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Ⅰ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
の推進等

１

重点施策Ⅰ



１ 最低賃金・賃金引き上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

最低賃金については、「経済財政運営と改革の基
本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)において、
できる限り早期に全国加重平均が1,000円以上とな
ることを目指すとされており、事業再構築・生産性
向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支援や取
引適正化等、中小企業・小規模事業者が賃上げしや
すい環境整備に一層取り組むことが不可欠である。

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよ
う、「パートナーシップによる価値創造のための転
嫁円滑化パッケージ」に基づき、政府一体となって
取組を進めることとされている。

なお、賃金の支払方法については、キャッシュレ
ス決済の普及や送金サービスの多様化に応じた対応
が必要である。

コース別 交付申請件数
（令和４年12月末）

交付申請件数
（令和３年度）

通常コース ２１件 ２４件

特例コース ６件 ３件

(1) 助成金の周知と生産性向上への支援
〇最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事
業者の生産性向上が不可欠であり、業務改善助成金の充実
により、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズに応え、
賃金引上げを支援する。
〇監督署において、企業が賃金引上げを検討する際の参考
となる地域の賃金情報や取組の好事例等が分かる資料を提
供し、賃金引き上げへの支援等を行う。
〇日本政策金融公庫による働き方改革推進支援資金につい
ても併せて活用するよう、引き続き周知を図る。
〇山梨労働局が委託事業として設置する「山梨働き方改革
推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、
生産性向上等に取り組む事業者等に対して支援を行う。

(2) 監督署と連携した同一労働同一賃金の徹底
〇監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に
関する確認を行った情報提供を受けることにより、効率的
な行政指導を行い、是正指導の実効性を高める。

また、支援策の周知を行うことにより、企業の自主的な
取組を促進する。

＜業務改善助成金の利用実績＞
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２ 最低賃金制度の適切な運営

１ 現状と課題 ２ 令和５年度に実施すること

〇令和4年度の最低賃金改正審議
令和4年度の最低賃金額の改定については、山梨地方最低賃

金審議会において、山梨県内の雇用・経済状況等を踏まえた審
議が行われた結果、山梨県最低賃金については時間額８９８円
となった（令和４年10月20日発効、引上げ額32円）。
〇令和4年度改定最低賃金額の周知・広報

最低賃金額の改定等について、使用者団体、労働者団体、地
方公共団体等に対して広報誌への掲載、ポスターの掲示、各種
リーフレットの配架などの周知依頼を行った。（教育機関、派
遣元事業主、民営職業紹介所、商業施設、金融機関などを含め、
975件）
〇最低賃金の履行確保を目的とした重点監督の
実施（令和５年１月～３月）

最低賃金遵守の徹底を図るため、これまでの
監督指導の結果や署に寄せられる相談等の各種
情報を踏まえ、最低賃金に問題があると考えら
れる業種等を重点とした監督指導等を実施。

経済動向、地域の実情（新型コロナウイルス感染症によ
る影響を含む。）及びこれまでの山梨地方最低賃金審議会
の審議状況などを踏まえつつ、本省賃金課と連携を図りな
がら、充実した審議が尽くせるよう山梨地方最低賃金審議
会の円滑な運営を図る。
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地域別最低賃金額と引上げ率の推移

山梨県最低賃金 全国加重平均 引上率（山梨）
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(％)

（１）山梨地方最低賃金審議会の円滑な運営

（２）改定最低賃金額の周知と円滑な履行確保

最低賃金額の改定等については、使用者団体、労働者団
体及び地方公共団体等の協力を得て、使用者・労働者等に
周知徹底を図るとともに、最低賃金の履行確保上問題があ
ると考えられる業種等を重点とした監督指導等を行う。

種別 時間額 効力発生日

山梨県最低賃金 ８９８円 令和４年10月20日

特
定
最
低
賃
金

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業最低賃金

９５９円 令和４年12月30日

自動車・同附属品製造業
最低賃金 ９６１円 令和４年12月25日

３



Ⅱ 個人の主体的なキャリア形成の促進

４

重点施策Ⅱ



１ 個人の主体的なキャリア形成の促進

１．現状と課題

２．令和５年度に実施すること

働く個人がそれぞれの置かれた状況に応じて自律的・主体
的にキャリアを形成し、その能力を発揮出来るための環境整
備が求められている。希望する労働者が必要なスキルアップ
の支援、在籍型出向など新たな経験を通じたキャリアアップ
やの能力開発と言った視点を加えていくことが必要である。

また、人材開発支援助成金の活用を推進し、従業員教育、
キャリア形成及び学び直しの支援を促進していく必要がある。

（１）地域のニーズに対応した職業訓練コースの設定

山梨県との共催による山梨県地域職業能力開発促進協議会
において、訓練修了者や訓練修了者を採用した企業等のヒア
リングなどにより訓練の把握・検証により地域のニーズに対
応した職業訓練コースを設定を促進する。

（２）デジタル分野における新たなスキルの習得による
円滑な再就職支援

デジタル分野にかかる公的職業訓練コースの拡充を図り、職
業訓練の周知、受講あっせんを行い、訓練期間中から訓練終了
後までのきめ細やかな伴奏型支援により、デジタル分野におけ
る再就職の実現を図る。

公共職業訓練 求職者支援訓練 合計

コース数 10 9 19
定員 203 201 404

公共職業訓練 求職者支援訓練 合計

修了者数 45 35 80
就職数 35 19 54

⃝デジタル分野訓練コース修了生の就職状況 令和4年12月末
（令和3年10月～令和4年6月の修了生の6ヶ月後の就職状況）

⃝デジタル分野訓練コース認定状況
（令和４年度４月～令和５年３月開講分）

５



人材開発支援助成金（人への投資促進コース、事業展開等リ
スキング支援コース）の活用により従業員の計画的な職業能力
開発に取り組む事業主等を支援し、従業員の人材育成を促進る。

