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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 

国，東京都等の関係機関や近隣自治体及び民間事業者など多様な主体と連携し，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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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

【☆，◎】 

990人 885人 855人 831人 1,150人 

２ 勤労者互助会の会員数【☆】 3,525人 3,488人 3,465人 3,472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，雇用情勢の改善からハローワーク全体
の利用者が減少している傾向もあり，前年度と比較して２４人減の８３１人でした。なお，全体数にお
ける市内在住者の就職者数の割合は，６５％に達しています。 

２ 勤労者互助会の会員数【☆】 
 勤労者互助会の会員数は，新規加入者増加にむけて機会を捉えて周知に努めた結果，前年度と比較し
て７人増の3,472人となり，減少の歯止めに寄与できました。 

 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 「調布国領しごと情報広場」

全体の就職者における市内在

住者の割合 

地域住民や事業者のニーズに対応した就労支援に取り組

み，現状の市内在住者の就職者を増加させることを目標

とした。（産業振興課資料） 

61.0% 

（平成29年度） 

65.0% 

（令和4年度） 

２ 勤労者互助会の会員数 

勤労者互助会への加入を促進することにより，市内中小

企業等で働く従業員の福利厚生の充実を図ることを目標

とした。（産業振興課資料） 

3,465人 

（平成29年度） 

3,500人 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

１１－１ 雇用・就労に向けた支援 

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，平成  

３０年度の来所者数が２万３,１１７人（対前年度３,４９６人減），就職者数は，１,２７４人（対前年度

１０８人減），うち市内在住者は６５％を超える８３１人（対前年度２４人減）であり，利用者が減少す

る中にあっても市民の就労を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，働く女性の利便性を図る

とともにサポート体制の充実につなげています。平成３０年度の来所者数は，３,７７２人（対前年度  

３４８人減），就職者数は，５５８人（対前年度８３人減），うち市内在住者は，半数を大きく上回る    

３２５人（対前年度２１人減）であり，市内在住の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セミナーを開催しました。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，就職面接会などを開催し，就労に向けた支援を積極的に行

いました。 

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３０年度は来所者数１,７１４人（対前年度１２３人増），うち７３人が就職

等の進路決定につながりました。 

高齢者の就労支援については，地域活性化包括連携協定に基づき，（株）セブン-イレブン・ジャパン

との共催で「シニア向けお仕事説明会」 を開催し，就労にも結びつきました。 

障害者の就労支援については，障害者の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，障害者就労支援法人との連携に努めたところ，３年ぶ

りに１件の交付につながりました。 

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しているほか，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するなど，加入促進支援を図っています。 

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，事業所数とも減少傾向に

あります。そのため，新規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，平成３０年度は「よろず経営相談（アウトリーチ型相談）」の

際や，福祉作業所等連絡会の場で周知を図った結果，会員数減少の歯止めに寄与できました。 

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，職

場復帰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，労働問題全般への意識啓発を図りました。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策11 雇用・就労の支援） 

 
◆平成３０年度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は，来所者数が２万３,１１７人，就職者数は，１,２７４人，うち市内在住者は６５％を超える８３１人
であり，利用者が減少する中にあっても市民が利用しやすい就労支援機関の役割を果たした。 
・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」は，来所者数が３,７７２人，就職者数は，５５８人，うち市内
在住者は半数を大きく上回る３２５人であり，市内在住女性の就労を支援した。また，面接用スーツ等の貸出事業では，３４人に

貸出し，２６人の採用に結びついた。 
・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セミナー」の開催により，子育てしながら働きたい方への就労を支援した。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，就職面接会などを開催し，就労に向けた支援を行なった。 
・「ちょうふ若者サポートステーション」は，来所者数が１,７１４人と大幅に増加し，うち７３人の進路決定につながった。なお，
職場体験の協力事業者であった調布市市民サービス公社にも採用された。 
・平成３０年度に締結した地域活性化包括連携協定に基づき，（株）セブン-イレブン・ジャパンとの共催で「シニア向けお仕事説
明会」 を開催し，実際の就労にも結びつくなど高齢者の就労を支援した。 
・障害者の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，障害

者就労支援法人との連携に努めたところ，３年ぶりに１件の交付につながった。 
・調布市勤労者互助会に補助金を交付し，運営の安定と事業の充実を図った。また，市報やホームページに同会を掲載し，産業振

