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目 
的 

対 象 就労者，就労希望者，事業所 
意 図 就労していきいきと暮らすことができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ104＞ 

国，東京都等の関係機関や近隣自治体と連携し，個々に応じた雇用・就労を支援します。また，市内事業者の福利厚

生の向上を促進します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 「調布国領しごと情報

広場」における市内在住者

の就職者数【☆，◎】 

1,037人 990人 885人 855人 1,150人 

２ 勤労者互助会の会員数

【☆】 3,537人 3,525人 3,488人 3,465人 3,700人 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 「調布国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数【☆，◎】 
 
「調布国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数は，基本計画策定時（平成２５年度）と比

較して２５６人減，なお，前年度と比較して３０人減の８５５人でした。市内在住の就職者数は，調布国
領しごと情報広場における就職者数の６割強を占めています。【補足】現行の基本計画策定時は，リーマ
ンショック等の影響がまだ色濃く残っており，求職者がハローワークを積極的に利用する状況でした。 
しかし，近年の全国的な景気回復傾向を反映して，求職者がハローワークを利用せず，民間の就職あっせ
ん事業者等を利用した就職活動をしている影響が数字として表れています。 
 
２ 勤労者互助会の会員数【☆】 
  
勤労者互助会の会員数は，基本計画策定時（平成２５年度）と比較して７８人減でした。また，前年度

と比較して２３人減となる３,４６５人でした。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№11 雇用・就労の支援） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１１-１ 雇用・就労に向けた支援（総合戦略Ｅ－①） 
雇用・就労に向けた支援について，調布国領しごと情報広場の運営参画，就労支援セミナーや就職面接

会，事業者向けセミナーの開催，ちょうふ若者サポートステーションの運営支援など国や東京都の関係機
関と連携して，積極的に展開しました。調布市が運営に参画している調布国領しごと情報広場は，来所者
数２万６,６１３人（対前年度２,０４７人増），就職者数は，１,３８２人（対前年度９人増），うち市内在
住者は６割強の８５５人（対前年度３０人減）となり，市民の就労を大いに支援する役割を果たしました。
また，調布国領しごと情報広場には，子育て中のママや女性の就労支援拠点である「マザーズコーナー」
が併設されており，利便性を図るとともに働く女性のサポート体制の充実につなげています。平成２９年
度の来所者数は，４,１２０人（対前年度６９人減），就職者数は，６４１人（対前年度７９人増），うち
市内在住者は，半数以上にあたる３４６人（対前年度５８人増）であり，市内在住女性の就労を支援しま
した。 
 就労支援セミナーについては，ハローワーク府中との共催により，働きたいママのための就職支援セミ
ナー，子育てしながら働きたい方のためのパソコン教室等を開催しました。また，ハローワーク府中や東
京しごとセンター多摩（東京しごと財団）と共催し，若年者就職面接会，合同就職面接会，若者と企業の
交流会を開催し，就労に向けた支援を積極的に実施しました。 
 ハローワーク府中とは，「地域雇用問題連絡会議」及び「『調布国領しごと情報広場』業務運営に関する
協議会」，東京都労働相談情報センター八王子事務所とは「労働情勢懇談会」を開催し，情報共有を図る
とともに，雇用・就労の支援に向けた意見交換を行いました。 
平成２５年度に開設された，困難な問題を抱える若者の職業的自立を支援する「ちょうふ若者サポートス
テーション（厚生労働省委託事業）」（実施団体 特定認定ＮＰＯ法人育て上げネット）では，パソコン講
習や就職セミナーを実施し，働くことに悩みを抱える１５歳から３９歳までの若者の就労や自立に向けた
支援を展開しました。平成２９年度は来所者数１,５９１人（対前年度６３人増），うち１００人が就職等
の進路決定につながりました。 
 障害者の就労支援については，平成３０年２月には企業向けセミナー「障害者雇用はじめの一歩」にて，
障害者雇用についての理解を高め，雇用の促進と安定を図ることを目的とした「障害者就労体験事業奨励
金」についてPRに努めました。  
１１-２ 就労者に対する支援 
調布市勤労者互助会の運営の安定と事業の充実を図るために補助金を交付するほか，同会の加入促進支

援のために，同会を市報やホームページでＰＲし，産業振興課窓口にパンフレットを配架しています。 
一方，会員の高齢化に伴う廃業などによる退会等の影響が続いており，会員数，事業所数とも微減とな

りました。これに対して，新規の加入者を増加させるために，中小企業事業資金融資あっせんの通知文書
に「勤労者互助会の案内」を同封しているほか，よろず経営相談（アウトリーチ型相談）の際にも加入を
勧めるなど，市内事業者へ同会についての周知を図っています。 
このほか，様々な労働問題に対応するため，東京都労働相談情報センター八王子事務所と共催して，労

