
平成30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

令和元年7月3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



・ 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

 平成３０年度実績

開催日：第１回 平成３０年７月１０日

第２回 平成３１年２月 ８日

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．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

Ⅱ 雇用促進事業



（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

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



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。

 平成３０年度実績

参加高校数 ： １９校

参加生徒数 ： １,０４４人(延べ)

受入事業所 ： ６５７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。

 平成３０年度実績

見学日 ： 平成３０年１２月１７日～平成３１年２月２１日

参加学校数 ： ８校

参加生徒数 ： １，４２２人

協力企業延数 ： ４２社

委託料（全体） ： １，８３３，３８６円

② 高校生職場見学実施事業 （Ｈ19～）



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。

 平成３０年度実績

参加学校数 ： １２校

参加生徒数 ： ９２６人

セミナー回数 ： １７回

委託料（全体） ： ７７７，６００円

③ 高校生就職支援セミナー（Ｈ15～）



ニート等の若者(15歳～39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。

 平成３０年度実績

相談件数 ： ２，６９９件

利用登録者数 ： ２７７人

就業者数 ： ５９人

委託料（全体） ： ５，６３９，０００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～）



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。

 平成３０年度実績

実施日 ： 平成３１年１月１８日

事業所数 ： ５９社

参加者数 ： １３３人

内定者数 ： １２人

設営委託料 ： ４５３，６００円

（３）就職面接会開催事業 （Ｈ20～）



２．産業人財獲得事業

（１） UIJターン就職支援事業

（２） 女性就労支援事業

（３） 博士人材活用支援事業



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

・学内セミナー

首都圏２回、中京圏４回、関西圏３回 参加学生１７２人



・業界研究フェア（大学３年生向け）

首都圏２回、中京圏１回・・・参加学生２,３４１人 参加企業４８社

・合同就職面接会（大学４年生向け）

首都圏１回、中京圏１回・・・参加学生１８人 参加企業５０社

ダイヤモンド就活ナビ共催

東海企業研究セミナー １１月１１日 東京

東海企業研究セミナー １２月２１日 名古屋

業界研究ＬＩＶＥセミナー １月１４日 東京

合同就職面接会ｉｎ 名古屋 ６月２３日

合同就職面接会ｉｎ 渋谷 ７月 １日

② 転職者向けＵＩＪターン就職促進事業

・合同転職面談会

首都圏２回・・・参加者１２人 参加企業２０社

合同転職面談会“秋” ９月９日

合同転職面談会“冬” １２月２日



③ マッチングアドバイザー派遣事業

派遣日数１５５日、面談人数２０１人、内定者数３９人

④ 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」

６月１４日（木）

参加学生９４２人、参加企業１２社

⑤ ＣＯＣ＋関連事業

・インターンシップフェア in 浜松 2018

日本人新卒者向け：５月２７日（日）

参加学生１１８人、 参加企業３５社

外国人留学生向け：６月２日（土）

参加学生 ３２人、 参加企業 ７社

・市内企業見学バスツアー（８月及び２月）

理系・文系コース各２回：参加学生４１人 見学先企業８社



⑥ 企業人材育成事業

企業人材採用力向上研修 ９月２１日 参加企業 ２０社

企業人材定着力向上研修 １１月２２日 参加企業 １９社

⑦ 浜松就職・転職ナビ「ＪＯＢはま！」運用事業

１ヶ月あたりの訪問件数（平均） ６,２１３件



専業主婦や子育て世代の女性などを対象に、働くため
の基礎知識や就職活動への不安解消から、採用の能力
を養うため、就労を希望する女性の状況に幅広く対応す
る段階的なセミナーを実施した。また、就職希望の女性
を就職へ導くため、就職フェアを開催した。

 平成３０年度実績

支援者数 ： １２６人

就職者数 ： ５１人

委託料（全体） ： ３，２２７，０４０円

受託事業者 ： ㈱東海道シグマ

（２）女性就労支援事業
（Ｈ２７～）



博士人材を市内企業へ誘導することにより、市内企業に
おける既存事業の高度化・高付加価値化を図るとともに、
異分野異業種への転換を促進する。

（３）博士人材活用事業
（H３０)