興課窓口にパンフレットを配架するなどの加入促進支援に加え，中小企業事業資金融資あっせん通知文書への案内書同封，よろず

経営相談や福祉作業所等連絡会の場で周知を図った結果，会員数減少の歯止めに寄与できた。 
・東京都労働相談情報センター八王子事務所と共催して，職場復帰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，様々な労働問題に対応した。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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地域活性化包括連携協定に基づき，（株）セブン-イレブン・ジ
ャパンとの共催で「シニア向けお仕事説明会」 を開催し，高齢者

の就労を支援 

①ハローワーク府中と連携した調布国領しごと情報広場の運営参

画 

②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で若者の就労

支援を推進 

④関係機関のみならず，民間事業者とも可能な範囲で積極的に連

携した雇用・就労の支援 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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ハローワーク府中と連携した調布国領しごと情報広場の利用者

増に取り組むほか，民間事業者とも連携した参加しやすい各種ミ

ニ面接会の実施。 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策11 雇用・就労の支援） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成27～30年度継続） 

・調布国領しごと情報広場における４年間の来所者数は１０万１,５７０人，就職者数は５，８２１人，うち市内在住者は３,５６４人

となっており就職者全体における市内在住者の割合は６１％に達している。ハローワーク自体の利用者が減少する中にあって，市民

が利用しやすい就労支援機関の役割を果たしてきた。 

・しごと情報広場に併設されている「マザーズコーナー」における４年間の来所者数は１万５,４６５人，就職者数は２,３７２人，う

ち市内在住者は半数以上を占める１,２５９人となっており，市内在住女性の就労を支援した。また，面接用スーツ等の貸出事業では，

４年間で１１４人に貸出し，８２人の採用に結びついた。 

・「働きたいママのための就職支援セミナー」や「子育てしながら働きたい方のためのセミナー」の開催により，子育てしながら働き

たい方への就労を支援した。 

・ハローワーク府中や東京しごとセンター多摩と共催し，就職面接会などを開催し，就労に向けた支援を行なった。 

・若者の職業的自立・就労の支援のため，平成２５年度に誘致した「ちょうふ若者サポートステーション」については，４年間で   

６,１８６人の来所者があり，うち４５７人の進路決定につながった。 

・障害者の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」については，４年

間で２件の実績にとどまったものの試行雇用に至らないケースに対応することができた。なお，さらに実効性を持つ制度とするため

には障害者就労支援法人との情報共有が必要となることから，令和元年度より産業振興課から障害福祉課への事務移管となった。 

・調布市勤労者互助会に補助金を交付し，運営の安定と事業の充実を図った。また，市報やホームページへの同会の掲載，産業振興

課窓口へのパンフレット配架，中小企業事業資金融資あっせん通知文書への案内書同封，よろず経営相談の場などで周知を図るなど

加入促進を図った結果，会員数減少の歯止めに寄与できた。 

・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・ホームページなど，各種の機会を通じて情報提供に努めた。 

・東京都労働相談情報センター八王子事務所と共催して，職場復帰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，毎年，調布駅前で街頭労働相談を実施し，労働問題全般への意識啓発を図った。 

（平成30年度新規） 

・平成３０年度に締結した地域活性化包括連携協定に基づき，（株）セブン-イレブン・ジャパンとの共催で「シニア向けお仕事説明

会」を開催し，実際の就労にも結びつくなど高齢者の就労を支援した。 

・調布市勤労者互助会の加入促進のため，福祉作業所等連絡会の場で周知を図るなどの加入促進を図った。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

  

 

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（令和元年５月）によると，雇用情勢は着実
に改善している。平成３１年３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３.６％となった。 
雇用者数は緩やかに増加している。新規求人数はこのところ増加し

ている。有効求人倍率は横ばい圏内で推移している。製造業の残業時
間は減少している。賃金をみると、定期給与及び現金給与総額は緩や
かに増加している。 
 
②障害者雇用状況は，法定雇用率引き上げに伴い過去最高を更新して
いる。民間企業（４５.５人以上規模：法定雇用率２.２％）に雇用され
ている障害者は，平成３０年度５３４,７６９.５人（対前年比７.９％
増），実雇用率は２.０５％であった。 
③現在３９歳までを上限としている「地域若者サポートステーション 
事業」について，５０歳位までの引き上げが検討されている。 

