
下関市と山口労働局は「下関市雇用対策協定」を締結し、一体となって地域の雇用対策に取り組
みます。

令和３年度
下関市雇用対策協定に基づく事業計画の概要

○新規大学等卒業予定者向けのマッチング支援の共催
○企業への新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保を共同要請
○既卒３年以内の未就職者の新卒枠での応募機会の確保を共同要請
○ユースエール認定企業に係る制度の周知
〇地元企業への就職意識の醸成
○就職氷河期世代等のマッチング支援の共催

① 若者等の雇用対策

○未就職の女性を対象とした就職説明会等の共催

○マザーズコーナー及びプラザ下関内の「女性活躍支援窓口」での相談による、保育関連サービスの情報提
供及び就職支援の共同実施
○子育て女性を対象とした再就職準備セミナーの共催
○「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」の周知・広報

② 女性の雇用対策

○高年齢者を対象とした就業意欲喚起セミナーの共催
○55歳以上の求職者を対象とした就職面接会の共催
○65歳までの雇用確保（義務）、70歳までの就業確保（努力義務）に関する共同要請
○下関市シルバー人材センターの就業支援を労働局で周知

③ 高年齢者の雇用対策

○障害者合同面接会の共催
○障害者の福祉から雇用への移行を支援するための日常的な連携
○下関市自立支援協議会における連携
○障害者雇用率の引上げに対応した障害者の積極的な雇用確保に関する共同要請
○難病患者の就労に向けた支援や出張相談の情報提供

④ 障害者等の雇用対策

○生活保護受給者や生活困窮者等の就労支援を共同実施
○平成27年5月19日に市と下関所との間で締結された「生活福祉・就労支援コーナーの生活保護受給者等就
労自立促進事業に関する協定書」に基づく一体的実施事業の促進

⑤ 生活保護受給者等の雇用対策

○誘致企業の人材確保対策
○人材不足分野の人材確保に向けた取組
〇雇用調整を行う企業に対する迅速な雇用対策

⑥ 誘致企業等の人材確保対策

◎ウィズコロナ時代における多様な働き方への対応
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下関市雇用対策協定に基づく事業計画（令和３年度） 

  

下関市雇用対策協定第２条に基づき、下関市（以下「市」という。）と山口労働局（以下「労

働局」という。）が共通の事業目標の下、連携して推進する取組内容等を次のとおり定める。 

 

◎ウィズコロナ時代における多様な働き方への対応 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、事業継続や従業員の雇用維持を図るた

め、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金などで対応してきた。また、やむを得ず離職され

た方々には、職業訓練による能力開発や早期再就職に向けた支援に取り組んできた。 

ウイズコロナ時代における今後の働き方として、デジタル化の流れに対応した人材開発や

テレワークへの転換など、多様な働き方の定着に取り組むことが重要な課題となっている。 

 そこで、暮らしと雇用を守るため、ウィズコロナ時代に対応した雇用対策に取り組んでい

く必要がある。 

 

１．若者等の雇用対策 

（１）現状と課題 

    下関市の人口は、258 千人(15～34 歳：43 千人)(2020 年 12 月 31 日現在 下関市総

務課集計)であり、2025 年には約 6.6％減少し 241 千人(15～34 歳：40 千人)と推計さ

れている(国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成 30年３

月推計))。このように人口減少が著しい下関市にあって、本市産業を担う労働力の確

保が重要な課題である。 

    このため、新規大学等卒業予定者の地元就職を促進し、産業を担う若年就業者を確

保するため、市と労働局が連携して、地元就職を希望する学生と、地元の魅力ある企

業とのマッチングの場の創出や、就職関連情報の積極的な発信など若年者の就職に向

けた支援を行うとともに、中学生、高校生等に地元での就職や多様な働き方について

の意識を啓発するため、地元企業の魅力が体験できるキャリア教育を推進する。また、

就職氷河期世代等の活躍の場を広げるマッチング支援を展開する。 

（２）連携して推進する取組 

   ア 新規大学等卒業予定者向けのマッチング支援の共催 

市内・県内及び県外進学者のうち、地元就職を希望する学生等を対象に、市と労
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働局の共催によるマッチング支援を実施し、地元就職を促進する。 

   イ 企業への新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保を共同要請 

市、労働局の連名で、新規学校卒業予定者の正社員採用枠の確保について、企業

へ要請する。 

   ウ 既卒３年以内の未就職者の新卒枠での応募機会の確保を共同要請 

市、労働局の連名で、既卒３年以内の未就職者の新卒枠での応募機会の確保に  

ついて、企業へ要請する。 

   エ ユースエール認定企業に係る制度の周知 

 市及び労働局が共同で、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）に係る制度の周知を図るとともに、該当企業の求人・求職のマッチングを支援