６６

１ 個人の主体的なキャリア形成の促進

産業雇用安定助成金 出向計画受理状況
（令和４年４月１日～令和４年１２月３１日実績）

出向元 出向先 人数 割合

M宿泊業、飲食サービス業 M宿泊業、飲食サービス業 4 80%

Rサービス業 E製造業 1 20%

合計 5 100%

業種別    

出向元

出向先

0人 0人

0人 5人

大企業 中小企業

企業規模別

大企業

中小企業5人 2事業所 3事業所

計画届受理状況
出向

労働者数

出向元

事業所数

出向先

事業所数

〇 産業雇用安定助成金の活用状況

〇 人材開発支援助成金の活用状況

人材開発支援助成金(人への投資促進コース･定額制訓練)
計画受理状況（令和４年４月１日～令和４年１２月３１日実績）

事業所数 労働者数

2事業所 116人

計画届受理状況

（３）雇用維持及び産業雇用安定助成金等による在籍
型出向の取組への支援

雇用調整助成金による雇用維持の取組への支援を着実に実
施するほか、引き続き不正受給対策に取り組む。

前年度に引き続き産業雇用安定助成金（雇用維持支援コー
ス・スキルアップ支援コース）の活用により出向元と出向先
の双方の企業に対して一体的に支援を図るとともに、（公
財）産業雇用安定センター山梨事務所等関係機関と連携し、
在籍型出向を活用した雇用維持を促進する。

（４）企業における従業員教育や学び直しへの支援



Ⅲ 安心して挑戦できる労働市場の創造

７

重点施策Ⅲ



１ 賃金上昇を伴う労働移動の支援

１．現状と課題

労働移動の円滑化を進めるに当たっては、労働移動に伴う
経済的なリスクを可能な限り最小化することが重要である。
このため、より高い賃金で新たに人を雇い入れる企業への支
援などをはじめ、人材の活性化を通じた賃金上昇の好循環の
実現を目指した取組を進めることが重要である。

２．令和５年度に実施すること

（１）就職困難者の賃上げを伴う労働移動等の推進

就労経験のない職業に就くことを希望する就職困難者（母
子家庭の母や就職氷河期世代の者など）を雇い入れ、人材育
成計画を策定し、人材育成を行った上で、雇い入れの日等か
ら起算して５％以上賃金の引き上げを行う事業主に対して高
額助成を行う（特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材
確保・育成コース））。

離職を余儀なくされた者の早期再就職を支援する労働移動
支援助成金（早期雇入れ支援コース）について、前職よりも
５％以上賃金を上昇させた事業主に上乗せ助成を行うととも
に、再就職援助計画対象者へのきめ細やかな再就職支援や、
助成金の周知広報を実施することにより、賃金上昇を伴う労
働移動を推進する。

中途採用の機会拡大を図る中途採用等支援助成金（中途採
用拡大コース）について、中高年齢者を一定以上雇い入れ、
前職よりも５％以上賃金を上昇させた事業主に高額助成を行
う。

（２）地域雇用の課題に対応し良質な雇用の実現を図
る地方自治体等の取組等の支援

地方自治体が地域の課題に対応するため、国の施策と連携
を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業ニーズにあった
人材育成、就職促進等の取組を一体的に行うことを支援する
ことにより、良質な雇用の実現等を図る。

また、「雇用対策協定」の締結を更に推進することにより、
国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策を行う
とともに、希望する地方自治体においては当該団体が行う業
務と国が行う無料職業紹介をワンストップで一体的に実施す
る。

＜雇用対策協定締結状況＞
平成28年度 山梨県
平成29年度 南部町
令和４年度 南アルプス市・甲府市・富士吉田市

（３）就職困難者のデジタル分野への労働移動の推進

デジタルなどの成長分野への労働移動を進めるため、就職
困難者を、デジタルなどの成長分野の業務に従事する労働者
として雇い入れる事業主に対して高額助成を行う（特定求職
者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース））。

８



９

２ 継続的なキャリアサポート・就職支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（１）ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタ
ル化の推進及び求職者支援

（２）人材確保対策コーナーでの支援

ハローワークの「人材確保対策コーナー」を中心に、関係団
体等と連携した人材確保支援の充実を図り、医療・介護・保
育・建設・警備・運輸分野のマッチング支援を強化する（就職
面接会や事業所見学会の実施など）。

コロナ禍が収束に向かうなか、社会経済活動の再開に合わ
せて、求人倍率はこれまでにない高まりをみせ、各産業の人
手不足はコロナ禍前よりも強くなっている。従来からの人手
不足分野（建設・警備・運輸・介護・医療・保育）において
は人手不足はより一層強まっている。

求職者個々人の主体的なキャリア形成を尊重しつつも、労
働移動の円滑化を進める観点から、人手不足分野の会社情報
や求人情報の提供を積極的に行うマッチング支援が重要であ
る。

真に支援が必要な求職者に支援を届けるためには、オンラ
イン化の推進による業務の効率化、SNS等の活用によるイ
メージアップ戦略が重要である。

オンライン職業相談の活用促進、就職支援セミナーのオンラ
イン配信により、ハローワークに来所せずとも求職活動が行え
るようにする。

求人者マイページによる求人受理を推進し、業務処理の効率
化を図り、求人内容の充足支援に力を入れていく。

ハローワーク甲府マザーズコーナーのLINE公式アカウント、
山梨労働局Twitter公式アカウントにより、ハローワークを利用
したことがない方又は積極的に利用していない方に向けて就職
に役立つ有益な情報発信を行い、ハローワークの知名度、利用
率アップを目指す。
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（３）雇用と福祉の連携による、離職者への介護・障害
福祉分野への就職支援

