
○働き方改革関連法の周知 ○推進企業応援助成金の交付
○働き方改革セミナーの実施 ○働き方改革サポートオフィス山口による事業所支援

山口市と山口労働局は「山口市雇用対策協定」を締結し、一体的に地域の雇用対策に取り組みます。

令和２年度
山口市雇用対策協定に基づく事業計画の概要

ⅰ 若者に関する取組
○新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保等
○ユースエール認定企業に係る制度の周知
〇職業理解・企業見学フェアの開催
○ＵＪＩターン就職促進事業の推進
○人材確保応援補助金の交付
○人材確保のためのサイトの運営
○新卒応援ハローワークにおける若者の就職支援
〇就職氷河期世代の方への安定した就職への支援

ⅱ 女性に関する取組
○子育て女性を対象とした託児付き再就職準備セミナーの開催
〇ひとり親家庭の女性の就職支援
○多様な働き方導入に向けた取組
○ハローワーク山口のマザーズコーナーにおける子育て中の求職者に対す
る就職支援

ⅲ 高齢者に関する取組
○高年齢求職者を対象としたアクティブシニア合同就職面接会の開催
○山口市シルバー人材センターの周知
○社会参加の推進
○ハローワーク山口の生涯現役支援窓口における就職支援

ⅳ 障がい者に関する取組
○山口市地域自立支援協議会における連携
○障がい者の福祉から雇用への移行を支援するための連携
○障がい者合同面接会の開催
○障がい者の積極的な雇用確保に関する共同要請
○障がい者雇用環境整備助成金の創設
○障がい者雇用に係るセミナーの実施
○ハローワーク山口の障がい者専門窓口における就職支援

ⅷ 生活保護受給者等に関する取組
○「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に基づく一体的
支援

ⅶ 誘致企業に関する取組
○誘致企業等の人材確保対策における一体的支援
○雇用調整を行う企業に対する緊急雇用対策
○誘致企業の求人活動における包括的かつ積極的なサポートの実施
○誘致・進出企業の人材確保に向けたミニ面接会や管理選考等の開催

１ 人材確保対策の実施及び雇用対策の推進

ⅴ 外国人労働者に関する取組
○外国人雇用管理セミナー等の開催
○外国人労働者受入に係るセミナーの実施等
○外国人雇用企業への訪問
○外国人雇用管理アドバイザーの派遣

ⅵ 福祉分野に関する取組
○介護職・保育士の人材確保に向けた取組
○介護福祉士等就職促進補助金の交付
○ハローワーク山口の人材確保対策コーナーにおける就職支援

２ 働き方改革の推進
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山口市雇用対策協定に基づく事業計画（令和２年度） 

 

山口市（以下「市」という。）と山口労働局（以下「労働局」という。）は、山口市雇用対

策協定第２条に基づき、共通の事業目標の下、連携して推進する取組等を次のとおり定める。 

 

１ 人材確保対策の実施及び雇用対策の推進 

 令和元年 12 月における山口労働局管内の有効求人倍率は 1.59 倍となり、高水準で推移

している。このような中、人手不足の深刻化がまだ解消していない状況にあり、企業からの

求人が求職を大幅に上回っていることが確認できる。 

令和２年度において、市では、積極的に人材確保策に取り組む市内企業等を支援していく

こととしており、求人側に視点を置いた「人材確保対策」と求職者側に視点を置いた「雇用

対策」の両面から取り組んでいく必要がある。 

しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整を実施する企業

や離職を余儀なくされた方々に対する「経済対策」に係る「雇用支援」ついて、機動的に取

り組んでいく。 

 

