
1 千代田区 労働力確保事業 保育士養成校による地域子育て支援事業
区内保育士養成機関との連携により、区内保育施設を活用した事業等を実施し、養成機関の学生と
保育施設のマッチングを行ったうえで、各保育施設におけるスタッフとして経験を蓄積し、将来的
な保育士の確保につなげる。

640 2 ー 平成29年4月
政策経営部 企画課
03-5211-4140

2 中央区 労働力確保事業 中央区若年者・中小企業マッチング支援事業

未就職学卒者、正規雇用への転換を目指す非正規雇用労働者、子育て等がひと段落し再就職を目指
す女性など３４歳以下の区内在住者を対象に、受託人材派遣企業が雇用する。その上で、ビジネス
マナー等社会人としての基礎スキルを身につけるための研修（Off－JT）及び区内中小企業との
マッチングを図り、紹介予定派遣により働きながら知識や技術の習得を図る就業実習（OJT）を行
う。最終的に受入企業と事業参加者が双方合意の上、正社員化を図る。また、合わせて、保護者向
けセミナー及び受入企業向けセミナーを開催する。

11,168 5 ー 平成29年4月
区民部 商工観光課
03-3546-5329

3 港区 労働力確保事業 介護保険就労支援・雇用相談等支援事業
就業希望者への就業、スキルアップや雇用定着のための相談とあわせて、区内の介護サービス事業
所の介護人材育成や雇用定着のための相談や運営に関する支援により、就業支援から就業後の雇用
定着までを一貫して支援します。

4,148 72 ー 平成29年4月
保健福祉支援部介護保険課
03-3578-2881

4 新宿区 労働力確保事業 Ｕ29就職マッチング支援事業

29歳以下の若者を対象に、若者向けしごと探しサイト「Ｕ２９しごと図鑑」で区内中小企業の魅力
発信を行いつつ、就活ゼミや合同面談会を開催することで、若者と企業のマッチングを支援する。
また、保護者向けセミナーや、メール相談等のフォローアップを行うことで、マッチング強化を図
る。

20,380 40 ー 平成29年4月
文化観光産業部 消費生活就労支
援課
03-5273-3925

5 新宿区 労働力確保事業 女性の活躍推進企業サポート事業

女性の採用・継続雇用に意欲のある区内中小企業を選定し、子育て・介護をしながら働き続けられ
る制度の導入や、制度活用の風土を醸成することで、企業内の就業環境を整備する。一方、就業を
望む女性に対しては、就職支援セミナーを通じて就職（復職）を支援し、処遇改善に取り組んだ企
業と求職者（女性）のマッチングを図る。

26,960 30 ー 平成29年4月
文化観光産業部 消費生活就労支
援課
03-5273-3925

6 新宿区 処遇改善事業 “働きたい職場づくり”応援事業

従業員の定着等に課題を抱える区内中小企業等２５社（保育事業所または介護事業所１/２以上）
に対し、個別コンサルティングと企業合同セミナーを実施することで企業の課題解決を図り、将来
にわたって安心して働き続けることのできる職場を創出する。また、処遇改善に取り組んだ企業の
採用についても支援する。

94,511 - 50 平成29年4月
文化観光産業部 消費生活就労支
援課
03-5273-3925

7 新宿区 処遇改善事業 女性の活躍推進企業サポート事業

女性の採用・継続雇用に意欲のある区内中小企業を選定し、子育て・介護をしながら働き続けられ
る制度の導入や、制度活用の風土を醸成することで、企業内の就業環境を整備する。一方、就業を
望む女性に対しては、就職支援セミナーを通じて就職（復職）を支援し、処遇改善に取り組んだ企
業と求職者（女性）のマッチングを図る。