新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や、
介護・障害福祉分野における人材確保を支援する。
①ハローワーク、訓練機関及び福祉人材センターの連携強化に
よる就職支援、②介護・障害福祉分野の訓練枠拡充のため、訓
練に職場見学・職場体験を組み込むことを要件に、訓練委託費
等の上乗せ、③就職後の職場定着向けた取組として雇用管理改
善に関する事業主への助成。



（６）地方公共団体と連携したハローワークにおける生
活困窮者等に対する就労支援

２ 継続的なキャリアサポート・就職支援

※公的職業訓練は公共職業訓練、求職者支援訓練の総称です。

541

155

425

89

公共職業訓練 求職者支援訓練

（令和４年12月末現在）

受講者数
就職件数
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公共職業訓練 求職者支援訓練

（令和３年12月末現在）
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生活保護受給者等就労自立促進事業等の就職率の推移
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就職率の全国との比較
山梨 全国

令和3年度令和2年度 令和4年度11月末現在

求職者支援制度を活用した雇用保険を受給できない者の安定
した職業への再就職や転職を促進の他、やむを得ず離職した方
等への再就職を促進するため、就職に必要な技能及び知識を習
得するためのハロートレーニングの積極的な周知・誘導を展開
し活用を推進する。

（５）公的職業訓練（ハロートレーニング）による
再就職支援

非正規雇用労働者等の早期再就職を支援するため、ハロー
ワークにおいて就職支援ナビゲーターが担当者制により以下の
支援を行う。
①就職に役立つセミナー等の実施、②応募先企業選定等今後の
活動についての方向付け、③担当求職者の希望条件を把握し求
人情報を提供、④求職者の情報を求人者に提供しての個別求人
開拓、⑤履歴書、職務経歴書の添削、模擬面接、⑥ジョブ・
カードを活用したキャリアコンサルティング

（４）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる求職
者の状況に応じたきめ細かな担当者制支援

公的職業訓練（ハロートレーニング）受講者・就職件数

生活保護受給者や生活困窮者等の就労による自立を促進する
ため、ハローワークにおいて福祉事務所・自立相談支援機関等
への巡回相談や地方公共団体と一体となったチーム支援により、
早期かつきめ細かな就労支援を実施する。
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Ⅳ 多様な人材の活躍促進

１１

重点施策Ⅳ



１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

１ 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

（１）法律の履行確保と仕事との両立支援

常時雇用する労働者数301人以上の事業主について男女の賃
金の差異の公表が必須項目となった女性活躍推進法及び男女雇
用機会均等法の履行確保を図るとともに、男女の賃金の差異の
情報公表を契機とした女性活躍推進の取組促進等を進める必要
がある。

(１) 女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保
〇常時雇用する労働者数301人以上の事業主に新たに義務付けられた男
女の賃金の差異に係る情報公表について、報告徴収等の実施により、
着実に履行確保を図る。
〇「女性の活躍推進企業データベース」の活用を勧奨するとともに、
募集・採用、配置・昇進、教育訓練等における均等取扱いについて、
報告徴収等の実施により、男女雇用機会均等法の履行確保を図る。

少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労
働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児等を両立
できる社会を実現することが重要な課題となっている。

【くるみん・プラチナくるみんマーク】

【認定状況】
くるみん認定は、22社（のべ30件）
プラチナくるみん認定は、1社

令和4年度12月末現在 令和3年度末
101人以上企業 285社 （届出率） 274社 （届出率）

届出企業 285社 100% 271社 98.4%

男性の育児休業取得率は近年上昇しているものの、女性と比
較すると依然として低い水準であり、令和７年までに男性の育
児休業取得率を30％とする政府目標の達成に向けて、更なる取
組の強化が必要である。男性の育児休業取得率の現状は、全国
が13.97％（令和3年度雇用均等基本調査）に対し、山梨県は
4.7％（平成30年度山梨県労働者就業実態調査）と低調である。
改正された育児・介護休業法の周知徹底及び履行確保により、

仕事と育児・介護の両立支援の取組を促進する必要がある。

【女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の届出状況】

(２) 男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業
の取組支援

〇「産後パパ育休」、「パパ・ママ育休プラス」、「育児目的休暇」
等の男性の育児に資する制度について、あらゆる機会を捉えて周知を
行い、制度の活用につなげる。
〇両立支援等助成金の活用促進を通じて、仕事と介護が両立できる職
場環境整備を図る。
〇「くるみん」等の認定基準について広く周知するとともに、認定の
取得促進に向けた働きかけを積極的に行う。
〇次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等に
ついて、各企業の実態に即した計画の策定を支援し、労働者数101人以
上の義務企業の届出等の徹底を図る。

(３) 不妊治療と仕事との両立支援
〇不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」
の周知及び認定促進を図る。
〇不妊治療のために利用できる特別休暇制度の導入等に関する各種助
成金、マニュアルやサポートハンドブック等を活用し、不妊治療と仕
事との両立がしやすい職場環境整備の推進のための周知啓発や相談支
援を行う。 １２



