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第１章 雇用戦略指針の概要 

 

１ 雇用戦略指針改定の趣旨 

 

平成12年4月の地方分権一括法の制定や雇用対策法の改正などにより、市町村において

も国や県との役割分担を踏まえ、地域の資源や特徴を生かしながら、雇用・就労施策を主

体的に展開することが求められています。 

これまで本市では、平成24年3月に策定した「大垣市雇用戦略指針」に基づき、多様な

働き方の支援をはじめ、新たな雇用機会の創出や、産業人材の育成、就労困難者の雇用促

進など、様々な施策を実施してきました。 

一方、日本経済に目を向けると、平成20年秋以降にリーマン・ショックや東日本大震災

により雇用情勢が急速に悪化したものの、平成24年に入り増勢を維持してきており、雇用

情勢は一部に厳しさはみられるものの改善が進んでいる状況にあります。 

しかしながら、少子高齢化に伴う人口減少や、グローバル化による産業競争の激化など、

雇用をとりまく社会や経済は構造変化の中にあります。 

こうした中、国では、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」を公布し、地方創

生に向けた今後の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を同年12月に閣議決定し、基本目標①には、「地方における安定した雇

用を創出する」を掲げ、女性の活躍推進や若い世代が安心して働ける職場を新たに生み出

すこと、基本目標②には、「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する」を掲げ、地域連携による経済・生活圏の形成することなど、雇用・

就労施策の推進に取り組んでいます。 

また、平成27年12月に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改定版）」

においては、「『地方創生の深化』を目指す」を掲げ、さらなる雇用・就労施策の推進に

取り組んでいます。 

岐阜県では、平成27年10月に策定した「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」において、「『岐

阜県成長・雇用戦略』の推進」を掲げ、雇用・就労施策の推進に取り組んでいます。 

そこで、本市においても、こうした国や県の動向を踏まえ、本市の地域性、独自性をも

たせながら、活力ある持続可能なまちづくりを推進するための戦略として、平成27年10月

に「『水の都おおがき』創生総合戦略」を策定しました。 

この中で、基本目標「地域特性を生かした雇用の創生」の施策として「産業振興の推進

（企業支援機能の強化や地域産業の担い手の育成・確保、若者・有能な人材の確保・流出

防止などにより、産業振興の推進を図る）」を掲げ、また、基本目標「広域連携による圏

域の新たな魅力の創生」の施策として「連携体制の構築による事業の推進（広域観光の推
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進や産業振興と雇用促進などにより、連携体制の構築による事業の推進を図る）」を掲げ、

雇用・就労施策の推進に取り組むこととしています。 

今回、平成28年度をもって第1期計画が満了することに伴い、また、これらの施策の着

実な推進と、さらなる充実を図るため、戦略指針を改定する必要があります。 

これらを踏まえ、「大垣市第五次総合計画基本構想」の施策の大綱のひとつである「に

ぎわいと活力みなぎるまちづくり（産業振興）」の実現を目指すとともに、本市の雇用・

就労施策を具現化するため、「大垣市雇用戦略指針」を改定するものです。 

 

 

〔大垣市第五次総合計画基本構想における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市第五次総合計画基本構想 

第4節  施策の大綱 

2  にぎわいと活力みなぎるまちづくり（産業振興） 

⑶ 労働環境の充実 

地域産業の活性化や新しい業種の導入などにより、就業機会の創出を進める

とともに、高齢者や女性、障がい者、若年層などに対する就職情報の提供や就

業能力開発支援などの充実に努めます。 

また、一企業では対応できない福祉面でのサービス支援など勤労者福祉の充

実を図るとともに、労働条件の向上や労働環境の改善などに取り組みます。 

 

 

〔「水の都おおがき」創生総合戦略における「就労支援」の位置づけ〕 

 

○ 「水の都おおがき」創生総合戦略 

6  施策 

⑵ 地域特性を生かした雇用の創生 

① 産業振興の推進 

企業支援機能の強化や地域産業の担い手の育成・確保などにより、産業振興

の推進を図ります。 

⑸ 広域連携による圏域の新たな魅力の創生 

① 連携体制の構築による事業の推進 

広域観光の推進や産業振興と雇用促進などにより、連携体制の構築による事

業の推進を図ります。 
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２ 雇用戦略指針の位置づけ 

 

この指針は、「大垣市第五次総合計画」や「『水の都おおがき』創生総合戦略」を上位

計画とし、雇用・就労部門の個別計画として、本市の雇用・就労施策の方向性を明らかに

するものです。 

また、国の「雇用政策基本方針」（平成26年4月閣議決定）や「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（平成26年12月閣議決定）、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂

版）」（平成27年12月閣議決定）、岐阜県の「岐阜県成長・雇用戦略」（平成26年3月策

定）や「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」（平成27年10月策定）、市の他の個別計画等と

も十分な整合性を図っていきます。 

 

 

〔雇用戦略指針の位置づけ〕 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

 

 

３ 雇用戦略指針の期間 

 

この指針の期間は、平成29年度から33年度までの5年間とします。 

なお、改定後は、進捗状況の把握に努めるとともに、雇用・就労を取り巻く社会経済情

勢の変化などにも的確に対応しながら、必要に応じて内容の見直しを行います。 

 

大垣市第五次総合計画 

大垣市 

雇用戦略指針 

雇用政策基本方針 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

国 
岐阜県成長・雇用戦略 

「清流の国ぎふ」創生総合戦略 

県 

各種関連事業・施策の実施 

・産業振興指針 
・高齢者福祉計画（介護保険事業計画） 
・障害者計画・障害福祉計画 
・子育て支援計画 
・男女共同参画プラン など 

他
の
個
別
計
画 

「水の都おおがき」創生総合戦略 
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第２章 第１期計画の実施状況及び評価 

 

１ 第１期計画の実施状況 

 

本市では、「大垣市第五次総合計画基本構想」の施策の大綱のひとつである「にぎわい

と活力みなぎるまちづくり（産業振興）」の実現を目指して、平成24年度から28年度まで

の5か年を計画期間とする「大垣市雇用戦略指針」を策定し、さらなる地域振興と地域雇

用創出を図り、市内の産業を支える人材の確保・育成及び高齢者や女性、障がい者、若年

層などすべての働く意欲のある市民が、その能力を生かして、安心して働くことができる

社会を実現するため、各種団体と連携して、雇用・就労施策を実施してきました。 

 

⑴ 多様な働き方の支援 

人口減少や少子高齢化の進行により、労働供給力の減少が見込まれる中、労働力として

高い可能性を持つ高齢者や女性、障がい者、無業状態の若年層等、一人ひとりが個性を生

かして意欲を持って働くことができる社会環境の整備を図るため、関係機関と連携し、様々

な取り組みを行いました。 

 

① 高齢者の就業や社会参加の支援 

人口減少や少子高齢化の進行により、労働供給力の減少が見込まれる中、労働力として

高い可能性を持つ高齢者の積極的な活用の向上のため、関係機関と連携し、様々な取り組

みを行いました。 

 

1) 大垣地域シルバー人材センターの充実（高年齢者労働能力活用助成事業） 

2) シニア就業支援プログラム事業（岐阜県シルバー人材センター連合会） など 

 

② 女性の能力開発や職業訓練制度の活用、離職した女性の再就職支援 

関係機関と連携し、子育てをしながら就職を希望する女性の職業相談や職業紹介、育児

休業や育児等で一定期間仕事から離れていた女性などの職業能力の維持回復を図る取り組

みを行いました。 

 

1) キャリア形成支援事業 

2) 母子・父子自立支援相談 

3) 大垣地域職業訓練協会への運営補助 

4) 国・県主催の女性の能力開発に関する事業のパンフレット等での周知 など 
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③ 障がい者雇用に関する支援 

障がい者が、就職活動を円滑に実施でき、適切な職業選択が行え、また職場で安定して

働き続けられるように、関係機関と連携し、相談等の支援に取り組みました。 

 

1) 就労相談支援（大垣市障がい者就労支援センター） など 

 

④ 障がい者の自立支援 

関係機関と連携し、障がい者の地域生活と就労を進めるための自立支援に取り組みまし

た。 

 

1) 障がい者のための在宅サービス（生活介護サービス、地域生活支援事業） など 

 

⑤ 新規学卒者等の地元企業への就職支援 

人口減少の進む中、若手人材の他地域への流出抑制と、他地域からの流入促進を図るた

め、若年労働者の確保に向けた地元企業の魅力ある情報の提供など、関係機関と連携し、

若者の就職支援に取り組みました。 

 

1) リアル大垣合同企業展事業 

2) 大垣地域人材定着促進事業 

3) Ｕターン・Ｉターン就職支援事業 など 

 

⑥ 多様な働き方の支援 

労働生産性の維持、向上や人材獲得を目指すために、関係機関と連携し、多様な働き方

に関するセミナー等の開催に取り組みました。 

 

1) 就職応援セミナー等の開催 など 

 

⑦ 外国人の雇用・就労支援 

労働力人口の減少、経済社会の国際化・グローバル化の進展に伴い、就労を目的として

入国した外国人に対し、安心して住み続けられるよう、多言語での情報提供などの支援に

取り組みました。 

 

1) 行政情報の多言語化、生活支援、子育て・教育支援 など 



第２章 第１期計画の実施状況及び評価 

6 

⑵ 新たな雇用機会の創出 

新たな雇用機会の創出を図るため、雇用創出の可能性がある分野における雇用の受け皿

づくりや、新産業の創造に取り組み、それが具体的な雇用機会につながるように、関係機

関と連携し、様々な事業に取り組みました。 

 

① 新たな雇用の機会の創出 

新たな雇用機会の創出を図るため、企業誘致や企業立地、新産業の創出、市内企業の競

争力強化のための販路開拓・拡大、人材育成への支援など、関係機関と連携し、様々な面

での支援に取り組みました。 

 

1) 企業誘致事業 

 

2) 企業立地支援事業 

1  ソフトピアジャパン企業誘致・エリア活性化推進事業 

2  企業立地促進事業（工場等設置奨励金） 

3  コールセンター等立地促進事業（設置運営に関する補助金） 

 

3) ものづくり岐阜テクノフェア開催支援事業 

 

4) 産業活性化推進事業 

1  産業メールマガジン配信事業 

 

5) 販路拡大支援事業 

1  ビジネスマッチング促進支援事業 

2  ＷＥＢサイト構築支援事業 

 

6) 大垣市産業振興指針策定・推進事業 

 

7) 情報産業人材育成事業 

1  ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業 

 

8) 高付加価値化支援事業 など 
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② 雇用の促進を図る 

厳しい雇用失業情勢の中、雇用を確保するため、企業の雇用拡大や、産業振興指針の策

定・推進など、雇用の受け皿づくりへの様々な支援に取り組みました。 

 

1) 企業立地支援事業（再掲） 

1  企業立地促進事業（雇用促進奨励金） 

2  コールセンター等立地促進事業（雇用促進に関する補助金） 

3  遊休地調査事業 

 

2) 大垣市産業振興指針策定・推進事業（再掲） など 
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⑶ 産業人材の育成 

産業人材の他地域への流出抑制や市内企業への就職、就業者の高度化のため、関係機関

と連携し、本市の先端技術産業や情報産業などの次世代を担う人材の確保・育成に取り組

みました。 

 

① 先端技術産業の担い手の確保に努める 

関係機関と連携し、本市の先端技術産業の次代の担い手の確保・育成支援に取り組みま

した。 

 