25,880 - 20 平成２９年４月
文化観光産業部 消費生活就労支
援課
03-5273-3925

8 文京区 労働力確保事業 中小企業・若年者就労マッチング事業
34歳以下の未就職若年者や正規雇用されていない非正規の者を雇い入れ、社会人として必要な知識
等の研修を行うとともに、区内中小企業とマッチングを行い、その企業で就労体験を行うことによ
り、人材不足に悩む区内中小企業の人材確保を支援する。

21,083 8 - 平成29年7月
区民部 経済課
03-5803-1173

9 台東区 労働力確保事業 若者と女性のための就業支援事業
就職を希望する台東区内在住の若者や女性を対象とし、新規に雇用したうえで社会人として必要な
基礎研修（ＯＦＦ－ＪＴ）及び原則区内に活動拠点を有する中小企業による職場実習（ＯＪＴ）の
機会を提供し、正規雇用としての就職に結びつくように支援する。

36,929 15 - 平成29年6月
文化産業観光部　産業振興課
03-5246-1152

10 墨田区 労働力確保事業 すみだ若者人材発掘・就労サポート事業
区のものづくり産業の未来を支える人材を発掘し、地域での就労へと結び付けていくために、ハ
ローワーク墨田や東京都と連携しながら事業を実施する。

9,928 12 - 平成29年4月
企画経営室 政策担当
03-5608-6231

11 江東区 労働力確保事業 中小企業人材確保支援事業
区内中小企業の雇用支援を目的として、主に新卒者等の若者や非正規雇用者、育児・子育てが終了
し再就職を希望する女性を対象に、カウンセリングとセミナー、企業交流会等によるマッチングを
通して就業支援を行う。平成29年度より、紹介予定派遣による就業実習を導入する。

83,113 450 - 平成29年4月
地域振興部　経済課
03-3647-8581

12 江東区 労働力確保事業 障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業

　障害福祉サービスの展開に必要な、相談支援専門員を目指す実務経験該当者を事業所において雇
い入れ、地域に不足する相談支援専門員の育成・確保を図る。また、障害福祉業務に就業を希望す
る若年者等を雇い入れ、事業所に従事している者（既従事者）が相談支援専門員となるための環境
整備を行う。

8,523 3 - 平成29年7月
福祉部 障害者支援課
03-3647-9507
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13 江東区 処遇改善事業 中小企業人材確保支援事業
区内中小企業を対象に、アンケート方式の社員意識調査を実施し、集計・分析結果のフィードバッ
クを行い、明らかとなった共通の課題の解決に向けたセミナーを開催するほか、個々の企業に対し
コンサルティングを行う。

57,135 - 50 平成29年4月
地域振興部　経済課
03-3647-8581

14 品川区 労働力確保事業 就業体験事業
育児等で一度退職し再就職を希望する女性や、就業意欲がありながら就職ができていない若者を対
象に、採用意欲の高い区内中小企業の仕事現場に触れながら、働く上で必要とされる技能・技術・
ノウハウ等を習得するための職場実習の機会を提供し、実習先への直接雇用に繋げる。

33,071 30 - 平成29年４月
企画部 企画調整課
03-5742-6607

15 世田谷区 労働力確保事業 若者の福祉的な就労プログラム事業

就労に向けた一歩が踏み出せない、生きづらさを抱えた若者に対して、野毛青少年交流センター、
メルクマールせたがや、せたがやサポートステーションが連携して支援を実施する。就労に向けた
土台づくりのためのプログラム（例えば、仕事の楽しさ・やりがいを見出す講座、ビジネス基礎研
修、グループディスカッション等）を行い、就労意欲の喚起を図る。また、参加者が比較的取り組
みやすい作業（例えばデータ入力、封入作業など）を就労体験として実践する。参加者・支援者・
協力者等と作業空間を共有しながら、個々の課題へのサポートを通じて就業へと繋げる。