１３

１ 女性の活躍・男性の育児休業取得等の促進

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること
（１）子育て中の女性等に対する担当者制による

就職支援
ハローワーク窓口において、原則として3ヶ月間、マンツーマ

ンよる計画的かつ一貫した下記の支援を行う。

・あらかじめ職業相談の時間を特定した予約相談を行うなど、計
画的かつきめ細やかな就職支援を行う。

・小さい子供がいてハローワークへの来所が難しいが仕事探しを
したい方の要望に応えるため、Zoomアプリを活用したオンラ
イン職業相談を実施する。

・求職者の希望や状況等に応じて、仕事と子育ての両立、長期の
職業上のブランク、求職者個々の長期的な視点等に配慮した
キャリアコンサルティングを実施する。

・求職者のニーズに応じた求人を選定するとともに、希望する求
人が見つからない場合は、事業所情報を有する関係機関等とも
連携し、個別求人開拓を実施する。

（２）子育て中の女性等の就職可能性を高めるための
就職支援

求職者のニーズ、状況及び問題点等に応じて以下の就職支援メ
ニューを適宜選定して実施する。

・ハローワークの支援メニューを必要な求職者に届けるため、
SNS（LINE公式アカウント）による情報発信を強化する。

・キャリアガイダンス（再就職の心構え、履歴書・職務経歴書の
書き方、面接のポイントなど）を実施する。

・事業所見学会や就職面接会を実施する。
・公的職業訓練の受講により就職可能性が高まると判断した求職

者に対して、公的職業訓練の受講を勧奨する。

ハローワーク甲府マザーズコーナーにおいて、個々の求職
者のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施するとともに、
地域の子育て支援拠点や関係機関と密接に連携してアウト
リーチ型の支援を強化する。また、仕事と家庭の両立ができ
る求人の確保等を推進する。

（２）マザーズコーナー等による子育て中の女性等に対する就職支援

新規求職者数 就職件数
うちマザーズ

コナー紹介で

の就職件数

うち

半年以内の

就職件数

第1四半期 567 2,054 194 174 173 145 160

第2四半期 654 2,797 226 231 206 165 197

第3四半期 608 2,519 199 203 187 160 187

第4四半期 673 2,509 206 199 190 159 190

年度計 2,502 9,879 825 807 756 629 734

第1四半期 660 2,439 222 224 213 179 213

第2四半期 576 2,255 169 177 166 131 162

第3四半期 643 2,180 178 172 164 141 164

第4四半期 661 2,290 178 180 163 138 163

年度計 2,540 9,164 747 753 706 589 702

第1四半期 663 2,300 209 203 193 156 193

第2四半期 563 2,171 163 162 151 120 151

第3四半期 590 2,163 161 153 144 117 144

年度小計 1,816 6,634 533 518 488 393 488

令

和

4

年

度

令

和

2

年

度

令

和

3

年

度

マザーズコーナー利用者への支援実績
マザーズコーナー利用者のうち

担当者制による支援の実績

新規求職者数 相談件数 就職件数



２ 同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

パートタイム・有期雇用労働法が令和３年４月１日
から中小企業を含め全面適用されており、引き続き雇
用形態に関わらない公正な待遇の(同一労働同一賃金)
確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員
転換を強力に推し進めていく必要がある。
労働者派遣法の一部改正部分についても令和２年４

月１日に施行されており、引き続き、派遣労働者の均
等・均衡待遇について法の履行確保に向けて取り組む
必要がある。
無期転換ルールについて、労使双方に対する認知度

向上のため、制度の更なる周知が必要である。

(１) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、非正規雇用
労働者の正社員化・処遇改善を行う企業への支援

〇パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づく報告徴収、
指導監督等を実施することにより、法の着実な履行確保を図る。
その際、監督署と連携し、雇均室は、監督署から提供された情報に

基づき、報告徴収を実施し、正社員と短時間労働者又は有期雇用労働
者との間の不合理な待遇差等を確認した場合には、是正指導等を行う
ほか、望ましい雇用管理の改善等の助言を行う。
〇同一労働同一賃金等に取り組む企業の好事例を収集し、「多様な働
き方の実現応援サイト」等を通じて、事業主及び労働者等に対し周知
等を実施することなどにより、非正規雇用労働者の待遇改善に係る事
業主の取組機運の醸成を図る。
〇「山梨働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口
において、関係機関や本省が実施する委託事業と連携を図りつつ、社
会保険労務士等の専門家による、業界別同一労働同一賃金マニュアル
等を活用した、窓口相談やコンサルティング、セミナーの実施等に加
え、業種別団体等に対する支援を実施する等、きめ細かな支援を行う。
〇非正規労働者の正社員化（多様な正社員を含む）や処遇の改善に取
り組んだ事業主に対して、キャリアップ助成金による支援を行う。

(２) 無期転換ルールの円滑な運用

〇無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく
労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条
件を追加する省令改正が令和6年4月に施行されることを始めとする、
令和4年度の労働政策審議会労働条件分科会の議論を踏まえた無期転換
ルールの円滑な運用のための制度見直し等について周知・啓発を図る。
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３ 新規学卒者・フリーター等・就職氷河期世代の就職支援

１．現状と課題

２．令和５年度に実施すること（１）新規学卒者への就職支援

就職支援ナビゲーターによるきめ細かな就労支援や応募前
職場見学・インターンシップの活用促進等により、就職を希
望する全ての学生・生徒の就職と職場定着を図るとともに、
職場情報の見える化を促進していく。
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36.3