1) ものづくり名工塾事業 など 

 

② 産業人材の育成に努める 

産業人材の育成を図るため、関係機関と連携し、就業者の高度化に向けた支援に取り組

みました。 

 

1) 情報産業人材育成事業 

1  ＩＴスキルアップ支援事業 

2  ものづくり人材育成講座開催支援事業 

3  生産現場意識改革啓発・普及事業 など 

 

③ 地域での雇用につなげるよう支援 

関係機関と連携し、産業人材の他地域への流出抑制、市内企業への就職支援に取り組み

ました。 

 

1) ものづくり名工塾事業（再掲） など 
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⑷ 就労困難者の雇用の促進 

支援ニーズが一人ひとり異なり、多様である就労困難者の雇用・就労を図るため、関係

機関と連携し、様々な支援に取り組みました。 

 

① 就労困難者の職業相談や生活相談に対応 

就労困難者が自立して生き生きと働き、生活できる環境の向上のため、関係機関と連携

し、様々な支援に取り組みました。 

 

1) 大垣市雇用・就労支援センターの設置 

2) 生活支援の相談窓口の設置 など 

 

② 無料職業紹介事業等 

市民の安定した雇用状況を確保するため、関係機関と連携し、無料職業相談・紹介や生

活相談等、様々な支援に取り組みました。 

 

1) 大垣市雇用・就労支援センターの設置（再掲） など 
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２ 基本目標に対する実績 

 

⑴ 就業人口 

目標指標は、「就業人口」とし、平成17年の80,787人を平成28年に80,780人すること

を目標としました。 

平成22年実績では、77,466人となり、目標値を3,300人以上下回りました。 

 

目標指標名 

雇用戦略指針 

基準値 

（平成17年） 

目標 

（平成28年） 

見込値 

（平成22年） 

就業人口（人） 80,787 80,780 77,466 

 

 

〔基本目標の推移〕 

83,419

84,484

82,868

80,787

77,466

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年

（人）
基準値 目標値 
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第３章 地域雇用の現状と課題 

 

１ 地域雇用の動向 

 

⑴ 市町村の雇用対策 

市町村の雇用対策については、主に「労働力の需要」、「労働力の供給」、「労働力の

需給の調整」という3つにわけることができます。 

はじめに、労働力の需要に係る雇用対策とは、労働者を雇う企業に着目したもので、企

業誘致をはじめ、新規産業の発掘や既存企業の経営支援などにより、地元の雇用を維持し、

拡大を図る施策です。 

次に、労働力の供給に係る雇用対策とは、労働者の就労行動に影響を与えようとするも

ので、労働者に対する職業相談をはじめ、就労を促進するための教育や訓練を行う施策な

どがあげられます。 

また、病気や災害、解雇や倒産、介護や育児のための一時休職などに対しては、市民生

活の安定を図るとともに、地域内の労働力を確保するため、離職している間の支援策も必

要になります。 

最後に、労働力の需給の調整に係る雇用対策とは、就労先を探す労働者と、労働者を募

集している企業を結びつけるもので、職業紹介や斡旋などが含まれます。 

わが国では、戦後、職業紹介は専ら国の事業として考えられ、高度成長期における新規

学卒者の集団就職の際、公共職業安定所は重要な役割を果たしてきました。 

また、平成15年の職業安定法の改正に伴い、市町村も届出により無料職業紹介事業を行

うことができるようになり、労働力の需給調整に関与できるようになりました。 

しかしながら、主な関心は、かつての集団就職における広域職業紹介とは逆に、地域内

に労働力を呼び戻そうとする点に主眼が置かれています。 

 

⑵ 地域雇用対策の流れ 

地域雇用対策の主体が、国から県や市町村等へ移り、地域の雇用対策は大きく変化して

おり、法制度面では、地方分権一括法の制定（平成12年）により、国と地方の役割分担を

明確にし、県や市町村等への権限移譲の方針が打ち出されました。 

一方、国の雇用対策に関しては、雇用対策法の改正（平成12年）、職業安定法の改正（平

成15年）、さらには、雇用対策法の改正（平成19年）によって、県や市町村等が主体的に

雇用対策に取り組む際の支援を国が行うことになりました。 

その後、平成28年8月に第6次地方分権一括法が成立し、職業安定法では地方公共団体が

民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介ができるよう各種規制が緩和されました。 



第３章 地域雇用の現状と課題 

12 

また、雇用対策法では、国と地方公共団体の連携を強化するため、雇用対策協定や地方

公共団体の要請が法定化されました。 

こうした法制度の下、地域の雇用対策は、地域が主体となり、地域の資源や特徴を生か

すものへと転換してきています。 

 

 

〔主な地域雇用対策関連法制度の変遷〕 

 

年度 法改正等 内容 

平成21年 障害者自立支援法等の改

正 

自立した日常生活または社会生活を営むことがで

きるようにするための支援の一層の充実を図る 

平成22年 独立行政法人雇用・能力

開発機構法の廃止 

独立行政法人に係る改革を推進（独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構に一部を移管） 

平成23年 職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援

に関する法律の制定 

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者につ

いて早期の就職を支援するため、職業訓練の受講

機会の確保、給付金の支給等 

平成24年 高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律 

継続雇用制度の対象となる高年齢者の安定した雇

用の確保等を図る 

 労働契約法の改正 期間の定めのある労働契約について、その締結及

び更新が適正に行われるようにする 

平成25年 障害者の雇用の促進等に

関する法律の改正 

障害者である労働者が障害により差別されること

なく、その有する能力を有効に発揮することがで

きる雇用環境を整備 

 生活困窮者自立支援法の

制定 

生活困窮者が増加する中で、生活困窮者について

早期に支援を行い、自立の促進を図る 

平成27年 外国人の技能実習の適正

な実施及び技能実習生の

保護に関する法律の制定 

外国人の技能実習における技能等の適正な修得等

の確保及び技能実習生の保護を図る 

 勤労青少年福祉法等の改

正 

青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮

できる環境を整備 

 労働基準法等の改正 長時間労働を抑制し、健康を確保し、創造的な能

力を発揮しながら効率的に働くことができる環境

を整備 
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⑶ 国の取り組み 

 

① 雇用対策 

わが国では、厳しい経済情勢及び雇用情勢を背景に、平成23年10月には、「円高への総

合的対応策～リスクに強靭な社会の構築を目指して～」、平成24年11月には、「日本再生

加速プログラム～経済の再生と被災地の復興のために～」、平成25年1月には、「日本経

済再生に向けた緊急経済対策」、同年12月には、「好循環実現のための経済対策」、平成

26年12月には、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」がそれぞれ閣議決定され、

経済対策を実施しました。 

また、若者の雇用を取り巻く環境は厳しい状況が続いていたことを踏まえ、平成24年6

月には、労働・産業関係者、有識者及び政府関係者からなる「雇用戦略対話」において、

「若者雇用戦略」が合意され、基本方針を「自ら職業人生を切り拓ける骨太な若者への育

ちを社会全体で支援」、「対症療法から中長期戦略へ」、「施策の推進体制」として政策

を展開しています。 

さらに、厚生労働省では、今後5年程度の間に取り組むべき雇用政策の方向性を示した

「雇用政策基本方針」の全部を平成26年4月に改正しました。 

現在、わが国は、世界に先駆けて本格的な人口減少社会に突入し、需給両面で大きな課

題に直面している中、政権交代後、回り始めた経済の好循環を、持続的な成長路線に結び

つけ、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」の実現を目指していくため、平成28年6月には、

「日本再興戦略2016」が閣議決定され、様々な政策が展開されています。 

具体的には、①「生活保護受給者等就労自立促進事業」の実施、②地方自治体とハロー

ワークの協定に基づく一体的実施事業の推進、③労働分野における国と地方自治体との連

携、④ふるさとハローワークにおける地方自治体と連携した職業相談・紹介を実施してい

ます。 

また、政府の掲げる「日本一億総活躍プラン」による「働き方改革」においては、地方

自治体との連携がますます重要となってきます。 

 

〔地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策における雇用に関する具体的施策〕 

 

○ 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策 

第2章  具体的施策 

Ⅱ．地方が直面する構造的課題等への実効ある取組を通じた地方の活性化 

2. 地域の産業振興等による経済の活性化 

⑷ 人材市場の流動化、住環境等の整備 
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〔若者雇用戦略における基本方針〕 

 

○ 若者雇用戦略 

Ⅰ．基本方針 

（自ら職業人生を切り拓ける骨太な若者への育ちを社会全体で支援） 

（対症療法から中長期戦略へ） 

（施策の推進体制） 

 

 

〔雇用政策基本方針における雇用政策の基本的考え方〕 

 

○ 雇用政策基本方針 

⑴ 社会全体での人材の最適配置・最大活用 

○ 外部労働市場の機能強化に向けて、能力開発・能力の「見える化」、民間人材

ビジネス、地方公共団体、公共職業安定所等の連携によるマッチング機能の最大

化といった「労働市場インフラ」の整備。 

○ 公正で納得できる処遇や、キャリア形成に配慮した人事配置等の適切な雇用管

理。 

⑵ 危機意識をもって「全員参加の社会」を実現 

○ 労働力人口が減少する中で、働く意欲と能力のある者が参加することができる

よう、それぞれに必要とされる支援を実施。 

○ 特に、社会の担い手となる若者に対して総合的かつ体系的な枠組みによる支援

を実施。 

 

 

〔日本再興戦略2016における鍵となる施策〕 

 

○ 日本再興戦略2016 

Ⅱ．日本再興戦略2016における鍵となる施策 

3. イノベーションの創出・チャレンジ精神にあふれる人材の創出 

⑶ 成長制約打破のための雇用環境整備、多様な働き手の参画 

 

 

 
※ 雇用戦略対話とは、緊急雇用対策（平成21年10月緊急雇用対策本部決定）に基づき、雇用 

戦略に関する重要事項について、内閣総理大臣の主導の下で、労働界・産業界を始め各界の 

リーダーや有識者が参加し、意見交換と合意形成を図ることを目的として、設置されました。 
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② 平成28年度岐阜県雇用施策実施方針 

厚生労働省岐阜労働局では、毎年、雇用対策法及び同法施行規則に基づき、岐阜県の実

情に応じた課題及びそれに対する施策を盛り込んだ雇用施策実施方針を、岐阜県知事の意

見を聞いて定めています。 

国の雇用施策と県の講ずる施策とが密接な連携の下に、円滑かつ効果的に実施されるよ

う努め、県内各公共職業安定所（ハローワーク）機能を活用し、地域の雇用情勢の改善に

取り組むこととしています。 

また、岐阜県知事から当該方針に定める施策及びその実施について要請があったときは、

その要請に可能な限り応じることとし、これまで以上に地域において密接な連携、協力を

図っていくこととしています。 

 

 

〔平成28年度岐阜県雇用施策実施方針の概要〕 

 

○ 平成28年度岐阜県雇用施策実施方針 

第2 平成28年度の主な雇用施策 

1  求職者への総合支援 

2  若年者に対する就労支援 

3  障がい者の就労促進 

4  高年齢者の就労促進 

5  女性の活躍促進 

6  外国人に対する就労支援 

7  人手不足分野の人材確保に向けた取組の推進 

8  重層的なセーフティネットの構築 

9  働き方改革の実現 

10 非正規雇用労働者の待遇改善 
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③ 実践型地域雇用創造事業 