ⅰ 若者に関する取組 

  市内の学生・生徒の県内就職比率をみると、高校生、短大生・専門学校生は 80％以上

で高い水準となっているが、大学生は 31.4％と低くなっており、若者の県外流出が課題

となっている。 

  また、県内の学生・生徒の離職状況（2016年 3月卒業生の 3年以内離職率）をみると、

高校生 36.2％、大学生 34.2％となっており、若者の早期離職が課題となっている。 

  このため、若者の地元就職・定住を促進するため、若者と地元企業との出会いの場を提

供するとともに、若者の地元就職及び職場定着支援を推進する。 

  また、就職氷河期世代（35歳～54歳）の方々の活躍の場を広げるため、地域一体とな

ったプラットフォームによる対象者に応じた支援を推進していくこととする。 

（１）連携して推進する取組 

ア 新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保等 

新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保及び働き方改革の推進について、市と

労働局が連名で、地元企業に対して要請する。 

イ ユースエール認定企業に係る制度の周知 

若者の雇用管理が優良な中小企業（ユースエール認定企業）について、市と労働局
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が共同で、本制度の周知・利用促進を図る。 

（２）それぞれが実施する取組 

① 市 

 ア 職業理解・企業見学フェアの開催 

   市内中学生・高校生・大学生、その保護者を対象に、市内の中小企業者を中心と

した企業紹介・職業体験等のブースを設置した集合型企業イベントを開催する。 

イ ＵＪＩターン就職促進事業の推進 

市内事業者及び誘致企業が県外で開催される合同企業説明会等に参加した場合

の旅費等の一部について補助金を交付するなど、積極的に若年ＵＪＩターン希望

者の採用に取り組む市内事業者及び誘致企業を支援する。  

ウ 人材確保応援補助金の交付 

     人材が不足している市内企業と求職者をつなぐ事業を行う事業者に対して、人

材確保応援補助金を交付する。 

   エ 人材確保のためのサイトの運営 

市ウェブサイトの既存ページを活用し、市内企業の採用情報にアクセスしやす

い仕組みを構築し、市内企業の人材確保をサポートする。 

② 労働局 

ア 新卒応援ハローワークにおける若者の就職支援 

山口公共職業安定所（以下「山口所」という。）は、新卒応援ハローワークにお

いて、大学・短大への巡回相談、就職活動・業界研究等に関するセミナー、ミニ面

接会の開催によって、若者の地元就職及び職場定着支援を推進する。 

   イ 就職氷河期世代の方への安定した就職への支援 

     山口所は、就職氷河期世代で不安定な就労状態にある方に対し、担当者制やチー

ムによる支援で安定した就職へのマッチングを推進する。 

（３）目標 

○山口所の紹介による若者の就職件数（新卒者を除く 40歳未満）  692 件 

○新卒応援ハローワークの就職件数（新卒者）           647 件 

 

ⅱ 女性に関する取組 

少子高齢化が急速に進展する中、山口市における生産年齢人口は、2018年 11.4万人か

ら 2027 年 10.7 万人に減少すると予測されることから、これを補い、多様な働き手を確

保するため、全員参加の社会にふさわしい働き方が急務となっている。 
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このため、働くことを希望する女性求職者に対して、仕事と家庭の両立支援及び再就職

支援によって、女性の活躍を促進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 子育て女性を対象とした託児付き再就職準備セミナーの開催 

子育てをしながら働くことを希望する女性に対して、市と労働局が共催で、託児

付き「再就職準備セミナー」を開催する。 

（２）それぞれが実施する取組 

① 市 

ア ひとり親家庭の女性の就職支援 

ひとり親家庭の女性からの相談に対して、ハローワークの求人情報の提供や

関係機関の紹介など、相談者に寄り添った対応を行う。 

イ 多様な働き方導入に向けた取組 

市内企業に対して、常勤や短時間勤務など、多様な働き方の導入を啓発するセ

ミナーを実施する。 

② 労働局 

ア マザーズコーナーにおける子育て中の求職者に対する就職支援 

山口所の「マザーズコーナー」において、子育て中又は子育て後の求職者に対

して、就職実現プランの策定、仕事と子育ての両立に対応する求人開拓、求人情

報・保育情報の提供、担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介及び職業訓

練の受講あっせんを推進する。 

（３）目標 

○山口所の「マザーズコーナー」利用者の就職件数          300件 

○子育て女性を対象とした再就職準備セミナーの開催件数 ２回、参加者 40人 

 

