
現行計画現行計画

①「働く場」の創出
・・・働く場を提供する産業の活性化

②「働きたい」気持ちの醸成
・・・働く意欲の醸成

③「学び」「育つ」機会の創出
・・・多様な人材の育成

④働く「場」「気持ち」「人」のマッチング
・・・雇用ミスマッチの解消

⑤「働きたい」「暮らしたい」さいたま市
の環境整備
・・・市民がいきいき安心して働ける環
境の整備

中・長期的な社会要因
１．生産年齢人口の減少
２．少子高齢化による産業構造の変化
３．経済のグローバル化
４．多様性社会の進展
５．女性の社会参画
６．継続就業・再就職への課題

（女性のM字型カーブ）

短期的な社会要因
１．若年者の未就労問題
２．雇用ミスマッチ問題
３．長期的な経済不況による失業率の増加
→生活保護受給者の増加

雇用確保・創出に向けた主な課題・対策
１．産業の活性化による雇用の創出
・既存産業のみならず、新規産業・事業の育成を推進し、更なる
雇用の創出を図る

２．将来を見据えた人材の育成
・人材育成による労働生産性の向上
・将来予測される厳しい環境を乗り越えられる基幹人材の育成

３．就労意欲の早期醸成
・早期から将来に向けた様々な「職業」へのふれあい・体験

４．就労支援体制の整備・拡充
・様々なニーズに対応したきめ細やかな就労支援体制の整備
・国・県・民間団体等との連携の強化

雇用確保・創出に向けた主な課題・対策
１．産業の活性化による雇用の創出
・既存産業のみならず、新規産業・事業の育成を推進し、更なる
雇用の創出を図る

２．将来を見据えた人材の育成
・人材育成による労働生産性の向上
・将来予測される厳しい環境を乗り越えられる基幹人材の育成

３．就労意欲の早期醸成
・早期から将来に向けた様々な「職業」へのふれあい・体験

４．就労支援体制の整備・拡充
・様々なニーズに対応したきめ細やかな就労支援体制の整備
・国・県・民間団体等との連携の強化

□さいたま市総合振興計画
・戦略的企業誘致推進事業
・産業人材育成支援事業
・就職支援体制整備事業
・雇用セーフティネット対策事業
・雇用ステップアップ事業 等

□しあわせ倍増プラン2009
・雇用倍増プロジェクト
・自立生活支援対策プロジェクト 等

□さいたま市産業振興ビジョン

改訂計画案改訂計画案

①雇用創出に向けた産業の振興・活性化
→ 更なる雇用創出のための企業誘致の推進
→ 既存産業の活性化による雇用機会の拡大
→ 新たな「働く場」としての創業支援

②多様な人材づくりの推進・活用
→ 将来に向けての就労意識啓発
→ 産業人材としての育成支援
→ 多様性社会に即した人材育成支援
→ 退職者などの経験豊富な人材の活用

③就労支援機能の充実・強化
→ ふるさとハローワークを軸としたきめ細やかな就労支援
→ 福祉部門と八ローワーク等との連携
→ マッチング・コーディネート機能
→ 市内中小企業の魅力発信
→ 国・県等、本市内の就労支援機関・能力開発支援機関との
協働による就労支援

④魅力ある就労環境の整備推進
→ 若者が「躍進」できる環境
→ 女性が「活躍」できる環境
→ 中高年齢者が「元気」に働ける環境
→ 障害者が「安心」して働ける環境
→ 全ての人にとって暮らしやすい、働きやすいまちづくりの推進

企業の
活性化

雇用の
創出

市経済社会の持
続的な成長

市経済社会の持
続的な成長

人材の
育成
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計画の充実・強化のポイント
①市内における更なる雇用機会の創出