4,200 20 - 平成29年4月
子ども・若者部 若者支援担当課
03-5432-2585

16 世田谷区 労働力確保事業
世田谷区建設業人材確保・中小企業若年者就職及
び定着促進事業

建設業をはじめとした区内中小企業の採用促進として、若年求職者に魅力を発信し、体験実習や現
場見学を通して企業理解を深めさせ、中小企業とのマッチングを図る。また、区内中小企業への就
労希望若年者を可能な限り就職に結びつけるため、個人の状況に応じた伴走型の就労支援を行い、
就職率向上を図る。

26,703 55 - 平成29年4月
産業政策部 工業・雇用促進課
03-3411-6662

17 世田谷区 処遇改善事業
世田谷区建設業人材確保・中小企業若年者就職及
び定着促進事業

  若手社員の定着率向上を希望する区内中小企業に対し、社員向け研修や企業向けコンサルティン
グ等を行い、若手社員の基礎的能力向上や社内環境の整備を促進し、あわせて職場や仕事をするこ
とへの不安を解消するため、カウンセリング等を行う。これらの効果により若年者の早期離職を防
止し、定着率を向上させる。さらに区内異業種交流を通じて産業の活性化につなげる。

24,111 - 35 平成29年4月
産業政策部 工業・雇用促進課
03-3411-6662

18 中野区 処遇改善事業 中野区重点産業ＰＲ事業
区の重点産業（ICT・コンテンツ関連産業及びライフサポート関連産業）に関連する区内事業者の
販路拡大を図り、売り上げ向上による賃上げを図るため、販路拡大セミナー、相談、産業交流展へ
の出展支援等を行う。

6,443 - 10 平成29年4月

都市政策推進室 産業振興分野
重点産業振興担当
03-3228-8729

19 豊島区 労働力確保事業 豊島区内中小企業・若年者就職マッチング応援事業

人材確保や安定就労に課題を抱える区内中小企業等に対し、セミナーや個別コンサルティングなど
を実施することにより、若年者の採用や定着、人材活用のノウハウの獲得を促進することを目的と
する。また、区内中小企業等での就労を望む若年者に対し、就職支援セミナーやカウンセリングを
実施することにより、就職を支援する。

18,000 20 - 平成29年7月
文化商工部　生活産業課
０３－４５６６－２７４２

20 北区 労働力確保事業 北区ジョブトライ事業

説明会等を通じて若者や若者無業者へのアプローチを行うとともに、30代前半までの若年者を雇い
入れＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴなどによる研修と就労体験等を行う。あわせて企業とのマッチングを行
い、区内及び区近隣企業での就業を目指す。また、就業後の定着向上を図るためのフォローアップ
研修を行う。

43,150 15 - 平成29年4月
地域振興部 産業振興課
03-5390-1234

21 北区 労働力確保事業 女性の再就職・介護職就職支援事業

【女性の再就職支援コース】
結婚・育児・介護等により現在離職中で、再就職を希望する区内女性を対象に、インターンシップ
及びインターンシップ前の研修を実施し、直接雇用を目指す。
【介護職就職支援コース】
介護職への就労を希望する区内及び区近隣の若者及び女性を対象に、介護職員初任者研修、介護職
のためのビジネスマナー等の研修を実施し、直接雇用を目指す。

52,520 25 - 平成29年4月
地域振興部 産業振興課
03-5390-1234

22 荒川区 労働力確保事業 若年無業者就業促進事業
地域の若年無業者を訪問や保護者向けセミナーで掘り起し、合宿型就労訓練や都立城東職業能力開
発センター等において人材育成を行った上で、就労支援機関等と連携し、地元中小企業等での就業
につなげていく。

7,504 10 - 平成29年４月
産業経済部 就労支援課
03-3800-8710

23 板橋区 労働力確保事業 若者就職サポート事業

いたばし若者サポートステーションとの連携により若者無業者への周知を行うとともに、高校・大
学等を卒業後、正社員として就職できていない若者や若者無業者を対象に、希望者にはビジネスマ
ナー等の人材育成セミナーを行ったうえで、派遣前準備研修（Off-JT）及び区内協力中小企業にお
ける就業体験等を経て、協力中小企業での正規雇用を目指す。

