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和泉市就労支援計画

平成26年3月
和 泉 市

概要版



　本計画は、市民に最も身近な行政である本市が、働く意欲のある市民一人ひとりの就労を支援していくため、
本市及び関係機関が一体となって取り組むための基本的な方針と、具体的な展開方向をとりまとめることを目的
に策定したものです。
　また、本計画は、地域社会をはじめ、関係機関、市内に進出・立地する企業・事業所などとの連携・ネットワーク
化などによって、働く意欲のある市民の就労の場を確保・創出するだけでなく、市民・従業者の労働環境の向上、
多様な技術・技能の開発・向上など総合的な就労支援もめざしています。

計画の目的と特性

計画の位置づけ
　本計画は、本市のまちづくりの総合的な計画である「第4次和泉市総合計画」に基づき、地域就労支援のための
具体的・基本的な計画としての役割を担います。
　本計画は、本市における雇用政策の第一歩となるべきものであり、就職困難者等に焦点をあて、雇用・就労に関
わる関係機関と連携し、そして、さまざまな事業や施策を活用して、雇用・就労の実現をめざします。

就職困難者等の定義
　就職困難者等とは、「就職困難者」と「若年無業者」を対象と定義し、前者の「就職困難者」には、障がいのあ
る人・ひとり親家庭の母（父）・中高年齢者・その他就職困難者を含め、「若年無業者」には、新卒未就業者・フ
リーター・中途退学者・その他若年無業者を含め、働く意欲がありながら就職にあたり困難な要因を抱える人をさ
します。

計画の期間
　本計画は、平成26年度から平成35年度の10か年の計画とします。なお、今後の社会情勢や経済情勢等の
変化を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。
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就労支援の基本方針

基本的な展開方法

就職困難者等の就業機会の拡大を図るとともに、
安心して働くことのできる環境整備を促進する

基本理念

　市民一人ひとりが働く意欲を高め、ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）にふさわしい働き方の確立をめざして、
関係機関の協力・連携のもと、「就労支援事業」をさらに進
め、就業機会の拡大を図っていきます。
　また、労働環境等の問題に対しても、国・府と積極的に連
携・協力し、雇用不安の解消など安心して働くことのできる環
境整備を促進していきます。

　相談・支援体制の確立をめざし、就職困難者等の就労に関する相談体制と関係機関とのさらなる連携を充
実していきます。
　また、就職困難者等の就労阻害要因の解消・解決を図るため、既存の制度を活用するとともに、新たな制度・
取組を促進していきます。
　さらに、企業・事業所との連携の強化を図るため、求人情報などに関する情報の収集を図るとともに、就労促
進に関する助成制度などの情報提供と活用促進を図るため、企業・事業所との日常的な連携・情報交換・交流
の機会づくりに努めます。

１ 地域の特性を活かした就業の促進

　就職困難者等が企業などに就労するだけでなく、身近な地域などにおいて就労の機会・場を確保・創出する
ために必要な事業の展開に努めます。

２ 雇用・就労の機会・場の創出

　市として、企業が社会的な責任を果たせるよう、関係機関と連携し、仕組みづくりや働きかけを進めます。

３ 働きやすい職場環境に向けた支援
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登録

案内・誘導

求職者紹介

求職者紹介

求人募集求人募集

地域就労支援事業のフローチャート

就労後、概ね３か月後に
状況を確認

　地域就労支援事業は、市役所労働政策担当内に設置している、和泉市
無料職業紹介センターを中心に、地域の関係機関と協力・連携した支援に
よって、就職困難者等の自立・就労を支援するものです。
　具体的には、就職困難者等に対して、和泉市無料職業紹介センターの
就労支援コーディネーターが雇用・就労を支援するために、一人ひとりに応じ
た就職阻害要因の解消・解決や就労に関する意欲の喚起を図り、地域の
関係機関と連携することで雇用・就労につなげ、自立・就労を支援するとい
う事業の流れになっています。

地域就労支援事業の概要

登録

就職を希望する
就職困難者等（和泉市民）

大阪府内の
事業所に
紹介･あっ旋

ハローワーク
泉大津へ
案内・誘導

就　職

案

求職者紹介

和泉市無料職業紹介センター
(職業の紹介･あっ旋)

●就労支援コーディネーターによる相談
●就職阻害要因の解消・解決
●職業能力講習会への誘導等
●求職登録者と求人事業所とのマッチング

テクノステージ和泉・トリヴェール
和泉西部地区の事業所に

紹介･あっ旋

面　接不採用
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●障がいのある人の企業就労などの相談支援について、泉州北障害者就業・生活
支援センターとの連携により、支援していきます。