①「企業と博士人材の交流会」（名古屋大学）

平成30年９月１日 参加者数12名

②「高度人材（博士人材等）採用セミナー」

高度技術者育成のための理系人材採用のノウハウ

平成30年9月28日 参加企業5社



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。

 平成３０年度実績

相談件数 ： １,３８８人

斡旋件数 ： ２９９件

委託料（全体） ： ４,９２４,８００円

受託事業者 ： 公益財団法人

浜松家内労働福祉センター

３．家内労働促進事業 （S49～）



 平成３０年度実績

就労相談延件数 ： １，６３０件

定着支援延件数 ： １，９８５件

委託料 （全体） ：１０，１９２，０００円

受託事業者 ： 医療法人社団 至空会

４．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



 平成３０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

５．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に助
成する。



６．求職者就労支援事業 （H25～）

働く意欲がありながら容易に就職に結びつかない求職者に対

して、サポートプランを作成し、個々に寄り添った伴走型などの
支援により就労へと結びつけた。

※平成３０年度をもって事業終了

 平成３０年度実績

相談者数 ： ３３２人

相談延件数 ： ２，１９１件

就職件数 ： １５４人

委託料 ： ５４，９２３，７８８円

受託事業者 ：㈱東海道シグマ浜松支店



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
 平成３０年度実績

生活保護支援者数： ２７４人

就職者数： ２２２人

障がい者支援者数： １９２人

就職者数： ５５人



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、課題解決に助力した。

 平成３０年度実績

相談場所 ： アイミティ浜松 リスニングルーム

実施回数 ： ５２回

相談者数 ： １３５人

報償費他 ： １，３０８，５６８円

Ⅲ 労働・雇用相談事業



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



浜松市内に居住する勤労者で労働組合や生活資金
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
を図った。

 平成３０年度実績

貸付件数 ： ３０件

年度内貸付金額 ： ３６，２６０，０００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。

 平成３０年度実績

事業所数 ： ２，２２７事業所

会員数 ： ２１，６４３人

補助金 ：１１，８８１，９８７円

２．勤労者共済事業費助成事業 （H5～）



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
講演会及びセミナーの会場借上料を負担した。

 平成３０年度実績

①はままつ労福協まつり

１０月１４日（日） 参加者：１３，６６５人

負担金 ： ３,６００,０００円

②福祉講演会

１月２５日（金） 参加者：７９３人

会場借上料： ２１８,０００円

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した。

 平成３０年度実績

新規受付件数 ： ２４８件

補助金： １９，６５０，７９１円

４．勤労者住宅建設資金等償還利子助成事業



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 ： １６,４５１,３９０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

２８ ７,０３２ ４,４０４ １１,４３６ １１０,４６０ １２１,８９６

２９ ５,２００ ３,４７５ ８,６７５ １１７,２７１ １２５,９４６

３０ ４,３４８ ２,７３６ ７,０８４ １１４,１８５ １２１,２６９

（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



指定管理料等 ： ２５,７３１,６６８円
指定管理者 ： 公益財団法人

浜松市勤労福祉協会

年度 ホール 会議室 和室 利用人員計

２８ ４１,９６０ ３４,６７０ ７,５５６ ８４,１８６

２９ ４２,５４０ ３４,７９４ ９,２８０ ８６,６１４

３０ ３７,０７７ ３９,８５７ １０,２９３ ８７,２２７

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

２８ ６,０９４ ３,９９０ ４,９９３ ３,０６９ ３,７６４ １１,３３８ ３３,２４８

２９ ４,８７７ ３,４１７ ５,２４６ ２,０６７ ３,１２２ １２,２６２ ３０,９９１

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

 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



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） ５８５,３６０
工事費 ７,２９８,１００
委託料 １,７２８,０００
備品費 ０

使用料及び賃借料 ５８,０５６
計 ９,７７５,３５６

・ 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

・ 旧南図書館分室（旧ハローワーク外国人窓口）

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 ２５４,５００

需 用 費 ６００,７３９

役 務 費 ２９７,３１７

委 託 料 １２８,０００

使用料及び賃借料 ４３,４８８
負担金補助及び交付金 １３,４００

計 １,３３７,４４４

（単位：円）

Ⅵ 雇用・労働運営経費