45.4 46.1

63.9 64.3
58.1 62.5 62.7

76.6
83.5 78.3 79.2

94.5 95.2 95.9 93.7

20

40

60

80

100

H31.3卒 R2.3卒 R3.3卒 R4.3卒 R5.3卒

10月1日現在 12月1日現在

67.1 66.8 67.9 70.0 65.7 

89.2 89.1 

81.7 

88.9 
89.5 

96.0 
9…

93.2 

94.9 

98.8 97.9 98.7 98.8 

60

70

80

90

100

Ｈ３１.３卒 Ｒ２.３卒 Ｒ３.３卒 Ｒ４.３卒 Ｒ５.３卒
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（％）

新規大学等卒業者就職内定率の推移

（％）

新規高校卒業者就職内定率の推移

（１）新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナ
ビゲーターの就職支援、地元経済団体等との連携

第二の就職氷河期世代を作らないとの観点から、一人でも多くの
新規学卒者等が希望どおりの就職を実現するため、新卒応援ハロー
ワーク等に配置された就職支援ナビゲーターの担当者制によるきめ
細かな個別支援を実施する。

地元経済団体等への要請や、地元企業への求人開拓・応募前職場
見学受入勧奨等の実施、新卒応援ハローワークの積極的な利用の周
知徹底、各学校・大学のキャリアセンター等との連携を強化し、就
職活動開始前の学生等に対する早期の支援を実施する。

（２）ユースエール認定取得の促進・制度周知

ユースエール認定制度
は、採用難が続く中小企
業に有効な制度であり、
早期離職やミスマッチ防
止の観点からも認定企業
の取得促進及び学生・生
徒への周知を行う。

（３）職場情報総合サイト「しょくばらぼ」への掲載促
進等企業情報発信

「しょくばらぼ」では、各企業の働き方や採用状況に関する職場
情報の検索・比較がき、学校での進路指導時や生徒の自宅で家族と
ともに応募先企業を選定することがでる。進路選定や就職後に家族
の助言や支援を受けることが容易となり、定着率の向上が期待でき
る。

また、高卒向けガイドブックを継続的に作成し、局ホームページ
に展開していく。 １５



３ 新規学卒者・フリーター等・就職氷河期世代の就職支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（２）フリーター等への就職支援

フリーター等（35歳未満で正社員を希望する求職者）の
正社員就職を実現するため、ハローワークに配置する就職支
援ナビゲーターの担当者制によるきめ細かな就職支援や助成
金の活用を図りつつ、希望する条件で早期の再就職を目指す
とともに定着に向けた支援を行う必要がある。

（１）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる
求職者の状況に応じたきめ細かな担当者制支援

フリーター等（３５歳未満で正社員就職を希望する求職
者）を含む。）の早期再就職を支援するため、ハローワーク
に設置しているわかもの支援コーナー等に配置された就職支
援ナビゲーターによる担当者制（セミナーの受講、求人情報
の提供、個別求人開拓、履歴書・応募書類の作成支援、面接
指導、ジョブカードを活用したキャリアコンサルティング
等）により、就職プランの作成等体系的かつ計画的な一貫し
た就職支援・定着支援を推進する。また、離転職を繰り返す
者の安定的な早期再就職支援を図るため、トライアル雇用助
成金の活用を図る。

正社員就職

目標数

４月～12月

就職件数
目標進捗率

令和４年度 1,117 838 75.0%

令和３年度 1,000 855 85.5%

４月～12月

延べ相談件数

４月～12月

正社員紹介就職件数

令和４年度 1,842 250

令和３年度 1,603 255

ハローワークの紹介により正社員就職に結びついたフリー
ター件数

「わかもの支援コーナー・支援窓口」での相談状況等
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３ 新規学卒者・フリーター等・就職氷河期世代の就職支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（３）就職氷河期世代への活躍支援

いわゆる就職氷河期世代（※）は、雇用環境が厳しい時期に
就職活動を行った世代であり、希望する就職ができず、現在も
不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるな
ど、様々な課題に直面している者がいる。そのため、就職氷河
期世代の抱える固有の課題（希望する職業とのギャップ、実社
会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人
の状況に応じた支援により、就職氷河期世代の活躍の場を更に
広げられるよう、地域ごとに対象者を把握した上で、具体的な
数値目標を立て、令和４年度までの集中取組期間に加え、令和
５年度、６年度の２年間を「第二ステージ」と位置付け、取り
組む必要がある。

山梨県においては、県内の関
係機関（経済団体、労働団体、
支援機関、行政）を構成員とす
る「やまなし就職氷河期世代活
躍支援プラットフォーム」を第
二ステージにおいても引き続き
設置し、「やまなし就職氷河期
世代活躍支援プラン」の取組の
検証を行った上で必要な改正を
行い、就職氷河期世代の方々が
活躍の場を更に広げるために、
県内の社会気運を醸成し好事例
の横展開を図りつつ、各界が一
体となって各取り組みを推進し
ていく。
※ 就職氷河期世代とは、概ね1993

(平成５)年～2004(平成16)年に
学校(高校・大学等)卒業期を迎え
た世代を指す。

（１）専門担当者のチーム制による伴走型支援

ハローワーク甲府の就職氷河期世代支援窓口の専門担当者によ
るチームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサル
ティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施設へのあっせん、
求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援な
どを計画的かつ総合的に実施する。

（２）正社員で雇い入れる企業への助成金の活用

（３）やまなし若者サポートステーションを通じた継続
的な支援

（４）就職氷河期世代の活躍支援のためのプラット
フォームを活用した支援

事業主への特定求職者雇用開発助成金の支給により、就職氷河
期世代の正社員としての就職を推進する。また、トライアル雇用
助成金の活用により、適性や業務遂行可能性の見極めなど求職者
と求人者の相互理解を促進し、安定的な就職に向けた支援を実施
する。

