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平成１８年度  アクションプラン施策進行管理票 

施策 
番号 ２５ 施策名 産業社会を支える就業支援と人材育成 施 策 

コード ０ ６ ｓ ２ ５  

主管 
課名 商工労働部 雇用労働課 関係

課名 
児童家庭課、障害福祉課、経済政策課、産業振興課、産業人材課、（教）指導
課 

１ 施策の基本的な考え方（最終目的／上位目的） 
しごと・雇用の安定は、県民一人ひとりが安定し充実した生活を送るための基盤です。また、企業にとって働く人の

確保は、企業活動の源の一つでもあります。 

そこで、総合的な経済活性化策の展開により、千葉県経済の活力を強める中で、地域に豊かな雇用が生まれ、また、

さらなる産業の振興にもつながるといった地域経済の好循環を創り出していくことが必要です。 

現在、我が国では、経済の回復に伴って、完全失業率や有効求人倍率も緩やかに改善するなど雇用失業情勢も全般的に

は改善しているところですが、一方、合計特殊出生率が2004年時点で１．２９（千葉県は１．２）になるなど少子化が進

むとともに、人口減少社会を迎えており、労働力不足が懸念されています。 

 千葉県においても、少子高齢化の進展により、生産年齢人口（15歳以上65歳未満の人口）は、2000年の４２４万人が、

2005年には４１６万人に、2025年には３５４万人にまで減少すると推計されています（国立社会保障・人口問題研究所の

推計による）。 

また、いわゆる団塊の世代の就業者数は、千葉県では、２６万人と全体のおよそ８．８％と高い割合を占めていますが

（2000 年国勢調査）、2007 年から退職期を迎えることにより、経済社会を支える者の減少や産業を支える人材の質の低下

を招く恐れがあります。 

 そのため、これまでも県として主体的に雇用施策を実施してきましたが、これまでの施策を体系的に整理・発展させた

ちば しごと雇用創出プランをもとに、今後も経済社会の活力を維持し、若年者、障害者、女性、高齢者など誰もが意欲と

能力を活かして働くことのできる豊かな社会を実現するために、就業支援や産業人材の育成に取り組んでいきます。 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「施策の基本的な考え方」に対応した指標 

目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年月） 

区
分

完全失業率 

4.0％ 

（17年平均） 

（総務省労働力調査）

4.0％以下 

（21年） 

3.6％ 

（18年平均） 
Ａ

企業における 

障害者雇用率 

1.43％ 

（17年6月） 

（厚生労働省調べ） 

引き上げを目指します 

（18年度） 

1.8％以上 

(20年度) 

1.47％ 

（18年6月） 
Ａ

雇用創出数 － 
66,000人 

(18年度～20年度） 
20,482人 Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

完全失業率など雇用失業情勢は地域経済の情勢と密接に結びついています。地域の経済情勢といえ

ども、数多くの民間の事業者等が主体となるものに加え、経済のグローバル化の進展などにより世界

の社会経済情勢の変化と密接に結びつくなど、非常に複雑な要素で構成されています。 

このような国内外の経済社会情勢の変化というものが、設定した目標の達成に大きな影響を及ぼす

ことも考えられます。 

目標の 

達成状況総括 

産業社会を支える就業支援と人材育成の実現に向けて、順調に進んでいます。 

その理由として、① 完全失業率は3.6％となり目標の4.0％以下を達成し、雇用失業情勢は緩やか

に改善しつつあること、② 企業における障害者雇用率は法定の1.8％に及ばなかったものの、17年

度より0.03ポイント上昇したことなどが挙げられます。 

 

資料４－２ 参考 
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２ 施策展開                                      （単位：千円、人） 