ⅲ 高齢者に関する取組 

山口市における高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口割合）は、2018年 28.1％とな

っている。また 2027年 30.0％に達すると見込まれ、超高齢社会への対応が課題となって

いる。 

また、少子高齢化が急速に進展する中、山口市における生産年齢人口は、2018年 11.4

万人から 2027 年 10.7 万人に減少すると予測されることから、高年齢者の労働力の活用

が重要となっている。 

このため、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく、いきいきと働ける
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社会の構築に向け、企業において高年齢者が活躍できる雇用環境を整備するとともに、高

年齢者の就職支援を推進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 高年齢求職者を対象としたアクティブシニア合同就職面接会の開催 

働く意欲のある高年齢者と企業の出会いの場を提供するため、市と労働局の共催

で「アクティブシニア合同就職面接会」を開催する。 

イ 山口市シルバー人材センターの周知 

高年齢者の臨時的又は軽易な業務の就業機会を提供する「山口市シルバー人材セ

ンター」を周知する。 

（２）それぞれが実施する取組 

① 市 

ア 社会参加の推進 

    高齢者がこれまで培ってきた知識や経験を活かし、社会の中で自分の役割をもっ

て活躍することを目的に、生活支援・介護予防サポーター養成やすこやかボランティ

ア事業を実施し、地域の施設等で介護支援のボランティア活動等を行う高齢者を支

援する。 

② 労働局 

ア 生涯現役支援窓口における就職支援 

山口所の「生涯現役支援窓口」において、55 歳以上の求職者を対象に、求人の

開拓、求人情報の提供、職業相談・職業紹介、雇用関係助成金の活用によって、高

年齢者の就職支援を推進する。 

（３）目標 

○山口所の紹介による高年齢者の就職件数             715件 

○「アクティブシニア合同就職面接会」  参加企業 15社、参加者 50 人 

 

ⅳ 障がい者に関する取組 

山口所管内の障害者実雇用率は 3.64％（2019年 6月 1日現在）となっており、法定雇

用率 2.2％を上回っている。一方で、法定雇用率達成企業の割合は 53.4％となっており、

山口県全体の同割合 57.6％と比べて低い水準にある。 

このため、障がい者の雇用機会の拡大に向けて、関係機関と連携して障がい者の雇用の

場を確保するとともに、障がい特性に応じたきめ細かな就職支援を推進する。 

（１）連携して推進する取組 
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ア 山口市地域自立支援協議会における連携 