①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

る中でも，若年者の職業的自立を支援するため，引き続き

ハローワーク府中，関係機関及び庁内関係部署と「ちょう

ふ若者サポートステーション」との連携支援が必要。ま

た，高齢者の就労支援については，民間事業者とも積極的

に連携する取組みが必要。 

②障害者の就労支援については，障害者就労支援法人な

どの関係機関と福祉部門を中心とする関係部署が情報共

有を図り，自立支援を進めることが必要。 

 

③「ちょうふ若者サポートステーション」による支援につ

いては，これまで以上に庁内関係部署や福祉関係機関と

の連携が必要。 

都
や
近
隣
自
治
体
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３１年３月） 
・新規求人数は，３,５４２人で前年同月比３.６％減 
・新規求職申込件数は，２,０８４人で前年同月比８.０％減 
・月間有効求人数は，１０,８９０人で前年同月比０.７％増となり， 
３０か月ぶりに増加 
・新規求人倍率は 1.７０倍で前年同月より０.１６ポイント上昇，有
効求人倍率は１.０８倍であった。 
・就職件数は，５６２人で前年同月比７.５％の増となり，３か月ぶり
に増加 

①ハローワーク府中と連携した調布国領しごと情報広場

の利用者増に取組むほか，調布市福祉人材センターや民

間事業者とも連携した参加しやすい各種ミニ面接会の実

施などマッチングに向けた取組の充実を図ることが必

要。 

そ
の
他 

  

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策11 雇用・就労の支援） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・国，東京都等の関係機関や近隣自治体及び民間事業者など多様な主体と連携し，若者，女性，高齢者及び障害者など個々のライ

フステージに応じた切れ目ない雇用・就労の支援に取り組む。 
〇ラグビーワールドカップ２０１９日本大会，東京２０２０大会の開催地として創出された雇用・就労の機会を，大会終了後も定

着させるよう取り組む。 

 
 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・子育てしながら働きたい方への就労支援については，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」の専門相

談員が求人情報や職業相談・紹介を継続するほか，一時保育付きの就労支援セミナーの充実に取り組む。 

・高齢者等を対象とする就労支援を，ハローワークとも連携した民間事業者等との協働によってさらに取り組む。 

・「ちょうふ若者サポートステーション」の対象年齢の引き上げなどの見直しがなされた場合は，対象者やその家族の年齢に応じた

セミナーの開催などを検討する。 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・「雇用・就労の支援」に関しては，これまでもハローワーク府中や東京しごとセンター多摩などをはじめ，国や東京都，近隣自治

体等の関係機関と連携して取り組んでいるところであるが，民間事業者等との連携もさらに進めながら，複数の関係機関が同時に

かつ相互に連携する取組が必要。 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・「若者の職業的自立，就労の支援」の取組に向けては，子ども・若者総合支援事業をはじめとする「困難を抱える子ども・若

者の支援」への取組との相乗効果を上げるために，調布市子ども・若者支援地域ネットワーク，とりわけ子ども生活部関連部

署と「ちょうふ若者サポートステーション」との連携が必要。また，対象年齢の引き上げなどの見直しがなされた場合は，福

祉健康部関連部署との連携も重要となる。 

・女性の就労支援には，国が進める男女共同参画の視点はもとより「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，庁内関係部署や市内就労支援団体とも連携した取組が必要。 

 
  



（施策11 雇用・就労の支援） 

【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

       ●  

        

 

       ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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。 

 

○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は調布市市民プラザあくろすに隣接しており，調布市市民プラザあくろす内には男女共同参画推進セン

ター，産業労働支援センター，市民活動支援センター及び「ちょうふ若者サポートステーション」が設置されていることから，利

用しやすい施設となっている。 
・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には，子どもと一緒に安心して相談できる体制が整っており，近隣に「子

ども家庭支援センターすこやか」が位置していることも，強みの一つとなっている。また，市からの提案で開始したハローワーク

初の試みである面接用スーツ等の貸出事業も，利用者の採用に直接結びつく成果を挙げている。 

 

（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） 

・国領しごと情報広場，同広場併設のマザーズコーナーを中心としながら，市民プラザあくろす内に位置する公共機関及び関係機

が日頃から連携して，雇用・就労の支援につながる取組を検討する。 