34,550 40 - 平成29年6月
産業経済部 産業振興課
03-3579-2172

24 練馬区 労働力確保事業 若者自立支援事業実施委託（若者無業者の就業）

　若者を雇用したい地元中小企業を開拓し、就労体験を実施する。単に就労体験をするだけではな
く、OJTを兼ねた教育的な取り組みとし、体験後あらためてマッチングし就労を目指す。若者に対
しては、働くために必要なビジネスマナー等OFF-JTを受けたのち、就労体験に臨む。マッチングが
うまくいき、就労が決まった後も定着・ステップアップに向けた相談等を行う。

8,000 30 - 平成28年4月
企画部 企画課
03-5984-2447

25 足立区 労働力確保事業 介護人材雇用創出事業

　区内の介護福祉施設に対して、就労を希望する者（有資格者又は無資格者）を「介護補助員」と
して紹介予定派遣契約を交わし、試用期間設定による中途採用枠の積極的な拡大ならびに無資格者
の介護職転進を促がし、介護人材を確保する。また、派遣期間満了後に常用雇用に移行しなかった
者及び前年度終了者のうち、雇用されたが離職した者に対して、別の施設との再マッチングをする
ことで、育成した人材を埋もれさせずに活躍できるよう支援する。

46,170 30 - 平成29年5月
福祉部 高齢福祉課
03-3880-5886

26 足立区 労働力確保事業 女性就労スキルアップ支援事業
　就労を希望する女性を対象に専門研修と職場体験によりスキル向上を図り、企業とのマッチング
により就労につないでいく。また、就職決定後１ヵ月間をフォローアップ期間とし、集合研修やカ
ウンセリングを実施することで、就職先企業への定着支援も行う。

35,500 35 - 平成29年5月
産業経済部 就労支援課
03-3880-5469

27 足立区 処遇改善事業 区内中小企業人材定着・育成支援事業
　社員の職場定着や人材育成等に課題を抱える区内中小企業を対象に、 職場環境の整備や人材育
成に関するコンサルティングと、指導する立場の社員向けの集合研修を実施することで社員の職場
定着率の向上や非正規社員の正社員化を実現する。

36,000 - 35 平成29年 6月 
産業経済部 就労支援課
03-3880-5469



28 葛飾区 労働力確保事業 葛飾区人づくり・人材確保支援事業

区内中小企業を対象にセミナー（女性の活用、定着等）を実施して、啓発や採用力、定着の向上を
図るとともに、WEB等を活用して企業の特色、魅力を発信します。
区内中小企業への就業を希望する若者（39歳以下）および女性を対象にセミナー、面接会等を実施
して、区内中小企業の人材確保に繋げます。
インターンシップ（2日間）、訪問コンサルティング等を実施して、ミスマッチによる早期離職の
予防や定着を支援します。

46,794 42 - 平成29年4月
産業観光部　産業経済課
03-3838-5554

29 江戸川区 労働力確保事業 江戸川区若年者就職サポート事業
若年求職者の就職と区内中小企業の人材不足解消を一体的に支援するため、39歳以下の求職者を対
象とした区内中小企業とのマッチングを行う。マッチングにあたり、就職活動セミナーや企業見学
会・面接会、ウェブサイト等による本事業及び区内企業PRを実施する。

10,000 10 - 平成29年6月
生活振興部　地域振興課
03-5662-0516

30 八王子市 労働力確保事業 若年無業者就労促進事業

社会的体験や就労体験などの不足により就労が困難となっている若者に対して、中小事業者・八王
子若者サポートステーション・市などの協働により、就労経験・訓練（職場実習）として「中間的
就労」を積む機会を提供し、社会的自立・就労に結び付けていく。さらに、その後も若者が継続就
労できるよう支援していく。