する。 

   オ 地元企業への就職意識の醸成 

中高大学生等に加え保護者等も対象とした職業体験イベント「しものせき未来 

創造 jobフェア」を市と労働局の共催により開催する。 

カ 就職氷河期世代等のマッチング支援の共催 

就職氷河期世代を含む幅広い世代を対象に、市と労働局の共催による就職説明会等

を開催する。 

（３）目標 

  ○下関公共職業安定所（以下「下関所」という。）の紹介による若年者の就職件数 

924件 

  ○下関所ハローワークプラザ下関の「新卒応援コーナー」利用者の就職件数 

485件 

  ○マッチング支援の実施による就職決定者                50人 

 

２．女性の雇用対策 

（１）現状と課題 

我が国の女性の労働力率は、結婚・出産期に当たる年代にいったん低下し、育児が 

落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描くことは知られ 

ており、そのカーブは以前に比べて浅くなっている(平成 30年では 35～39歳（74.8％）

がＭ字の底となっている)が、平成 30 年における女性の非労働力人口 2,721 万人のうち
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237万人が就業を希望している(内閣府男女共同参画局『男女共同参画白書』令和元年版)。

下関市での女性人口(15～64 歳)は 70 千人(2020 年 12 月 31 日現在 下関市総務課集計)

であり、2025 年には 64千人と推計されている(国立社会保障・人口問題研究所『日本の

地域別将来推計人口』(平成 30 年３月推計))。このため、働くことを希望する女性の雇

用を拡大するための支援や、再就職及び能力開発の支援など、女性の活躍を促進する支

援の充実を目指す。 

（２）連携して推進する取組 

   ア 未就職の女性を対象とした就職説明会等の共催 

     女性が活躍し、輝くことのできる機会を創出するために、結婚、出産、育児、介

護などの事情で離職している女性に対して、市と労働局の共催による、就職説明会

等を開催し、再就職を促進する。   

イ 下関所マザーズコーナー及びハローワークプラザ下関に設置の「女性活躍支援窓

口」での相談による、保育関連サービスの情報提供及び就職支援の共同実施 

     市民の交流と子育て支援の拠点施設である「ふくふくこども館」においては、ハ

ローワークプラザ下関内の「女性活躍支援窓口」に誘導しての職業相談を実施し、

その相談情報をマザーズコーナーに提供する。実施にあたって、市は、保育所や子

育て支援サービス等の情報を労働局へ定期的に提供し、労働局は、マザーズコーナ

ーにおいて、担当者制による個々のニーズに応じた就職支援や保育関連サービスの

情報提供を行う。 

   ウ 子育て女性を対象とした再就職準備セミナーの共催 

子育てをしながら働くことを希望する女性に対して、市と労働局の共催による、

託児付きの「再就職準備セミナー」を開催する。 

エ 「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」の周知・広報 

市及び労働局が共同で、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」の

周知・広報を実施する。 

（３）目標 

  ○下関所マザーズコーナー利用者の就職件数           450件 

  ○「子育て女性を対象とした再就職準備セミナー」等の開催件数、参加求職者数 

２回、50人 



 

4 

 