施策展開の柱（中位目的） １８年度 
当初予算 

１８年度 
決算 

金額
13,152 
うち再掲分 
8,152 

9,499 
うち再掲分 
6,007 

Ⅰ 

労働力が減少する中で、就業意欲の高い女性や団塊の世代を

はじめとした高齢者等が「みんなが働き、支えあってちば経済

の活力向上」の担い手になることができるように、男女共同参

画の視点も踏まえ、仕事と個人の生活を両立できるような働き

方や多様な働き方の実現を通じて、性別・年齢等に関係なく、

誰もが意欲と能力に応じて働くことができるような就業環境づ

くりに取り組みます。 

人員
4.6 

うち再掲分 
3.0 

4.6 
うち再掲分 
3.0 

金額
309,563 
うち再掲分 
50,206 

255,302 
うち再掲分 
48,836 

Ⅱ 

 相談から就職までの個別的、継続的、包括的な就業支援を実施

することにより、若年者、障害者、女性、高齢者など就職が困難

な人の就業を促進します。また、それぞれにふさわしい訓練の実

施により、効果的な職業能力の開発・向上を促進し、円滑な再就

職を支援します。併せて、ニートである若者の自立にも取り組み

ます。 

人員
14.9 

うち再掲分 
3.1 

15.4 
うち再掲分 
3.0 

金額 74,297 73,049 

Ⅲ 

厳しい国際間・企業間競争の中で、企業の競争力を高めるため、

中小企業経営支援と一体となって、企業が永年培ってきた高度な

技術・技能を受け継ぎ、更に発展させることができるような専門

的な知識を持つ人材など付加価値創造型人材の育成を支援しま

す。 
人員

0.5 
うち再掲分 
0.1 

0.4 
うち再掲分 
0.1 

金額 10,874 10,231 

Ⅳ 

働く人が適法な労働条件の下で安心して働き、また、均等な機

会及び待遇が確保されるように、国と連携して、賃金不払いや解

雇、セクシャルハラスメント等雇用関係に伴うトラブル等労働問

題全般に係る相談に取り組みます。併せて、労働者のメンタルヘ

ルス対策にも取り組みます。 
人員 0.7 0.7 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応した指標 

柱 目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年月） 

区
分

Ⅰ 
〝社員生き生き！元気な会社〟
宣言企業数 

80社 
（17年度） 

155社 
（18年度） 
700社 

（17～21年度） 

105社 

（18年度） 

132社 

（17～18年度） 

Ｂ

子育てお母さん再就職支援 
センター 

－ 
設置 

（18年度） 

設置 

（18年7月） 
Ａ

ちば若者キャリアセンターの 
利用者数 

40,000人 
（17年度） 

40,000人 
（18年度） 

32,698人 

（18年度） 

Ａ

※Ⅱ 

日本版デュアルシステム 
訓練事業に係る就職率 

72％ 
（16年度） 

75％ 
（18年度） 
77％ 

（20年度） 

65.4％ 

（18年度） 
Ｂ

Ⅲ 
中小企業等能力開発講座 
実施数 

65講座 
（17年度） 

65講座 
（18年度） 
70講座 
（20年度） 

64講座 

（18年度） 
Ｂ

一般相談件数 
1,910件 
（17年度） 

2,000件 
（18年度） 

1,566件 

（18年度） 
Ｂ

Ⅳ 

特別労働相談 
100件 

（17年度） 
100件 

（18年度） 
72件（18年度） Ｂ

※ 利用者数が、目標を下回ったのは景気回復等による就業改善によるものと考えます。 
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３ 施策展開の説明（事前評価） 