就職氷河期世代も含め、就労にあたって課題を有する無業者の
方々に対し、やまなし若者サポートステーションにおいて、地方
公共団体の労働関係部局等の関係者とも連携しながら、職業的自
立に向けた継続的な支援を推進する。

官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取り組む「やまなし就
職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」の取組の一環として、
支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就職氷河期世代
の雇入れ等に係る好事例の収集・発信を実施する。 １７



４ 高齢者・障害者・外国人に対する就労・就職支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（１）高齢者の就労・社会参加の促進

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、県内の経済
社会の活力を維持・向上させるためには、働く意欲がある高齢
者が年齢にかかわりなくその能力・経験を十分に発揮し、活躍
できる社会を実現することが重要であり、事業主において65 
歳までの雇用確保措置が確実に講じられるよう取り組む必要が
ある。

令和２年に改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律（令和３年４月１日施行）により、65歳から70歳までの就
業確保措置を講じることが事業主の努力義務となったことから、
事業主の取組の促進を図ることが重要であるため、高齢者雇用
に積極的に取り組む企業への支援や、65歳を超えても働くこと
を希望する高年齢求職者に対する再就職支援等が必要である。

（１）70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働
者の処遇改善を行う企業への支援

70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、事業主
と接触する機会を捉えて、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度
の導入等に向けた意識啓発・機運醸成を図るほか、60歳から64歳ま
での高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行う。

また、65歳超雇用推進助成金や雇用推進プランナー等による支援
が必要と判断される事業主を把握した場合には、高障求機構山梨支
部へ支援を要請する等、効果的な連携を行う。

（２）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング
支援

65歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、ハローワーク甲
府及びハローワーク富士吉田に設置する「生涯現役支援窓口」にお
いて、高齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援や
支援チームによる効果的なマッチング支援を行う。

（３）シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会
の確保

高齢求職者の多様な就業ニーズに対応するため、シルバー人材セ
ンターが提供可能な就業情報を定期的に把握し、臨時的かつ短期的
又は軽易な就業を希望する高齢者には、シルバー人材センターへの
誘導を行う。

一方、早期に求人充足に至る可能性が低い求人を提出している事
業主に対しては、シルバー人材センターで取り扱う仕事を説明し、
シルバー人材センターの活用を相談・助言する。

定年の廃止 52社（3.4%）

定年の引上げ 400社（26.3%）

継続雇用制度の導入 1,070社（70.3%）

未実施 1社（0.1%）

65歳までの雇用確保措置の実施状況（従業員21人以上の企業1,523社）

就業確保措置の実施 403社（26.4%）

未実施 1,120社（73.6%）

70歳までの就業確保措置の実施状況（従業員21人以上の企業1,523社）
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４ 高齢者・障害者・外国人に対する就労・就職支援

１．現状と課題
官民問わず障害者の雇用促進や職場定着を一層推進するほか、

多様な障害・特性に対応した適切な就労支援に取り組む必要があ
る。

令和４年６月１日現在の山梨県の民間企業における実雇用率は
2.20%で、法定雇用率2.30％及び全国平均2.25%を下回ってい
る。

特に、障害者を雇用していない企業が22.9%存在しており、こ
れらの企業に対する雇用指導・雇用支援が重要となっている。

（１）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等

障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障害者雇用
ゼロ企業等に対して、セミナーを開催し、障害者雇用の現状や
職場定着支援等を年間を通じて実施する。

関係機関と連携し、企業向けチーム支援等を実施し、障害者
の雇い入れ支援等の強化を図る。

【ハローワークにおける障害者就職件数の推移】

２．令和５年度に実施すること

【民間企業のおける障害者実雇用率の推移】 （２）ハローワークにおける多様な障害特性に対応した
就労支援

ハローワークに専門的な知識・経験を有する担当者を配置
し、きめ細やかな職業相談・職業紹介を実施し、多様な障害特
性に対応した就労支援を推進する。

障害者一人ひとりに対して、福祉施設等の職員とチームを結
成し、就職準備段階から職場定着まで一貫した支援を実施する。

公共職業訓練の活用による障害者の職業能力開発の促進が図
られるよう、山梨県と連携し障害者職業訓練の周知・受講勧奨
等を実施する。

（３）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

障害特性に応じた個別支援、障害に対する理解促進のため
の研修等を実施する。

ハローワークに職場適応支援者を配置し、定着支援を推進
する。
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４ 高齢者・障害者・外国人に対する就労・就職支援

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（３）外国人に対する支援

外国人労働者が、安心して働き、その能力を十分に発揮する
環境を確保するため、支援体制の整備を推進する必要がある。

新型コロナウイルス感染症にかかる水際対策が緩和され、
様々な在留資格の外国人労働者の増加が見込まれるため、外国
人労働者の雇用管理のための事業主への指導、相談支援等がよ
り一層重要となる。また、ウクライナ避難民や増加が見込まれ
る留学生等への就職支援についても引き続き取り組んでいく必
要がある。

（１）外国人求職者等に対する就職支援

① 外国人留学生等に対する相談支援の実施
② 定住外国人等に対する相談支援の実施
③ 外国人就労・定着支援事業の実施

外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を図るため、
事業所訪問等による雇用管理状況の確認、改善のための助
言・援助等を行うとともに、雇用維持のための相談・支援等
についても積極的に実施する。

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国
人労働者の職場定着のための雇用管理改善に取り組む事業主
に対して、その経費の一部について助成（人材確保等支援助
成金）を行う。

山梨県内の「外国人雇用状況」（令和４年10月末現在）
①外国人労働者を雇用している事業所数は1,763か所
②外国人労働者数は10,433人
③国籍別の状況として、外国人労働者数が多い上位３か国

