
1 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

保護者向けに就職セミナーや個別相談会で周知を図り、区民で34歳以下の若年者や正規雇用を目指
す非正規に対して研修(OFF-JT)を行うとともに、区内中小企業とマッチングを行い、その企業での
職場内実習(OJT)等を通じて、区内中小企業における正社員雇用を目指す。

10,213 5 - 平成27年6月
区民部商工観光課

03-3546-5329

2 港区
労働力確保

事業
港区介護雇用プログラム事業

若年者や女性等を、区内指定訪問介護事業所及び指定地域密着型サービス事業所において６か月以
内の有期雇用契約職員として受け入れ、その職員が介護の資格（介護職員初任者研修修了）を取得
することで、受入先の介護事業所での継続雇用を目指す。

6,724 4 - 平成27年7月
企画経営部企画課

03-3578-2087

3 新宿区
労働力確保

事業
新宿区若者ワンステップ応援事業

区の若者就労支援機関と連携し、就労意欲はあるものの一般就労に結び付きにくい18歳以上39歳以
下の若年者や無業者に対し、インターンシップや個々のレベルに応じた就労支援を段階的に実施す
るとともに、就職後のアフターフォローを行うことで若者の継続的雇用を支援する。

15,695 10 - 平成27年7月
地域文化部消費者支援等

担当課
03-5273-3925

4 文京区
労働力確保

事業
文京区未就職若年者就労サポート事業

概ね29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、地域の中小企業等とマッチングを行い、その企業で就労体験等を行
うことにより、人材不足に悩む地域の中小企業での正規雇用を目指す。

17,961 8 - 平成27年9月
区民部経済課
03-5803-1173

5 台東区
労働力確保

事業
女性のための就労支援事業

結婚・出産・介護等により一度離職した女性に対し、パソコンスキル・ビジネスマナーなどの基礎
的な研修を実施した後、区内中小企業とマッチングさせ、１週間程度の就労体験の後、受入企業で
の就業を目指す。また、就職後も早期離職を防ぐためのフォローを行う。

17,000 12 - 平成27年 9月
文化産業観光部産業振興課

03-5246-1152

6 墨田区
労働力確保

事業
“ものづくりすみだ”人材発掘・就労サポート事業

「ものづくりの仕事」に興味・関心を持った若者や若者無業者等を掘り起し、建築・機械・電気等
の職業訓練を行っている都立城東職業能力開発センターのメニューを活用し、ものづくり技術・技
能を習得するとともに、センターの職業紹介を通じて区内企業の就業へと繋げていく。

9,800 13 - 平成27年7月
産業観光部生活経済課

03-5608-6184

7 江東区
労働力確保

事業
中小企業若者就労マッチング事業

高校や大学等の卒業後、正規雇用されていない若者や非正規の者を対象に、ビジネス基礎研修や就
労体験を行うとともに、企業とのマッチングを図り、区内中小企業での就業を目指していく。

37,761 20 - 平成27年6月
地域振興部経済課

雇用・海外進出推進担当
03-3647-8581

8 江東区
労働力確保

事業
中小企業人材確保支援事業

区内中小企業雇用支援を目的として、主に就職を目指す若者、非正規雇用者や、育児・子育てが終
了し再就職を目指す女性を対象に、就業に向けたセミナーや就業相談、面接会等を実施し、区内中
小企業での就職につなげる。

24,547 124 - 平成27年10月
地域振興部経済課

雇用・海外進出推進担当
03-3647-8581

9 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

相談支援専門員を目指す実務経験者を事業者で雇い入れ、地域に不足する相談支援員の育成・確保
を図るとともに、障害福祉業務への就業を希望する若年者を雇い入れ、既従事者が相談支援専門員
となるための環境整備を行い、委託先での継続雇用を目指す。

5,484 4 - 平成27年10月
福祉部障害者支援課

支援調整係
03-3647-9507

10 江東区 処遇改善事業 中小企業若者就労マッチング事業
若手職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、聴き取りや社員アンケー
ト等により問題点の分析を行い、定着率の向上につなげる。