これまでの 

取組、課題 

 求職と求人のミスマッチの解消に向けた就業支援や県民の必要とする職業訓練を実施して、意欲と能

力に応じた働き方の実現に取り組み、県民の多様な生き方や働き方を支えてきました。 

また、キャリア教育の総合的推進や産業界のニーズ（需要）に応えた職業訓練の実施により、産業人

材の育成に取り組みました。 

こうした中、少子高齢化や団塊の世代の退職により、労働力の不足や産業を支える人材の質の低下等

の問題が生じ、経済社会の停滞、県民生活の低下を招く恐れがあります。 

施策のねらい、 

施策展開の方向 

 成熟社会にふさわしい県民の就業生活や人口減少・少子高齢化を視野に入れながら、若年者について

は、体系的な職業教育や就業支援により意欲を高め自立を、障害者については、おのおのの適性に応じ

た就業支援により職業人としての社会参加を促し、女性については、その意欲と能力を思う存分発揮し、

また、団塊の世代を含めた高齢者はその高い就業意識を持って元気に健康に働けるよう、みんなが働き、

みんなが参加できるような社会を目指します。 

併せて、個人のワークスタイル等にも柔軟に対応するため、男性を含むすべての人の、仕事と生活の

バランスの取れた働き方や仕事と子育ての両立など、個人のライフステージ、ワークスタイルに柔軟に

対応して意欲と能力が発揮できるような雇用環境の実現に取り組みます。 

 大学や専修学校、ＮＰＯ法人、企業など幅広い教育資源を活用し、機動的・効果的な委託訓練により、

高度で専門的な知識を持つ中核人材の育成を図ります。また、障害のある方々の就業意欲の高まりに応

え、障害ある方が身近な地域で職業訓練を実施するなど、時代の変化と県民・産業界のニーズに応えた

職業能力開発支援の拡充を図ります。 

また、就業支援施設の運営方法等について、既存のものも含め新たな視点で検討します。 

地域社会や産業で必要とされているものを的確に把握しながら国、市町村、民間など関係者の適正な

役割分担と連携のもと、総合的な就業支援体制をつくります。 

これらの施策展開により、今後も経済社会の活力を維持し、誰もが意欲と能力を活かして働くことが

できる豊かな社会を実現します。 

４ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ・仕事と個人の生活を両立できるような働き方や多様な働き方の実現を通じて、就業意欲が高い
女性や団塊の世代をはじめとした高齢者など誰もが意欲と能力に応じて働くことができるような
就業環境をつくるために、 
・“社員いきいき！元気な会社”宣言企業の公表（19年3月末 132社）、 
・ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（２回） 
・企業経営者へのピンポイントの周知啓発セミナーの開催（3回） 
・仕事と子育ての両立支援アドバイザー養成講座の開講（4回） 
を行うことで、経営者や企業の人事・労務担当者等に雇用管理としてのワーク・ライフ・バラン
スの有効性や仕事と子育てが両立できる就業環境づくりを実践することが企業経営上のメリット
であることを認識してもらうことで、中小企業を中心に両立支援の主体的な取組みのための一歩
を踏み出すきっかけとすることができました。 
 ・18年7月にオープンした「ちば仕事プラザ」内の「生涯現役サポートセンター」では、シニア
世代の人材活用における好事例をホームページへ掲載することで、県内企業にシニア活用の意義
を理解してもらうことができました。また、シニア世代を中心に 166 件のカウンセリングを行い
ましたが、県民から多様な働き方がわかった、などと好評でした。 
Ⅱ 相談から就職までの個別的、継続的、包括的な就業支援を実施することで、若年者、障害者、
女性、高齢者など就職が困難な人の就業を支援しました。 
 ・「ちば若者キャリアセンター」の利用者は、32,698 人となり目標値の８割を超え、新規登録者
は、7,497人、就職を含む進路決定者数は、5,278人となり、就職決定率（就職を含む進路決定者
数／新規登録者数）は７割を超え、所定の効果をあげました。 
・企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進としては、デュアル型訓練を実施し、
就職率は、62.7％となりました。また、インターンシップについては、予定の事業量を達成し、
進路未定者減少等の成果がありました。 
 ・18年7月にオープンした「ちば仕事プラザ」内の「子育てお母さん再就職センター」において、
445 名のカウンセリングを行い、その就職率は25.5％（18 年 12 月末時点フォロー調査による）
となりました。また、併せて４回実施したグループワーキングでは、受講者数84名、実践的な内
容が就職活動に役立つと好評でした。 
 ・千葉障害者就業キャリアセンター事業では、就業相談1,249件、実習訓練201名などを実施、
就職数30名、特例子会社２社の設置を推進しました。また、障害者の多用なニーズに応じた訓練
を民間事業者に委託し、284名が受講し、84名が就職しました。我孫子高等技術専門校において、
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知的障害者を対象とした訓練を実施、20名が入校し、8名が就職しました。 
 ・県内の各シルバー人材センター（44箇所）を会員に有している（社）千葉県シルバー人材連合
会に対し、助成・事業の育成指導に努めました。また、高年齢者・パートタイマー職業相談室 
 では、相談件数55,879件、就職件数1,475件と所定の効果をあげました。 
Ⅲ 厳しい国際間・企業間競争の中、中小企業の競争力を高めるため、企業が持つ技能・技術の継
承・発展させることができるような付加価値創造型人材の育成を支援しました。 
 ・産学連携製造中核人材育成事業では、京葉臨海コンビナートの企業集団（石油・石化７社）と
千葉大学、千葉工業大学が連携、コンビナートが抱える安全・環境問題、競争力の向上、技能・
技術の伝承等に対応できる中核人材の育成を図るための教材・カリキュラムを開発し、全 114 コ
マのうち53コマの開発を完了しました。 
 ・中小企業における能力開発の促進、従業員等個人のキャリア形成の向上を支援し、本県産業の
発展を図るため、テクノピラミッドにおいて、64講座の開設、施設の提供を行いました。 
Ⅳ 「千葉県労働相談センター」において、1,638件（一般労働相談 1,566件、弁護士による特別
労働相談 72件）の賃金支払いや解雇、セクハラ等に係る労働相談に対応しました。 
 