②人材の育成・活用支援施策の充実・強化

③就労支援機能の更なる充実・強化

④就労環境の整備推進

さいたま市雇用対策推進計画改訂について【骨子案】
平成２３年１２月１４日開催

都市経営戦略会議 資料１
経済局経済部労働政策課



さいたま市雇用対策推進計画（素案）の概要

（1）雇用創出に向けた産業の振興・活性化（1）雇用創出に向けた産業の振興・活性化

（3）就労支援機能の充実・強化（3）就労支援機能の充実・強化（4）魅力ある就労環境の整備推進（4）魅力ある就労環境の整備推進

①若者が「躍進」できる環境
□地域若者サポートステーションの設置検討

②女性が「活躍」できる環境
□保育所等の整備推進
□ファミリー・サポート・センター事業

③中高年齢者が「元気」に働ける環境
□さいたま市高齢者生きがい活動センター事業

④障害者が「安心」して働ける環境
□「障害者総合支援センター」の障害者就労支援事業

⑤全ての人にとって暮らしやすい、働きやすいまちづくりの推進
□ＣＳＲ普及促進事業
□労働法講座

①更なる雇用創出のための企業誘致の推進
□戦略的な企業誘致活動の継続的実施

②既存産業の活性化による雇用機会の拡大
□さいたま市テクニカルブランド企業認証事業
□新規就農者支援事業

③新たな「働く場」としての創業支援事業
□創業者に対する支援事業
・創業者支援セミナー事業
・インキュベーション運営事業 等

⑤国・県等、本市内の就労支援機関、能力開発支援機関との協働に
よる就労支援

①将来に向けての就労意識啓発
□早期起業家教育事業

②産業人材としての育成支援
□若年者対象セミナー
□介護人材確保事業

③多様性社会に即した人材育成支援
□社会人能力向上事業
□事業所向けセミナー

④退職者などの経験豊富な人材の活用
□ＯＢ人材等の情報収集・活用事業

（2）多様な人材づくりの推進・活用（2）多様な人材づくりの推進・活用

①ふるさとハローワークを軸としたきめ細やかな就労支援
□ふるさとハローワーク運営事業
□キャリア・コンサルティング

若年者の未就労問題

雇用ミスマッチ問題

人材の育成 → 市内産業の活性化 → 雇用の創出 へと繋ぐ循環サイクルの構築

現下の厳しい雇用情勢下における喫緊の課題

若年者の未就労問題 雇用ミスマッチ問題 生活保護受給者の増加

②福祉部門とハローワーク等との連携
□生活保護受給者就労自立支援プログラム
□生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム

生活保護受給者
の増加

③マッチング・コーディネート機能
□就業体験事業
□雇用マッチング促進事業（就職合同面接会、職場見学会等）
□企業雇用活動支援事業

④市内中小企業の魅力発信
□市内企業の「企業説明会」等の開催支援事業

若年者の未就労問題

雇用ミスマッチ問題
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○

○

議会
報告

都市経営戦略会議
都市経営
戦略会議

意見取りま
とめ

　将来予測される生産年齢人口の減少による産業活力の減退、団塊の世代の大量退職問題などの課題解決を
目的とし策定された「さいたま市雇用対策推進計画」が、平成２３年度末をもって５年間と定めた計画期間
を終了する。将来的なさいたま市の雇用施策を打ち立てるにおいては、２年後に改訂を予定する「さいたま
市総合振興計画」「さいたま市産業振興ビジョン」と歩調をあわせ、中長期的な政策を確立することが有効
と考え、計画期間を２年間延長し、現行の雇用施策の充実・強化に努めることとする。
　なお、この際、現下の厳しい経済・雇用情勢に対応するため、現行計画の一部改訂を行う。

８月

　現計画の策定時と現時点との経済・雇用情勢は大きく変化している。その変化を反映し、
現在の施策の更なる充実を図り、以下の点を見直しにおける充実・強化のポイントとする。
①市内における更なる雇用機会の創出
　　市内産業の活性化による雇用の創造、企業誘致による更なる雇用・産業基盤の創出
②人材の育成・活用支援施策の充実・強化
　　人材をひきつける魅力的な雇用機会の創出、多様な人材の育成支援
③就労支援機能の更なる充実・強化
　　多様なニーズにきめ細やかに対応するための就労支援機能の充実・連携の強化
④就労環境の整備推進
　　「若年者」「女性」「中高年齢者」「障害者」等、全ての人が安心して働くための環境
　　整備の推進

　現在の社会・雇用情勢により生じる課題について、特に重要と考える以下の課題について
短期集中的に取り組むこととする。

平成２４年

懇話会 ○

○

【現計画の設定課題】
①新たな雇用の受け皿づくりと市内事業所の活性化
　　→専門部署の設置による積極的な企業誘致などにより、一定の成果を挙げたところであるが、雇用・経
　　　済の情勢が低迷する今、更なる雇用の受け皿づくり、市内事業所の活性化は引き続き重要と考える。
②市内の雇用支援に係る情報の一元化
　　→「さいたま市ふるさとハローワーク」にて一元的な情報発信に努めたほか、ガイドブックの作成や
　　　ホームページの整備などにより一定の成果を挙げたと判断する。
③人材確保競争の激化と雇用施策上の課題
　　→平成18年の埼玉県の有効求人倍率が1.03倍であったのに対し、平成23年８月は0.50倍と雇用情勢は激
　　　変している。課題解決に向け様々な施策に取り組んできたところであるが、更なる企業の成長のため
　　　の人材の確保・育成、多様化する社会の中でのニーズに即した雇用施策の展開が重要と考える。
④雇用ミスマッチの解消の必要性
　　→雇用マッチング促進事業として、人材不足の福祉業界への雇用促進対策などに取り組み、一定の成果
　　　を挙げたところであるが、低迷する景気の影響などもあり、引き続き更なるミスマッチの解消への取
　　　り組みが必要と考える。

