
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 雇用労働課 課長名 大熊 一行 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

景気は回復に向けた動きが続き、雇用情勢も緩やかな改善傾向が見られますが、県内の有効求人倍率(*)は、全国

平均を大きく下回る水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続いています。 

そのため、失業者が減少しない主な要因である「雇用のミスマッチ」(*)の解消による労働移動の円滑化を図る施

策など、総合的な雇用対策の企画・調整を行います。 

また、少子高齢化の進展や２００７年問題とされる今後の団塊の世代の退職による労働力人口の減少等には、高年

齢者等の多様な働き方に対応した就業支援体制の確立と産業人材としての活用を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名 雇用対策の推進 
施策 
コード

４ － ０ ５ ０ ７ － １

アクションプラン 
における位置付け 

施策２５ 産業社会を支えるための就業支援と人材育成 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
４ 発展する経済のちから(就業の促進と人材育成) 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

県内の完全失業率(*)  
４．１％ 

（１６年平均） 

引き下げを目指しま

す。（１８年） 

４．０％以下（２１年） 

３．６％ 

（１８年平均） 
Ａ

県内の有効求人倍率 
０．５８倍 

(１５年度) 

０．８６倍 

(１８年度平均) 

０．９１倍 

(１８年度平均) 
Ａ

雇用創出数 (*) － 
６６，０００人 

 (18年度～20年度) 

２０，５００人 

（１８年度分） 
Ａ

目標の達成状況に 
影響を及ぼす施策 
以外の要因と程度 

・経済情勢、景気の変動が雇用の需給バランスに与える影響は大きく、景気の回復は就業率を

高める要因となります。 

目標の 

達成状況総括 

・雇用対策の推進は、概ね順調に進んでいますが、一部に課題があります。 

その理由として、県内の有効求人倍率は目標を上回っており、これは景気回復局面の継続

による業況の好転により、企業が雇用抑制から増加へ転じる動きが多くなってきたこと、２

００７年問題（団塊の世代の大量退職）を見据えた人材確保の動きが強まってきたことが、

大きな要因として挙げられます。 

なお、課題としては、景気回復や団塊世代の引退を背景とする雇用需要が拡大している中

で若年者の失業率は依然として高く、就職後の早期離職率も高いなどの問題が挙げられます。

・高齢者対策の推進においては、「高年齢者・パートタイマー職業相談室」の設置により、労働

相談や効果的な事業執行に努めるとともに、就業機会確保のためのシルバー人材センター事

業について、引き続き必要な助成と指導育成を実施しました。職業相談室における相談件数

は、実施市の減少（平成１６年度１３市→平成１８年度当初１２市、７月以降１１市）のた

め、目標値を下回っておりますが、一定の成果を挙げることができました。 

また、２００７年問題に対応して、高年齢者の就業を支援する｢生涯現役サポートセンター｣

を創設し、高年齢者向けに、キャリアコンサルタントによるカウンセリングを通じた多様な

働き方についての支援を行うとともに、企業向けに高年齢者の人材活用の好事例についての

情報発信を行いました。 

 
※若年者、障害者に係る雇用対策については、産業人材課：施策名「雇用対策の推進」に記載

※子育て期の女性に係る雇用対策については、雇用労働課：施策名「労働福祉の向上」に記載

(*) 有効求人倍率：求職者に対する求人の比率をいい、求職者１人当たりの求人数を示します。 

         有効求人倍率＝（月間）有効求人数÷（月間）有効求職者数  



(*) 雇用のミスマッチ：企業の求める人材と、求職者の条件が合わないことをいい、具体的には、年齢、技能、求人者

と求職者の所在地の違い、給与などの労働条件が折り合わないこと。   

(*) 完全失業率：「労働直人口（15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの」に占める「完全失業     

者数」の割合（％）のことです。 

(*) 団塊の世代：第二次世界大戦直後の1947年から1949年（あるいは1950年）にかけての第一次ベビーブームで 

生まれた世代を指します。 

 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

（２４１，３１３） １９６，９１５ 

金額

（１５２，２４３） １４０，４０４ 

６．０ ４．３ 

Ⅰ 

（雇用のミスマッチの解消） 

雇用のミスマッチの解消を図るため、県内の一部地域を 

雇用開発地域として定め、地域の実情に応じた各種施策に 

取り組みます。              

また、民間専修学校等の教育訓練機能を活用し、企業の人

材ニーズや求職者自身のニーズに応じた多様な訓練メニュ

ーを提供するとともに、就職支援アドバイザーを配置するこ

とにより、再就職の促進を支援します。 人員

６．０ ４．３ 

２９，１４０ ２８，０６３ 

金額

２６，２８１ ２３，５５８ 

３．０ ４．０ 

Ⅱ 

（高齢者対策の推進） 

 高い就労意欲を有する高年齢者が、意欲と能力のある限り

働くことのできる雇用環境の創出のため、臨時的・短期的な

就業機会としてシルバー人材センターの充実のほか、職業

相談室を設置し、高年齢者の就職相談に応じます。 

 また、新たに「生涯現役サポートセンター」(仮称)を創設

し、雇用側・雇用される側のニーズに応じた雇用・就業支援

を行ないます。 

 