山口市地域自立支援協議会就労部会において、市、労働局及び関係機関の担当者が

定期的に集まり、事例検討、施設見学及び講習を実施する。 

イ 障がい者の福祉から雇用への移行を支援するための連携 

障がい者の福祉から雇用への移行を支援するため、市と労働局の担当者が職場実

習、求人開拓及び職場定着支援で連携し、就労準備から職場定着までの一貫した支援

を実施する。 

ウ 障がい者合同面接会の開催 

企業と障がい者の出会いの場を提供するため、市及び労働局の共催で「障害者合同

面接会」を開催する。 

エ 障がい者の積極的な雇用確保に関する共同要請 

法定雇用率の引上げに対応するため、障がい者の積極的な雇用確保について、市と

山口所が共同で地元企業に要請するとともに、法定雇用率未達成企業に対する雇用

指導を実施する。 

（２）それぞれが実施する取組 

① 市 

ア 障害者雇用環境整備助成金の創設 

雇用機会の拡大や市内の中小企業の人材確保対策を目的に、障がい者を雇用

する上で必要となる、施設・設備等や定着支援に要する経費を助成する制度を新

たに立ち上げる。  

イ 障がい者雇用に係るセミナーの実施 

障がい者を既に雇用している企業又は雇用を検討している企業に対して、雇

用後のフォローアップや職場定着につながるセミナーを実施する。 

② 労働局 

ア 障がい者専門窓口における就職支援 

山口所の障がい者専門援助部門において、担当者制によるきめ細かな職業相

談・職業紹介、関係機関と連携した職域開発・職場定着支援、雇用関係助成金の

活用によって、障がい者雇用を推進する。 

（３）目標 

○山口所の紹介による障がい者の就職件数     178件 

○障がい者合同面接会の参加企業  30社、参加者 120人 
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ⅴ 外国人労働者に関する取組 

  山口所管内における外国人労働者数は 1,783人（2019年 10月末）となっており、山口

県内の 20.9％を占めている。 

  新たな在留資格「特定技能」の受入が本格化し、外国人労働者の増加が見込まれること

から、関係機関が連携して雇用の安定を図る。 

（１）連携して推進する取組 

ア 外国人雇用管理セミナー等の開催 

市と労働局の共催により、外国人雇用事業主、これから雇用を考えている事業主に

対して、雇用管理や日常生活、社会生活上の支援の必要性についてセミナーを開催す

る。 

（２）それぞれが実施する取組 

  ① 市 

ア 外国人労働者受入に係るセミナーの実施等 

外国人労働者を既に受け入れている企業又は受入れを検討している企業に対し

て、受入前の準備や受入後のフォローアップ、職場定着につながるセミナーを実施

する。また、外国人労働者の日常生活を支援するため、地域の多文化共生を推進す

る。 

  ② 労働局 

ア 外国人雇用企業への訪問 

外国人労働者雇用管理指針の周知・啓発を行うとともに、新たな在留資格に基づ

く適正な雇用管理に関する助言・指導等を行う。 

イ 外国人雇用管理アドバイザーの派遣 

  外国人の雇用管理に不安を抱える企業に対して、労働局の委託している雇用管

理アドバイザーを派遣する。 

（３）目標 

○外国人雇用管理セミナー実施回数 １回 

○外国人雇用企業への訪問件数  20件 

 

ⅵ 福祉分野に関する取組 

介護・医療・保育などの福祉分野については、今後の需要拡大が見込まれるとともに、

人材不足問題が深刻化している。山口県における福祉関連職種の有効求人倍率は 2.97倍

（2019年 12月）となっており、全体の有効求人倍率 1.59倍を大幅に上回っている。 
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このため、人材不足の福祉分野において、求人・求職のマッチング支援、雇用管理改善

支援によって、福祉分野の人材確保対策を推進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 介護職の人材確保に向けた取組 

市と労働局は共催で、介護職の就職支援セミナー及び面接会を開催するとともに、

介護事業者の介護人材確保対策を支援する。  

  イ 保育士の人材確保に向けた取組 

市と労働局は共催で、保育士職場体験講習会及び市内保育園の面談会を開催する。 

（２）それぞれが実施する取組 

  ① 市 

   ア 介護福祉士等就職促進補助金の交付 

介護職の人材確保に向けた取組として、初めて市内の事業所へ就職する介護福

祉士等に対して、転入・転居に伴う引越し代などの移転費用の一部を助成する。 

② 労働局 

ア 山口所の「人材確保対策コーナー」における就職支援 

山口所の「人材確保対策コーナー」において、求人情報の提供、担当者制による

きめ細かな職業相談・職業紹介、求人充足サービス、面接会・職場見学会の開催、

職業訓練の受講あっせんによって、福祉、建設、運輸、警備分野の人材確保対策を

推進する。 

（３）目標 

○山口所の「人材確保対策コーナー」における就職件数  735件 

○介護職の就職支援セミナーの開催件数    ３回、参加者 30人 

○保育士の面談会の開催件数              １回、参加者 10人 

 