平成２３年
１２月

○

庁内策定
検討会議

素案作成・検討
現状課題把握・分析
施策方向性の検討

○

最終案の
作成・検討

改訂作業

パブリック
コメント
実施

１月

骨子案作
成・検討

その他

９月 １０月 １１月 ２月 ３月

○

１．「雇用対策推進計画」の改訂について

２．社会・雇用情勢の現状と課題

４．計画の充実・強化ポイント

５．短期的な課題への取り組み

６．改訂の体制・スケジュール

【現計画策定時（平成１８年度）の背景】
　・少子高齢化社会、将来的な生産年齢人口の減少
　・長期的な景気回復期
　・１倍を超える有効求人倍率
　・団塊世代の大量退職問題
　・ニート・非正規雇用問題
　・雇用ミスマッチ問題
　・女性の社会参画

【現在（平成２３年度）の背景】
　・少子高齢社会、将来的な生産年齢人口の減少
　・リーマンショック以降の長期的な景気低迷期
　　　→生活保護受給者の増加
　・0.5倍を割りこむ有効求人倍率
　・若年者の未就労問題（新卒未就職、非正規雇用等）
　・雇用ミスマッチ問題
　・女性の社会参画　　　　　（※）別添資料参照

３．現計画の設定課題とその評価

福祉部門とハローワークとの連携
を強化し、就労可能な生活保護受
給者に対する就労支援に取り組む

重　点　事　項

多様な就労ニーズに応じるため、
ふるさとハローワークを軸としたき
め細やかな就労支援を取り組む

人材育成、就労支援機能の充実
等により、市内企業への若年者の
就労機会を拡大し、将来的産業発
展の基盤となる人材確保を図る

雇用ミスマッチ問題

生活保護受給者の増加

【短期的に取り組むべき課題】
・若年者の未就労問題への対応
・雇用ミスマッチ問題への対応
・生活保護受給者の増加への対応

【中・長期的に取り組むべき課題】
　　・少子高齢社会への対応
　　・生産年齢人口の減少への対応
　　・女性の社会参画の推進

実効性を重視した事業として取り組む
本市経済社会の持続的な成長を目指した事業と
して取り組む

若年者の未就労問題
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背景資料
1　人口構造の推移と見通し

8 フリーター・ニートの推移7　正規労働者と非正規労働者の推移

3　株価の長期推移

4 有効求人倍率の推移

2　さいたま市の人口の将来推計

5 就職（内定）率の推移（大学）
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資料：職業業務安定統計より

年齢（５歳階級）、男女別労働力率（平成１７年度：全国、埼玉県、さいたま市各女性）
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出展：総務省「国勢調査報告」平成１７年

6　卒業者数、就業者数及び就職率等の推移（全国）

出展：文部科学省「学校基本調査」平成２３年度

少子高齢社会が到来し、生産年齢人口の減少が見込まれている。本市においては、他市に
比べ、更に急激な減少が見込まれており、将来的な経済社会の持続的発展のためには、減
少を補う施策の展開が求められる。

2008年10月のリーマン・ショック以降日本経済は過去にない長期的な
景気低迷期に落ち込んでおり、一刻も早い景気回復策とともに、市民
生活の安定のための雇用確保施策が求められるところである。

有効求人倍率は激変し、埼玉県の年平均は0.5倍を割り込む数
値となっており、新たな雇用の創出が急務となっているところで
ある。

大学生の新規学校卒業者の就職（内定）率は91.1%となり、また「学校基本調査」では「進学も就職もしていない
者の比率」が近年再び上昇している。将来的な経済発展のためにも若者の就労対策が強く求められている。

労働者における非正規労働者の割合は2005年以降32%後半から34%前半の間で推移してい
る。また、ニートについても近年横ばいで推移しており、雇用の創出、正規就労に向けた支援
策等が求められている。

出産等を機に離職をし、その後再び就職する女性の割合は、さ
いたま市は全国に比べ低くなっており、出産・子育て後の女性
の就労支援が必要とされている。

9　さいたま市の女性の年齢別就業率
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