 

人員

３．０ ４．０ 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

地域求職活動援助計画対象地域内の

有効求人倍率 

０．５６倍 

（１５年３月） 

０．８６倍 

(１８年度平均) 

０．９０倍 

(１８年度平均) 
Ａ

Ⅰ 

委託訓練での就職率 
５１．５％ 

（１６年度） 

５２．０％ 

（１８年度） 

離転職者対象 

６５．７％ 

母子家庭の母対象

７６．５％ 

（１８年度） 

Ａ

高年齢者相談件数 
３６，９４３件 

（１６年度） 

３７，０００件 

（１８年度） 

２３，４８６件 

（１８年度） 
Ｂ

シルバー人材センター会員数 
２３，８２８人 

（１５年度） 

２７，０００人 

(１８年度) 

２３，４４５人 

（１８年度） 
ＢⅡ 

生涯現役サポートセンター(仮称) 

懇談会による関係団体間の情報交換

の機会 

－ 
７回 

（１８年度） 

５回 

（１８年度） 
Ｂ

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 高齢者対策の推進 

県内の雇用情勢は、緩やかな改善傾向が見られますが、高齢者の再就職は依然として厳しい状況に

あることから、高齢者の再就職に向けた職業相談、職業紹介や定年退職後等における就業機会の確保

の支援に取り組む必要があります。 

特に、団塊の世代が退職期を迎える２００７年問題については、労働力不足や技術・技能の伝承の

不安が懸念されるとともに、多様な働き方へのニーズにも対応した新たな施策展開が必要となってい

ます。 

 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 雇用のミスマッチの解消 

 「地域求職活動援助計画」及び「高度技能活用安定計画」に示された地域雇用開発の目標に向けて、

県が行う産業・地域振興策と連携を図りながら、様々な事業を展開してまいります。 

 さらに、雇用問題は、産業、地域、教育関係などの極めて広範囲な諸問題と密接な関わりをもつこ

とから、これら関連施策等との緊密な連携を取りつつ中高年齢者の雇用対策を推進してまいります。

また、職業能力開発促進法第７条に基づく第８次千葉県職業能力開発計画を国の職業能力開発基本

計画と整合性を図りながら策定します。 

     

Ⅱ 高齢者対策の推進 

高齢者の就業支援のため、引き続き「高年齢者・パートタイマー職業相談室」（県下１２市）の効果

的な事業執行に努めるとともに、就業機会確保のためのシルバー人材センター事業についても、引き

続き必要な助成と指導育成を実施します。 

また、２００７年問題に対しては、高齢者の就業を支援する｢生涯現役サポートセンター(仮称)｣を

創設し、高齢者雇用にあたっての企業の成功例や高齢者の多様な働き方などの情報提供及び相談員に

よるカウンセリング(*)を行います。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ 高齢者対策の推進 

 高年齢者の就業対策としては、団塊の世代が退職する２００７年問題に対応させるため、新たに

｢生涯現役サポートセンター(仮称)｣を創設します。 

(*) カウンセリング：個人の経歴や資格などに関する悩みを解消するための相談や助言のことで、就業のみならず、 

心理的な支援や個人の価値観の発見なども含まれる。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・地域求職活動援助事業推進会議 

・雇用対策連絡調整会議 

・高年齢者・パートタイマー職業相談室の

設置(通年)               

・生涯現役サポートセンター(仮称)の設置 

・職業能力開発審議会 

・各種委託訓練の開催準備等 

・認定職業訓練校への指導等（通年） 

４月 

～６月

・高年齢者・パートタイマー職業相談室の設置 

(通年)