昭和62年制定の地域雇用開発促進法は、当時各地で円高不況の克服が模索され、地域活

性化に関心が高まり、同法も「地域の視点に立った雇用構造の改善」を目指すもので、地

域指定に基づく雇用開発助成金制度による支援が行われました。 

平成19年の改正（市町村等の創意を生かした計画、事業の支援）により、地域の意欲・

創意工夫を生かした事業を位置づけ、支援するものとなりました。 

同法による「実践型地域雇用創造事業」は、地域雇用創造計画を策定した雇用創出に向

けた意欲が高い地域（同意自発雇用創造地域）に設置された市町村や経済団体等から構成

される地域雇用創造協議会が提案した雇用対策事業の中から、コンテスト方式により「雇

用創造効果が高いと認められるもの」や「波及的に地域の雇用機会を増大させる効果が高

く地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるもの」を選抜し、国がその事業を

同協議会に委託して実施する仕組みとなっており、1地域に対して、1年度に2億円（複数

の市町村で実施する場合は2.5億円）を上限とする委託を3年度以内に行う事業です。 

平成28年7月1日時点で、28道府県、55地域が指定を受け、事業を実施しています。 

本市では、平成24年に大垣市地域雇用創造協議会を設立し、「ものづくり都市 大垣」

として産業基盤を継続的に発展させていくとともに、雇用の場の確保・創造により、「安

心して働けるまちづくり」を実現するため、平成24年度から26年度まで、「大垣市実践型

地域雇用創造事業計画」に掲げる各種事業を実施しました。 

 

 

〔大垣市実践型地域雇用創造事業の概要〕 

 

○ 大垣市実践型地域雇用創造事業 

1  雇用拡大メニュー 

⑴ ものづくり産業活性化セミナー開催事業 

⑵ 中小企業ＩＴ経営改革セミナー開催事業 

2  人材育成メニュー、就職促進メニュー 

⑴ ものづくり技能高度化支援事業 

⑵ ビジネススキル向上セミナー開催事業 

⑶ ＩＴ専門人材育成事業 

⑷ コールセンター人材育成事業 

⑸ 合同企業面接会開催事業 
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④ 一体的実施事業 

国のかたちを変えて、住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域における

行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるよう出先機関の事務・権限をブロ

ック単位で移譲すること等により、出先機関改革を進めるため、平成22年12月に「アクシ

ョン・プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」が閣議決定されました。 

平成23年2月からは、公共職業安定所（ハローワーク）について、地方自治体を対象に

アクション・プランを実現するための提案募集が行われ、本市も応募・承認され、事業を

実施しています。 

このアクション・プランは発展的に解消し、平成27年度からは、一体的実施事業として、

希望する自治体において、国が行う無料職業紹介等と自治体が行う業務を一体的に実施し

ており、平成27年度末時点で、33道府県、126市区町が実施しています。 

なお、本市は、提案募集に応募・承認された事業を一体的実施事業として、継続実施し

ています。 

また、全国ネットワークで職業紹介・雇用保険・雇用対策を一体的に行う国と、地域の

実情に応じた各種対策を行う地方自治体が、それぞれの役割を果たすとともに、一緒にな

って雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するため、国と地方自治体が「雇用対策協定」

を締結しており、平成28年5月末時点で、32都道府県、63市町村が締結しています。 

 

 

〔一体的実施事業の概要〕 
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〔国と地方自治体の雇用対策協定の概要〕 
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⑷ 県の取り組み 

 

① 岐阜県長期構想（平成21年3月策定） 

岐阜県では、平成21年3月に、県が直面すると考えられる課題を長期的な視点から検討

したうえで、地域の活力と暮らしの安全・安心を実現するために県が取り組むべき政策を

県民に提示するため、「岐阜県長期構想」が策定されました。 

この中では、目指すべき将来像のひとつとして、「誰もが生き生きと活躍できる岐阜県」

を掲げ、雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔岐阜県長期構想の概要〕 

 

○ 岐阜県長期構想 

第1章  目指すべき将来像 

3  誰もが生き生きと活躍できる岐阜県 

第5章  県が取り組む政策の方向性 

Ⅲ 誰もが活躍できるふるさと岐阜県づくり 

1  若者が力を発揮できる地域をつくる 

2  女性が働きやすく、活躍できる地域をつくる 

3  高齢者が生涯現役で活躍できる地域をつくる 

4  障がいのある人が働き、活躍できる地域をつくる 

5  外国籍県民にとっても暮らしやすい地域をつくる 
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② 岐阜県成長・雇用戦略（平成26年3月策定） 

岐阜県では、平成26年3月に、県の実情に応じた的確な施策を展開することにより、県

経済の発展、雇用拡大を目指すため、「岐阜県成長・雇用戦略」が策定されました。 

この中では、成長分野ごとの施策のひとつとして、「雇用」を掲げ、雇用・就労に関す

る施策を推進しています。 

 

 

〔岐阜県成長・雇用戦略の概要〕 

 

○ 岐阜県成長・雇用戦略 

7  成長分野ごとの施策 

⑷ 雇用 

③ 今後の方向性 

重要プロジェクト【誰もが活躍できる場の創出】 

重要プロジェクト【障がい者の一般就労拡大プロジェクト】 

④ さらに検討すべきプロジェクト等 

○ 中小企業の右腕人材の育成支援 

○ 若者の多様な働き方に対応する就業及び創業支援 

○ 県内中小企業の理解を促すインターンシップ事業の強化 

○ 障がい者が就労できる場の確保 
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③ 岐阜県の主な雇用・就労支援施設 

 

1) 岐阜県総合人材チャレンジセンター 

平成16年4月に岐阜県が設置した「岐阜県人材チャレンジセンター」が、「ジョブステ

ーションぎふ」と「ジョブステーションたじみ」と統合し、平成25年4月1日より「岐阜県

総合人材チャレンジセンター（愛称：ジンチャレ！）」となり、就労相談支援・生活相談

支援をワンストップで支援するセンターです。 

ジンチャレ！求人の閲覧をはじめ、就職相談（キャリアカウンセリング）や就活応援セ

ミナー、模擬面接、合同企業面談会の開催、ハローワーク求人の閲覧、ハローワーク求人

に対する職業紹介を行っています。 

設置場所－岐阜市薮田南（岐阜県シンクタンク庁舎2階） 

 

2) 岐阜県地域しごと支援センター 

岐阜県へのＵＩＪターン就・転職を支援するため、岐阜県内の企業情報、仕事情報、各

市町村の生活情報などの情報を、センター内やイベント、ホームページやメールマガジン

等により提供しています。 

設置場所－岐阜市薮田南（岐阜県シンクタンク庁舎2階「ジンチャレ！」内） 

 

3) 岐阜県若者サポートステーション 

岐阜県若者サポートステーションは、平成20年5月に岐阜県が設置し、厚生労働省の認

定、岐阜県の委託を受け、ＮＰＯ法人ＩＣＤＳが運営しており、15歳から概ね40歳未満の

無業状態の若者や、その保護者等を対象に、個別相談やセミナー、ワークショップ、職場

見学、職業体験などの就労支援を行っています。 

設置場所－岐阜市橋本町（ＪＲ岐阜駅アクティブＧ2階）、高山サテライトⅠ・Ⅱ・Ⅲ（高

山市）、ハローワーク岐阜（岐阜市）、可児サテライト（可児市）、郡上サ

テライト（郡上市）、飛騨市出張相談（飛騨市）、下呂市出張相談（下呂市）、

西濃出張相談（大垣市）、ハローワーク大垣（大垣市）、多治見市出張相談

（多治見市） 
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⑸ 関係団体等の取り組み 

 

① 大垣商工会議所の取り組み 

大垣商工会議所では、人材確保・育成事業として、リアル大垣合同企業展や金型人材育

成講座、大垣地域人材定着促進事業などの雇用・就労に関する施策に取り組んでいます。 

また、本市をはじめ、ソフトピアジャパンや金融機関、大学、西美濃地域の市町・商工

会などと連携し、これから創業を目指す方や、創業して間もない経営者を強力にサポート

するため、創業支援事業にも取り組んでいます。 

 

1) 人材確保・育成事業 

グローバルな競争を勝ち抜き、企業が存続・発展するためには、高度な技能や技術を伝

承し、優秀な人材をいかに育成、確保するかが最も重要な課題です。 

そこで、地域企業の優秀な人材確保を支援するため、未就業者との出会いと企業の魅力

をアピールする場を提供する「リアル大垣合同企業展」を開催しています。 

また、岐阜大学との連携により大垣の地場産業であり、ものづくりに不可欠な金型産業

をリードするハイレベルな人材を育成する「金型人材育成講座」、地域の実業高校の生徒

に地元優良企業に関する認知度を高め、地元への就業を促進する「大垣地域人材定着促進

事業」、大垣地域の雇用創出に向けて人材育成や就職促進を図る「大垣地域雇用創造事業」

（平成24～26年度実施）、Ｕターン・Ｉターン就職に関する情報を提供することにより、

市内企業における人材及び定住人口確保を図る「Ｕターン・Ｉターン助成支援事業」（平

成26年度実施）などを実施しています。 

こうした人材の確保及び育成を図るための諸事業を実施することにより、地域産業の総

合的な技術レベルを一層高めるとともに、東海環状自動車道西回りルートの完成に伴う企

業誘致や新産業、新事業の創出に資するものとします。 

 

 

〔人材確保・育成事業の概要〕 

 

○ 大垣商工会議所の人材確保・育成事業 

1  リアル大垣合同企業展 

2  金型人材育成講座 

3  大垣地域人材定着促進事業 

4  大垣地域雇用創造事業（平成24～26年度） 

5  Ｕターン・Ｉターン助成支援事業（平成26年度） 
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② 大垣労務推進協会の取り組み 

大垣労務推進協会（事務局：大垣市役所内）は、西美濃地域の市町及び企業等32団体に

より組織され、労働力確保と労働環境の向上のため、企業間相互の連帯を深め、労働行政

の各機関と連携し、労務の推進を図り、もって地域産業の興隆に寄与することを目的とし

ています。 

協会では、大垣市役所内の求人情報提供コーナーによる職業相談の実施をはじめ、高等

学校教諭と企業との意見交換会の開催や、従業員の充足並びに定着対策に関する事業、労

働環境の向上に関する事業等を実施しています。 

 

③ 職業訓練法人大垣地域職業訓練協会の取り組み 

職業訓練法人大垣地域職業訓練協会（事務局：大垣市職業訓練センター内）は、大垣地

域における職業の安定と労働者の地位向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与す

ることを目的としています。 

協会では、大垣市職業訓練センターの管理運営事業をはじめ、認定職業訓練（普通課程、

短期課程）の実施や技能検定、認定外訓練、各種会議、展示会、住宅相談などの事業を実

施しています。 

 

④ 一般財団法人大垣市勤労者福祉サービスセンターの取り組み 

一般財団法人大垣市勤労者福祉サービスセンター（事務局：大垣市勤労者総合福祉セン

ター内）は、市内の中小企業に従事する勤労者等のための総合的な福祉事業を行うことに

より、中小企業勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興、地域社会の活性化

に寄与することを目的としています。 

センターでは、大垣市勤労者総合福祉センターの管理運営事業をはじめ、中小企業勤労

者の在職中の生活安定に係る事業や、中小企業勤労者の健康の維持増進に係る事業、中小

企業勤労者の老後生活の安定に係る事業、中小企業勤労者の自己啓発、余暇活動に係る事

業、中小企業勤労者の財産形成に係る事業等を実施しています。 
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２ 本市の地域雇用の現状 