15,000 55 - 平成29年4月
子ども家庭部　児童青少年課
042-620-7435

31 八王子市 労働力確保事業 介護人材育成研修
市内介護事業所等へ就労を希望している者を対象として、介護職に必要な基礎的な研修を実施し、
市内介護事業所等とのマッチングを行うことで、市内介護事業所等の介護人材を確保・育成するこ
とを目的とする。

3,521 25 - 平成29年4月
福祉部　高齢者いきいき課
042-620-7243

32 八王子市 処遇改善事業 八王子市海外経済交流促進事業
八王子市内中小企業と台湾企業との交流・連携等を支援し、台湾への販路拡大につなげることによ
り、市内企業等で働く従業員の処遇改善を図るとともに、本市及び台湾との経済交流の促進を図る
ことを目的とする事業。

8,260 - 10 平成29年4月
産業振興部 企業支援課
042-620-7379

33 三鷹市 労働力確保事業 女性のための再就職支援事業
子育て後の女性を対象にパソコンスキル・ビジネスマナー・デジタル機器などの講座を実施し、地
域内で就労体験などを行い地域内の就業へつなげていく事業。あわせて、講座の運営事務を担う人
材を雇用し、広報、募集、受付、連絡調整などの事業運営の役割を受け持つ人を雇用する。

4,860 6 - 平成29年５月
生活環境部 生活経済課
0422-45-1151

34 三鷹市 労働力確保事業 貴重資料の保存処置及び撮影技術者育成事業
若年者に古文書等の貴重資料の保存処置及び撮影技術を習得させ、貴重資料の適切な保存及びデジ
タル化に対応した人材を育成し、委託先での継続雇用を目指す。

5,309 2 - 平成29年4月
スポーツと文化部 生涯学習課
0422-45-1151

35 青梅市 労働力確保事業 青梅市女性の再就職・若年者就職アシスト事業

青梅市での就業を希望する近隣地域の女性、若年者を対象に、企業からの要望が高かったコミュニ
ケーションや５Ｓなどの研修を実施し、人材育成を行う。
研修後に合同就職面接会を開催し、市内企業への就職を促す。また、参加者を採用した市内企業に
対して希望する場合は講師派遣等を実施し、採用後の定着支援を行う。
事業紹介用の冊子を作成し、事業参加企業へのインタビューをもとに事業ＰＲと企業ＰＲを図る。

8,362 20 - 平成29年4月
まちづくり経済部 商工観光課
0428-22-1111

36 府中市 労働力確保事業 女性のための再就職支援事業
就職に役立つビジネスマナーや専門的なスキルを身につけるためのセミナーを開催する。また、求
人側に対しても雇用に関する説明を行ったうえで、就職希望者との面接会を開催し、就業者数の拡
大を図る。

2,000 20 - 平成29年6月
スクエア21　府中市女性セン
ター
042-351-4600

37 調布市 労働力確保事業 地域産業就労支援事業

　若者無業者をはじめ，女性，高齢者，障害者等を，調布市観光案内所「ぬくもりステーション」
で雇用することで就労機会を創出し，観光ＰＲ業，観光客との交流や観光地の案内等，多種多様な
実務の経験，事業者との関わりのなかで，地域とのつながりを深め，そのネットワークを生かしな
がら地域産業を支える人材を育成するとともに，地域の実状に応じた労働力の確保を図り，その人
材に対して就労支援を行う。

9,532 8 - 平成29年4月
行政経営部政策企画課
042-481-7369

38 調布市 労働力確保事業
出産・育児により離職した女性と若年者に対するＩＣ
Ｔ能力向上及び就労支援事業

　平成２９年４月稼働予定の「ちょうふ地域コミュニティサイト」の機能である地域掲示板の機能
を拡充するため，テンプレート作成等のWebデザイン及び「どんな環境でも」「誰でも」使いやす
いユーザインターフェースを調査・作成検証する人材を雇用し，ＯＪＴを通じたＩＣＴ分野のスキ
ル習得を図る。出産・育児等により離職した女性や若年者の地域での就労支援を行い，需要の多い
ＩＣＴ分野の人材を育成することに繋げる。

