
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

・雇用倍増プ
ロジェクト
チームの設
置・雇用の創
出
安定化対策
の検討

各種雇用創
出対策

各種就労支
援対策

・雇用倍増プ
ロジェクト
の構築・実行

企業支援

産業人材育
成支援

マッチング事
業

基盤技術産
業実態調査

ものづくり
データブック
の発行

新たな支援
制度の検討

支援制度確
立

運用

・部局横断的な『雇用倍増プロ
ジェクトチーム』を設置し、雇用
の創出・安定化に向けた対策を
検討・実施する。
・雇用創出対策として、産業振
興ビジョンに基づく市内産業の
活性化支援を講じるとともに、
子育て・医療分野を中心とした
雇用対策を実施する。
・求職者への就労支援対策とし
て、ふるさとハローワークを活
用し、子育て世代・中高年者等
への再就職支援を実施するとと
もに、求職者のキャリアアップ
に向けた支援、人材不足分野
における雇用のミスマッチ解消
に向けたマッチング事業等の支
援を実施する。

経済局 ○
経済政策
課

○
経済政策
課

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　①ものづくり企業支援事業

製造業を中心とした基盤技術
産業（ものづくり企業）において
は、安価な海外製品の台頭や
昨年からの世界同時不況によ
る経済危機の影響により、大変
厳しい経営状況におかれてい
る。

市内の基盤技術産業（ものづく
り企業）の活性化と安定的な経
営を図るため、現在の支援制度
の見直しを含めた、事業者側の
きめ細かなニーズに対応した新
たな支援制度を平成２３年度ま
でに確立します。

・基盤技術産業（ものづくり企
業）における支援ニーズを把握
するための実態調査を行う。
・調査結果を活用した当該産業
のデータブックを作成し、販路
拡大に向けた支援を行う。
・調査結果を踏まえ、現在実施
している「工業振興事業補助
金」の見直しをはじめとする、
　新たな支援制度を確立する。

経済局

所管局

統
括
責
任
課

所管課

48-0
総論
昨年からの世界同時不況によ
る経済危機の影響を受け、雇
用情勢は悪化しており、Ｈ21.4
月現在の有効求人倍率は、ハ
ローワーク大宮管内で0.48、ハ
ローワーク浦和管内で0.52と
いった状況である。
　しかしながら、介護、福祉、医
療などの分野では、求人はある
ものの、その分野への求職者
は少ない状況にある。

地域経済の発展・安定化により
雇用機会の充実を図るため、将
来を見据えた「雇用倍増プロ
ジェクト」を構築・実行します。

○
経済政策
課

「雇用倍増プロジェクト」を構築
し、次のとおり取り組みを行う。
・企業支援：市内産業の活性化
を図るとともに、子育て世代等
が働きやすい職場環境を構築
する。
・産業人材育成支援：企業が求
める人材の育成を図るととも
に、将来を見据えた担い手を育
成し、市内産業への雇用促進を
図る。
・マッチング事業：ふるさとハ
ローワーク等を活用して企業が
求めている人材へのマッチング
事業を行う。

48-0

昨年からの世界同時不況によ
る経済危機の影響を受け、雇
用情勢は悪化しており、Ｈ21.4
月現在の有効求人倍率は、ハ
ローワーク大宮管内で0.48、ハ
ローワーク浦和管内で0.52と
いった状況である。
　しかしながら、介護、福祉、医
療などの分野では、求人はある
ものの、その分野への求職者
は少ない状況にある。

求職者の就労機会の充実によ
り、本市を管轄するハローワー
ク管内における現在の有効求
人倍率を1.0以上に引き上げま
す。

経済局

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実行

します。（４年以内）

48

修正前

修正後

1 雇用倍増プロジェクト



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　②テクニカルブランド企業認
証支援事業

平成20年度から「さいたま市テ
クニカルブランド企業認証事
業」を開始し、１３社の企業を認
証。今年度は、認証企業のさら
なる競争力向上を目的とした支
援を行なうと共に、平成２１年度
認証企業の審査を実施してい
る。

・平成２０年度１３社であったさ
いたま市テクニカルブランド企
業を４年間で３０社とし、更なる
競争力の向上支援を行ない、
本市産業全体の活性化やイ
メージアップを図ることで、雇用
の創出につなげます。