 

⑴ 本市の概況 

 

① 位置 

本市は、岐阜県の南西に位置し、西に滋賀県、南に三重県、東に愛知県が近接していま

す。面積は、206.52k㎡です。また、平成18年3月の合併により飛び地となっており、東か

ら、墨俣地域、大垣地域、上石津地域となっています。 

 

② 地勢と自然 

本市は、木曽三川である揖斐川、長良川に隣接し、市域内を多くの河川が網目状に流れ、

また、地下水が豊富でおいしい水に恵まれていたことから、古くから「水の都、水都」と

呼ばれてきました。また、上石津地域は、標高800メートル前後の山に囲まれ、中央を牧

田川が南北に流れる緑豊かな里山地域です。 

 

〔位置図〕 
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③ 人口 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、人口は平成22年から減少傾向に転

じ、平成52年には133,202人（平成22年に比べ27,958人減少）、平成72年に106,571人（平

成22年に比べ54,589人減少）まで減少する結果となっています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、本市の年齢別人口は、平成

22年から平成72年までに「0～14歳人口」は12,407人減少し、「15～64歳人口」も、44,610

人減少します。一方、「65歳以上人口」は2,431人増加します。 

 

〔人口の推移と将来の見通し〕 

161,827 162,070 161,160
158,512

154,850

150,170

139,160

126,970

120,465

113,609

106,572

133,202

144,858
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120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年 平成57年 平成62年 平成67年 平成72年

（人）

 

資料：平成22年までは総務省「国勢調査」、平成27年以降は内閣府ワークシート（平成27年10月推

計） 

 

〔年齢別人口の推移と将来見通し〕 

24,704 23,921 22,844 21,268 19,232
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0～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上人口

 

資料：平成22年までは総務省「国勢調査」、平成27年以降は内閣府ワークシート（平成27年10月推

計） 
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⑵ 本市の雇用情勢 

 

① 就業者数・就業率 

平成22年の本市の就業者数は77,466人、就業率は56.3％で、就業者数、就業率とも減少

傾向にあります。 

 

〔就業者数・就業率の推移〕 

83,419

84,484

82,868

80,787

77,466

62.4

60.4

58.5

56.3

63.5

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）

50.0

55.0

60.0

65.0

（％）

就業者数 就業率

 

資料：総務省「国勢調査」 

 

② 産業別就業者数 

平成22年の本市の産業別就業者数は、第1次産業が1,135人、第2次産業が25,228人、第3

次産業が47,735人で、年々第3次産業の従事者の割合が増加しています。 

 

〔産業別就業者数の推移〕 

1,965 1,972 1,783 1,613 1,135

37,327 34,947 32,619 28,196 25,228

44,037 47,405 48,193
50,135

47,735

0

30,000

60,000

90,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）

第1次産業 第2次産業 第3次産業

 

資料：総務省「国勢調査」（分類不能を除く） 

 

 ※ 就業率とは、15歳以上の人口の中で、実際に働いている人の割合のことです。 
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③ 有効求人倍率 

平成27年度のハローワーク大垣管内の有効求人倍率は1.34倍で、平成21年度の0.44倍か

ら毎年増加しています。 

 

〔有効求人倍率の推移〕 

0.68
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1.11

1.23

0.51
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1.14

1.34

1.58
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全国 岐阜県 大垣管内

 

注：新規学卒者を除き、パートタイムを含む。              資料：岐阜労働局 

 

④ 完全失業率 

平成27年の岐阜県の完全失業率は2.3％で、平成21年の4.2％から毎年減少しています。 

 

〔完全失業率の推移〕 
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4
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資料：総務省「労働力調査」 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 有効求人倍率とは、ハローワークに登録されている有効求職者に対する有効求人数の割合の

ことです。 

 

※ 完全失業率とは、労働者の中で失業している者の割合を示す経済指標であり、「完全失業者

数÷労働力人口」により求めます。 
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⑤ 労働力人口 

平成27年の岐阜県の労働力人口は1,077千人で、平成21年（1,103千人）から平成24年

（1,073千人）までは減少傾向にあり、その後は横ばいで推移しています。 

 

〔労働力人口の推移〕 
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※ 平成23年は、岩手県、宮城県及び福島県のデータを除く。   資料：総務省「労働力調査」 

 

⑥ 非労働力人口 

平成27年の岐阜県の非労働力人口は684千人で、平成23年（708千人）をピークに減少に

転じ、毎年減少傾向にあります。 

 

〔非労働力人口の推移〕 
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資料：総務省「労働力調査」 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労働力人口とは、労働市場に参加している労働者数のことであり、「就業者数＋完全失業者

数」により求めます。 

 

※ 非労働力人口とは、15歳以上の人口のうち、通学者、家事従事者、病弱者、高齢などで生産

活動に従事しない人口のことです。 
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⑦ 就業者数 

平成27年の岐阜県の就業者数は1,051千人で、平成21年（1,057千人）から平成24年（1,037

千人）まで減少傾向にあり、その後は増加しています。 

 

〔就業者数の推移〕 
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※ 平成23年は、岩手県、宮城県及び福島県のデータを除く。   資料：総務省「労働力調査」 

 

⑧ 完全失業者数 

平成27年の岐阜県の完全失業者数は25千人で、平成21年の46千人から毎年減少していま

す。 

 

〔完全失業者数の推移〕 
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資料：総務省「労働力調査」 

 

 

 

 

 

 

 

※ 就業者とは、15歳以上の者のうち、収入を得ることを目的とした仕事に従事している有業者

（従業者）のことで、仕事を持っているが休んでいる休業者も含まれます。 

 

※ 完全失業者とは、「仕事がなくて、調査期間中（月末の1週間）に少しも仕事をしなかった者

のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者及び仕事があればすぐつける状

態で過去に行った求職活動の結果を待っている者」であると定義されています。 
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⑨ 雇用のミスマッチ 

平成28年7月のハローワーク大垣管内の常用労働者の有効求人倍率は1.24倍で、職種別

では、「販売の職業」（3.46倍）や「建設・採掘の職業」（3.37倍）が高く、「事務的職

業」（0.35倍）や「運搬・清掃等の職業」（0.60倍）が低くなっています。 

また、年齢別では、「15～24歳」（「管理的職業」（0.00倍）～「運輸・機械運転の職

業」（12.17倍））や「35～44歳」（「管理的職業」（0.00倍）～「保安の職業」（6.50

倍））で、有効求人倍率に大きな格差があるなど、雇用のミスマッチが起きています。 

 

〔常用労働者の職種・年齢別有効求人倍率（ハローワーク大垣管内）〕 

年齢別 

職種別 
15～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55歳以上 合計 

管理的職業 0.00 0.00 0.00 2.00 0.43 1.38 

専門的・技術的職業 4.92 1.09 1.24 1.98 1.73 1.67 

事務的職業 0.77 0.29 0.25 0.27 0.40 0.35 

販売の職業 5.65 3.34 3.28 2.53 3.19 3.46 

サービスの職業 4.16 2.22 2.14 2.82 2.10 2.49 

保安の職業 0.00 4.33 6.50 6.50 1.18 2.83 

農林漁業の職業 1.50 1.20 1.00 1.25 0.57 0.94 

生産工程の職業 2.42 1.29 1.43 1.08 1.46 1.47 

運輸・機械運転の職業 12.17 4.06 1.52 0.89 0.90 1.54 

建設・採掘の職業 5.46 6.45 4.31 2.35 1.67 3.37 

運搬・清掃等の職業 1.58 0.80 0.62 0.66 0.33 0.60 

分類不能の職業 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

合計 2.55 1.17 1.07 1.09 1.02 1.24 
 

資料：岐阜労働局 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 雇用のミスマッチとは、求人と求職のニーズが一致しないことです。ニーズの不一致には、

求人需要が高い業種と求職需要の高い業種の不一致や、求人過剰の職種と求人不足の職種とい

った「業種・職種間ミスマッチ」、能力・経験・年齢・勤務条件などの不一致による「条件ミ

スマッチ」、求職者の性格や意欲が会社の風土に合わないといった「性格・意欲ミスマッチ」

などがあります。 



第３章 地域雇用の現状と課題 

31 

⑩ 高齢者の就業状況 

平成22年の本市の65歳以上人口は36,669人、65歳以上就業者数は7,237人で、就業率（65

歳以上人口に占める割合）は19.7％となっています。 

また、平成28年3月31日現在の大垣地域シルバー人材センター（本市及び垂井町で組織）

の本市の会員数は、629人、就業延人員は56,506人、就業率は88.7％となっています。 

 

〔高齢者の就業状況〕 

18,808

23,475

28,252

32,512

4,911
6,292 6,473 7,263 7,237

36,669

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）

65歳以上人口 65歳以上就業者数

 

資料：総務省「国勢調査」 

 

〔大垣地域シルバー人材センターの会員数等〕           （単位：人、％） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

大垣地域      

 会員数 891 836 956 944 970 

 就業延人員 91,538 89,944 94,199 95,184 94,559 

 就業率 100.0 100.0 92.9 92.6 90.3 
       

大垣市      

 会員数 621 563 648 622 629 

 就業延人員 58,133 55,213 58,233 57,124 56,506 

 就業率 98.6 100.0 91.6 90.0 88.7 
 

資料：大垣地域シルバー人材センター（各年3月31日現在） 
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⑪ 若年層の就職状況 

平成27年度のハローワーク大垣管内の新規高等学校卒業者の求人倍率は2.20倍で、平成

22年度（1.41倍）から増加傾向にあります。 

また、平成27年度の岐阜県の新規大学・短期大学卒業者の就職内定率は95.9％で、増加

傾向にあります。 

 

〔新規高等学校卒業者の就職状況（ハローワーク大垣管内）の推移〕 
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1
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2
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求職者数 求人数 求人倍率

 

資料：岐阜労働局 

 

〔新規大学・短期大学卒業者の就職状況（岐阜県）の推移〕 
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資料：岐阜労働局 
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平成27年度の西濃圏域の新規高等学校卒業者の地元企業（西濃圏域）への就職率は

61.6％で、増加傾向にあります。 

 

〔新規高等学校卒業者（西濃圏域）の就職先状況の推移〕 

14.4
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56.1
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61.6
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県外 西濃圏域 県内その他
 

資料：岐阜県「学校基本調査」 

 

⑫ 女性の就業状況 

平成22年の本市の女性の就業率は、「25～29歳」で69％を超えるものの、「30～34歳」

には60％近くまで落ち込み、その後再び増加し、「45～49歳」（73.9％）をピークに減少

していきます。これは、出産、子育てによって仕事を中断し、子育てが一段落した30代後

半から再度就業することによるものと考えられます。 

 

〔男女別の就業率〕 
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資料：総務省「国勢調査」 
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⑬ 子育て中の母親の就労状況 

平成26年の子ども子育て支援新制度に係る管理システムに関するニーズ調査によると、

子育て中の母親の就労状況は、就学前児童では、「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」（38.4％）、小学生では、「パート・アルバイト等」（47.9％）が最も多くな

っています。 

「フルタイム」、「パート・アルバイト等」を合計した就業率は、就学前児童が55.4％、

小学生が71.0％となっています。 

また、現在、仕事をしていない母親の就労意向では、「すぐにでも（1年以内に）就労

したい」と「子どもがある程度大きくなったら就労したい」を合計すると、就学前児童が

70.8％、小学生が57.9％となっています。 

 