1,512 2 - 平成29年4月
行政経営部政策企画課
042-481-7369

39 調布市 労働力確保事業 若者・シングルマザーの能力開発と就労支援事業

　調布市内を中心とした卒業後就労経験の少ない若者や，シングルマザーで就労できずにいる女性
を対象に，図書館のデジタル化作業に従事することで，デジタル化に関する知識やさまざまなデー
タ加工の手法，パソコン操作の技術を修得するとともに，ＯＪＴによるビジネススキルやコミュニ
ケーション能力を向上させる。
　また，一つの業務を完成させるという経験により仕事への意欲や自信を身に付けてもらい，継続
した就労を目指す。

2,573 2 - 平成29年6月
行政経営部政策企画課
042-481-7369

40 小平市 労働力確保事業 若年者就職サポート事業
高校・大学等を卒業し,働く意欲はあるものの就職活動がうまくいかず、就職できていない若年者
（39歳以下）を対象に、社会人として必要となるマナーやスキルを身に付けるための研修等を実施
し、その後地域の事業所における就労体験を通して地元中小企業での就業を支援する。

12,580 6 - 平成29年10月
地域振興部産業振興課
042-346-9534

41 東村山市 労働力確保事業 東村山市女性のための就職支援事業

地域での就職・再就職を目指す東村山市在住の女性を対象に、支援対象者と市内または近隣市の事
業者をマッチングし、地域での雇用へ結びつけることを目的として、インターンシップ(1週間以
内)及び、インターンシップ事前研修（2週間程度）を実施する他、市内女性を対象とした10回程度
の就職支援のための無料公開セミナー（単発講座）を開催し、就業に繫げる。

11,779 10 - 平成29年6月
市民相談・交流課
042-393-5111

42 国分寺市 労働力確保事業 ママインターン事業
結婚・妊娠・出産を機に離職しているが働きたいと思っている女性を対象とし，再就職に対する不
安を払しょくするためのカリキュラムを実施し再就職につなげる事業。複数回の講義，ワーク
ショップを実施。その後就業体験を行う。

1,178 20 - 平成29年6月
市民生活部 経済課
042-325-0111

43 狛江市 労働力確保事業 ICT教育支援委託

市内小中学校に配備されているICT機器の設置や各種設定、授業補助、ICT機器及びソフトの操作指
導のフォローを行う人材として、育児等で一度退職し、再就職を希望する女性及び非正規雇用者な
らびに高齢者等を雇い入れ、市内小中学校に訪問し、教職員の支援をすることによりICT機器活用
支援のノウハウを習得させ，人材育成を図る。

12,827 10 - 平成29年4月
企画財政部 政策室
03-3430-1111



44 狛江市 労働力確保事業 ICT教育支援委託

市内小中学校に配備されているICT機器の設置や各種設定、授業補助、ICT機器及びソフトの操作指
導のフォローを行う人材として、育児等で一度退職し、再就職を希望する女性及び非正規雇用者な
らびに高齢者等を雇い入れ、市内小中学校に訪問し、教職員の支援をすることによりICT機器活用
支援のノウハウを習得させ，人材育成を図る。

4,564 10 - 平成30年1月
企画財政部 政策室
03-3430-1111

45 狛江市 労働力確保事業 認定ヘルパー養成・就労支援事業

介護保険制度及び必要となる在宅サービス、高齢者に起きやすい症状と対応の知識を踏まえ、生活
援助のサービス提供に必要なスキルを学び、市が認定する認定ヘルパーとして登録するとともに、
ヘルパー資格が取れるような形にステップアップを促し、地域において何らかの支援が必要な高齢
者を支えられる人材育成を行う。また、合同面接会を開催し、事業所と研修受講者のマッチングを
図り、就労に結びつけることとする。

