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～Nanbu・Fuji・Fujinomiyaしごとプロジェクト～
「平成31年度 南部町 雇用対策協定事業計画 概要版」

「南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる地域の人口減少及び雇用問題に係る諸施策
のほか、雇用・労働環境の改善のための施策をより一層効果的に進めるため、南部町と山梨労働
局（ハローワーク鰍沢）は、雇用対策協定を締結し推進しています。
労働局と雇用対策協定を締結した県内市町村は南部町が初めてです。

1.地域資源を活か
した魅力的で
安定した仕事を
つくる。

連携・協力

南部町 山梨労働局

1.静岡と山梨の合同就職面接会を富士
宮市内にて開催

2.静岡県内の求人情報（ハローワーク
富士・富士宮）の南部町内における
情報発信

3.ハローワーク鰍沢による南部町への
出張（職業）相談会の実施

4.新たに創出された「しごと」に対す
るマッチング支援の実施

5.農林業分野におけるマッチング支援
の実施

1.地域資源を活かした観光産業の振興
と交流の拡大

2.次世代につながる魅力ある農林業の
推進

3.中部横断自動車道開通を活かした
企業立地への行政支援と雇用確保
の促進

4.日常的な暮らしを支える商業の活性
化

2.U・I・Jターン
就職の促進、子
育て層を中心と
した就職支援

1.若者や子育て層のニーズに合った定
住環境の整備

2.新規住民の受け入れの推進
3.就労支援によるU・I・Jターンの促
進

4.南部町役場内、道の駅「なんぶ」・
「とみざわ」及びなんぶの湯構内に
「求人情報コーナー」を設置

1.ハローワーク富士・富士宮における
南部町の求人情報コーナーの設置

2.労働局・ハローワークが実施する県
内外の企業説明会、就職面接会にお
いて町の支援制度を周知

3.労働局における町の支援制度のＰＲ
4.南部町役場等に設置の「 求人情報
コーナー」において求人情報を提供

5.子育て層を中心としたマッチング支
援の実施

3.障害者・高年齢
者等の活躍推進

1.障害者や高年齢者の社会参加の
推進

2.障害者や高年齢者等の個別支援が
必要な者のハローワークへの誘導

3.障害者雇用及び高年齢者雇用に係る
支援制度等の広報

4.シルバー人材センターへの案内・
誘導の実施

1.町から誘導があった者に対する就職
支援

2.障害者雇用及び高年齢者雇用に係る
支援制度等の広報

3.シルバー人材センターへの案内・誘
導の実施
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第１ 趣 旨  

南部町（以下「町」という。）と山梨労働局（以下「労働局（ハローワーク鰍 

沢）」という。）は、「南部町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる人口 

減少及び雇用問題に係る諸施策のほか、町における雇用・労働環境の改善のため 

の施策を、相互に連携してより一層効果的に取り組むため、平成２９年３月１５ 

日「南部町雇用対策協定」（以下「協定」という。）を締結した。 

この協定に基づき、町及び労働局（ハローワーク鰍沢）は、それぞれが行う施 

策を総合的、効果的かつ一体的に実施するため平成３１年度の事業計画を次のと 

おり策定し推進する。 

  

  

第２ 重点取組事項 

 

１ 地域資源を活かした魅力的で安定した仕事をつくる 

２ Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職の促進、子育て層を中心とした就職支援 

３ 障害者・高年齢者等の活躍推進 

 

 

第３ 具体的な実施事項 

 

１ 地域資源を活かした魅力的で安定した仕事をつくる 

 

【町が実施する事業】 

（１） 地域資源を活かした観光産業の振興と交流の拡大 

・新たな観光資源の掘り起こしや、既存及び新規の観光資源を有機的に連絡す 

る観光ルートの設定、体験農業や芸術産業など農林水産業と連携した観光を推 

進することにより、町の主要産業の１つとして観光・レクレーション産業を育 

成し、新たな「しごと」を創出する。 

 

（２）次世代につながる魅力ある農林業の推進 

・農林業の生産基盤を整備するため、高齢化する従業者や新規就業者の労働条 

件の改善を図る（農林業生産基盤整備事業）とともに、若者を中心に農林業の 

担い手となる人材の発掘・育成に努める。（農林業担い手育成事業） 

・新たな品種の活用も含めた特産品の開発、ブランド化、販売促進を進めると 

ともに、地場産品などの販売機会を拡大するなど、生産流通体制を強化する。 
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（３）中部横断自動車道開通を活かした企業立地への行政支援と雇用確保の促進 