〔子育て中の母親の就労状況〕 

23.1 47.9 24.8

38.4

3.5

4.0

0.7

2.125.3 30.1

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小学生

就学前児童

フルタイム パート・アルバイト等 以前は就労していたが、現在は就労していない これまでに就労したことがない 無回答

 

資料：大垣市子育て支援部「平成26年子ども子育て支援新制度に係る管理システムに関するニーズ

調査」 

 

〔母親の就労意向〕 

30.7 27.2 28.9

19.5

13.2
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すぐにでも（1年以内に）就労したい 子どもがある程度大きくなったら就労したい 就労希望はない 無回答

 

資料：大垣市子育て支援部「平成26年子ども子育て支援新制度に係る管理システムに関するニーズ

調査」 
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⑭ 障がい者の就労状況 

平成28年の大垣市障害者福祉に関する計画策定のためのアンケート調査によると、仕事

をしている人のうち、身体障害者手帳保持者では、「勤務（正社員）」（32.3％）、療育

手帳保持者では、「障害福祉サービス事業所での就労（就労移行支援、就労継続支援）」

（55.3％）、精神障害者保健福祉手帳保持者では、「障害福祉サービス事業所での就労（就

労移行支援、就労継続支援）」（48.7％）、難病患者では、「勤務（パート・アルバイト）」

（45.0％）が最も多くなっています。 

また、障がい者の就労を促進するために必要な支援については、「障がい者に対する  

事業主や職場の仲間の理解と協力があること」が28.1％と最も多く、次いで「仕事探しか

ら就労までの総合的な相談支援」（25.9％）、「障がいの特性や程度にあった仕事が提供

されること」（22.9％）となっています。 

 

〔障がい者の就労状況〕 
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資料：大垣市福祉部「平成28年大垣市障害者福祉に関する計画策定のためのアンケート調査」 

 

〔障がい者の就労を促進するために必要な支援〕 

28.1
25.9

22.9
17.8 17.7

10.0
6.2 6.1 5.0

0.0

20.0

40.0

障
が
い
者
に
対
す
る
事
業

主
や
職
場
の
仲
間
の
理
解

と
協
力
が
あ
る
こ
と

仕
事
探
し
か
ら
就
労
ま
で

の
総
合
的
な
相
談
支
援

障
が
い
の
特
性
や
程
度
に

あ
っ
た
仕
事
が
提
供
さ
れ

る
こ
と

障
が
い
者
に
配
慮
し
た
職

場
の
施
設
・
設
備
が
整
っ

て
い
る
こ
と

障
が
い
者
に
あ
っ
た
就
労

条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と

通
勤
や
移
動
に
対
し
て
配

慮
や
支
援
が
あ
る
こ
と

就
職
に
結
び
つ
く
技
術
や

知
識
を
習
得
す
る
機
会
が

提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

就
労
移
行
支
援
や
就
労
継

続
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と

仕
事
を
す
る
た
め
の
企
業

内
訓
練
・
研
修
の
機
会
が

充
実
し
て
い
る
こ
と

（％）

 

資料：大垣市福祉部「平成28年大垣市障害者福祉に関する計画策定のためのアンケート調査」 
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〔身体障害者手帳の交付状況〕                    （単位：人） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

視覚障害 
458 449 439 453 453 

(12) (9) (8) (10) (8) 

聴覚平衡 

機能障害 

548 545 547 574 580 

(17) (17) (18) (18) (22) 

言語音声 

機能障害 

75 73 81 83 89 

(0) (0) (0) (0) (0) 

肢体不自由 
3,581 3,566 3,593 3,627 3,597 

(65) (59) (60) (57) (58) 

内部障害 
2,253 2,283 2,301 2,271 2,314 

(39) (34) (33) (29) (27) 

計 
6,915 6,916 6,961 7,008 7,033 

(133) (119) (119) (114) (115) 
 

資料：大垣市福祉部（各年3月31日現在、（ ）内18歳未満の人数再掲） 

 

 

〔療育手帳の交付状況〕                       （単位：人） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

Ａ 
141 100 94 92 87 

(0) (0) (0) (0) (0) 

Ａ１ 
181 185 184 192 196 

(55) (42) (46) (43) (41) 

Ａ２ 
227 250 243 258 257 

(76) (58) (56) (59) (52) 

Ｂ１ 
314 322 297 339 346 

(75) (65) (66) (69) (68) 

Ｂ２ 
168 274 282 332 368 

(127) (120) (137) (138) (157) 

計 
1,031 1,131 1,100 1,213 1,254 

(333) (285) (305) (309) (318) 
 

資料：大垣市福祉部（各年3月31日現在、（ ）内18歳未満の人数再掲） 

 

 

〔精神障害者保健福祉手帳の交付状況〕                （単位：人） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

1級 225 242 260 271 277 

2級 454 518 552 596 640 

3級 106 126 140 142 165 

計 785 886 952 1,009 1,082 
 

資料：大垣市福祉部（各年3月31日現在） 
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⑮ その他就労困難者の状況 

 

〔ひとり親世帯数〕                        （単位：世帯） 

区分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

母子世帯 669 610 746 927 1,450 

父子世帯 118 101 93 91 175 

計 787 711 839 1,018 1,625 
 

資料：総務省「国勢調査」 

 

〔生活保護世帯数、被保護者人員、保護率〕         （単位：世帯、人、％） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

高齢者世帯 309 336 334 372 355 

母子世帯 17 19 18 17 12 

傷病者世帯 107 123 121 87 70 

障がい者世帯 57 71 74 70 68 

その他の世帯 76 72 71 61 58 

計 566 621 618 607 563 
      

被保護者人員 731 792 794 774 702 

保護率 0.44 0.49 0.49 0.48 0.43 
 

資料：大垣市福祉部（各年4月1日現在） 

 

〔外国人登録者数〕                       （単位：人、国） 

区分 平成24年 平成25年 平成26年 平27年 平成28年 

ブラジル 2,803 2,007 1,826 1,768 1,887 

中国 1,274 1,253 1,241 1,229 1,172 

韓国・朝鮮 409 396 390 364 342 

フィリピン 314 301 317 328 347 

ペルー 157 154 151 157 160 

米国 41 40 40 37 39 

タイ 81 19 8 31 9 

ベトナム 21 29 34 54 98 

インドネシア 23 24 21 24 27 

ネパール 29 30 31 36 61 

スリランカ 21 15 11 13 12 

その他 110 111 112 124 146 

総数 5,283 4,379 4,182 4,165 4,300 
      

国籍数 44 49 46 46 45 
 

資料：大垣市福祉部（各年3月31日現在） 

 

 

 
※ 就労困難者とは、年齢、身体的機能、家族構成、出身地等の様々な要因によって、「雇用・

就労」を阻害されている人のことです。 
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⑶ 本市の関連計画等の概要 

 

① 大垣市産業振興指針（平成27年3月策定） 

本市では、「大垣市第五次総合計画基本構想」の施策の大綱のひとつである「にぎわい

と活力みなぎるまちづくり（産業振興）」の実現を目指して、本市の鉱工業及びソフトピ

アジャパンを中心とした情報産業の振興策を具現化するため、「大垣市産業振興指針」を

策定しました。 

この中では、産業振興施策のひとつとして、「次世代を担う人材の確保・育成」を掲げ、

雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市産業振興指針における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市産業振興指針 

第4章  産業振興の推進施策 

1  産業振興の推進施策 

本市の産業振興の課題を改善し、基本理念や基本方針を具現化するため、以下

のような鉱工業・情報産業の振興に向けた推進施策の方向性に沿った取組みを行

っていきます。 

⑶ 次世代を担う人材の確保・育成 

若手人材の他地域への流出抑制、市内企業への就職・定着促進、就業者の高

度化のため、県、大垣商工会議所、岐阜県産業経済振興センター、ソフトピア

ジャパン、地元の教育機関等とも連携し、若年層向けの各種体験講座の開催や

合同企業面接会の開催支援、就業者、経営者・管理者層の育成支援、創業希望

者、創業者への支援などにより、本市産業の次世代を担う人材の確保・育成を

目指します。 

① ものづくり体験講座・ＩＴ人材育成講座の充実 

② 若手人材の確保支援 

③ 就業者の育成支援 
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② 大垣市高齢者福祉計画（第6期介護保険事業計画）（平成27年3月策定） 

本市では、平成27年3月に、高齢者人口の急増とそれに伴う要介護・要支援認定者の増

加、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者世帯等の増加といった課題に対応し、住み慣れた

地域で自立した生活ができるように高齢者の暮らしを地域社会全体で支える体制を整備す

るなど、これまでの計画の理念や考え方を引き続きながら、取り組むべき施策を明らかに

するため、「大垣市高齢者福祉計画（第6期介護保険事業計画）」を策定しました。 

この中では、基本目標のひとつとして、「健やかで生きがいのある生活の実現」を掲げ、

雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市高齢者福祉計画（第6期介護保険事業計画）における「雇用・就労施策」の位置

づけ〕 

 

○ 大垣市高齢者福祉計画（第6期介護保険事業計画） 

第7章  生きがい・健康づくりの推進 

高齢化が進むなか、高齢者の皆様が生きがいをもちながら、できる限り健康で

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、高齢者が知識や経験を活かし、

社会と関わりながら力を発揮できる場づくりが必要です。 

本市では、これまで、老人クラブの活動支援や、高齢者を対象とした各種イベ

ントの開催、活動場所の提供、就労支援などを進めてきました。引き続き、高齢

者世代が経験・知識・能力をさらに発揮でき、活躍できるような活動の支援に努

めます。 

1  社会参加の促進 

⑷ 就労対策の推進 

（ア） シルバー人材センターの充実 

◇ 事業内容 

高齢者の豊かな知識や経験、技能を生かすことができる仕事への就業機

会の増大を図り、高齢者が社会参加することを通じて生きがいを得ること

ができることを目的とし、大垣地域シルバー人材センターとして事業を展

開しています。 
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③ 大垣市第二次障害者計画・第3期障害福祉計画（平成24年3月策定） 

本市では、平成24年3月に、国の障がい者制度の抜本的改革に向けた新たな動きや、障

がいのある人の捉え方、障がいの範囲、合理的配慮の解釈範囲、差別の定義等にかかわる

事柄、並びに新たな障害福祉サービス体系の枠組みを的確に捉え、地域課題に対応した、

新たな時代潮流を見通した策定が必要であるため、「大垣市第二次障害者計画・第3期障

害福祉計画」を策定しました。 

この中では、施策目標のひとつとして、「日中活動の場の充実と可能性の探求のために」

を掲げ、雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市第二次障害者計画・第3期障害福祉計画における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市第二次障害者計画・第3期障害福祉計画 

第4章  基本的な視点 

2  施策目標 

施策目標2  日中活動の場の充実と可能性の探求のために就労は基本的な権利

です。自分の可能性に挑戦しながら、社会の構成員としての役割を担い、自立し

た生活を送ることにその意義が見出されます。自活できるだけの収入を安定的に

得るのに必要な支援を行っていくことが基本です。 

働くことにチャレンジし、働き続けるためには、身近な地域での就業面・生活

面での一体的な支援が重要であり、各種雇用・就業に関する相談事業や地域の実

情に応じた雇用施策が必要です。地域での就労支援ネットワークの構築を進め、

社会参加を支援します。 

個人の個性、適性、本人の就労への意欲などのニーズに応じたきめ細やかな支

援が必要とされることを踏まえ、多様な就労形態を視野に入れた支援方策の確立

をめざします。このため、自立支援協議会を中心として、広域的活動や地域活動

をコーディネイトする役割を担っていくことが必要となります。 

第5章  市民協働による自立支援社会実現に向けて 

2  日中活動の場の充実と可能性の探求のために 

⑵ 雇用環境の整備 

⑶ 自己実現に向けたより豊かな就労への支援 
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④ 大垣市第4期障害福祉計画（平成27年3月策定） 