働セミナーを開催するとともに，三鷹労働基準監督署，ハローワーク府中等とも連携し，調布駅前で街頭
労働相談を実施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№11 雇用・就労の支援） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・調布国領しごと情報広場における就職件数は，前年度に対して７２件減の１，５７６件で，うち調布市民は約６割の９９０人（対

前年度４７人減）となった。 

・働きたいママの就労支援するため，「働きたいママのための就労支援セミナー」やパソコン教室を開催した。また，調布国領しごと

情報広場「マザーズコーナー」セミナールームを活用した小セミナーを６回開催した。 

・「ちょうふ若者サポートステーション」は来所者数１，３５３人(対前年度２４１人減)，進路決定者数１４３人(対前年度３６人減)

となった。 

・調布市勤労者互助会の加入促進活動を支援しているが，平成２７年度においては，会員の高齢化による廃業などで退会が増え，会

員数及び事業所は微減となった。 

・就職支援セミナーや面接会の開催情報をはじめ，国や東京都などの関係機関による雇用・就労情報について，市報・ホームページ

をはじめ，様々な機会を通じて積極的に情報の提供を行った。 

 

 

（平成２８年度） 

・調布国領しごと情報広場における就職件数は，前年度に対して２０３件減の１,３７３件で，うち調布市民は６割強の８８５人（対

前年度１０５人減）となった。 

・働きたいママの就労支援するため，「働きたいママのための就職支援セミナー」やパソコン教室を開催した。 

・「ちょうふ若者サポートステーション」は来所者数１,５２８人(対前年度１７５人増)，進路決定者数１４１人(対前年度２人減)とな

った。 

・調布市勤労者互助会の加入促進活動を支援しているが，平成２８年度においては，会員の高齢化による廃業などで退会が増え，会

員数及び事業所は微減となった。 

・就労支援セミナーや就職面接会の開催情報をはじめ，国や東京都などの関係機関による雇用・就労情報について，市報・ホームペ

ージをはじめ，様々な機会を通じて積極的に情報提供した。 

 

 

（平成２９年度） 

・調布国領しごと情報広場における就職件数は，前年度に対して９件増の１,３８２件で，うち調布市民は６割強の８５５人（対前年

度３０人減）となった。 

・働きたいママの就労支援するため，「働きたいママのための就職支援セミナー」やパソコン教室を開催した。 

・「ちょうふ若者サポートステーション」は来所者数１,５９１人(対前年度６３人増)，進路決定者数１００人(対前年度４１人減)とな

った。 

・調布市勤労者互助会の加入促進活動を支援しているが，平成２９年度においては，会員の高齢化による廃業などによる影響が続い

ており，会員数及び事業所は微減となった。 

・就労支援セミナーや就職面接会の開催情報をはじめ，国や東京都などの関係機関による雇用・就労情報について，市報・ホームペ

ージをはじめ，様々な機会を通じて積極的に情報提供した。 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№11 雇用・就労の支援） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 「調布国領しごと情報広場」における市内在住者の

就職者数【☆，◎】 
（目標値：1,150人 現状値：855人） ○ 

【要因・課題】 

平成３０年度においても雇用環境の改善傾向が継続

するものと見込まれる。近年の全国的な景気回復傾

向を反映して，求職者がハローワークを利用せず，

民間の就職あっせん事業者等を利用した就職活動を

している影響がある。 

２ 勤労者互助会の会員数【☆】 
（目標値：3,700人 現状値：3,465人） △ 

【要因・課題】 

基本計画期間中，微減傾向が継続しており，福利厚

生事業の充実を図っても目標達成は困難な見込みで

ある。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①関係機関と連携した就労支援セミナー，就職面接会の実施によ

り市民の就労支援と市内事業所の雇用確保を支援 

②調布国領しごと情報広場マザーズコーナーにおける保育付き就

労セミナーの共催や貸出用スーツの提供により女性の就労支援

を推進 

③ちょうふ若者サポートステーションの職場体験プログラム実施

への協力などにより若者の職業的自立を支援 

④市報，市公式ホームページを通じて関係機関のセミナー，面接

会などの雇用・就労情報を積極的に提供 

 

① ハローワーク府中と連携し調布国領しごと情報広場の運営
に参画 

② 調布国領しごと情報広場内に設置されたマザーズコーナー
を軸とした女性の就労支援 

③ ちょうふ若者ステーションの運営に協力することによって
若者の就労支援を推進 

④ 市報，市公式ホームページを通じて関係機関のセミナー，面
接会などの雇用・就労情報を積極的に提供 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①「調布国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数は，