３．高年齢者の雇用対策 

（１）現状と課題 

少子高齢化が急速に進行し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、65歳以上の就業 

希望者は約 100万人と推計される(総務省『就業構造基本調査』(平成 24年)。下関市で 

の高年齢者人口(65歳以上)は、92千人（2020年 12月 31日現在 下関市総務課推計）

であり、2025年には 88千人と推計されている(国立社会保障・人口問題研究所『日本の

地域別将来推計人口』(平成 30年３月推計))。このため、人生 100年時代を見据え、労

働力の確保及び高年齢者の生きがいづくりの観点から、働く意欲のある高年齢者がこれ

までに培った能力や経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる環境を整えるため、高

年齢者の就業に向けた支援の充実を目指す。 

（２）連携して推進する取組 

   ア 高年齢者を対象とした就業意欲喚起セミナーの共催 

     働く意欲のある高年齢者の就業意欲を喚起するために、市と労働局の共催による

セミナーを開催する。 

   イ 55歳以上の求職者を対象とした就職面接会の共催 

     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

による合同就職面接会を開催する。 

   ウ 65 歳までの雇用確保（義務）、70 歳までの就業確保（努力義務）に関する共同要

請 

市、労働局の連名で、65 歳までの雇用確保（義務）、70 歳までの就業確保（努力

義務）について、企業へ要請する。 

   エ 下関市シルバー人材センターの就業支援を労働局で周知 

     労働局は職業相談で訪れた高年齢者が、臨時的・短期的又は軽易な業務への就業

を希望する場合、これらの業務に係る就業機会を提供する下関市シルバー人材セン

ターを案内する。 

（３）目標 

  ○下関所の紹介による高年齢者の就職件数           1,200件 

  ○セミナーの参加者                       50人 

  ○合同就職面接会の参加企業、参加求職者数        30社、100人 
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４．障害者等の雇用対策 

 （１）現状と課題 

障害者雇用率については、平成 30年４月１日に 2.0%から 2.2%に引き上げられた中、

下関所管内の障害者実雇用率は 2.11％（令和２年６月１日現在）に止まり、法定雇用

率（2.2％）を大幅に下回るとともに、全国平均の実雇用率 2.15%をも下回っている。  

更に、令和３年３月 1日より障害者雇用率が 2.3％に引き上げられたことにより、企

業には、これまで以上に積極的に障害者を雇用することが求められている。 

企業による障害者雇用を促進するためには、企業が障害者の就労への理解を深め、

障害特性に応じた受入体制を整えるとともに、採用後の職場定着支援に取り組むこと

が重要である。 

また、障害者が住み慣れた地域で安心して安定した職業生活をおくるためには、関

係機関と連携しながら、障害特性に応じたきめ細かな支援を継続的に行う必要がある。 

さらに、就労を希望する障害者が就職し働き続けるためには、就労のための準備か

ら定着まで一貫した支援を受けることが必要である。 

このため、企業が障害者雇用への理解と認識を深め、障害のある求職者に対してよ

り多くの就業機会を提供することを目指す。 

 （２）連携して推進する取組 

  ア 障害者合同面接会の共催 

    企業と障害者の出会いの場を提供するために、市と労働局の共催による「障害者合

同面接会」を開催する。 

  イ 障害者の福祉から雇用への移行を支援するための日常的な連携 

    障害者の福祉から雇用への移行を支援するため、市、労働局の担当者が実習、求人

開拓、職場定着支援等を通して連携し、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 下関市自立支援協議会における連携 

 下関市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、講習を行うことにより課題の共有・解決を図る。 

エ 障害者雇用率の引上げに対応した障害者の積極的な雇用確保に関する共同要請 

市、労働局の連名で、障害者雇用率の引上げへの対応及び障害者の積極的な雇用確

保について、企業へ要請する。 



 

6 

 

オ 難病患者の就労に向けた支援や出張相談の情報提供 

就職を希望する難病患者に対し、症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や在

職中に難病を発症した患者の雇用継続等について総合的な支援を行うため、労働局に

配置されている｢難病患者就職サポーター｣による出張相談の窓口を設置し、難病患者

の就労に向けた支援や出張相談の情報提供を行う。 

（３）目標 

  ○下関所の紹介による障害者の就職件数              187件 

  ○障害者合同面接会の参加企業、参加求職者数（障害者） 

                        30社、100人 

 

５．生活保護受給者等の雇用対策 

（１）現状と課題  

令和２年３月末での保護世帯数、保護率は 3,204世帯、15.17‰、依然として高い状

況にあり、特に、失業等を理由にする「その他世帯」は 377世帯となっており景気回

復基調の状況下、生活保護世帯は平成 23年度を 100とした場合、令和元年度は 92.3

であり減少傾向であるが、これらの対象者に対する能力開発、就労支援が重要な課題

となっている。 

これに対応するため、平成 27 年５月 19 日に市と下関所との間で締結された「生活

保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に基づいて強化していく必要があり、

市と労働局の緊密な相互連携により、就労支援に関するワンストップ窓口の設置によ

る生活保護受給者等の就職による経済的自立を目指す。 

（２）連携して推進する取組 

    ア 生活保護受給者や生活困窮者等の就労支援を共同実施 

    市と労働局は、生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住居確保給付金受給者及び

生活困窮者、生活保護の相談・申請段階の者の就労支援を相互連携により実施する。

支援にあたっては、福祉事務所就労支援員、こども家庭支援課自立支援員、生活サポ

ートセンター下関相談支援員が、下関所就職支援ナビゲーターと連携し、支援対象者

の誘導・選定に係る協議、支援期間中の状況把握及び連絡調整を緊密に行う。 

  イ 平成 27 年５月 19 日に市と下関所との間で締結された「生活福祉・就労支援コーナ

ーの生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定書」に基づく一体的実施事業の
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促進 