3,476 - 50 平成27年6月
地域振興部経済課

雇用・海外進出推進担当
03-3647-8581

11 品川区
労働力確保

事業
就業体験事業

就業意欲がありながら就職ができていない若者や、育児等で一度退職し再就職を希望する女性を対
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（インターンシップ）の機会を提供し、実習企業等での就業
を目指す。

23,990 30 - 平成27年4月
地域振興部

商業・ものづくり課
03-5498-6352

12 世田谷区
労働力確保

事業
若者福祉的就労プログラム事業

世田谷若者総合支援センターを利用する若者無業者等に対して、野毛青少年交流センターが実施す
るカフェデザインプロジェクトにおけるカフェ空間づくりの議論・制作・運営補助を通じて、実際
に社会で働く経験を積み、就労意欲の喚起を図った後、若者就労支援機関（サポステ等）と連携し
て、地域企業等への就業を支援する。

4,200 7 - 平成27年4月
子ども・若者部
若者支援担当課
03-5432-2585

13 中野区 処遇改善事業 中野区ICT・コンテンツ関連産業PR事業
ICT・コンテンツを活用した区内関連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。

4,162 - 5 平成27年6月
都市政策推進室
産業振興分野
03-3228-8729

14 豊島区
労働力確保

事業
豊島区若者応援就職支援事業

就職活動に悩む若者や女性に対し、社会人の基礎力養成研修を実施するとともに、仕事を続けてい
くうえで必要な知識を得るための研修や企業見学会等を行う。また、区内の求人企業に対しても、
昨今の未就労者事情や求人力向上につながるセミナーを行い、若者等の雇用と職場への定着を目指
す。

15,000 15 - 平成27年8月
政策経営部企画課

03-4566-2512

15 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、地域の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。

76,000 45 - 平成27年7月
地域振興部
03-5390-1230

16 北区
労働力確保

事業
女性再就職支援事業

育児等で一度退職し再就職を希望する区内の女性を対象として、採用意欲の高い地域の企業で働く
ための技能・技術・ノウハウの取得や、職場経験のブランクを埋める職場実習の機会を提供し、実
習先での直接雇用に繋げる。

34,517 20 - 平成27年10月
地域振興部
03-5390-1230
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17 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 45 - 平成27年8月
産業経済部産業振興課

03-3579-2172

18 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、女性や若者等の就業希望者を「介護補助員」として6ヶ月未満の紹介
予定派遣契約により雇用し、派遣先事業所での継続雇用を目指すとともに、無資格者の介護職転進
を促がし、介護人材を確保する。

46,500 30 - 平成27年8月
福祉部高齢サービス課

03-3880-5886

19 足立区
労働力確保

事業
子育て終了後再就職希望者支援事業

子育てが終了した再就職を希望する女性に対し、研修と紹介予定派遣による企業での就業体験を通
じ正規雇用、または長期での雇用に結びつけていくプログラムを実施する。併せて復職することで
子どもと共有する時間が減少することに対する参加者の不安を解消するため、研修時に子どもとの
コミュニケーション講座も実施する。

71,500 30 - 平成27年8月
産業経済部就労支援課

03-3880-5469

20 葛飾区
労働力確保

事業
若者等就職支援事業

若者（無業者を含む）や女性といった就職希望者を対象に、就職支援講習及びキャリアカウンセリ
ング等を提供することにより就職意欲を醸成し、就職に必要なスキルの習得と働き続けるために必
要な心構えを身につけさせるとともに、面談や合同就職面接会を開催することで就職に結びつけ
る。

22,985 22 - 平成27年10月
地域振興部産業経済課

03-3838-5554

21 八王子市
労働力確保

事業
八王子市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（いわゆる「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。

14,000 40 - 平成27年4月
子ども家庭部児童青少年課

042-620-7435

22 八王子市 処遇改善事業 海外経済交流促進事業

市内企業の台湾への販路拡大を支援し、売り上げ向上による処遇改善（賃金引上げ）を目指す。
１年目（27年度）は、台湾市場の調査や市内企業の情報及び本市の産業集積情報などの情報発信や
台湾企業とのビジネスマッチングサポートを行う。2年目（28年度）は、さらに台湾で開催される展
示会に出展するとともに、商談会を実施し、具体的なビジネスマッチングに繋げる。