泉州北障害者就業・生活
支援センターとの連携

●就労支援コーディネーターを配置し、就職困難者等一人ひとりに見合った相談
を受けながら、求人開拓員が開拓した求人の紹介・あっ旋を行い、就職に結びつ
けます。
●求人内容の更なる充実を図り、求人と求職者の双方のマッチングの強化を図る
とともに、若者に特化した事業との連携を図り、就労支援を図ります。

就労支援施策の内容一覧

（１） 就職困難者等の就労に向けた支援が必要な人への対応

主な取組、事業 内容

１. 地域の特性を活かした就業の促進

●求職者に向けてパソコンや携帯電話を利用することにより、和泉市無料職業紹
介センターの求人情報を提供できるとともに、事業所に向けて求職者情報を提
供することで、求職者と求人事業所とのマッチングを図ります。

●フリーター、ニート、ひきこもりと言われる無業や不安定雇用の若者への支援に
特化した、就労支援のための各種セミナーを実施し、安定した雇用の実現を図り
ます。
●各種セミナーを実施し、和泉市就職情報フェアに参加出来る実践型の事業を実
施します。

（２） 若者への就労支援

●職場実習など、就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練などを行う
「就労移行支援」の支給決定を行います。
●通常の事業所への雇用が困難な障がいのある人を対象に、就労機会の提供及
び就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを行う「就労継続支援A型
（雇用型）」「就労継続支援B型（非雇用型）」の支給決定を行います。

（４） 障がいのある人への就労支援

●高齢者に就労の場を提供し、その就労を通じて、高齢者の生きがいの創出や健
康の保持･増進等を図り、地域社会への貢献を目的としている公益社団法人和
泉市シルバー人材センターに対して、引き続き支援を行っていきます。

（３） 高齢者への就労支援

●若者が経済的に自立し社会の一員として就労できるよう、若者の仕事に関する
意識を高めるため、関係機関と連携し就職支援の充実を図ります。

●ニート、フリーター等就労に課題を抱えた若者を対象に、南大阪若者サポートス
テーションと連携し、月に6回程度和泉シティプラザで相談を実施しております。

●本市では小・中学校の9年間を見通したキャリア教育カリキュラムの作成・修正を
行いました。幼稚園・小・中学校間の連携を図り、小・中学校の9年間で育てたい
子ども像を共有するとともに、子ども一人ひとりの進路を保障し、望ましい勤労
観・職業観を育てるための取組を支援します。

職業能力向上及び
一般就労に向けた
支援事業の推進
（就労移行支援・就労継
続支援A型・就労継続支
援B型の各支給決定）

若者生活就労支援相談

若者支援事業

和泉市
無料職業紹介センター

求人・求職情報提供事業
（ｅワーク和泉）

学校教育における
キャリア教育の推進

公益社団法人和泉市シル
バー人材センターへの支援

5



●保育所の待機児童を解消するため、特に乳児の保育体制の充実を図ります。
●乳児・夜間・一時・休日・病後児保育等を積極的に推進し、充実を図ります。保育サービスの充実

主な取組、事業 内容

●専門的な知識のある相談員により、就業相談から就職情報の提供、就業支援講
習会の開催、養育費用問題をはじめとした法律相談を行うなど、母子家庭及び
寡婦への一貫した就業支援サービスの提供や、生活支援を行う就業・自立支援
センターとの連携を図ります。

●生活保護受給者、児童扶養手当受給者及び住宅支援給付受給者、生活保
護相談・申請段階の者に対しハローワーク泉大津に繋ぎ、就労支援を行って
います。

●保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対して、適切な遊び場及び生
活の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。留守家庭児童会の充実

●ひとり親家庭の母（父）の就業を促進するために、国が指定する教育訓練給付講
座を受講したひとり親家庭の母（父）に対して、受講料の一部を支給します（母子
家庭自立支援教育訓練給付金事業）。

●ひとり親家庭の母（父）が、看護師、介護福祉士、保育士等就業に際して有利
で、経済的な自立の効果が高い資格を２年以上養成機関において修業し、取
得する場合、安定した修業環境を整えるために、２年を限度として修業期間に
おいて、給付金を支給します（母子家庭等高等技能訓練促進事業）。

母子家庭自立支援
教育訓練給付金事業、
母子家庭等
高等技能訓練促進事業

●事業主に対して、「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」など、女性の労働に関
する法制度の周知・啓発を図ります。
●事業主が男女の雇用機会均等に向けた措置を積極的に取り組めるよう、必要な
情報を提供していきます。

男女の雇用機会均等に
関する事業主への啓発

●就労意欲の喚起、就労に必要なスキル等の習得、個別ニーズに応じた求人開拓
などを効果的に組み合わせた総合的な就労支援を行います。
●生活保護者の就労のみならず、スキルアップ研修も積極的に取り入れ就労の定
着支援も行います。

