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労働・雇用に関する事業
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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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Ⅰ労働教育協議会開催事業
予算額：102千円（前年度比0円）

・ 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
機関を運営する。
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Ⅱ雇用促進事業 予算額：１３０,１８１千円
（前年度比13,654千円増）

１．就労支援事業

２．産業人財獲得事業

３．家内労働促進事業

４．障害者雇用促進事業

５．職業訓練支援事業

６．求職者就労支援事業

７. ジョブサポートセンター事業
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１．就労支援事業 予算額：1４,５９５千円
（前年度比3,313千円減）

（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）就職面接会開催事業
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（１）若年者就労支援事業
予算額：８,２８９千円
（前年度比４０９千円増）

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

④中学生向け出前講座
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①高校生就業体験推進事業 予算額：4,8００千円
（前年度比２６千円減）

・ 高校生に的確な職業選択の機会の場となる、就
業体験を受け入れた企業に対し、就業体験実施に
伴う人件費（労務・総務関係担当）の負担を軽減す
るため、奨励金を交付する。

就業体験 就業体験
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②高校生職場見学実施事業 予算額：2,１９３千円
（前年度比４７千円増）

・ 高校生の職業意識の形成を支援するため、企業見
学を行い、職業や産業に対する理解を深める。

※見学バスの台数：４０台（Ｈ29と同数）
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③高校生就職支援セミナー 予算額：１，２９６千円
（前年度比３８８千円増）

・ 職業意識の形成や就職にあたっての心構えやマ
ナーなどのセミナーを、希望する高校に出向いて開
催する。



④中学生向け出前講座！

中学生を対象に、働くことをテーマとした 出前講座を実施する。

題名 ： 職業のあれこれ

内容 ： “好き”をテーマに職業を考える

地元の産業を学ぶ

地元で働くことを考える
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（２）地域若者サポートステーションはままつ事業
予算額：５,６３９千円 （前年度比５４４千円増）

・ ニート等の若者(15歳～39歳)の職業的自立のため、
心理カウンセリングやソーシャル・スキル・トレーニン
グ等を行い、ニート等の若者の進路決定を支援する。

※基本事業部分は国の認定事業

カウンセリング

実施場所：ウィステリアＥ－one

カウンセリング
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（３）就職面接会開催事業 予算額：６６７千円
（前年度比０円）

・ ハローワーク浜松との共同により、概ね４５歳未満の
若年者を対象として「就職面接会（若年者就職フェ
ア）」を実施し、若年者の就労支援並びに企業におけ
る雇用の確保を図る。
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２．産業人財獲得事業 予算額：４４,３５７千円
（前年度比16,941千円増）

（１）UIJターン就職支援事業

（２）博士人材活用事業

（３）女性就労支援事業
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（１）ＵＩＪターン就職促進事業
予算額：３９,６２８千円（前年度比1２,２１２千円増）

・ 浜松地域の次代の産業の担い手や労働力を確保す
るため、市内はもとより大都市圏で浜松市内企業への
ＵＩＪターン就職を促進するための事業を実施する。

① 新卒者向けＵＩＪターン就職支援事業

② 転職者向けＵＩＪターン就職支援事業

③ マッチング・アドバイザー派遣事業

④ 若年層向けＵターン就職対策事業

⑤ COC+関連事業

⑥ 「浜松就職ナビ ＪＯＢはま！」運営事業

⑦ 企業人材の育成事業
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（２）博士人材活用事業
予算額：１,４２９千円（前年度比1,４２９千円増）

・ 研究開発の担い手としての博士人材と、新事業展開
に意欲的な中小企業とのマッチングを図り、中小企
業による新産業の創出や競争力向上を支援するとと
もに、博士人材の研究テーマから派生した共同研究
の実施や人材確保を促進する。
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（３）女性就労支援事業
予算額：３,３００千円（前年度比９６６千円減）

・ 子育てを機に離職した女性などを対象に、女性の就業意
識の多様化に即した職業選択の環境整備や能力開発を
進め、女性求職者を一人でも多く就職に繋げ、市内企業
の人材を確保する。
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３．家内労働促進事業 予算額：4,９３０千円
（前年度比８千円減）