本市では、平成27年3月に、障害者総合支援法第88条に規定する「市町村障害福祉計画」

として、国の示す基本指針に基づき、障害福祉サービスや地域生活支援事業の区分ごとに

必要な見込量や、その見込量確保のための方策を定めるため、「大垣市第4期障害福祉計

画」を策定しました。 

この中では、国の基本指針に基づく目標のひとつとして、「福祉施設から一般就労への

移行等」を掲げ、雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市第4期障害福祉計画における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市第4期障害福祉計画 

第2章  平成29年度までの重点課題と数値目標 

【国の基本指針に基づく目標】 

⑶ 福祉施設から一般就労への移行等 

第3章  障害福祉サービス等の見込量と見込量確保のための方策 

2  日中活動系サービス 

日中活動系サービスには、「生活介護」、「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」、

「就労移行支援」、「就労継続支援（A型・B型）」、「療養介護」、「短期入所

（ショートステイ）」のサービスがあります。 

④ 就労移行支援 

⑤ 就労継続支援（A型） 

⑥ 就労継続支援（B型） 
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⑤ 大垣市第2次学校教育振興計画（平成27年3月策定） 

本市では、平成27年3月に、第1次計画の実施状況や、学校教育をめぐる課題の複雑化・

多様化等を踏まえ、今後5年先を見通した大垣市の学校教育振興理念を明確にし、新しい

学びの創造に努め、「学びの喜び」がもてる大垣の子どもをはぐくむ学校教育活動を推進

するため、「大垣市第2次学校教育振興計画」を策定しました。 

この中では、基本施策のひとつとして、「共生の時代を生きる豊かな心と健やかな体を

はぐくむ教育の推進」を掲げ、雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市第2次学校教育振興計画における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市第2次学校教育振興計画 

第4章  基本施策 

2  共生の時代を生きる豊かな心と健やかな体をはぐくむ教育の推進 

⑴ グローバル社会に生きる人材の育成 

④ 小中高連携によるキャリア教育の推進 

小学校は中学校と連携を強化し、望ましい勤労観や職業観を育てる指導の

充実を図り、また、中学校は高等学校と連携を強化し、進路相談や体験活動

の一層の充実を図ります。 



第３章 地域雇用の現状と課題 

43 

⑥ 大垣市第二次子育て支援計画（大垣市子ども・子育て支援事業計画、大垣市次世代育

成支援行動計画）（平成27年3月策定） 

本市では、平成27年3月に、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保

育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」を目指すため、「大垣市第

二次子育て支援計画（大垣市子ども・子育て支援事業計画、大垣市次世代育成支援行動計

画）」を策定しました。 

この中では、基本目標のひとつとして、「子育てをみんなで支えるまちづくり」を掲げ、

雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

〔大垣市第二次子育て支援計画（大垣市子ども・子育て支援事業計画、大垣市次世代育成

支援行動計画）における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市第二次子育て支援計画（大垣市子ども・子育て支援事業計画、大垣市次世代

育成支援行動計画） 

第三部  基本計画 

基本目標Ⅳ 子育てをみんなで支えるまちづくり 

推進目標2  子育てと仕事が両立できる環境づくり 

推進目標3  少子化対策推進のための親育てと家庭教育 

第四部  行動計画 

Ⅳ－2  子育てと仕事が両立できる環境づくり 

⑴ 家庭・企業への啓発 

主要事業№169  看護・育児・介護休暇制度等のＰＲ 

主要事業№170  ワーク・ライフ・バランス等の啓発活動の充実 

主要事業№171  ぎふっこカード等への協力の働きかけ 

主要事業№172  一般事業主行動計画の策定・推進への働きかけ 

主要事業№173  事業所・団体等のＰＲ 

⑵ 職場の保育施設等の整備啓発 

主要事業№174  事業所内保育施設の整備促進 

主要事業№175  適切な保育環境や設置基準などの助言 

⑶ 職場における母性保護の推進 

主要事業№176  母性健康管理指導事項連絡カードの活用 

主要事業№177  マタニティマークの普及 

主要事業№178  保健指導の充実 

⑷ 再就職等への支援 

主要事業№179  再就職等のための情報提供 

主要事業№180  各種助成制度のＰＲ 

Ⅳ－3  少子化対策推進のための親育てと家庭教育 

⑶ 若者の自立支援 

主要事業№189  若者の自立意識の高揚 

主要事業№190  若者の就労意識の高揚 

主要事業№191  若者の就労支援 
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⑦ 第3次大垣市男女共同参画プラン（平成25年3月策定） 

本市では、平成25年3月に、近年の社会情勢の変化に対応しながらも、男女共同参画社

会の実現に向けた取り組みを一層推進するため、「第3次大垣市男女共同参画プラン」を

策定しました。 

この中では、基本目標として、「男女がともに働きやすい環境づくり」と「男女間の暴

力を防止する社会づくり（大垣市ＤＶ防止対策基本計画）」を掲げ、雇用・就労に関する

施策を推進しています。 

 

 

〔第3次大垣市男女共同参画プランにおける「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 第3次大垣市男女共同参画プラン 

第3章  プラン基本目標と施策の方向 

基本目標Ⅲ 男女がともに働きやすい環境づくり 

基本施策1  ワーク・ライフ・バランスの推進 

施策の方針⑵ 企業との連携によるワーク・ライフ・バランスの推進 

具体的な施策1  企業等への両立支援に関する情報提供と普及 

具体的な施策2  企業等への総労働時間短縮等の啓発の推進 

具体的な施策3  企業等への男女共同参画セミナー等の開催の推進 

具体的な施策4  両立支援優良企業の奨励、表彰 

具体的な施策5  各種機関と連携した子育て支援企業の推進 

施策の方針⑶ 子育て支援、介護支援等両立支援の充実 

具体的な施策1  育児・介護休業を取得しやすい環境づくりへの促進 

具体的な施策2  育児・介護休業の取得の促進 

具体的な施策3  育児・介護休業制度の普及・啓発 

具体的な施策4  延長保育、病児保育等の充実 

具体的な施策5  留守家庭児童教室等の充実 

具体的な施策8  男女の育児休業取得の促進 

基本施策2  雇用等における男女共同参画の促進 

施策の方針⑴ 職場における男女共同参画の啓発 

具体的な施策1  各種団体、企業等との連携による広報・啓発の推進 

具体的な施策2  関係機関との連携による普及と情報提供及び男女の機会均

等や平等な待遇にむけての是正への啓発 

具体的な施策3  相談窓口の情報提供と連携 
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具体的な施策4  相談窓口の充実と相談員の育成 

具体的な施策5  ポジティブ・アクションに関する普及と情報提供及び関係

機関との連携によるポジティブ・アクションに関するセミナ

ー等の開発 

施策の方針⑵ 男女の多様な働き方の支援 

具体的な施策1  関係機関との連携によるセミナー等の開催 

具体的な施策2  企業に対する再雇用制度設置への促進 

具体的な施策3  起業やＮＰＯ設立等に関する情報提供 

具体的な施策4  起業やＮＰＯ設立等の支援実施 

具体的な施策5  時差出勤、在宅勤務等多様な働き方に関する情報の提供 

具体的な施策6  就業形態や職場慣行の見直しの推進 

具体的な施策7  企業等へのパートタイム労働法等の情報提供と周知・啓発 

具体的な施策8  労働法規や制度について周知・啓発、相談窓口等の情報提

供 

施策の方針⑶ 男女の職業能力開発と就業支援 

具体的な施策1  女性のキャリア形成支援事業 

具体的な施策2  女性の職業能力開発のための情報提供 

具体的な施策3  再就職希望者への情報提供と総合相談窓口の整備 

具体的な施策4  職業訓練講座等の充実 

施策の方針⑷ 自営業における男女共同参画の推進 

具体的な施策1  家族経営協定の締結、農業者年金加入の啓発及び促進 

具体的な施策2  農林業、商工自営業者の女性の能力開発のための支援 

具体的な施策3  起業や交流、ネットワークづくりの支援 

具体的な施策4  農林業、商工自営業女性の参画意識の向上への啓発 

具体的な施策5  各種団体における役員等参画の促進 

基本目標Ⅳ 男女間の暴力を防止する社会づくり 

基本施策1  暴力の防止教育、被害者支援の推進 

施策の方針⑸ セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

具体的な施策1  企業へのセクシュアル・ハラスメント防止に関する情報の

提供 

具体的な施策2  庁内におけるセクシュアル・ハラスメント対策の促進 

具体的な施策3  セクシュアル・ハラスメント対策の促進 
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⑧ 大垣市人権施策推進指針（平成25年3月改定） 

本市では、平成25年3月に、社会情勢の変化や市民の人権に関する意識を反映した人権

に関する総合的な施策を推進するため、「大垣市人権施策推進指針」を改定しました。 

この中では、分野別の人権施策として、「女性の人権」や「高齢者の人権」、「障がい

のある人の人権」などを掲げ、雇用・就労に関する施策を推進しています。 

 

 

〔大垣市人権施策推進指針における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市人権施策推進指針 

第2章  人権施策の推進 

4  分野別人権施策の推進 

⑵ 女性の人権 

施策の方向 ○ 男女が働きやすい環境づくりの推進 

⑶ 高齢者の人権 

施策の方向 ○ 自立・生きがいづくりへの支援 

⑷ 障がいのある人の人権 

施策の方向 ○ 雇用・就労の支援と社会参加の促進 

⑸ 同和問題 

施策の方向 ○ 人権侵害事案への対応 

⑹ 外国人の人権 

施策の方向 ○ 在住外国人への生活支援の充実 

⑼ 刑を終えて出所した人の人権 

施策の方向 ○ 啓発の推進 

⑾ アイヌの人々の人権 

施策の方向 ○ 啓発の推進 

⒀ ホームレスの人権 

施策の方向 ○ 啓発の推進 

⒂ 性同一性障がい者の人権 

施策の方向 ○ 啓発の推進 
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⑨ 大垣市企業立地促進条例（平成6年9月制定） 

本市では、平成6年9月に、本市における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講

じ、もって産業の振興と雇用の促進を図り、市勢の進展に寄与することを目的として、「大

垣市企業立地促進条例」を制定しました。 

以降、社会経済情勢にあわせて、随時改正しながら、事業者に対して、奨励措置として

雇用促進奨励金を交付しています。 

 

 

〔大垣市企業立地促進条例における「雇用・就労施策」の位置づけ〕 

 

○ 大垣市企業立地促進条例 

（奨励措置） 

第3条  市長は、事業者に対し、奨励措置として次の各号に掲げる奨励金（以下「奨励

金」という。）を交付することができる。 

⑵ 雇用促進奨励金 

（奨励金の交付基準及び交付額） 

第4条  奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑵ 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本市

に居住しており、かつ、引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき50万円と

し、5,000万円を限度とする。 
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⑷ 市民アンケート調査の結果 

「雇用・就労に関する市民アンケート調査」（回収率38.0％、608人）では、本市の雇

用・就労の現状と今後のあり方等について、以下のような認識が示されました。 

特に、就労支援で行政に期待することでは、「事業所に対する正社員の雇用促進」（228

人）、「事業所に対する中高年者の雇用促進」（221人）、「就職や職業についての相談

窓口の設置」（220人）、「市で職業紹介事業を実施」（194人）となっています。 

 