・中部横断自動車道開通による交通利便性等を勘案した企業立地への雇用確保 

を積極的に促進する。 

・人材育成事業により、若年者の定住を促進し、進出企業に就労する人材をハ 

ローワーク等との連携により確保する。 

 

（４）日常的な暮らしを支える商業の活性化 

・消費者ニーズに対応した商店経営に向けて人材育成、経営支援を図るととも 

に、多店舗が立地する複合商業地の整備を検討するとともに、巡回買い物サポ 

ートカーの運行、独居高年齢者等を対象とした家事支援サービスなどの新しい 

業態の展開を促進する。 

 

【労働局（ハローワーク鰍沢）が実施する事業】 

（１）静岡と山梨の合同就職面接会を富士宮市内にて開催 

・静岡県のハローワーク富士・富士宮と、ハローワーク鰍沢が合同で就職面接 

会を実施し、地域企業の人材確保及び地域求職者の就職促進を図る。  

 

（２） 静岡県内の求人情報（ハローワーク富士・富士宮）の南部町内における情報 

発信 

・町内を就業場所とした求人情報に加えて、南部町からの通勤可能な地域（ハ 

ローワーク富士・富士宮管内）の求人情報を南部町役場内、道の駅「なんぶ」・

「とみざわ」及びなんぶの湯構内の「求人情報コーナー」にて提供。 

 

（３）ハローワーク鰍沢による南部町への出張相談会の実施 

・毎月１回、南部町役場において出張相談会を実施する。 

 

（４）新たに創出された「しごと」に対するマッチング支援の実施 

・観光産業・農林業・商業の振興や町の行う企業誘致により、町内への立地や 

雇用拡大を検討または実施している企業に対して、労働市場や人材ニーズに関 

する情報を提供すると共に、人材確保のために必要な支援（就職面接会、雇用 

関係助成金の活用など）を行う。 

 

（５）農林業分野におけるマッチング支援の実施 

・農林業分野における人材ニーズに対して、新たな担い手の就農を実現するた 

め、ミニ面接会などによるマッチング支援を実施する。 
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２ Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職の促進、子育て層を中心とした就職支援 

 

【町が実施する事業】 

（１）若者や子育て層のニーズに合った定住環境の整備 

  ・優良な住宅の供給により、若者のＵ・Ｉ・Ｊターンを促進する。 

  ・若者のＵ・Ｉ・Ｊターンを促進するため、定住奨励策を検討する。 

  ・若者や都市住民のＵ・Ｉ・Ｊターンを促進するため、首都圏や静岡県都市部 

住民に向けた広報活動を実施する。 

  ・南部町に住み、静岡市等で働くことも奨励し、アクセスの良い地区への住宅 

の確保やそれらをしやすい雰囲気・環境づくりを進めると共にハローワークと 

連携した情報提供に努める 

 

（２）新規住民の受け入れの推進 

・若者や子育て層の定住促進と並行し、田園居住型住宅の供給や空き家利用を 

促進するなど、新規住民の受け入れを推進する。 

 

（３）就労支援によるＵ・Ｉ・Ｊターンの促進 

  ・町内及び周辺都市の就労に関する情報を積極的に発信・提供し、Ｕ・Ｉ・Ｊ 

ターン就職の促進と町内に住み町内で働く、または町内に住み周辺都市で働く 

など、多様な働き方のニーズに応える。 

 

（４）「求人情報コーナー」を設置 

   ・南部町役場内、道の駅「なんぶ」・「とみざわ」及びなんぶの湯構内に「求人 

情報コーナー」を設置し、定住支援に関する情報と求人情報をはじめとする就労 

に関する情報を提供し、就職希望者をハローワークの職業相談窓口へ誘導する。 

 

【労働局（ハローワーク鰍沢）が実施する事業】 

（１）ハローワーク富士・富士宮における南部町の求人情報コーナーの設置 

・ハローワーク富士・富士宮に、南部町内を就業場所とした求人情報コーナー 

を設置して、Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者だけでなく、町内へ通勤可能な求職者な 

ども含めて広く情報提供を行う。 

 

