
産業労働部　労働雇用課

番号 質　問 回　答

1 インターンシップ企業開拓員が２名から４

名に増員されている。その効果を示すデー

タはあるか。

29年７月末現在で29名がインターンシップ

を利用し、うち17名が就職した。現時点で

の就職率は58.6％である。

2 今後、県と市町村のいずれがこの事業を担

当していくのか。今後の方向性は。

県と市町村のいずれが担当しても問題な

い。ただし、市町村によって女性の再就職

に対するスタンスにばらつきがある。

また、インターンシップの対象となる企業

が居住市町村とは別の市町村に所在するこ

ともあるため県が関与する必要性はある。

3 男性や高齢者などにも労働意欲のある者が

いると考えられるが、女性にターゲットを

絞った背景・データはあるか。

育児期に女性の有業率がいったん下がって

しまうことが問題であり、その底上げが必

要と考えている。

就業を希望しているが求職活動をしていな

い女性が多いことから、このような女性を

対象とした相談体制を整備している。

なお、若者や高齢者などを対象とした事業

も別途実施している。

4 インターンシップを実施したが就職に結び

つかなかった理由についてのデータはある

か。

データはない。

委託業者からは、人間関係が主な要因であ

るとの話を聞いている。

5 Ｐ４の就職率の算出方法は。 インターンシップをした企業に就職した者

の割合を就職率として示している。

6 事業改善シートの事業コスト欄において平

成27年度のみ「その他」が財源として計上

されているが、その詳細は。

国からの交付金を基金として積み立てた緊

急雇用創出基金を活用したものである。当

該基金は平成27年度末で終了したので、そ

れ以降は一般財源により実施している。

7 ・「企業開拓員」はどのような経歴を持っ

た方か。

・インターンシップ企業開拓員について特

に資格や条件は設定していない。「企業開

拓員」は、面識のない企業を訪問し、県の

事業の趣旨を説明、理解していただくのが

主な業務であるため、委託業者において、

県内企業・事業所で様々な業種を経験され

ている方で、積極的でコミュニケーション

能力の高い方を採用していただいている。

【Ｃ-１】はたらく女性応援プロジェクト事業



8 ・インターンシップ企業開拓員の増員

成果目標（H28）欄の・子育て中女性の就

職者数28年度　300人（就業支援員を8名に

増員し事業を充実することから前年200人

の1.5倍）と成果目標の達成状況欄の就職

者数H29目標300人とあるが、H29年度はイ

ンターンシップ企業開拓員を倍増し、十分

な支援に対応する場合、就職者目標数との

リンク及び目標数前同との整合性は如何

に。また、待機者に対応するには、就業率

全国１位を維持するためにも、さらに可能

な限り増員すべきではないか。

・就業支援員は、就業相談、セミナーやイ

ンターンシップ等の支援メニューの紹介・

参加支援により、就職を希望する女性に対

して相談から就職までの直接的な支援を

行っているため、増員により目標値を引き

上げた。インターンシップ企業開拓員は、

インターンシップ受入企業の開拓を主に行

うものであるため、就職者の目標数はH29

年度も同じものとした。

働きたい女性と子育て期女性の採用を検討

する企業双方の不安解消にもつながるた

め、インターンシップ希望者の状況に応

じ、インターンシップ企業開拓員の体制に

ついて検討してまいりたい。

9 ・７ページの概要図の中のIT活用による新

たな働き方普及事業及び（株）CREEKSとの

県の関連は？

・IT活用による新たな働き方普及事業は、

個人がＩＴを活用して在宅やコワーキング

スペースで働くことができる、時間や場所

にとらわれない新たな働き方を普及するた

め、次のことを実施する。

①テレワーカー育成のためのITスキル習得

セミナーの開催

②企業がテレワーカーへの業務発注を活用

するための、発注方法等普及セミナーの開

催、業務発注企業の開拓

③育成されたテレワーカーと発注された業

務とのマッチング支援

本事業は委託で実施しており、今年度は㈱

CREEKSに委託している。子育てとの両立の

ため、企業への就職ではなく、在宅で働く

ことを希望する女性に対してこの事業を紹

介している。

10 ・今、多くなっているシングルマザーへの

支援は、どのような事があるのか。

・本事業ではシングルマザーも同様に支援

しているが、特に必要がある場合には福祉

事務所に配置されているひとり親家庭の就

業を支援する「就業支援員」（子ども・家

庭課所管）と連携して就業支援を行ってい

る。

11 ・3ページ「就職者数」、4ページ「就職し

た者」「就職率」でいう、『就職』の雇用

形態の実態は。

別紙「就職者の雇用形態内訳」のとおり



就職者の雇用形態内訳就職者の雇用形態内訳就職者の雇用形態内訳就職者の雇用形態内訳

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

正社員 28 11.7% 29 11.2% 41 10.0% 98 10.8%

パート・アルバイト 192 80.3% 197 75.8% 315 77.2% 704 77.6%

派遣社員 9 3.8% 11 4.2% 13 3.2% 33 3.6%

その他 10 4.2% 23 8.8% 39 9.6% 72 7.9%

合計 239 100.0% 260 100.0% 408 100% 907 100%

　　（うちインターンシップ参加者）

人数 割合 人数 割合 人数 割合

正社員 3 7.7% 3 3.7% 6 5.0%

パート・アルバイト 31 79.5% 76 92.7% 107 88.4%

契約社員 5 12.8% 3 3.7% 8 6.6%

合計 39 100.0% 82 100.0% 121 100.0%

就職者

就職者

Ｈ27

合計

Ｈ28 合計

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28



労働雇用課事業体系図（平成 29 年度） 

 