1,005 50 - 平成29年5月
企画財政部 政策室
03-3430-1111

46 狛江市 労働力確保事業 ガイドヘルパー養成・就労支援事業
視覚障がい者に対する理解を深めるとともに、ガイドヘルプの技能向上を図り、サービス提供責任
者として視覚障がい者に対するサービス提供のできる人材を養成する。また、合同面接会を開催
し、事業所と研修受講生のマッチングを行い、就労につなげる。

210 12 - 平成29年8月
企画財政部 政策室
03-3430-1111

47 東久留米市 労働力確保事業 離職若年者の就労支援事業
　市内在住のおおむね３９歳以下の若年者に対し、ビジネスマナーや接遇等の研修（ＯＦＦ－Ｊ
Ｔ）を行った後、市内および近隣市における中小企業とマッチングを図った上、数か月間の就労体
験を行い、就労体験先での就業に繋げる。

48,761 18 - 平成29年4月
市民部　産業政策課
042-470-7743

48 東久留米市 処遇改善事業 職場定着向上等支援事業
　社員の定着等に課題を持つ中小企業に対してアドバイザーを派遣し、聞き取りや社員アンケート
等により問題点の分析・改善取組みを行うとともに、合同セミナーを実施し処遇改善につなげる。

73,953 - 40 平成29年4月
市民部　産業政策課
042-470-7743

49 羽村市 処遇改善事業
製造業営業力・
生産力強化支援事業

製造業の処遇改善を目的に、企業の成長（創業・黎明期・成長発展期のキーポイント等）の見える
化及びこれまでの支援内容をまとめた企業カルテを作成し、それを活用して高度技術開発に向けた
専門家による指導等を行う。
また、企業ごとの成功事例等を共有し、地域へ取り組みを展開していくためのセミナー・交流会を
行う。

2,000 - 7 平成29年4月
産業環境部 産業振興課
042-555-1111

50 新島村 労働力確保事業 新島村介護人材就労促進事業
介護人材の確保と定着が極めて厳しい現状の中、地域の将来に渡る高齢者福祉の安定と充実のた
め、島内外の人材の発掘と誘致を積極的に進め、具体的な就労促進成果を図る。

10,000 4 - 平成29年4月
企画財政課　企画調整室
０４９９２－５－０２０４

51 新島村 労働力確保事業 農業振興における後継者育成・就業促進事業
内地からUターンした若者や、就業を希望している女性・高齢者を対象に、現在低迷している農業
振興において最も大きな課題といえる後継者育成事業を担う農協で、専門的な知識や資格の習得を
行い、正規職員としての就業促進を図る。

6,141 2 - 平成29年4月
企画財政課　企画調整室
０４９９２－５－０２０４

52 新島村 処遇改善事業 就業定着・就業者スキル向上研修事業

地域農業の中核を担う組織なので、経営管理能力や販路の開拓・拡大に向けた営業力を強化するた
めの戦略やノウハウの習得、必要となる資格の取得を目指し、かつ、限られたマンパワーで多くの
知識と体力を必要とするハードな業務のある企業においてモチベーション向上につながる研修等の
開催を行う。

452 - 1 平成29年4月
企画財政課　企画調整室
０４９９２－５－０２０４

53 神津島村 労働力確保事業 特養老人ホーム就労者確保支援事業
島内外からの希望者5名に看護、介護、調理等の必要な研修及び業務体験を行わせ、引き続き就業
を希望する者については雇用の場を確保する。

15,000 5 - 平成29年4月
企画財政課
04992-8-0011

54 神津島村 労働力確保事業 神津島農業協同組合就業者確保支援事業
島内から希望者2名を就業させ、研修及び職場体験を実施し、正規職員としての雇用に繋げる
（業務内容　農業資材の販売・農作物の輸送販売・営農指導等）

7,000 2 - 平成29年4月
企画財政課
04992-8-0011