・各種委託訓練の開催準備、大学委託訓練の実施 

・地域求職活動援助事業推進会議の開催 

７月 

～９月 

・労働施策振興審議会の開催 

・知事親書による雇用促進 

・第８次職業能力開発実施計画策定 

・各種委託訓練の開催準備等 

７月 

～９月

・（母子）職業訓練実施協議会 

・生涯現役サポートセンターの設置 及び 

企業向けオープニングセミナーの開催 

・各種委託訓練の実施 

10月 

～12月 

・高年齢者雇用支援フェスタの開催 

・建設雇用改善推進大会 

・各種委託訓練の開催準備等 
10月 

～12月

・知事親書による雇用促進 

・高年齢者雇用支援フェスタの開催 

・建設雇用改善推進大会 

・各種委託訓練の実施 

１月 

～３月 

・労働施策振興審議会の開催 

１月 

～３月

・企業向けセミナーの開催 

・地域求職活動援助事業推進会議の開催 

・第８次職業能力開発計画案作成 

パブリックコメントの実施 

 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 雇用のミスマッチの解消 

・地域求職活動援助事業 

労働局及び千葉県経営者協会(当事業委託先)と連携して事業の推進に努め、人材受入情報の収

集提供等において当初の計画を上回る成果を挙げました。 

・離職者等再就職委託訓練 

離職者の円滑な再就職を支援するため、専修学校やＮＰＯ、企業等を活用した委託訓練を実施

した結果、受講者の就職率は、６５．７％となり、昨年度の５９．７％を上回る成果をあげま

した。 

・母子家庭の母等に対する職業訓練 

委託訓練を２コース（医療事務のＯＡ秘書科・ＩＴ事務科）実施した結果、受講者の就職率は

７６．５％となり、母子家庭の母の就業による自立に一定の成果をあげることができました。

 

Ⅱ 高齢者対策の推進 

・生涯現役サポートセンター（18 年 7月設置）において、きめ細かなカウンセリングを行うこと

により、シニア世代を中心とした方々の多様な「働き方」の発見を支援しました（相談件数166

件）。 

また、高年齢者雇用に関する企業向けセミナーを２回開催（１５６名参加）するなど、シニ

ア世代の活用手法や有効性に対する理解を深めることが出来ました。 

・高年齢者・パートタイマー職業相談室（当初県下１２市、７月以降１１市）において、 

２３，４８６件の求職相談を受け、６８４人の高年齢者の方を就職に結び付けました。 

 

施 

策 

実 

施 

結

果 

 

特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ 雇用のミスマッチの解消 

・ 経済の回復基調や、団塊の世代の大量退職を原因として、雇用情勢は急速に改善しています

が、子育て期の女性や高齢者を中心に依然として雇用のミスマッチが存在しており、引き続き

対応策等を講じる必要があります。 

また、雇用情勢が急速に改善される中、特に新卒採用の雇用環境が好転し、「売り手市場」と

なったことから、中小企業の中には必要とする人材を確保できなかった企業もあり、子育て期

の女性や高齢者を貴重な労働力として活用することや、中小企業の採用活動の支援をする必要

があります。 

・労働施策振興審議会 

法改正により、必置とされていた｢職業能力開発審議会｣の設置が任意とされたことに伴い、

両審議会の見直しが必要となります。 

 

Ⅱ 高齢者対策の推進 

少子高齢化による人口減少社会の到来を踏まえ、２００７年から始まる団塊世代の大量退職

に対応して、豊富な知識経験を有する高年齢者の活用のための就業支援を進める必要がありま

す。 

県では、１８年７月、「生涯現役サポートセンター」を設置したところですが、引き続き、同セ

ンターの充実に努め、利用者の増加等センターの活性化を図る必要があります。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 雇用のミスマッチの解消 

・雇用のミスマッチの解消と中小企業の採用活動への支援 

団塊世代の大量退職や本格的な少子化時代を控え、貴重な労働力である子育て期の女性や高

齢者を企業が活用できるよう、働く側と雇用する側の双方の事情とニーズに応じた、効果的な

就業支援を「ちば仕事プラザ」において実施するなど、サポート体制を拡大・充実させ雇用の

ミスマッチに解消に取り組むとともに、今後は、利用者からのニーズや利便性等を考慮して、

市町村との連携を検討してまいります。 

また、「生涯現役サポートセンター」において、企業における人材活用事例の情報発信等を行

うとともに、ちば仕事プラザの相談者を中心とした求職者登録システム「（仮称）ちば仕事プラ

ザネット」を創設し、千葉県独自の人材情報を提供することにより、中小企業の採用活動の支

援にも取り組みます。 



・労働施策振興審議会について 

 組織体制〔設置根拠(条例・要綱等)、審議事項、委員構成・定数 等〕の検討を進め、審議会の

一元化等を含め、見直しを図ってまいります。 

Ⅱ 高齢者対策の推進 

高年齢者の就業を支援するため、生涯現役サポートセンターにおいて、引き続き、キャリア

コンサルタントによる相談や企業における人材活用事例の情報発信を行うとともに、新たに求

人企業と求職者の「出会いの場」を提供します。 

また、少子高齢化や２００７年問題に起因する人材不足等に対応するため、ちば仕事プラザ

の相談者を中心とした求職者登録システム「（仮称）ちば仕事プラザネット」を創設し、企業の

みならず、ＮＰＯ、農業、福祉等、様々な分野に対し、千葉県独自の人材情報を提供していき

ます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・ 雇用情勢は改善基調にある中、子育て期の女性や中高齢者を中心に、就職困難者は依然多いことから、当事者に

よるニーズや法改正（地域雇用開発促進法）に対応しつつ、国や経済団体、学校等と連携協力を図りながら支援を

行うこと。 

・ 特に、高齢者対策については、団塊世代の大量退職に対応しながら、知識経験豊富な高齢者等の就労支援の充実

を図ること。 

 