・ベトナム 2,641人、・ブラジル 1,919人、・中国 1,583人
④在留資格別の状況として、外国人労働者数が多い上位３資格

・身分に基づく在留資格 4,931人
・専門的・技術的分野の在留資格 2,216人
・技能実習 2,121人
※平成31年4月に創設された「特定技能」の労働者数は586人

（２）外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・
援助等の実施、外国人労働者の雇用管理改善に取
り組む企業への支援
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Ⅴ 多様な選択を力強く支える環境整備

２１

重点施策Ⅴ



１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

１ 柔軟な働き方がしやすい環境整備

ウィズコロナ・ポストコロナの「新しい働き方」としてテレワークが広がっ
ており、ICT（情報通信技術）を活用した働き方として、雇用に限らず、フ
リーランスや、副業・兼業での働き方が広がる可能性がある。

このため、このような働き方がしやすい環境を整備する必要がある。
○テレワーク

・テレワークについては、令和４年度より、総務省と連携し、テレワークに
関する労務管理とICT活用の双方についてワンストップで相談できる窓口を
設置し、テレワークを導入しようとする企業等に対し総合的な支援を行って
いる。また、テレワークの導入・実施に当たり、労使双方が留意すべき点、
望ましい取組などを明らかにした「テレワークの適切な導入及び実施の推進
のためのガイドライン」を令和３年３月に改定し、この周知を行うとともに、

「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」において、テレワークに係
る導入経費等を助成しており、これらの取組を通じ、適正な労務管理の下で
安心して働くことができるテレワークの導入・定着促進を図る必要がある。

○フリーランス、副業・兼業
・フリーランスについては、「成長戦略実行計画」（令和２年７月17日閣
議決定）を踏まえ、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法
や労働関係法令等の適用関係等を明確化した「フリーランスとして安心し
て働ける環境を整備するためのガイドライン」を令和３年３月に策定した。

また、関係省庁と連携し、フリーランスと発注者の間にトラブル等が生
じ た際にワンストップで相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル
110番」を令和２年11月に設置しており、フリーランスの方が安心して働

ける環境を整備していく必要がある。
・副業・兼業については、複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・
兼業を普及促進させる観点から、労働時間管理及び健康管理の在り方等に
ついて検討を行い、令和２年９月に「副業・兼業の促進に関するガイドラ
イン」を改定して、副業・兼業の場合における労働時間管理及び健康管理

についてルールを明確化し、また、同日に複数就業者のセーフティーネッ

トの整備に係る改正労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）が施行
された。同ガイドラインは、令和４年７月に改定され、副業・兼業を希望
する労働者の適切な職業選択、多様なキャリア形成を促進している。

(１) 各ガイドラインの周知啓発

「テレワークガイドライン」、「フリーランスガイドライン」、 「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」については、説明会や集団指導
の場など様々な機会を捉え周知を図る。

テレワーク相談については、テレワークに関する労務管理とICT（情
報通信技術）活用の双方についてワンストップで相談できる窓口を設置
しているテレワーク相談センターの紹介や、同センターで開催するセミ
ナーの周知や参加等の働きかけを行うなど、同センターとの間で緊密な
連携を図る。

(２) 山梨働き方改革推進支援センターによる支援の実施

働き方改革の着実な実施については、多様で柔軟な働き方を選択で
きる、魅力ある職場づくりのために重要な取組である。

令和５年度も引き続き「山梨働き方改革推進支援センター」を設置
し、働き方改革に取り組む県内の中小企業・小規模事業者等に対し、
窓口相談、コンサルティングを実施することで、多様で柔軟な働き方
を選択できる職場環境を整備することを支援する。

(３) 各種助成金による事業主支援の実施

① 「人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークの導入を図り、労働者の人材確保や雇用管理改善

等の観点から、効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を支給し、
支援を行う。
② 「働き方改革推進支援助成金」

労働時間短縮や生産性向上に向けた取組を行う中小企業事業主に助
成金を支給し、支援を行う。

・労働時間短縮・年休促進支援コース
・勤務間インターバル導入コース
・労働時間適正管理推進コース
・団体推進コース
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２ 安全で健康に働くことができる環境づくり

１．現状と課題

①依然として違法な時間外労働等や長時間労働が認められ
ることから、監督指導や監督署窓口における36協定届の
確認・指導を実施し、長時間労働の抑制及び健康障害の
防止を図る必要がある。

（１）監督指導等の実施

〇各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月80時間
を超えていると考えられる事業場等に対する監督指導
の実施

〇下請中小企業等の労働基準関係法令違反の背景に、親
事業者等の下請法違反が疑われる場合における、中小
企業庁等への通報の徹底

〇労働基準監督署窓口における36協定届の確認・指導
〇労働時間の適正な管理に向けた、ガイドラインの周
知・指導

〇過労死等防止啓発月間における長時間労働の削減に向
けた啓発指導

２．令和５年度に実施すること

（２）働き方改革の実現に向けた中小企業、上限規制
適用猶予業種等への対応

②今後、時間外労働の上限規制が適用される医師、自動車
運転者、建設業について、労働時間の短縮等に向けた支援
を引き続き行っていく必要がある。

〇労働時間相談・支援班の個別訪問等による中小企業等
に対するきめ細やかな相談・支援

〇上限規制適用猶予事業・業種に対する説明会等の実施
〇自動車運転者の長時間労働の是正のための発・着荷主
等に対する要請の実施

〇宿日直許可申請等に関する医療機関からの相談への懇
切丁寧な対応

実施事業場数 法違反事業場数
法違反のうち

違法な時間外労働等 割増賃金未払

634 523（82.5％） 244（38.5％） 169（26.7％）

○令和４年度における法定労働条件の履行確保を目的とした監督指
導の状況（令和４年12月末まで）

○上記のうち、長時間労働の疑いのある事業場に対する監督指導の
状況

実施事業場数 法違反事業場数
法違反のうち 時間外労働等時間について

違法な時間外労働等 45時間超
80時間未満 80時間超

417 324（77.7％） 171（41.0％） 87 51

○時間外労働の上限規制の適用状況

大企業、中小企業（※右欄を除く） 医師、自動車運転者、建設業

適用済み 令和６年４月から適用
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（１） 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止