1,062 - 5 平成27年4月
産業振興部企業支援課

042-620-7379

23 三鷹市
労働力確保

事業
商店街活性化のための人材育成・就業支援事業

地域での就業を目指している子育て中又は子育て終了後の女性を雇用し、地域の情報や商店街の情
報を発信する「地域活性化サポーターズ（仮称）」養成のためのコーディネート業務を担わせ、人
材育成と就業支援を図っていく。

4,907 1 - 平成27年7月
生活環境部生活経済課

0422-45-1151
内線2543

24 三鷹市
労働力確保

事業
貴重資料等のデジタル化等に係る人材育成・就業支援事
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27年7月
教育委員会生涯学習課

0422-45-1151
内線3315

25 三鷹市
労働力確保

事業
天文・科学情報普及事業を通した若年者の人材育成・就
業支援事業

若者を雇用し、駅前の空き店舗スペースを活用したサイエンス拠点で実施する天文・科学分野にお
ける情報発信事業に従事させ、人材育成を図るとともに、委託先での継続雇用や他企業での就業を
支援する。

7,966 2 - 平成27年9月
企画部企画経営課

0422-45-1151
内線2151

26 青梅市
労働力確保

事業
女性の再就職・若年者就職アシスト事業

27年度（1年目）については人材ビジネス会社が、地元企業の雇用動向や人材ニーズを訪問等により
ヒアリングするとともに、地域の保育所状況など就職時に必要な情報を幅広く収集し、労使双方に
とって最良の就職支援プログラムを構築する。
（28年度（2年目）については、事業対象となる女性や若者を募集し、平成27年度に構築した支援プ
ログラムを数か月にわたり実施する。）

4,000 20 - 平成27年10月
企画部企画政策課

0428-22-1111

27 調布市
労働力確保

事業
地域資料等デジタル化人材育成・就業支援事業

図書館等に保存されている地域資料等のデジタル化を進めるため、就業希望者に対してデジタル化
技術である現物のスキャニング・データ加工等の技術研修（OJT)や仕事力向上研修（OFF-JT）によ
り人材育成を行い、委託事業者での継続雇用や地域での就業を目指す。

5,935 2 - 平成27年11月
調布市立図書館
042-441-6181

28 調布市
労働力確保

事業
地域の魅力発信事業を通した人材育成・就業支援事業

NPO法人やちょうふ若者サポートステーション等と連携して，若者や若者無業者に対するアウトリー
チと人材掘り起しを行い、地域の魅力発信アプリの開発・拡張を行う事業に従事させる。新規雇用
者に対してOJT,OFF-JTによる人材育成（IT技術、アプリ開発技術の習得、社会人マナー、コミュニ
ケーション能力の向上など）を行うとともに、市内事業所でのインターンシップやNPOを通じたマッ
チングなどを行っていく。

13,328 5 - 平成27年10月
調布市郷土博物館

042-481-7656

29 小平市
労働力確保

事業
女性のための再就職支援事業

結婚や育児等により離職した女性に対し、職場復帰のためのスキルアップ研修や子育てとの両立セ
ミナー等を実施するとともに、市内事業所での就労体験を通して就業に繋げ、女性の再就職を支援
していく。

13,417 5 - 平成27年11月
地域振興部産業振興課

042-346-9534

30 西東京市
労働力確保

事業
文書管理改善を通じた人材育成・就業支援事業

未就職卒業者又は婚姻・出産等により離職をした女性を雇用し、文書管理に関する資格を有する者
のOJT及びOFF－JTによる人材育成を行うとともに、事業に従事することで文書管理に関する実務経
験の蓄積又は文書管理に関する資格（記録情報管理士等）を取得させることにより、委託先での継
続雇用を目指す。

17,334 6 - 平成27年10月
生活文化スポーツ部

産業振興課
042-438-4041

31 新島村
労働力確保

事業
新島村介護人材就労促進事業

島内外の介護人材の就労促進のため、都内就職フェア等での人材発掘を行い、一定期間雇用し、介
護に関する基礎的な研修や介護福祉士の資格取得支援などによる人材育成を行うとともに、委託先
での継続雇用を目指す。

9,955 3 - 平成27年4月
企画調整室
04992-5-0204