ハローワーク利用者に依存している。現在失業率は低水準で推

移しており，求職者は公的機関を利用せずに就職活動を行う傾

向にある。 

 

① 次期基本計画に向けて現状のまちづくり指標については精
査が必要 

 

    
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・調布国領しごと情報広場における就職件数は，４年間を通じて減少傾向にはあるが，広場を通じて就職した調布市民は６割強を超

えており，一定の成果はでている。 

・「働きたいママのための就職支援セミナー」やパソコン教室の開催により女性の就労を支援した。 

・「ちょうふ若者サポートステーション」は来所者数１,５２８人(対前年度１７５人増)，進路決定者数１４１人(対前年度２人減)とな

った。 

・調布市勤労者互助会の加入促進活動を支援しているが，会員の高齢化による廃業などによる影響があり，会員数及び事業所は微減

傾向にある。 

・就労支援セミナーや就職面接会の開催情報をはじめ，国や東京都などの関係機関による雇用・就労情報について，市報・ホームペ

ージをはじめ，様々な機会を通じて積極的に情報提供することで，支援機会の充実を図った。 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№11 雇用・就労の支援） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・女性の活躍推進，働くことに困難を抱える若者への自立支援のほか，労働人口減少傾向の歯止めとして高齢者雇用に向けた取組

がますます求められことになる。 

◎東京 2020大会やラグビーワールドカップの開催地として創出された雇用・就労の機会を大会終了後も継続して定着させる取

組。 

 

 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 内閣府の月例経済報告（平成３０年３月）によると，雇
用情勢は改善傾向にある。平成３０年２月の完全失業率
は，２,５％であり，うち１５～２４歳層の完全失業率は
４,５％となった。 

② 雇用者数はこのところ増加傾向にある。新規求人数は持
ち直しの動きがみられ，有効求人倍率は上昇傾向となっ
ている。景気回復を反映し，製造業の残業時間が増加し
ている。賃金をみると、定期昇給は底堅く推移している。
現金給与総額は緩やかに増加している。 

③ 障害者の法定雇用率引き上げに伴い，障害者の雇用人数
が伸びている。 

【平成２９年度４９５,７９５人（対前年度比４,５％増），うち
精神障害者就職人数５０,０４７人（１９,１％増）】 
 

① 若年者の職業的自立を支援するため，ハローワーク府中を
はじめ関係機関や庁内関係部署と「ちょうふ若者サポート

ステーション」が連携した取組・支援が必要。それを踏ま

えて，今年度も市とサポステ運営団体である「育て上げネ

ット」との共催により就労支援セミナーを実施する。 

② 雇用・就労対策は，国，東京都等の関係機関や近隣自治体
との連携が重要であり，引き続き緊密な連携を推進する。 

③ 平成３０年度から障害者の法定雇用率は 2.2%に引き上げ

られた。市内事業者への周知とともに，障害者就労支援セ

ンター等との連携が必要。 

 

 

 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①ハローワーク府中管内（府中市，調布市，多摩市，狛江市，
稲城市）の求人・求職の動き（平成３０年４月） 
・新規求人数は，３,０４２人で前年同月比１８.７％減 
・新規求職申込件数は，２｡１２９人で前年同月比２.９％減 
・月間有効求人数は，１０.８３６人で前年同月比４.７％減 
・新規求人倍率は1.43倍で前年同月より０｡６１ポイント低
下。有効求人倍率は１｡１２倍であった。 
・就職件数は，５０４人で前年同月比８.２％の減 
 

① 雇用情勢は改善しつつあるものの，依然として必要な人材
の確保が困難な業種・職種もあることから，ハローワーク

府中や調布市福祉人材センター等と連携協力し，マッチン

グに向けた取組を行うことが必要。 
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４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№11 雇用・就労の支援） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，就労によって社会を支えることの知識や技能の習得に努めます。 

・事業者は，就労していきいきと暮らすための従業員の福利厚生の充実を図るとともに，働きやすい環境づくりを進めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・「若者の職業的自立，就労の支援」の推進に向けては，子ども・若者総合相談事業を始めとする「子ども・若者の支援」への取

組との相乗効果を上げるために，子ども生活部や関係機関・部署との連携が必要。 

・女性の就労支援には，国が進める「働き方改革」への対応とワークライフバランスの視点が欠かせないことから，庁内関係部署

と連携し，市内就労支援団体とも協働した取組が必要。 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・調布国領しごと情報広場に併設されているマザーズコーナーでは，子どもと一緒に安心して相談できる体制が整っている。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・就労支援セミナーや就職面接会などで，アンケート調査を実施し，市民ニーズを把握する。 

 