ⅶ 誘致企業に関する取組 

山口市の定住・交流人口を増加させていくためには、雇用の創出が喫緊の課題であり、

市内における雇用の機会を増加させるため、戦略的かつ積極的に企業誘致を推進する必

要がある。 

このため、「山口市企業立地促進条例」に基づき、各種優遇制度を活用し、地域経済へ

の波及効果が期待できる企業誘致を推進するとともに、企業の経営環境や雇用環境の充

実を図ることで、市における雇用の拡大を促進する。 

とりわけ、誘致企業による雇用環境については、新型コロナウイルス感染症による影響
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が懸念されるものの、近年は人材確保が困難な状況が続いており、今後の企業誘致活動に

支障をきたす恐れもあることから、効果的・効率的な求職と求人のマッチングを推進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 誘致企業等の人材確保対策における一体的支援 

市は労働局に対して、誘致・進出企業に係る情報を提供し、労働局は市に対して、

管内雇用状況及び雇用支援制度に係る情報を提供することで、市と労働局が連携し

て、誘致・進出企業の人材確保を支援する。 

イ 雇用調整を行う企業に対する緊急雇用対策 

倒産、大量解雇及び退職勧奨などの雇用調整を行う企業に対して、市と労働局が連

携して、早期に情報共有を図るとともに、関係機関を集めた「雇用対策本部」及び「ア

シストハローワーク」を設置して、迅速かつ一体的に緊急雇用対策を実施する。 

（２）それぞれが実施する取組 

  ① 市 

   ア 新たな産業団地の整備等を通じ、引き続き、積極的に企業誘致を進めるとともに、

関係機関との連携等を深めるなど、誘致企業の求人活動について包括的かつ積極

的なサポートを行う。 

② 労働局 

ア 誘致・進出企業の人材確保に向け、ミニ面接会や管理選考等を開催し充足支援を

行う。 

 

ⅷ 生活保護受給者等に関する取組 

  景気が回復基調にある中で、山口市の生活保護受給者は 1,395人、保護率は7.13‰（2020

年 1月末現在）となっており減少傾向にある。しかしながら、リーマンショックの影響を

受けた 2008年度と比較すると依然として高い水準にある。 

このため、市と労働局が連携して、生活保護受給者等の生活・就労支援を一体的かつ効

果的に推進し、一人でも多く就職に結びつけ自立した社会生活への移行を促進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に基づく一体的支援 

市と労働局は、2013 年 4 月に締結した「生活保護受給者等就労自立促進事業に関

する協定書」に基づき、生活保護受給者等に対して、生活・就労の相談、求人情報の

提供、担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介、職業訓練情報の提供を推進す

る。 
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（２）目標 

  ○山口所における生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者  128人 

○支援対象者のうち就職件数                     86件 

 