① 女性の就労支援の取り組み 

女性の就労支援の取り組みでは、「女性の職業生活と家庭生活の両立への理解」（328

人）、「出産などによる産前産後や育児休暇取得等への理解」（262人）、「勤務時間へ

の配慮」（258人）、「性別にとらわれない役割分担」（163人）となっています。 

 

② 高齢者の就労支援の取り組み 

高齢者の就労支援の取り組みでは、「高齢者を対象にした職業相談・職業紹介の充実」

（388人）、「企業における定年延長や再雇用制度の充実」（361人）、「パソコン講座な

どの職業能力開発・資格取得講座の開催」（144人）、「印刷媒体を活用した職業に関す

る情報提供」（139人）となっています。 

 

③ 障がい者の就労支援の取り組み 

障がい者の就労支援の取り組みでは、「障がい者を対象にした職業相談・職業紹介の充

実」（438人）、「障がい者雇用について事業主や職場の理解を深めるための啓発」（385

人）、「就労体験の充実」（243人）、「パソコン講座などの職業能力開発・資格取得講

座の開催」（136人）となっています。 

 

④ 就労支援で行政に期待すること 

就労支援で行政に期待することでは、「事業所に対する正社員の雇用促進」（228人）、

「事業所に対する中高年者の雇用促進」（221人）、「就職や職業についての相談窓口の

設置」（220人）、「市で職業紹介事業を実施」（194人）となっています。 
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⑸ 事業者・団体アンケート調査の結果 

「雇用・就労に関する事業者・団体アンケート調査」（回収率55.5％、111団体）では、

本市の雇用・就労の現状と今後のあり方等について、以下のような認識が示されました。 

特に、求人の手段・媒体では、「ハローワーク」（65団体）、「知人の紹介・斡旋」（41

団体）、「インターネット」（25団体）となっています。 

 

① 正社員と非正社員の割合 

正社員と非正社員の割合では、「すべてが正社員」（30.6％）、「ほとんどが正社員（正

社員が雇用者全体の8割以上）」（24.3％）、「多くが正社員（正社員が雇用者全体の6～

7割程度）」及び「ほとんどが非正社員（正社員が雇用者全体の2割以下）」（11.7％）と

なっています。 

 

② 非正社員を活用する理由 

「専門的業務に対応するため」及び「高齢者の再雇用対策のため」（15団体）、「労務

コストの節約のため」（14団体）、「景気変動に応じて雇用量を調節するため」（12団体）

となっています。 

 

③ 正社員の採用人数 

正社員の採用人数では、「0人」（48.6％）、「1～5人」（42.3％）、「6～10人」と「11

～19人」（2.7％）となっています。 

 

④ 新卒採用で重視する能力 

新卒採用で重視する能力では、「まじめに働こうとする意欲」（69団体）、「周囲の人

間とのコミュニケーション能力」（51団体）、「一般的な常識・マナー」（39団体）、「チ

ャレンジ精神」（27団体）となっています。 

 

⑤ 転職・中途採用で重視する能力 

転職・中途採用で重視する能力では、「専門的な技術・知識」（60団体）、「上司・同

僚などとのコミュニケーション能力」（41団体）、「接客など顧客対応能力」（33団体）

となっています。 

 

⑥ 求人の手段・媒体 

求人の手段・媒体では、「ハローワーク」（65団体）、「知人の紹介・斡旋」（41団体）、

「インターネット」（25団体）となっています。 
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⑹ 求職者アンケート調査の結果 

「雇用・就労に関する求職者アンケート調査」（実施者数188人）では、本市の雇用・

就労の現状と今後のあり方等について、以下のような認識が示されました。 

特に、行政（特に市）に期待することでは、「事業所に対する中高年者の雇用促進」（53

人）、「就職や職業についての相談窓口の設置」（49人）、「特になし」（44人）、「事

業所に対する正社員の雇用促進」（41人）、「職業訓練や自己啓発の講座の開催」（38人）、

「市で職業紹介事業を実施」（31人）となっています。 

 

① 求職活動の期間 

求職活動の期間では、「0～4か月」（92.6％）、「5～9か月」（2.1％）、「10～14か

月」（1.1％）となっています。 

 

② 就職の必要性・緊急性 

就職の必要性・緊急性では、「すぐにではないが就労する必要がある」（48.4％）、「す

ぐにでも就労する必要がある」（27.1％）、「自分に合う仕事が見つかるまで就職しなく

てもよい」（20.7％）となっています 

 

③ 求職活動情報の入手方法 

求職活動情報の入手方法では、「ハローワーク」（160人）、「インターネット」（90

人）、「求人情報誌」（73人）、「新聞広告・折り込み広告」（68人）となっています。 

 

④ 自己啓発や職業訓練への取り組み 

自己啓発や職業訓練への取り組みでは、「現在は行っていないが、やってみたい」

（61.2％）、「行っていない。今後も行う予定はない」（24.5％）、「既に行っている」

（9.6％）となっています。 

 

⑤ 就職で重視すること 

就職で重視することでは、「職種・職務内容」（108人）、「賃金」（85人）、「労働

時間・勤務体系」（77人）、「職場の雰囲気」（67人）となっています。 

 

⑥ 行政（特に市）に期待すること 

行政（特に市）に期待することでは、「事業所に対する中高年者の雇用促進」（53人）、

「就職や職業についての相談窓口の設置」（49人）、「特になし」（44人）、「事業所に

対する正社員の雇用促進」（41人）、「職業訓練や自己啓発の講座の開催」（38人）、「市

で職業紹介事業を実施」（31人）となっています。 
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３ 本市の雇用・就労の課題 

 

国・県等における取り組みや、これまでの本市の取り組み、各種アンケート調査の結果

などを踏まえ、本市の雇用・就労の課題について、以下のとおり整理します。 

 

⑴ 雇用の受け皿づくり 

厳しい雇用情勢の中、雇用を確保するためには、雇用の受け皿づくりが必要です。 

このため、工業団地の整備等による企業誘致をはじめ、創業や新しい産業の創出などに

より、新たな雇用の機会を創出する必要があります。 

 

⑵ 人材育成と能力開発 

産業構造の高度化が進む中、本市産業の競争力強化のためには、市内企業における高度

専門人材の蓄積と長期的、継続的視点による人材育成や能力開発が必要とされています。 

特に、中小企業における後継者の確保をはじめ、教育機関等と連携したものづくり産業

やＩＴなどの先端技術産業の担い手の確保が求められています。 

 

⑶ 誰もが意欲を持って働くことができる社会環境の整備 

人口減少や少子高齢化の進行により、労働供給力の減少が見込まれる中、社会全体とし

ての生産性を向上させるためには、一人ひとりが個性を生かして意欲を持って働くことが

できる社会環境を整備、人材を確保していく必要があります。 

特に、増加傾向にある就職できない若年層に対する雇用対策をはじめ、労働力として高

い可能性を持つ高齢者や女性の積極的な活用が重要です。 

 

⑷ 就労困難者の支援 

就労困難な障がい者や母子家庭の母、生活保護受給者等に対する雇用・就労施策の推進

等により、誰もが自立して生き生きと働き、生活できる環境づくりが求められています。 

特に、就労困難者の雇用・就労施策については、支援ニーズが一人ひとり異なり、多様

であることなどから、国や県等の関係機関をはじめ、企業等との連携などにより、実効性

のある施策を推進する必要があります。 

 

⑸ 国や県等の関係機関や庁内関係部局の連携 

本市の雇用・就労施策を具現化するためには、国や県等の関係機関をはじめ、企業や教

育機関、各種団体等、多様な主体との協働により、施策を推進する必要があります。 

また、これまで庁内各部局において、分野ごとに取り組まれてきた雇用・就労施策につ

いては、互いに連携を図り、取り組んでいくことも重要です。 
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第４章 地域雇用の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

 

国では、ハローワークにおける職業紹介や雇用保険の支給などの基盤的施策が行われて

おり、また、県では、岐阜県総合人材チャレンジセンター等、雇用・就労支援施設の運営

をはじめ、県内全域を対象とした施策の実施や県内市町村との連絡・調整等が行われてい

ます。 

こうした中、国や県が強みを持つ施策については、その取り組みをサポートし、一方で

市内企業のニーズを反映した産業人材の確保や育成・活用、就労希望者向けのきめ細やか

な支援など、国や県では対応が難しい課題については、市が積極的な役割を担っていく必

要があります。 

これらを踏まえ、さらなる雇用・就労施策の充実を図るため、本市が具体的に取り組む

施策の前提となる基本理念を、「誰もが安心して働けるまちづくり」とし、本市の地域特

性を生かした雇用を創出できるようなまちづくりを、国や県等の関係機関をはじめ、企業

や教育機関、各種団体、行政等が連携、協働して推進していきます。 

 

 

〔地域における雇用・就労施策の連携・協働のイメージ〕 
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２ 基本方針 

 

基本理念である「誰もが安心して働けるまちづくり」の実現を目指して、本市の地域特

性や地域雇用の動向等を踏まえ、以下の5つの基本方針を定めます。 

 

⑴ 安心して働ける環境の整備 

高齢者や女性、障がい者、若年層等、すべての人にとって働きやすく、住み続けられる

まちづくりの推進とセーフティネットの整備を推進します。 

 

⑵ 産業活性化と連動した働く場の創出 

新たな雇用を創出するための企業立地等の推進や、既存産業の活性化による雇用機会の

拡大などにより、働く場を創出します。 

 

⑶ 多様な人材・機会の創出 

高齢者や女性、障がい者、若年層等、すべての人が生涯を通じて「学び」、「体験し」、

「育つ」ための機会を創出します。 

 

⑷ 働く意欲の醸成・雇用支援 

高齢者や女性、障がい者、若年層等、就労に向けた支援を必要とする人たちの「不安」

等の解決行動の支援を通じて、働きたい気持ちを育み、働く場や仕事、人を結びつけます。 

 

⑸ 勤労者福祉の充実（広域化） 

勤労者の生活の安定と向上、福祉の充実、勤労者の雇用の促進と安定を図るとともに、

職場環境の改善を支援し、豊かな勤労者生活の実現を推進します。 

また、少子高齢化が進む中、市単独での勤労者福祉の充実には限界があるため、西美濃

地域全体で勤労者福祉の充実を図ります。 

 

〔基本理念と基本方針〕 
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３ 基本目標 

 

この指針を推進するにあたっての目安として、本市の「水の都おおがき」創生総合戦略

と同じ目標指標により、以下のとおり数値目標を定めます。 

また、基本目標の理念として、取り組み目標を定めます。 

 

⑴ 有効求人倍率 

目標指標は、「ハローワーク大垣管内の有効求人倍率」とし、平成26年の1.16を平成33

年に1.45にすることを目標とします。 

 

目標指標名 

「水の都おおがき」創生総合戦略 雇用戦略指針 

基準値 

（平成26年） 

目標 

（平成31年） 

基準値 

（平成26年） 

目標 

（平成33年） 

ハローワーク

大垣管内の有

効求人倍率 

1.16 1.37 1.16 1.45 

 

 

〔基本目標〕 

0.8
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1.16

1.29

0.55
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1

1.2

1.4

1.6

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成31年 平成33年

 

