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現状と課題・実施内容

（１）現状と課題
新型コロナウイルス感染拡大に伴う業績の悪化により、一時的に従業員の雇用維持に苦慮している企業がある一方で、

新型コロナウイルスの「新たな日常」の中で需要が増している業種や、一時的に多くの労働力を必要とする業種、慢性

的に労働力が不足している業種があり、雇用の需給ミスマッチが生じている。

この解消に向けて、関係機関と連携し、労働力が不足する事業者情報をホームページ等に掲載し、労働力に余剰のあ

る事業者との労働力シェアマッチングの支援を行う。

（２）実施内容
①人材受入可能事業者の開拓

各種支援機関、経済団体、農業団体等と県関係課が連携し人材受入可能事業者の開拓を実施する。

②在籍型出向の活用による雇用維持への支援

・国が実施する「在籍型出向等支援事業」において、出向の送出企業と受入企業とのマッチングを支援するとともに、

出向元・出向先双方を対象とした「産業雇用安定助成金」を活用し、在籍型出向を支援する。

・県内事業者の雇用維持を支援するため、在籍型出向制度を活用し、在籍型出向による人材の受入れを行った事業主

に対して、給付金を支給する。

③労働力シェアマッチング支援特設サイトでの求人情報発信

特設サイト「労働力シェアリング」 https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/

④労働力シェアマッチング支援特設サイトの周知及び活用支援

協議会構成団体は送出しニーズが高い業界団体、事業者に特設サイトの周知を図るとともに活用に係る支援を行う。

⑤社会保険労務士等による相談対応

事業者間の人材融通を行う上で発生する各種問題に対応するため社会保険労務士による相談対応を実施する。

国

県
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＜実施状況＞人材受入可能事業者の開拓

各種支援機関、経済団体、業界団体等と県関係課が連携し人材受入可能事業者の開拓を実施

〇 協議会事業の広報チラシを作成・配布

・金融機関窓口等での配架

・各種関係団体参加企業へDM

〇 メールマガジン等での周知

・岐阜県中小企業総合人材確保センターによる企業向

けメルマガの配信（月１回）

・各種関係団体参加企業へのメルマガの配信

・商工会連合会による商工Ｎｅｗｓの配信

〇新型コロナウイルス感染症の影響による県内雇用環境の変化に関する緊急アンケートの実施

・業種や地域のバランスを考慮し、県内１，１３１事業所に対してアンケートを実施

・人材受入を検討する事業所に対してヒアリング、求人情報の掲出を依頼

【取組実績】
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＜実施状況＞労働力シェアマッチング支援特設サイトでの求人情報発信

在籍型出向、人事交流、兼業・副業の求人情報を発信する特設サイト「労働力シェアリング」

を開設・求人情報を発信

〇特設サイト「労働力シェアリング」開設（R2.12.1）

https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/

・ジンチャレ！求人票を「在籍型出向、人事交流、兼業・副業」の雇用形態で作成可能に改修

・上記雇用形態を作成した場合、特設サイト「労働力シェアリング」とデータ連携

〇 有効求人件数（R3.５.１０時点）

【取組実績】

業種 兼業・副業 出向 総計
医療・福祉 19 17 36
建設業 4 4
製造業 2 2
サービス業 1 1

総計 19 24 43

https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/
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＜実施状況＞労働力シェアマッチング支援特設サイトの周知及び活用支援

送出しニーズが高い業界団体、事業者に特設サイトの周知を図るとともに活用に係る支援を

実施

〇 協議会事業の広報チラシを作成・配布

・金融機関窓口等での配架

・各種関係団体参加企業へDM

〇 メールマガジン等での周知

・岐阜県中小企業総合人材確保センターによる企業向

けメルマガの配信（月１回）

・各種関係団体参加企業へのメルマガの配信

〇県内航空宇宙関連企業向け支援施策説明会での事業周知（R3.3.25）

・雇用維持・継続人材マッチング支援事業の説明

【取組実績】
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＜実施状況＞社会保険労務士等による相談対応