和泉市生活保護受給者
就労支援事業

生活保護受給者等
就労自立促進事業

●児童扶養手当受給者の個別の状況・ニーズに応じ、自立支援計画を策定し、
ハローワークとの連携により就業支援の推進を図ります。

ひとり親自立支援
プログラム

母子家庭等就業・
自立支援センターとの
連携

（６） 生活保護受給者等の就労に向けた支援が必要な人への対応

（７） ひとり親家庭への就労支援

●就職困難者等への就労支援のため、職業能力開発・向上及び資格取得を目的と
する講習会を実施し、雇用の安定と生活の向上を図るもので、フォークリフト運
転技能講習会ならびに医療事務医科講習会を実施しております。

職業能力開発事業

職業能力開発
奨励補助金

●労働者又は再就職をめざす者が自ら職業能力を開発し技術の向上を図るため
に、技術講習会を受講し技術を習得することを奨励することで、労働者の雇用の
安定と生活の向上を図ることを目的とし、対象とする講習会の受講料の一部を
補助しております。

（８） 職業能力開発事業の推進

●結婚・子育て・介護などで離職中の女性で、再就職及び起業等を希望する人を
支援するため、再就職に向けた意識啓発や起業など、多様な働き方を取入れた
講座を開催します。

女性の再就職支援

（５） 女性への就労支援
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●在住・在勤の労働者等を対象に仕事の災害による補償問題や給料・休暇等さま
ざまな労働問題について、社会保険労務士による労働相談を実施しております。
●労働基準法違反や疑いがある相談は、取り締まり権限のある労働基準監督署又
は市民法律相談への案内や誘導を行っております。

主な取組、事業 内容

２．雇用・就労の機会・場の創出

●大阪府立南大阪高等職業技術専門校は、公共職業訓練校として、通信・環境・
整備分野の技能者の人材育成を目的とする職業訓練を実施しています。

大阪府立南大阪高等職
業技術専門校との連携

●Ａ’ワーク創造館が実施している職業能力開発のための各種講習会については、
チラシ等を関係部署に配布し、周知を図っています。

主な取組、事業 内容

●地域社会への貢献が期待されるため、事業所に対して地元雇用の推進を図り
ます。

●就職困難者等の人材育成や、就職・転職希望者の実態を把握し、登録者一人ひ
とりに即したきめ細かな職業相談、教育訓練等、必要な援護や人材養成を行い、
登録者と求人企業のミスマッチの縮小に努め、求人開発を行うことが必要です。
そのようなことから、和泉市無料職業紹介センターの登録者で、対象者がいた場
合にＣ－ＳＴＥＰにつなぎ、連携を図りながら就労を支援しております。

●市民の雇用・就労を支援するため、本市と和泉商工会議所、ハローワーク泉大
津、大阪府総合労働事務所により実行委員会を組織し、和泉市就職情報フェ
ア・合同就職面接会を開催しております。また関係機関等の協力による、各種相
談コーナーも設置し支援しております。

（１） 雇用・就労の機会・場を創出するために必要な事業の実施

●中小企業退職金制度への加入促進を図り、労働者の定着増進に寄与することを
目的として、独自の退職金制度を設けることが困難な中小企業が、中小企業退
職金共済法に基づく事業主の相互共済退職金制度に新規加入の事業主に対
して、掛け金の一部を3年間補助するものです。

中小企業退職金共済
加入促進事業

（２） 勤労者福祉の充実

（３） 労働条件等における相談・支援

主な取組、事業 内容

３．働きやすい職場環境に向けた支援

●企業の立場から、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題解決のために、啓
発の充実と雇用の機会均等を図り、人権尊重社会の実現に資することを目的と
して、市内の公正採用選考人権啓発推進員設置企業等で組織された団体によ
り事業を実施するもので、就職差別撤廃月間キャンペーンの実施やまた、セクハ
ラやパワハラなどによる被害をなくすため、メンタルヘルスの研修も企業内で行う
よう啓発を行います。

大規模小売店舗進出に
伴う雇用創造の検討・
推進

（１） 企業のコンプライアンスに関する取組促進

一般社団法人おおさか人
材雇用開発人権センター
（Ｃ－ＳＴＥＰ）との連携

和泉市就職情報フェア

Ａ’ワーク創造館との連携

和泉市企業人権協議会

労働相談事業
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第２次和泉市就労支援計画 概要版
発行：和泉市

〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
編集：和泉市 環境産業部 商工労働室

発行年月：平成26年3月

場所 実施日時

毎週月～金曜日　午前9時～午後5時15分市役所労働政策担当

毎週月曜日　午後1時～4時和泉シティプラザ南棟2階

毎週火曜日　午後1時～5時ゆう・ゆうプラザ

毎週水曜日　午後3時～8時幸分館

　本市では、以下の場所において就労支援相談を実施しています。面接、カウンセリングにより
個別就労支援メニューを作成し、相談者へ指導、アドバイス及び職業の紹介・あっ旋を行って
います。

就労支援相談の実施場所
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