⑵ 取り組み目標 

労働市場におけるミスマッチを解消し、働く人と企業とが双方にとって、良い職場、良

い人材の確保となるような環境を整えるよう努めます。 

1.45 

1.37 
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第５章 地域雇用の推進施策 

 

１ 地域雇用の推進施策 

 

本市の雇用の課題を改善し、基本理念や基本方針を具現化するため、以下のような地域

雇用の推進施策の方向性に沿った取り組みを行っていきます。 

 

⑴ 新たな雇用機会の創出 

 

① 工業団地の整備等による、ものづくり産業等の誘致をはじめ、ソフトピアジャパンへ

のＩＴ関連企業等の誘致により、新たな雇用の機会を創出します。 

② 情報技術関連産業の集積地であるソフトピアジャパンにおいて、関係機関との連携を

今まで以上に深め、集積メリットを生かした新技術の開発や、新たな事業の創出などに

より、新たな雇用の機会を創出します。 

③ 工場等の設置に伴い、新規従業員を雇用した事業者に対して交付する「雇用促進奨励

金」制度を拡充し、本市における雇用の促進を図ります。 

④ 少子高齢化が進む中、市単独での雇用機会の創出には限界があるため、西美濃地域の

市町に創業支援総合窓口を設置し、来庁者の希望に沿った西美濃地域の創業支援情報を

提供する等、関係機関と連携した創業支援を推進します。 

⑤ 首都圏などの大学や短期大学等への求人活動を行う西美濃地域の企業を支援します。 

⑥ 国や県等の関係機関と連携して、職種に特化したセミナー等の開催を支援することに

より、就職活動のミスマッチを解消し、定着率を高めるよう努めます。 

 

⑵ 産業人材の育成 

 

① 大垣商工会議所をはじめ、大学や高等学校等の教育機関、ソフトピアジャパン等と連

携して、若年層向けの「ものづくり体験講座」や就業者向けの「金型人材育成講座」、

「ＩＴ人材研修」等を開催し、ものづくり産業やＩＴなどの先端技術産業の担い手の確

保に努めます。 

② 大垣地域職業訓練協会等と連携して、職業訓練等を実施し、ものづくり産業やＩＴな

どの先端技術産業に係る産業人材の育成に努めます。 

③ 大学等の教育機関や企業等と連携して、教育機関での人材養成講座の開催や企業等で

の実践研修の受入れなど、無業・不安定就労の状態が長期化している若年層の人材育成

に取り組み、地域での雇用につなげるよう支援します。 
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⑶ 多様な働き方の支援 

 

① 大垣地域シルバー人材センターと連携して、高齢者の就業やボランティア情報等、各

種情報の提供や相談業務を実施し、高齢者の就業や社会参加を支援します。 

② 国や県等の関係機関と連携して、企業に対するワーク・ライフ・バランスの周知や、

ハローワーク大垣のマザーズコーナーの活用、子育て総合支援センター等における職業

相談の実施などにより、子育て中の女性や、離職した女性の再就職を支援するとともに、

「イクボス」の推進などにより、女性の活躍を支援します。 

③ 国や県等の関係機関と連携して、障がい者雇用に係る各種奨励金や助成制度等の活用、

周知を図り、障がい者を雇用する事業者等を支援します。 

④ 大垣市障がい者就労支援センター等と連携して、障がい者が働くために必要な情報の

提供や助言を行い、自立した社会生活を営むことができるよう支援します。 

⑤ 障がい者の特性に応じた職業能力の開発や就労実習の場の利用拡大を、就労移行支援

事業者や就労継続支援事業者、岐阜障害者職業センター等と連携し、支援するとともに、

職場定着を目的とするジョブコーチ（職場適応援助者）の活用を推進します。 

⑥ 大垣商工会議所をはじめ、大学や高等学校等の教育機関と連携して、「リアル大垣合

同企業展」や「地元企業見学会」等を開催して、インターンシップ（就業体験）の機会

を創出し、新規学卒者等の地元企業への就職を支援します。 

⑦ 高齢者や女性、若年層等を対象とした、国や県等が主催する「就職応援セミナー」等

を積極的にＰＲして支援します。 

⑧ ハローワーク大垣と連携して、外国人労働者の雇用環境の改善を図るとともに、外国

人求職者に対する適切な職業相談・紹介の実施などにより、外国人の雇用・就労を支援

します。 

⑨ 大垣市勤労者福祉サービスセンターを西美濃地域に広域化し、勤労者の生活の安定と

向上、福祉の充実、勤労者の雇用の促進と安定を図るとともに、職場環境の改善を支援

します。 

 

⑷ 就労困難者の雇用の促進 

 

① ハローワーク大垣等と連携して、大垣市雇用・就労支援センターを充実し、就労困難

者の職業相談や生活相談に対応します。 

② 本市とハローワーク大垣が生活困窮者等の自立のため協定により支援します。 

 

 

 

※ イクボスとは、職場でともに働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、その

人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果をだしつつ、自らも仕事と私生活を楽

しむことができる上司（経営者・管理職（対象は男性に限らず、女性も））のこと。 
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２ 雇用戦略指針の実現に向けて 

 

この指針を着実に実行していくため、以下の具体的な取り組みを行っていきます。 

 

⑴ 「大垣市雇用・就労支援センター」の充実 

岐阜労働局をはじめ、ハローワーク大垣、大垣労務推進協会及び市等からなる「大垣市

雇用・就労支援センター運営協議会」を設置し、大垣市雇用・就労支援センターにおいて、

市による就労困難者の職業相談や生活相談と、ハローワーク大垣による職業相談・紹介や

大垣外国人労働サービスコーナーを一体的に実施します。 

 

⑵ 「大垣市勤労者福祉サービスセンター」の広域化 

大垣市勤労者福祉サービスセンターを西美濃地域に広域化し、勤労者の生活の安定と向

上、福祉の充実、勤労者の雇用の促進と安定を図るための事業を展開します。 

 

⑶ 「（仮称）大垣市雇用戦略本部」の設置 

庁内組織の「大垣市緊急雇用対策本部」を見直し、「（仮称）大垣市雇用戦略本部」を

設置するとともに、下部組織として、関係部局からなる「（仮称）大垣市雇用戦略庁内連

絡会議」を設置し、これまで庁内各部局において、分野ごとに取り組まれてきた雇用・就

労施策については、互いに連携を図り、取り組んでいきます。 

 

⑷ インターンシップ（就業体験）の機会創出 

少子高齢化が進む中、若者・有能な人材の確保・流出防止のため、就職活動のミスマッ

チを解消し、定着率を高めるよう、地元及び首都圏等で「企業展」や「企業見学会」を積

極的に開催し、地域や首都圏等の大学生等に対し、地元優良企業に関する認知度を高め、

地元企業への就業の支援に取り組んでいきます。 

 

⑸ 女性の活躍の推進 

企業の活動、行政、地域などの現場に多様な価値観や新しい視点、創意工夫をもたらす

「女性の活躍」の機会創出のため、良質な家事・子育て支援サービスの充実、国・県等が

実施する女性の活躍のための政策の積極的なＰＲに取り組んでいきます。 

 

⑹ 雇用対策協定の締結 

岐阜労働局と本市が、地域課題に対する共通認識を持ち、役割分担や連携方法を明確化

し、連携策をパッケージ化するため、雇用対策協定を結び、効果的な雇用対策事業の実施

に取り組んでいきます。 
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〔雇用戦略指針の体系図〕 
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【地域雇用の推進施策】 

                    

                    

                    

                    

                                        

                              

                              

                              

 

                              

                              

                              

                              

 

 

誰もが安心して働けるまちづくり 

安心して働け

る環境の整備 

 

産業活性化と

連動した働く

場の創出 

多様な人材・

機会の創出 

働く意欲の醸

成・雇用支援 

勤労者福祉の

充実（広域化） 

多様な働き方の

支援 

新たな雇用機会

の創出 
産業人材の育成 

就労困難者の雇

用の促進 

① 高齢者の就業支援 

② 女性の再就職、活躍支

援 

③ 障がい者雇用支援 

④ 障がい者自立支援 

⑤ 障がい者就労支援 

⑥ インターンシップの

機会創出 

⑦ 就職セミナー等の積

極的ＰＲ 

⑧ 外国人雇用・就労支援 

⑨ 職場環境改善支援 

① 企業誘致 

② 新産業創出 

③ 雇用促進奨励金制度

の拡充 

④ 西美濃地域の創業支

援 

⑤ 西美濃地域の企業支

援 

⑥ ミスマッチ解消 

① 大垣市雇用・就労支援

センターの充実 

② 生活困窮者等の自立

支援 

① 産業人材の担い手確保 

② 産業人材の育成 
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資  料 

 

１ 改定の経過 

 

年月日 項目 内容 

平成28年 4月28日 

～ 5月31日 

市民公募委員の募集 ・雇用戦略指針策定委員会公募委員の募集 

5月20日 

～ 6月10日 

アンケート調査 ・雇用戦略指針策定に向けた市民・事業

者・団体・求職者意向調査 

6月16日 市議会経済産業委員会 ・雇用戦略指針改定の趣旨説明 

10月4日 雇用戦略指針策定委員

会第1回会議 

・雇用戦略指針策定委員会委員の委嘱 

・役員構成の決定 

・雇用戦略指針改定趣旨の説明 

・雇用戦略指針素案の審議 

10月13日 雇用戦略指針策定委員

会第2回会議 

・雇用戦略指針素案の審議 

12月16日 市議会経済産業委員会 ・雇用戦略指針改定の審議経過の報告 

平成29年 1月 6日 

～1月31日 

パブリック・コメント ・雇用戦略指針案の意見募集 

3月17日 市議会経済産業委員会 ・雇用戦略指針案の報告 

3月31日  ・雇用戦略指針の決定 
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２ 大垣市雇用戦略指針策定委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第1条  大垣市第五次総合計画に基づき、働く意欲のある市民が、その能力を生かして働

くことができる環境の整備など、雇用に関する市の施策を総合的かつ計画的に実施する

ための大垣市就労支援計画を策定するため、大垣市雇用戦略指針策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（委員の定数） 

第2条  委員会の委員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 学識経験者  2人以内 

⑵ 雇用に関する知識及び経験を有する者  6人以内 

⑶ 公募市民  2人以内 

（委員長及び副委員長） 

第3条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（委員会の会議） 

第4条  委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、委員委

嘱後最初の会議は、市長が招集する。 

2  会議の議長は、委員長をもって充てる。 

3  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

4  会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

5  委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第5条  委員会の庶務は、商工観光課において処理する。 

（委任） 

第6条  この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成23年4月25日から施行する。 
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３ 大垣市雇用戦略指針策定委員会委員名簿 

 

○ 委 員 長  竹 内 治 彦 

副委員長  小 西 文 子 

№ 区分 氏名 備考 

1 ⑴ 学識経験者（2人） 竹 内 治 彦 岐阜経済大学副学長 

2  小 西 文 子 大垣女子短期大学音楽総合学科准教授 

3 
⑵ 雇用に関する知識 

及び経験を有する者 
塚 原  充 大垣公共職業安定所所長 

4 
（5人） 

鈴 木 千可司 大垣商工会議所労働委員会委員長 

5  栗 本 理 花 連合岐阜西濃地域協議会事務局長 

6  中 山 惠 二 大垣市社会福祉協議会常務理事 

7  河 内 雅 善 大垣地域シルバー人材センター常務理事 

8 ⑶ 公募市民（2人） 三 輪 千加子 公募市民 

9  佐 藤 聖 子 公募市民 
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