事業者間の人材融通を行う上で発生する各種問題に対応するため社会保険労務士等による相

談対応を実施

〇 社会保険労務士による無料相談受付窓口を設置

・就業規則、労働契約に関する相談だけではなく

求人情報の出し方等にも対応

【取組実績】

令和３年度は、毎月第二金曜日に社会保
険労務士によるオンライン相談を実施

【相談例】

【使用ツール】 Zoom

【対象】 企業経営者、人事労務担当者等

NO 業種 圏域 相談ｶﾃｺﾞﾘ 出向 相談内容

1 医療・福祉 飛騨 出向 受入
出向契約の事前社内整備

（就業規則・労働契約等）

2 医療・福祉 岐阜 兼業・副業 -
兼業・副業の

労働シェアリング参加手順

3 製造 岐阜 出向 送出 送出企業の手順

4 製造 飛騨 出向 受入
受入企業

求人票作成について

5 金融 岐阜 出向 受入 受入企業について

6
食品

製造販売
東濃 兼業・副業 - 企業登録の手順

7 運輸 東濃 出向 受入 労働力シェアリング参加手順

8 製造 東濃 出向 受入 送出し企業との交渉について

9 製造 東濃 出向 受入
求人票の出し方と出向の手順

について

10 専門 岐阜 出向 受入
求人票の出し方と労働力シェアリングの仕組み、助成

金について

11 運輸 東濃 出向 受入 労働力シェアリング参加手順

12 製造 西濃 出向 受入
労働力シェアリング仕組み、参加手順

産雇センターに関して

13 製造 中濃
出向

兼業副業
受入

労働力シェアリングの仕組み、社労士の必要性

助成金の有無

14 製造 西濃 出向 受入
労働力シェアリングの仕組み

産雇センター・社労士に関して

助成金説明

15 製造 中濃 出向 受入 労働力シェアリングの仕組み

16 製造 岐阜 出向 受入
労働力シェアリングの仕組み

助成金について



・有効求人件数（5月10日現在）：43件

▼業種別（5月10日時点有効求人）

▼企業別

特設サイト「労働力シェアリング」求人情報　掲載状況
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

有効求人票件数 推移グラフ

出向 兼業・副業

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

出向 12件 15件 18件 21件 26件 29件 24件

兼業・副業 5件 21件 21件 19件 15件 21件 19件

合計 17件 36件 39件 40件 41件 50件 43件

NO 企業名 圏域 業種 出向 兼業・副業 総計

1 エステートホーム 岐阜 医療・福祉 11 6 17

2 和光会 岐阜 医療・福祉 13 13

3 ＹＫＡ 岐阜 医療・福祉 3 3

4 社会福祉法人岐阜老人ホーム 岐阜 医療・福祉 2 2

5 社会福祉法人清流会 中濃 医療・福祉 1 1

6 日産工業株式会社 飛騨 建設業 1 1

7 株式会社タイメック 中濃 製造業 1 1

8 東海西濃運輸株式会社 東濃 建設業 1 1

9 インラック株式会社 岐阜 サービス業 1 1

10 セントラル建設株式会社 東濃 建設業 1 1

11 向陽信和株式会社 東濃 建設業 1 1

12 株式会社東和製作所 中濃 製造業 1 1

13 株式会社関ケ原製作所 西濃 製造業

14 株式会社丸治コンクリート工業所 東濃 製造業

15 株式会社東海 岐阜 サービス業

16 株式会社中央物産 東濃 製造業

17 株式会社中部熱処理 中濃 製造業

18 株式会社コムズ 中濃 製造業

合計 24 19 43

業種 兼業・副業 出向 総計

医療・福祉 19 17 36

建設業 4 4

製造業 2 2

サービス業 1 1

総計 19 24 43

※5月10日時点

企業別圏域別グラフ（累計）

岐阜
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33.3%

中濃
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27.8%

東濃

5

27.8%

飛騨

1

5.6%

西濃

1

5.6%

現在求人票掲載なし



労働力
シェアリング

特設サイト

送出企業 受入企業

求人情報

※出向については（公財）産業雇用安定センターにてマッチング可能

（在籍型出向、人事交流、兼業・副業）

山路を登りながら

岐阜県の雇用維持 ・ 継続人材マッチング支援

特設サイト 《労働力シェアリング》緊急OPEN !
「働き手」を活かす、つなぐ。

新型コロナウィルス感染症の影響で雇用維持に苦慮する事業者と人手不足の事業者の人材マッチングを支援します。

岐阜県

岐阜県求人データベース
「ジンチャレ！求人ぎふ」

閲覧

山路を登りながら

山路を登りながら
山路を登りながら

山路を登りながら

山路を登りながら

相談 ⇔交渉 成立 相談

求人情報

▶労働力シェアマッチングの仕組み

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、 一時的に従業員の雇用維持に苦慮している業種がある一方で、 「新たな日常」
の中、 需要が増している企業等があり雇用の需給ミスマッチが生じています。 岐阜県ではこの解消に向け特設サイト
「労働力シェアリング」 を開設し、 労働力が不足する事業者と余剰のある事業者の雇用維持 ・ 労働力シェアマッチング
の支援を行います。