・労働教育講座事業

・労働相談事業

・労働関係等調査事業

・ＩＴ活用による新たな働き方普及事業

・多様な働き方普及促進事業・多様な働き方普及促進事業・多様な働き方普及促進事業・多様な働き方普及促進事業

  (多様な働き方普及促進、働き方改革推進の気運醸成

　　　　　　　　「一人多役」型の働き方・暮らし方の推進）

・勤労者福祉施設運営事業

・勤労者福祉施設改修事業

・ジョブカフェ信州運営事業

・信州正社員チャレンジ応援事業・信州正社員チャレンジ応援事業・信州正社員チャレンジ応援事業・信州正社員チャレンジ応援事業

・信州シューカツ応援プロジェクト

・はたらく女性応援プロジェクト事業・はたらく女性応援プロジェクト事業・はたらく女性応援プロジェクト事業・はたらく女性応援プロジェクト事業

・就職困難者のための就職サポート事業

・障がい者職場実習支援事業

・障がい者と企業の出会いの場創出事業

・シルバー人材センター支援事業

・人生二毛作社会推進事業（健康福祉部）

・ＵＩＪターン助成金交付事業

　雇用の促進

高齢者の就業支援

　働きやすい職場環境づくり

　の推進

勤労者福祉の向上

若者の就業支援

女性の就業支援

就職困難者の支援

人材の確保

障がい者の雇用促進

労働教育の推進

労働相談への対応

労働経済の動向把握

仕事と家庭の両立支援の推進



産業労働部　労働雇用課

番号 質　問 回　答

1
・各事業ともに委託比率の高い中、事業改

善シートの事業コストの概算人件費が、職

員数に対して高いように感じる。

・概算人件費は「事業に従事する職員数」に

「職員１人あたりの人件費単価（H28:791万4

千円）」を乗じて算出している。なお、この

「人件費単価（791万４千円）」には、職員

の給料、各種手当（通勤手当、住居手当、期

末・勤勉手当等）の他、社会保険料の事業主

負担金を含めて算出しており、職員を雇用す

る上で必要となる経費として、全シート一律

で記載することとしている。

2
・また、委託先での事業費のチェック、監

査はどのようにされているか。

・事業終了後に受託者から提出される実績報

告書に基づき確認するほか、必要に応じて職

員が会場等の現地視察を行っている。また、

受託者から事業の進捗状況についての報告を

随時（少なくとも月１回以上）求めることと

している。

3
・ハローワークとの連携などはどのように

なっているか。

・例えば「はたらく女性応援プロジェクト事

業」の場合、国のハローワークマザーズコー

ナーと就職を希望する子育て期女性を対象と

した再就職支援セミナーを共同で実施するな

どの連携を図っている。また、他の事業につ

いても求職者等に対する事業の周知に御協力

いただくなど必要に応じて連携を図ってい

る。

4
・３事業とも委託が多く、委託費も非常に

高くなっている。委託費の内訳を説明して

いただきたい。

・３事業とも主な委託費の内訳は人件費であ

り、「はたらく女性応援プロジェクト事業」

は就業支援員８名、インターンシップ企業開

拓員２名分の人件費等が事業費の約50％を占

めており、「多様な働き方普及促進事業」は

アドバイザー10名分の人件費等が事業費の約

60％、「信州正社員チャレンジ応援事業」は

契約社員として雇用した研修生をはじめとし

て、相談支援員や講師謝金等を含めると事業

費の概ね75％が人件費といった内訳になって

いる。

5
・今回の事業改善の３事業は、就労したこ

とが結果では無く、定着して就労している

かが非常に大切なことと感じる。

　県の事業として行っているのであれば、

委託先まかせではなく、県としても調査、

分析するべきではないか。

・各事業における就職者の定着状況及び定着

に向けた支援について、はたらく女性応援プ

ロジェクト事業は、調査中ではあるが、28年

度就職決定者のうち離職者は概ね１割程度と

なっている。離職理由は「配偶者の転勤」

「子の看護が必要となった」「業務が合わな

かった」等様々であるが、引き続き早期離職

を防ぐため、働きやすい職場づくりや就職に

あっての十分な業務内容の確認など丁寧な支

援を実施してまいりたい。信州正社員チャレ

ンジ応援事業は定着率等のデータはないもの

の、就職したことをもって支援を終了するの

ではなく、就職後に相談や支援の希望が寄せ

られた場合は事業受託者と連携して対応して

いるところ。また、就職後の早期離職を未然

に防止し、定着率を高めるための支援とし

て、実習受入先企業を対象とした人材定着セ

ミナーを実施するなど、企業側にも研修生が

安心して就業継続できる職場環境づくりをお

願いしている。多様な働き方普及促進事業は

企業における多様な勤務制度の導入・実践に

より従業員の正社員としての雇用継続、非正

規から正規への転換、非正規含む従業員の処

遇改善等を図ることを目的とした事業である

が、平成28年度までに多様な勤務制度を利用

した747人（アドバンス認証企業53社）の従

業員の雇用継続等に結びついている。

３事業への共通の質問