２ 安全で健康に働くことができる環境づくり

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること

（２）死傷災害の減少を目指した対策の推進及び迅速・的確な労災補償

資料出所：「労働者死傷病報告」

〇14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境整備
①業種別の労働災害防止対策の推進
ア)道路貨物運送業：荷役労働災害防止のため、改正労働安全衛生
規則等について指導、周知を図るほか、荷主等も含めた「陸上
貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の周
知を行う。

イ）建設業：墜落･転落災害防止対策の充実強化のため、改正安衛
則や関係ガイドライン改正等について指導、周知を図る。
また、労働災害防止団体等と連携し、「山梨県建設業『ゼロ災
宣言運動』」の一層の普及に取り組む。

ウ）製造業：機械災害防止のため、関係指針に基づき、リスクア
セスメントの実施等を促進する。

エ）第三次産業：「転倒」及び「動作の反動･無理な動作（腰痛
等）」などの行動災害対策について、小売業及び介護施設の
「SAFE協議会」の運営、企業の自主的な安全衛生管理活動の導入
支援等により、安全衛生に対する機運醸成を図る。

②高年齢労働者等の労働災害防止対策の推進
エイジフレンドリーガイドライン、エイジフレンドリー補助金の
周知を図る。また、転倒災害を減少させるため、従前から行って
いる「STOP！転倒災害プロジェクト」の周知、指導を行う。

○ 令和４年労働災害発生状況【全業種】
死亡災害５人､休業４日以上の死傷災害1324人（推計値）と、
死亡災害は第13次労働災害防止計画（以下「13次防」という。）
の目標（５人以下）を達成したものの、死傷災害は13次防期間中
で最多となり、新型コロナウイルスによるものを除いても増加傾向
となった。業種別では「第三次産業」が６割を占めており、事故
型別では、最も多い「転倒」や「動作の反動･無理な動作（腰痛
等）」など労働者の作業行動に起因する労働災害（いわゆる「行
動災害」）が３割を占めている。
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【山梨県における労働災害発生の推移】 単位（人）

(推計値）

○ 令和４年労働災害発生状況【主な業種別】
①道路貨物運送業：「動作の反動､無理な動作(腰痛等)」が最多で23%、
次いで「転倒」が22%、車両荷台等からの墜落･転落災害が20%。
死亡災害が１人発生。
②建設業：「墜落･転落」災害が最多で24％。死亡災害が２人発生。
③製造業：「転倒」に次いで「はさまれ・巻き込まれ」災害が多く、各々

約２割を占める。死亡災害が１人発生。
④第三次産業：医療保健業、小売業、社会福祉施設が多くを占める。小売
業では店内やバックヤード等での転倒災害が５割弱、社会福祉施設では介
護時の「動作の反動等」による腰痛等の災害が２割弱を占める。

○ 年代別
被災者は50歳台が最多、次いで60歳以上が多く、各々約24%を占めている。

〇労災保険給付の迅速・適正な処理
昨今増加傾向にある過労死事案、石綿事案、コロナ事案をはじめ

とする労災請求について、引き続き、迅速、的確な労災認定を行う。
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２ 安全で健康に働くことができる環境づくり

１．現状と課題 ２．令和５年度に実施すること
（３）総合的なハラスメント対策の推進

令和4年4月からパワーハラスメント防止措置が全
企業に義務化されたが、民事上の個別紛争相談内容
の件数は「いじめ・嫌がらせ」が依然として最も多
い状況であり、職場環境の改善が求められている。

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育
児・介護休業法に基づくパワーハラスメント、セク
シュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等
に関するハラスメントの防止措置義務の履行確保を
徹底させる等、職場におけるハラスメント対策を総
合的に推進する必要がある。

【民事上の個別紛争相談内容別の件数】

(１) 職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止
措置義務の履行
〇パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハ
ラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指導を実施す
ること等により引き続き法の履行確保を図る。
〇適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して、
事業主・ハラスメント相談窓口担当者等向け研修やウェブサイト「あ
かるい職場応援団」の各種ツールの活用を促すための周知を行う。

(２) 就職活動中の学生等に対するハラスメント対策等の推進

〇就職活動中の学生等に対するハラスメントについて、事業主に対し
て、ハラスメント防止指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図
る。また、取り組み事例集を活用し、企業の取組を促す。
〇学生等に対しては、大学等への出前講座等の機会を活用して積極的
に周知に努め、相談先等を記載したリーフレット（チラシ）を活用し、
学生等が一人で悩むことがないよう支援しつつ、学生からの相談等に
より事案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求める。

(３) 職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカ
スタマーハラスメント対策等の推進
〇職場におけるハラスメントの撲滅に向け、12月の「ハラスメント撲
滅月間」を中心に、事業主等への周知啓発を実施する。
〇カスタマーハラスメントの防止対策を推進するため、カスタマーハ
ラスメント対策企業マニュアル等を活用して、企業の取組を促す。

２５


