し、内職の
相談や斡旋業務を実施するため、家内労働福祉セン
ター事業を実施した。

 令和２年度実績

相談件数 ： ６７３人

斡旋件数 ： １８３件

委託料（全体） ： ４,３２９,０００円

受託事業者 ： 公益財団法人

浜松家内労働福祉センター

４．家内労働促進事業 （S49～）

 令和２年度実績

就労相談延件数 ： ９９０件

定着支援延件数 ： ２，０４６件

委託料 （全体） ：１０，２１０，０００円

受託事業者 ： 医療法人社団 至空会

５．障害者雇用促進事業 （H17～）

障がい者の安定的な雇用の確保・促進と、働きやす
い職場環境の向上・推進のため、障がい者個々の能
力と希望に応じた本人や家族、事業主からの就労に
関する総合的な相談と、就職後における職場定着に
必要な支援を行った。

浜松市障害者就労支援センターふらっと
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 令和２年度実績

助成先 ：・ 浜松建築高等職業訓練校

・ 浜北高等技能開発校

・ 湖西職業能力開発学院

補助金・負担金 ： １,１８３,０００円

６．職業訓練支援事業 （Ｈ1７～）

建築や造園等の高度な技能・技術を習得する職業
訓練を実施し、地域の人材の育成及び技術の継承を
行う職業訓練校及び湖西地域職業能力開発協会を支
援した。

７.ジョブサポートセンター事業 （H25～）

市が実施する生活支援と、ハローワークが実施する
職業相談、職業紹介等を一体的に実施し、障がい者や
生活保護受給者等へ、相談から就職まで一貫したサー
ビスを提供し、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就
労支援を実施した。

市役所本館2階
 令和２年度実績

生活保護支援者数： １９２人

就職者数： １４６人

障がい者支援者数： １３８人

就職者数： ２８人
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雇用調整助成金、休業、解雇、賃金未払い等、様々
な労働に関するトラブルを調整するための総合的な労
働相談を設置し、解雇や賃金未払いなどの労働に関す
る悩みを抱える人の相談を受け、課題解決に助力した。

 令和２年度度実績 相談者数 ： ５９９人

Ⅲ 【拡充】労働・雇用相談事業

期間 R 2.4.1～R 2.5.2 R 2.5.3～R 2.9.30 R 2.10.1～R 3.3.31

相談日 日曜日 土曜日を除く毎日 日・月・水・金曜日

相談時間 12時～17時 9時～16時 9時～16時

相談体制 社会保険労務士1名 社会保険労務士2名 社会保険労務士1名

※令和2年度は、社会保険労務士による無料相談を拡充し、新型コロナウイルス感染
症の影響を受ける事業者及び労働者からの雇用調整助成金制度や休業等の相談に
応じることで雇用の維持を図った。

１．勤労者生活資金貸付事業

２．勤労者共済事業費助成事業（補助金）

３．勤労者福祉事業費助成事業（負担金・会場借上料）

４．勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業

Ⅳ 勤労者福利厚生事業
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浜松市内に居住し、企業及び労働組合に生活資金
の融資制度が無い勤労者に対し、静岡県労働金庫と
連携し、くらしの中で必要となる生活資金の貸付けを
行い勤労者の生活の安定と福祉の向上を図った。

 令和２年度実績

貸付件数 ： ５件

年度内貸付金額 ： ６，０００，０００円

貸付金 ： ４０，０００，０００円

１．勤労者生活資金貸付事業 （Ｓ54～）

市内の中小企業勤労者の福利厚生の充実と、豊か
な暮らしを実現し、もって中小企業の振興と地域社会
の活性化に寄与することを目的として、公益財団法人
浜松市勤労福祉協会が行う勤労者共済事業の一部を
助成した。

 令和２年度実績

事業所数 ： ２，２２７事業所

会員数 ： ２２，５０８人

補助金 ： ９，６６３，０００円

２．勤労者共済事業費助成事業 （H5～）
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勤労者の福祉の向上を図るため、市と共同開催し
ているはままつ労福協まつりへ負担金を交付し、福祉
講演会の会場借上料を負担する。

※ 令和２年度は新型コロナウイルス

感染症の影響により中止。

３．勤労者福祉事業費助成事業 （Ｓ55～）

勤労者の生活水準の向上と持家（定住）の促進を図
るため、浜松市内に自ら居住する住宅を取得する勤
労者で、静岡県労働金庫から住宅建設資金を借り入
れた人を対象に利子補助金を交付した。

 令和２年度実績

新規受付件数： ２１１件

補助金： １１，１８７，９９５円

４．勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業
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Ⅴ 勤労福祉施設運営事業

１．勤労青少年ホーム運営事業（指定管理）

２．勤労会館運営事業（指定管理）

３．浜北地域活動・研修センター運営事業（直営）

４．勤労者福祉施設整備事業

指定管理料等 ： １３,０１１,０３０円

指定管理者 ： 東海ビル管理㈱

年度
文化講座

（勤労青少年）

ｸﾗﾌﾞ活動等
（勤労青少年）

計
（勤労青少年）

一般 合計

３０ ４,３４８ ４,７７２ ９,１２０ １１２,１４９ １２１,２６９

R1 ３,０６９ ５,８８５ ８,６５４ １１０,６６８ １１９,３２２

R2 １,４７２ ４,８６４ ６,３３６ ６６,５５７ ７２,８９３

（単位：人）施設利用実績

１．浜松市立勤労青少年ホーム運営事業

アイミティ浜松
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指定管理料等 ：１６,２１９,２４８円

指定管理者

浜松市勤労福祉協会・三幸共同事業体

年度 ホール 会議室 和室 利用人員計

３０ ３７,０７７ ３９,８５７ １０,２９３ ８７,２２７

R1 ３４,０７０ ３５,８６７ １１,９６２ ８１,８９９

R2 １１,８６３ ８,７８６ ２,８４０ ２３,４８９

施設利用実績

２．勤労会館運営事業

Ｕホール
（単位：人）

年度 実習室 講座室 講堂 研修室 ﾊﾟｿｺﾝ室 その他 合計

３０ ５,８９０ ３,６５３ ５,４７９ １,７４６ ２,２９８ １１,４３６ ３０,５０２

R1 ６,２４０ ３,７９４ ４,８９６ １,７２０ ２,４６２ １１,０４５ ３０,１５７

R2 ２,２１６ １,７５４ １,８６３ ３４５ ７６２ ４,００３ １０,９４３

 市直営事業

・施設所管 産業総務課

・施設運営

浜北区まちづくり推進課

（単位：人）施設利用実績

３．浜北地域活動・研修センター運営事業



19

勤労福祉施設の適正かつ計画的な維持保全を図るため、修

繕及び整備工事を実施し、安全で安心、快適に利用できる施設
環境を確保し市民サービスの向上を図った。

内訳 金額（単位：円）

需用費（修繕費） 0

工事請負費 ５７,３４４,１００

委託料 0

備品費 １４４,７６０

使用料及び賃借料 ０

計 ５７,４８８,８６０

・ 勤労青少年ホーム（ アイミティ浜松 ）

・ 勤労会館（Ｕホール）

・ 浜北地域活動・研修センター

・ 浜松家内労働福祉センター

４．勤労者福祉施設整備事業

 労働行政全般の推進に関するもの

旅 費 １７４，９２０

需 用 費 ３８３，６５３

役 務 費 ２６２，３０５

委 託 料 ５５６，２００

使用料及び賃借料 １１４，７９２

負担金補助及び交付金 １３，４００

計 １，５０５，２７０

（単位：円）

Ⅵ 雇用・労働運営経費