本事業のＰＲを行うと共に、技
術力の高い市内研究開発型企
業の発掘も行いながら、４年間
で30社のテクニカルブランド企
業を認証する。

・平成20年度
企業支援・再
認証

・企業認証・
支援

（５社認証・支
援）

（４社認証・支
援）

（４社認証・支
援）

（13社再認
証・支援）

（４社認証・支
援）

経済局
産業展開
推進課

・戦略的な企
業誘致活動
を展開

・産業集積拠
点の方向を
決定

（適地の考え
方等）

・産業集積拠
点の基本構
想・計画策定

（適地・事業
方法等の決
定）

・産業集積拠
点の実施計
画策定

（区画等の具
体内容を決
定）

・上位計画等
との調整

企業誘致数
10社

・道路・下水
道等の計画
策定

10社 10社 10社

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　③戦略的企業誘致・産業集積
拠点の整備

・本市にける雇用対策主要事業
として、引き続き誘致活動を実
施すると共に、将来にわたり持
続的な企業誘致活動を展開で
きるよう、現在、雇用創出に向
けた新たな産業集積拠点の基
礎調査を行い、平成２２年度以
降、事業化に向けた基本計画
等の策定作業を行うこととした。
平成20年度の立地件数は16
社。

・雇用機会の創出を図るため積
極的な企業誘致活動を展開し、
平成２０年度の実績１６社を４年
間で立地件数40社とします。
・将来にわたる雇用機会の創出
に向けた戦略的な企業誘致施
策を、平成２４年度までに策定
します。

本市の優れたビジネス環境をＰ
Ｒする等、引き続き積極的な誘
致活動を展開すると共に、雇用
創出に向けた新たな産業集積
拠点の整備に向け、平成２２年
度に基本方針・基本計画を策
定します。平成２５年度の区域
区分の変更後、平成２６年度以
降に事業化し、企業の立地誘
導を行う。併せて、当該拠点が
進出企業にとって魅力ある活動
拠点となるよう、産学連携やベ
ンチャー支援機能も付加する。

経済局
産業展開
推進課

経済局
産業展開
推進課

　

開発資金調
達の円滑化
（新規）

[協議・調整] [事業実施]

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　④産業連携によるイノベー
ション創出

産学連携事業については、さい
たま市と埼玉県が共同で設置し
た「産学連携支援センター埼
玉」において、（財）さいたま市
産業創造財団により市内中小
企業者の産学連携に係る相
談・交流促進・マッチング支援
や国の競争的資金獲得支援な
どを行っている。

産学連携によるイノベーション
の継続的創出が図られる仕組
みを平成２３年度までに構築す
る。

イノベーション創出を推進する
ため、市と各関係機関との連携
を図る。
〔拡充〕技術力の高い研究開発
型企業間（地元企業⇔誘致企
業）の技術マッチング【産産連
携】
〔新規〕大学等と技術力の高い
研究開発型企業との人材交流
【産学連携】
〔新規〕金融機関による研究開
発資金融資の円滑化を図るた
め、大学等における商品技術・
市場性の目利きサポート
〔新規〕産学連携機関につい
て、産業集積拠点内への整備
を検討する。

企業間の技
術マッチング
（拡充）

大学等と企業
との人材交流
（新規）

[実証実験]

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実行

します。（４年以内）

48

第Ⅱ期活動 第Ⅲ期活動(～平成25年度を予定)
産業集積拠点への誘致に重点

都市計画マスタープラン等、上位計画の調整

2 雇用倍増プロジェクト
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所管局

統
括
責
任
課

所管課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　⑤住宅用太陽光発電設備設
置補助事業

実績なし （平成２１年度からの
新規事業）

平成２３年度末までに、住宅用
太陽光発電設備設置補助の総
数１６００件を目指し、ここから
生み出される雇用の創出に寄
与します。
※「№45太陽光発電設備の設
置を推進」と同じ事業内容を使
用している（指標は異なる）

・住宅用太陽光発電設備設置
補助制度の継続実施を行い、
雇用の創出に寄与する。

住宅用太陽
光発電設備
設置補助件
数

600件

　

600件 400件
環境局

環境総務
課

48-1企業支援
（１）市内産業活性化支援
　⑥地球温暖化対策企業支援
事業

・「さいたま市生活環境の保全
に関する条例」において、一定
規模以上の事業所では地球温
暖化の防止に関する取組を総
合的かつ計画的に推進するた
めの計画書（環境負荷低減計
画）を作成する必要がある。

・計画書の内容の精査及び立
入り確認等を行なうため、エネ
ルギー管理士の資格を有する
者（以下、相談員）を、平成２２
年度から２名採用し、平成２４年
度までに６名（累計）に増員しま
す。
・市内において事業を営む中小
企業者及び創業者に対し、環
境面に配慮した経営の安定、
向上、ＣＯ２削減効果の高い設
備改修等に必要な資金の融資
における利子補給（補助）制度
を平成２３年度までに確立し、
平成２４年度から実施します。