２ 働き方改革の推進 

山口市が平成 29年 12月に実施した山口市まちづくりアンケートによると、「山口市はワ

ーク・ライフ・バランスがとれたまちだと思いますか」という問いに対し、「とても思う・

どちらかといけば思う」が 44.5％、「どちらかといえば思わない・思わない」が 39.3％とな

っている。しかし、年齢別で分析すると、30歳代、40歳代、50歳代、65～69歳では後者の

方が高い割合となっている。 

また、国においては、平成 31年 4月から働き方改革関連法が順次施行されている。 

こういった状況を踏まえ、現在の働き方の見直しなど、働き方改革に向けた取組の契機を

設け、働き方改革によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進する。 

（１）連携して推進する取組 

ア 働き方改革関連法の周知 

令和３年４月から中小企業に適用され、「パートタイム有期雇用労働法」の周知を

図るため、市と労働局の共催による説明会の開催について検討する。 

（２）それぞれが実施する取組 

① 市 

ア 働き方改革セミナーの実施 

  従業員 20人未満の事業所を対象とした働き方改革セミナーを実施する。 

 イ 推進企業応援助成金の交付 

   働きやすい職場環境づくりなど働き方改革をテーマとした自社研修を開催する

従業員 20人以上 50人未満の事業所に対して研修費用などの支援を行う。 

② 労働局 

ア 働き方改革サポートオフィス山口による事業所支援 

「働き方改革サポートオフィス山口」を設置し、労務管理・企業経営等の専門家

による電話相談や企業訪問相談、出張相談会等を実施し、中小企業・小規模事業者

等に対する働き方改革推進の支援を行う。 

（３）目標 

○推進企業応援助成金交付数 10件 



令和２年度事業計画目標値一覧

項　　目 説　　明 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度

（令和元年度）

☆山口所の紹介による若年者の就職件数
若年求職者の定義が40歳未満としてい
ること。（40歳未満の年長フリーター
を含む）

９１４件 ８４９件 ７３５件 ６９２件
   ６９２件

(735件)
労働局

☆山口所の「新卒応援ハローワーク」利用者の就職件数
国の施策として、就職支援ナビゲー
ター：若年者（旧学卒ジョブサポー
ター）の支援による正社員就職件数

６６５件 ６９５件 ６６０件 ６３３件
　６４７件
（630件）

労働局

☆山口所の「マザーズコーナー」利用者の就職件数 ３７９件 ３９１件 ３３５件 ２８６件
  ３００件
（350件）

労働局

☆「子育て女性を対象とした再就職準備セミナー」開催件
数、参加求職者

２回
３８人

２回
２９人

２回
２９人

２回
３４人

２回・４０人
（２回・40人）

労働局

☆山口所の紹介による高年齢者の就職件数 55歳以上の求職者の就職件数 ７１０件 ６８３件 ７５４件 ７５６件
　　７１５件

（715件）
労働局

☆「アクティブシニア合同就職面接会」の参加企業、参加求
職者

２２社
５０人

２１社
４８人

１９社
４０人

１５社・５０人
（15社・50人）

山口市

☆山口所の紹介による障がい者の就職件数
国の施策（ハローワークの総合評価）
として、前年実績以上を目指すとして
いる。

１５２件 １６２件 １７２件 １７８件
　　１７８件

（172件）
労働局

☆障がい者合同面接会の参加企業、参加求職者（障害者） ※年１回の開催によるもの。
３２社

１１６人
３３社

１１２人
３０社

１０４人
３５社
９５人

３０社・１２０人
（30社・120人）

労働局

☆外国人労働者受入れに係るセミナー実施回数 ０回
１回

（1回）
山口市

☆外国人雇用企業への訪問件数 １４件 １４件 １２件 ２０件
　２０件
（17件）

労働局

☆山口所の「人材確保対策コーナー」における就職件数
介護・看護・保育・建設分野の就職件
数

６３０件 ５５７件 ５１５件 ７５６件
　　７３５件

（675件）

労働局
31年度から介護・看護・保育分野
及び建設分野の就職件数

☆介護職の就職支援セミナーの開催件数、参加者
４回

４８人
３回

２２人
３回

２４人
３回・３０人

（3回・39人）
山口所

☆保育士の面接会の開催件数、参加者
１回
６人

１回
５人

１回
４人

１回・１０人
（1回・10人）

山口所

☆山口所における生活保護受給者等自立促進事業の支援対象
者、支援対象者のうち就職件数

※支援対象者は市からの送り出し人数
２４２人
１８２件

２０３人
１５３件

１３０人
１１１件

１６３人
１２６人

 １２８人・８６件
（130人・87件）

労働局

☆推進企業応援助成金交付数 ５件
１０件

（2件）
山口市

注１）目標値の(　)は平成31年度（令和元年度）目標値です。

データ出所等
目標値

 (令和２年度）
連携項目

目　　標

８　働き方改革の推進

１　若者に関する取組

２　女性に関する取組

３　高年齢者に関する取組

４　障がい者に関する取組

６　福祉分野に関する取組

７　生活保護受給者等に関する取組

５　外国人労働者に関する取組

実　　績