特記事項 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
  18年度から、テクノピラミッドは、若者、子育て中の女性、団塊の世代をはじめとしたシニア
の方など地域での就労を支援するためのサポート体制を拡大充実するとともに、貴重な働き手と
して企業が雇用できるよう、働きたい人と企業の双方を応援するため「ちば仕事プラザ」として
オープンしました。「ちば仕事プラザ」は、「子育てお母さん再就職支援センター」、「生涯現役サ
ポートセンター」、「地域若者サポートステーション」、「千葉地域職業訓練センター」の４つの支
援機能を有しています。 
Ⅰ 「仕事と子育てが両立する働き方の実現」へ向けて経済界・労働界・県が共に目指すものとし
て「３つの目のつけどころ」を一致させ、19年1月に共同アピールを発表することができました。
Ⅱ 「子育てお母さん再就職支援センター」では、相談中の保育サービスを実施したことから、
当初来所が困難とも思われていた子育て中の女性に多く来所していただきました。 
 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された課題 

Ⅰ・仕事と子育てが両立する働き方の実現に向けた取組みは17年度から始まったばかりであり、県
内企業に向けてワーク・ライフ・バランスの有効性についての認識をさらに高めていくためにも、
養成した両立支援アドバイザーに経営相談等を通じて企業に両立支援の有用性についての理解を
深める活動を促進させることです。 
・「生涯現役サポートセンター」については、他の機関との連携を図り、利用者のさらなる利便を
図って、相談者の増加につなげることです。 
Ⅱ・「ちば若者キャリアセンター」については、経済産業省から指定を受けているモデル事業ですが、
3 年間で財政的な支援措置（事業の委託）が終了することから、19 年度から自立に向けた検討を
進める必要性があります。 
・企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進としては、委託訓練については、就
職率の向上、公共訓練活用型については、入校率と実習委託先企業の開拓、インターンシップに
ついては、学校教育活動全体における位置付けの明確化や体系化など、校内推進体制の確立と地
域の受入れ事業所の開拓に向けての取組みの強化を図ることです。 
・「子育てお母さん再就職センター」については、まだ、十分に施設サービスが活用されていると
はいえないことから一層のＰＲに努める必要があります。 
・千葉障害者就業キャリアセンター事業については、障害者自立支援法などの施行により、障害
者の一般就労への流れが一層促進されることとなりましたが、今後、他の就労支援機関では支援
困難な精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者等に対する就労支援に取り組む必要がありま
す。 
また、障害者の多様なニーズに応じた訓練については、ニーズに応えて定員を増やすと同時に、
就職率もまだ低い状態であることから、19年度は、さらに就職率の向上を図る必要があります。
我孫子高等技術専門校の知的障害者コースについては、18年度は入校から就職まで全般的に低調
であったので、地域において知的障害者訓練が認知されるためにも、入校率や就職率の実績を上
げる必要があります。 
 ・高年齢者・パートタイマー職業相談室については、18年度をもって廃止となりました。その代
わりの施策として、19年度中にインターネット上の人材バンク「（仮称）ちば仕事プラザネット」
を構築します。 
Ⅲ・産学連携製造中核人材育成事業では、全114コマのうち開発が完了していない61コマの開発で
す。 
・テクノピラミッドで実施する講座については、中小企業を取り巻く環境が大きく変化してきて
いる中で、講座に対するニーズの把握が、今後、ますます必要となっていることです。 
Ⅳ 近年、労働者が仕事に関して強い不安やストレスを感じており、心の健康問題が労働者本人を
はじめ、その事業所や家族に与える影響が大きくなっていることです。 
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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 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への対応策 