・各事業者からの相談に対する
助言、指導、また、提出された
計画書の内容の精査及び立入
り調査等を行なうため、エネル
ギー管理士の資格を有する者
を採用する。
・環境面に配慮した事業に対す
る融資の利子補給制度を創設
する。相談員は、利子補給制度
の対象事業等であるかの相談・
判断を行なうことにより、計画書
の早期実現を図る。また、利子
補給制度は、新たな雇用の創
出、ＣＯ２の削減等、多面的な
効果も期待できる。

設備改修融
資の利子補
給制度創設
（制度の検
討）

・計画書の審
査のための
有資格者の
雇用
（２名）

（制度の検
討）

（２名）

（予算化）

（２名）

（制度実施）

環境局
環境総務
課

48-1企業支援
（２）働きやすい職場環境づくり
支援
　①事業所内保育施設推進事
業
・事業所内保育施設推進事業と
して、平成２１年４月に、事業所
において１か所を設置しました。
（平成２０年度も１か所設置）
・複数の企業の集合体により、
事業所内保育施設を設置して
いる事例は県内にはありませ
ん。

・市内の企業等における仕事と
子育ての両立が可能となるよう
な環境整備を図ります。
・市内産業の活性化のため、事
業所内保育施設の設置・運営
を推進し、働きやすい職場環境
づくりを支援します。

・地域の児童等を受け入れる事
業所内保育施設を整備する企
業に対して、施設整備の補助や
運営委託を行います。
・制度普及のため、商工会議所
等と連携し、積極的なPRを実施
するとともに、中小企業等の集
合体が合同で事業所内保育を
設置できるよう、支援体制を構
築します。

施設整備等
補助

啓発活動・
マッチング支
援

庁内関係課と
の検討

事業所にお
けるニーズ把

握
・外部団体等
との調整

制度のＰＲ

開始 保健福祉局
保育環境
整備室・経
済政策課

48

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実行
します。（４年以内）

3 雇用倍増プロジェクト
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所管局

統
括
責
任
課

所管課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

48-2産業人材育成支援
（１）即戦力人材育成
　②高等技能訓練促進費等事
業

母子家庭への就労支援として、
一定の所得以下の母子家庭の
母が、看護師、准看護師、介護
福祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士の資
格を取得するため、２年以上養
成機関で修学する場合に、修
学期間の最後の１／２に相当す
る期間（最長１８ヶ月）に高等技
能訓練促進費を支給している。

母子家庭の母が、養成機関に
修学しやすい環境を整えるた
め、高等技能訓練促進費の支
給対象期間を従来の「修学期
間の最後の１／２に相当する期
間」から倍増し、「修学期間の全
期間」に拡大することにより、利
用者の増加を図ります。

さいたま市母子家庭高等技能
訓練促進費等事業実施要綱の
改正を行った上で、高等技能訓
練促進費の支給対象期間を修
学期間の全期間に拡大する。

要綱改正

支給期間の
拡充実施

保健福祉局 子育て支援課

48-2産業人材育成支援
（１）即戦力人材育成
　③介護福祉士資格取得支援

今年度は介護人材を確保する
ための研修として、介護福祉士
の資格取得を目指す方に対策
講座を開催します。

・市内の介護保険施設等に勤
務している人材の育成･定着を
支援するために、介護福祉士
の資格取得を支援し、質の高い
介護サービスを提供できる人材
の育成に努めます。
・平成２２年度からは、実地試
験免除の講座を設定し、受講を
促します。

平成２１年度は
・筆記試験対策講座　３日間、
模擬試験　２回　　２００人
・実地試験対策介護技術講習
１日間　８０人
平成２２・２３年度は
・実地試験免除講習（厚生労働
大臣が指定した介護福祉士養
成施設が実施する２３時間以上
の講習を受講）　１２０人

介護人材確
保のための
研修実施

延べ２８０人 １２０人
（実地試験免
除講習）

１２０人
（実地試験免
除講習）

試験制度の
大幅な改正
が予定されて
います

保健福祉局 介護保険課

雇用マッチン
グ促進事業
（事業所合同
説明会）

経済局
労働政策
課

48-2産業人材育成支援
（１）即戦力人材育成
 ①キャリアコンサルティングの
実施
（３）マッチング事業
 ①雇用マッチング促進事業
 ②子育て世代や中高年者の再
就職セミナーの実施
 ④ふるさとハローワークにおけ
る職業相談・職業紹介
求職者に対する一貫した就労
支援を行うキャリアサポート事
業を実施しています。また、平
成２１年５月に「さいたま市ふる
さとハローワーク」（市と国が共
同運営）を設置し、子育て世代
を中心とした就職支援を実施し
ています。