（２）労働局・ハローワークが実施する県内外の企業説明会、就職面接会において 

町が行う定住支援制度や就労に関する情報を周知 

・山梨県及び静岡県の労働局及びハローワークが実施する県内外の企業説明会、 

就職面接会において、町が行う定住支援制度や就労に関する情報を積極的に周 

知する。 
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（３）労働局における町の支援制度のＰＲ 

・山梨労働局のホームページやハローワーク鰍沢・富士・富士宮において、町 

の支援制度のパンフレットを展示するなど積極的な周知を行う。 

また、Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者について、町の相談窓口へ誘導する。 

 

（４）南部町役場内、道の駅「なんぶ」・「とみざわ」及びなんぶの湯構内の「求 

人情報コーナー」において求人情報を提供 

・南部町設置の「求人情報コーナー」において求人情報を提供する。          

・町より誘導のあったＵ・Ｉ・Ｊターン就職希望者に対して職業相談を行うと 

ともに、ハローワークに来所したＵ・Ｉ・Ｊターン就職希望者に対して町が行 

う定住支援制度の情報提供や町の相談窓口への誘導を行う。 

 

（５）子育て層を中心としたマッチング支援の実施 

・町内への転入や定住を検討する若者や子育て層に対し、就職情報の提供や個 

別相談などのマッチング支援を行う。 

 

３ 障害者・高年齢者等の活躍推進  

 

【町が実施する事業】 

（１）障害者や高年齢者の社会参加の推進 

・ふれあいいきいきサロンやシニアクラブなど、障害者や高年齢者の社会参加 

を促進する。 

・障害者や高年齢者が住み慣れた地域に住み続けることが出来るよう、生活支 

援サービスの充実を図る。 

 

（２）障害者や高年齢者等の個別支援が必要な者のハローワークへの誘導 

・就職を希望する障害者や高年齢者、生活保護受給者などをハローワークの職 

業相談窓口へ誘導する。 

 

（３）障害者雇用及び高年齢者雇用にかかる支援制度等の広報 

・町の広報誌等を通じて、障害者雇用及び高年齢者雇用にかかる支援制度の他、 

障害者雇用率制度や高年齢者雇用確保措置制度を広報する。 

・障害者や高年齢者の雇用が可能な企業の情報をハローワークへ提供する。 

 

（４）シルバー人材センターへの案内・誘導の実施 

・就職を希望する高年齢者や高年齢者雇用が可能な企業に対して、公益社団法 

人峡南広域シルバー人材センターの利用について案内・誘導を行う。 
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【労働局（ハローワーク鰍沢）が実施する事業】 

（１）町から誘導があった者に対する就職支援 

・町から誘導のあった就職を希望する障害者・高年齢者・生活保護受給者など 

に対し、必要に応じて個別求人開拓を実施するなど、早期就職に向けてきめ細 

かな就職支援を行う。 

 

（２）障害者雇用及び高年齢者雇用にかかる支援制度等の広報 

・町内の企業に対して障害者雇用を要請するとともに、就労を希望する町内在 

住の障害者に対して、町と連携して早期就職を図る。 

       ・町より情報提供を受けた、障害者雇用が可能な企業や高年齢者の雇用が可能 

な企業に対し求人開拓を行う。 

 

（３）シルバー人材センターへの案内・誘導の実施 

・就職を希望する高年齢者や、高年齢者雇用が可能な企業に対して公益社団法 

人峡南広域シルバー人材センターの利用について案内・誘導を行う。 

 

４ 南部町と山梨労働局（ハローワーク鰍沢）が共同で定める数値目標 

 

目 標 項 目 平成３１年度目標 

 ハローワークの紹介による 

       南部町内企業への就職件数 

     ９０件以上 

 

    

目 標 項 目 平成３１年度目標 

転入世帯数 

 

      ８０世帯 

 

    

目 標 項 目 平成３１年度目標 

ハローワークの紹介による 

南部町内企業への障害者就職件数 

       ２件以上 

 

    

目 標 項 目 平成３１年度目標 

南部町内企業における希望者全員が 

６５歳以上まで働くことができる企業の割合 

       １００％ 
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