岐阜県では、 幅広い求職者の支援拠点 「岐阜県総合人材チャレンジセンター （愛称 ： ジンチャレ！）」 において、
求職 ・ 求人データベースシステム （ジンチャレ！求人ぎふ） により、 業種関係なく求人情報を提供しています。
　このたび、 「ジンチャレ！求人ぎふ」 に登録された求人情報のうち、 在籍型出向、 人事交流、 兼業 ・ 副業の
求人情報を見やすく発信する特設サイト 「 労働力シェアリング」 を開設しました。

【求人情報を登録すると】
〇在籍型出向、 人事交流
　雇用維持に苦慮している事業者が出向の受入を希望する場合、 直接連絡があります。
〇兼業 ・ 副業
　兼業 ・ 副業可能な人材が就業したい場合直接連絡があります。

雇用維持 ・ 継続人材マッチング支援とは

特設サイト 労働力シェアリング

社労士社労士

URL：https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/

▼特設サイトはこちら



* 特設サイト 労働力シェアリングご利用手順

①求人票の登録

②人材の受入調整

③人材受入の報告

①人材受入情報の確認

②送出し条件の調整

岐阜県

【受入企業】 人材を求める事業者の皆様へ

【送出企業】 雇用を維持したい事業者の皆様へ



誕生！ 新・雇用形態が実現する「新しい人材獲得のカタチ」

在籍型出向
人事交流
兼業・副業
ジンチャレ！求人票が『人材マッチングにつながる新しい雇用形態』で作成可能になりました。
新・雇用形態＜在籍型出向・人事交流・兼業・副業＞いずれかのジンチャレ！求人票を
作成していただくことで、特設サイト 「労働力シェアリング」とデータ連携し、
事業者間で求人情報を共有、人材のスピード確保につながります。

新たな
人材獲得の
チャンス！

岐阜県中小企業総合人材確保センター

人材確保にお困りの事業者様へ

▼まずはこちらで、ジンチャレ！求人票作成
→雇用形態を出向、人事交流、兼業・副業に！ ▼雇用形態＜在籍型出向・人事交流・兼業・副業＞で自動掲載されます。

URL : https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/ URL : https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/

＜在籍型出向や兼業・副業の例＞

・観光バス運転手が物流会社のトラック運転手に

・輸送用機器製造業から建設機械部品製造業へ

・休業等を余儀なくされている企業の従業員等を
短期の農業労働力へ

・レストランや旅館の調理師がスーパーの
バックヤード調理師へ



新・雇用形態とは
＜在籍型出向・兼業・副業＞

在籍型出向とは

在籍出向とは、社員としての籍を残したまま他社で勤務させる人
事異動のひとつ。具体的には、出向元と出向先とが対象社員につ
いての出向契約を締結することで、社員との労働契約を維持し
たまま、その労働契約の権利の一部を出向元から出向先に譲渡
させ、出向先で業務を行わせることが可能になるもの。

＊在籍型出向のメリット
〇出向元
人材の雇用維持、固定費（人件費）の削減

〇出向先
固定費（人件費）を抑えることのできる人材の確保

〇出向労働者
雇用・賃金の維持

※賃金の負担方法等、事業者間の人材融通を行う上で
発生する各種問題に対応するため社会保険労務士に
よる無料相談を実施しております。

出向元 出向先

労働者

出向契約
※労働契約の一部譲渡

労働契約
指揮命令関係

労働契約 労働提供

兼業・副業

兼業・副業を希望する者は年々増加傾向にあります。理由は「収入を増やしたい」「1つの仕事だけでは生活でき
ない」「自分が活躍できる場を広げる」「様々な分野の人とつながりができる」「時間のゆとりがある」「現在の仕
事で必要な能力を活用・向上させる」等様々であり、また形態も正社員・パート・アルバイト・会社役員・起業によ
る自営業主等さまざまです。

岐阜県中小企業総合人材確保センター

岐阜市薮田南5-14-12  岐阜県シンクタンク庁舎2階
TEL 058-278-1146  FAX 058-278-1148
E-Mail : kigyo@jinzai-gifu.jp

お問い合わせ

【産業雇用安定センターとは】
労働力需給に関する変化に対応した労働力の産業間、企業間移動の円滑化に寄与するため、
全国ネットワークで人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業の取り繋ぎを行う公的機関。

＜サービス内容＞
・再就職、出向等の人材マッチング
・人材育成、交流、キャリアステップアップのための出向支援
・キャリア人材バンク 等

【社会保険労務士による無料相談受付窓口】
TEL：０５８－２７８－１１４６
（岐阜県中小企業総合人材確保センター内）

＜留意点＞
・在籍型出向での人材受入を希望される企業は、ジンチャレ！求人データベースへ登録してください。
併せて、産業雇用安定センターへの登録をお勧めします。

URL : https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/
▼