市と労働局は、生活保護受給者等の就労支援に関するワンストップ窓口として、市

福祉事務所内に「生活福祉・就労支援コーナー」を共同して設置・運営し、生活・就

労の相談、担当者制による職業相談・職業紹介、求人情報の提供、職業訓練情報の提

供を実施する。 

（３）目標 

   ○下関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:234人、うち就職件数:157件 

 

６．誘致企業等の人材確保対策 

（１）現状と課題 

    本市の定住・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、積極的に企業誘致を図る必要がある。 

このため、様々な支援制度を活用し、工業団地等に地域経済への波及効果が期待で

きる企業誘致に努め、雇用の拡大を目指す。 

とりわけ、求人が求職を上回って推移している今日にあっては、誘致企業による人

材確保が困難な状況になっており、今後の企業誘致活動に懸念が生ずる恐れもあるこ

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。 

特に、介護・医療・保育等の福祉分野をはじめ、福祉分野以外の建設・運輸・警備

分野の人材不足が深刻化していることから、下関所「人材確保支援窓口」において、

人材不足分野の求人・求職のマッチング支援、雇用管理改善支援によって、人材確保

対策を推進する。 

また、国内外の経済状況や新型コロナウイルスの感染拡大の影響による雇用調整を

余儀なくされる企業に対し、迅速かつ効果的な雇用施策を展開する。 

 （２）連携して推進する取組 

   ア 誘致企業の人材確保対策 

     市は、誘致企業等の新規雇用見込みについて労働局に情報提供し、労働局は当該

企業への求人開拓や職業紹介を行うなど、市と労働局は連携して誘致企業等の人材

確保を支援する。 

   イ 人材不足分野の人材確保に向けた取組 
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     市と労働局は共催で、各種人材不足分野のセミナー及び面接会等を開催するとと

もに、人材不足分野の人材確保に努める。    

ウ 雇用調整を行う企業に対する迅速な雇用対策 

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ついて、市と労働局が

連携して情報共有を図るとともに、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金の活用に

ついて、周知、啓発を図り、企業における雇用の維持や離職防止に向けた雇用対策

を実施する。 



令和３年度事業計画目標値一覧

データ出所等

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）
令和2年度

１　若者等の雇用対策

☆下関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）

１，１８４件 １，０８５件 ９５５件 ９２４件 ８４０件
 　９２４件

(924件)
労働局

☆下関所ハローワークプラザ下関の「新卒応援コーナー」利用
者の就職件数

就職支援ナビゲーター(若年者）の支援
による正社員就職件数

４４７件 ３８６件 ４４６件 ３９７件 ４０６件
４８５件

（485件）
労働局

☆マッチング支援の実施による就職決定者 ２４人 ０人
　５０人
（50人）

下関市

２　女性の雇用対策

☆マザーズコーナー利用者の就職件数 ６０３件 ６０４件 ５８０件 ５０１件 ４５４件
　４５０件
（450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
５３人

２回
３５人

２回
４０人

２回
４３人

０回
０人

２回・５０人
（2回・50人）

労働局

３　高年齢者の雇用対策

☆下関所の紹介による高年齢者の就職件数 １，１４１件 １，１４８件 １，１８３件 １，１７６件 ９８８件
　１，２００件

（1,200件）
労働局

☆セミナーの参加者 １００人 ８８人 １０８人 ４８人 ０人
　５０人

（100人）
下関市

☆合同就職面接会の参加企業、参加求職者
２８社

１１２人
３１社
９８人

３４社
８７人

３１社
１３７人

１８社
５０人

３０社・１００人
（50社・140人）

下関市

４　障害者等の雇用対策

☆下関所の紹介による障害者の就職件数 前年実績以上を目指す。 １６２件 １６４件 １７８件 １８６件 １５１件
　１８７件
（187件）

労働局

☆障害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。
３３社
９２人

３７社
１２５人

３７社
９２人

２７社
８２人

２０社
５５人

　３０社・１００人
（30社・100人）

労働局

５　生活保護受給者等の雇用対策

☆下関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
３１７人
２５２件

２９０人
２３３件

３１４人
２３０件

２７９人
１６２件

２７９人
１６５人

　２３４人・１５７件
（234人・157件）

労働局

６　誘致企業等の人材確保対策

注１）目標値の(　)は令和２年度の目標値です。

目標値
令和３年度

連携項目

目　　標 実績値