Ⅰ・仕事と子育てが両立する働き方の実現に向けて、経済界・労働界・県が「仕事と子育てが両立

する働き方の実現に向けた取組み」に向けて、共に目指す共同アピールを発表したことから、こ

れまで以上に連携を深め事業を実施していきます。両立支援アドバイザーの活動については、フ

ォローアップセミナーのプログラム内容等の検討を行っていきます。 

 ・「生涯現役サポートセンター」については、利用者のさらなる利便を図るため、求人企業等と求

職者の出会いの場の開催や就農相談会やシルバー人材センター事業との連携、企業アドバイザー

によるシニア世代の活用についてのアドバイスなどを実施します。 

Ⅱ・「ちば若者キャリアセンター」については、19 年度以降自立に向けて、地域の産業政策、雇用

対策及び教育政策と連携しながら、効果的な事業内容、効率的な事業運営に関する若年者就業支

援のモデルを確立します。 

・企業実習や職場体験をとおしたキャリア教育の総合的推進としては、適正な委託訓練科目を選

定するために、訓練にニーズの適正な把握に努めるとともに、ハローワークを中心に関係各機関

へ協力依頼の充実を図るなど、募集活動の見直しを行います。 

 ・「子育てお母さん再就職センター」については、市町村関係団体等と連携してＰＲに努めること

とします。 

 ・千葉障害者就業キャリアセンター事業については、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害

者の一般就労を進めるため、就業支援ノウハウの確立に努めます。障害者の多用なニーズに応じ

た訓練については、就職率の向上を図るため、コーディネーターによる訓練生への就職支援を強

化するとともに、関係機関と連携を図りながら、委託先についても雇用の可能性のある企業の選

定（開拓）に努めます。我孫子高等技術専門校の知的障害者コースについては、19年度以降につ

いて、より多くの訓練生を就職に結びつけ、さらに職場に定着できるよう訓練期間・定員・訓練

内容等を見直します。また、地域の関係機関と連携し、就労支援を強化します。 

 ・18年度に廃止となった高年齢者・パートタイマー職業相談室の代わりに、19年度中に構築予定

のインターネット上の人材バンク「（仮称）ちば仕事プラザネット」の効果的な推進を図るととも

に、「ちば仕事プラザ」を中心に国や市町村等の関係機関との効果的な連携方法を模索します。 

Ⅲ・産学連携製造中核人材育成事業では、19 年度に残りの 61 コマを開発するとともに、開発した

カリキュラムの実用化に向けた検討を行います。 

・テクノピラミッドで実施する講座について、人材育成、キャリア形成に係る教育訓練ニーズを

把握するため、講座利用者である参加者のアンケート及び講座の利用を考えている中小企業等に

アンケート等を実施します。 

Ⅳ 19年度において、近年増加傾向にあるメンタルヘルス問題に対応するため、「一般労働相談」、

「弁護士による特別労働相談」に加え、新たに臨床心理士等の専門家による「働く人のメンタル

ヘルス特別相談」を実施します。 

 

 