・ 家庭の主婦、母子家庭、身体障害者など様々な事
情により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
を実施する。

浜松家内労働福祉センター
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４．障害者雇用促進事業 予算額：１０,１９２千円
（前年度比３５千円増）

・ 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、障がい者の個々の
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
に必要な支援を行う。

浜松市障害者就労支援センターふらっと
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５．職業訓練支援事業 予算額：１,１８３千円
（前年度比１千円減）

・ 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
に助成する。
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６．求職者就労支援事業 予算額：5４,９２４千円
（前年度比０円）

・ 働く意欲がありながらも容易に就職に結びつかない
求職者を対象に、生活及び就労に関する問題解決を
目的とした、就労支援策の調整、調達、開拓等の
コーディネートを個別伴走型で行うとともに、無料職
業紹介を実施し、入り口から出口までの一貫した就
労支援を行う。平成29年度からは、UIJターン就職の
相談窓口機能を付加している。
※ 平成27年度から、無料職業紹介業務を導入するなど支援内容を充実
※ 平成28年度から3年間の継続事業として実施（債務負担行為）
※ 平成29年度からUIJターン就職相談窓口機能を付加
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７．ジョブサポートセンター事業

・ 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
労支援を実施する。

市役所本館2階 市役所本館2階
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Ⅲ労働・雇用相談事業 予算額：1,３５３千円
（前年度比４８０千円減）

・ 解雇、賃金未払い、労働時間、労働契約など様々な
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
する。

相 談 日 ： 日曜日 正午～午後５時

相談方法 ： 電話（フリーコール）
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Ⅳ勤労者福利厚生事業 予算額：７７,５２２千円
（前年度比５１５千円減）

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．勤労者福祉推進事業

４．勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業（補助金）
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１．勤労者生活資金貸付事業
予算額：40,000千円（前年度比０円）

・ 浜松市内に居住する勤労者で生活資金の社内融資
制度が無い企業に勤める勤労者に、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る。
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２．勤労者共済事業費助成事業
予算額：1１,８８２千円（前年度比１,３０６千円減）

・ 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
の一部を助成する。

勤労者共済会（わ～くん浜松）勤労会館（Ｕホール）
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３．勤労者福祉推進事業
予算額：3,８１９千円（前年度比０円）

・ 勤労者の福祉の向上を図るため、浜松市労働者福
祉協議会と市が共催して行う、浜松労福協まつり及
び労働者福祉講演会の経費の一部を負担する。
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４．勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業
予算額：2１,８２１千円（前年度比７９１千円増）

・ 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
借り受けた人を対象に利子補助金を交付する。



28

Ⅴ勤労福祉施設運営事業 予算額：５９,４７３千円
（前年度比７６千円増）

・ 勤労者や勤労団体の文化・知識・教養の普及の場
として、また、健康の増進・福祉の向上を目的として
勤労福祉施設の管理運営を行う。

また、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
スの向上を図る。

浜松市サンライフ浜北
浜松市勤労会館

（Uホール）
浜松市立勤労青少年ホーム

（アイミティ浜松）
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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）

16,８５８千円 （前年度比９０千円減）

２．勤労会館運営事業（指定管理）

2４,９９０千円 （前年度比１９千円減）

３．浜北地域活動・研修センター運営事業（直営）

10,６５２千円 （前年度比２７３千円増）

４．勤労者福祉施設整備事業

６,９７３千円 （前年度比８８千円減）
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Ⅵ労働・雇用運営経費 予算額：１,４６４千円
（前年度比４２千円減）

・ 労働行政や雇用促進に関する雇用・労政担当課の
運営業務を円滑に推進する。

※ （新規） 働く人の人生設計支援事業

勤労者やその家族などの将来の生活への不安を解決す
るため、不安解決の基礎データとなるライフプランを誰で
も自由に作成できる場を提供する。

（シュミレーションソフト及び端末使用料、消耗品等）