市が実施する就職支援事業に
よる支援者数を、平成２０年度
の６３名から、キャリアサポート
事業、雇用マッチング促進事業
の新たな実施により、平成２４
年度までに４００名にします。

キャリアサポート事業として、就
職支援セミナーの充実、キャリ
ア・コンサルティングによるキャ
リアアップのための相談、スキ
ルアップ講座等の実施により、
求職者に対するきめ細やかな
就職支援を実施します。また、
新たに雇用マッチング促進事業
として、特に人材不足の福祉業
界等の事業所合同説明会や職
場見学会、雇用開拓推進事業
等を実施します。さらに、国が
財団法人さいたま市産業創造
財団に委託して実施するふるさ
とハローワーク就職支援事業と
も連携し、ふるさとハローワーク
での職業紹介につなげ、就職
の促進を図っていきます。

・ふるさとハ
ローワークの
管理運営

・再就職支援
セミナー（子
育て世代等）

・キャリアコン
サルティング

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

48-2産業人材育成支援
（２）将来の担い手育成支援
　①ものづくり人材支援事業

次代を担う小・中学生の創造力
の育成や、ものづくりへの興味
の喚起と併せて、高校生までの
一貫した人材育成が求められ
ていることから、産業振興ビジョ
ンに基づき、本市産業分野にお
いて広く活躍できる人材が創出
できる環境づくりを行っている。

ものづくり人材育成の充実を図
るため、市内企業及び試験研
究機関等との連携による高度
な人材育成に取り組み、さら
に、優秀な産業人材を市内企
業へと輩出する新たなしくみを
平成２３年度までに構築する。

・市内工業高校生によるイン
ターンシップ及びデュアルシス
テムといった基礎的な研修を実
施する。
・工業高校生を対象に、試験研
究機関及び市内企業との連携
により、高度な技術研修を実施
する。
・小・中学生の科学技術に対す
る興味を喚起し、次世代のもの
づくり人材を育成するため、さい
たま市少年少女発明クラブ及び
ものづくり系の参加型事業を支
援する。

インターン
シップ及び
デュアルシス
テム（１校）

高度化支援
事業の構築

発明クラブへ
の支援

工業高校２校
の実施

試行・見直し

活動支援・事
業支援の開
始

工業高校２校
の実施

支援制度構
築

工業高校２校
の実施

本格運用開
始

経済局
経済政策
課

経済政策
課

公募型事業
の実施

学校実施型
事業の実施

経済局

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
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保健福祉局

高齢福祉
課・

介護保険
課

補助制度の
仕組みづくり

補助制度等
の実施

制度周知ため
のチラシ配布

48-2産業人材育成支援
（２）将来の担い手育成支援
　②早期企業家教育事業

・平成16年度から、市内小・中
学生を対象に、企業活動の一
連の流れを実践的に体験させ
る早期起業家教育事業（公募
型事業）を開始。
・公募型事業における平成16年
度から平成20年度までの累計
応募者数は430名、累計参加者
数は176名。
・平成19年度からは、公募型事
業に加え、小中学校の総合的
学習の時間等を活用して行う学
校実施型事業を開始。

48-2産業人材育成支援
（１）即戦力人材育成
　④ホームヘルパー２級資格取
得支援

○厚生労働省では、昨年度末
から「福祉・介護人材確保対
策」として４０以上の緊急事業を
開始し、埼玉県でも独自事業を
開始しました。市では、国県を
補完する事業を検討していま
す。
○多くの求職者が居ても介護
職に結ばない状況が続いてお
り、介護職場の魅力向上・ＰＲ
の必要は緊急の課題と考えて
います。

○ホームヘルパー２級の資格
取得に要する費用の補助を行
うとともに、当該制度等と介護
現場で働く人々を紹介するチラ
シを自治会回覧等で周知し、介
護職の専門性と魅力をアピー
ルすることで、介護等に関わる
雇用を促進し今後必要な人材
の確保を図ります。

○当事業利用予定者：①現在
無資格で就労中の施設介護職
員　②主婦層や若年高齢者等
○補助方法：資格取得に要した
教育費の８割（上限５万円）を市
内の福祉介護サービス事業所
に3か月以上在職就労している
場合に補助します。
○ハローワークで実施している
「教育訓練給付」事業との併用
を認めます。

・早期起業家教育事業（公募型
事業）の応募者数を平成21年
度から平成24年度までの累計
で450名にします。

・学校ごとの実情を踏まえ、学
校の授業や行事に取り入れ易く
なるよう、実施形態や方策を年
度ごとに検討し、実施する。
・市内事業者や地域住民等との
協働をより推進できるよう、各
種方策の検討や更なる周知を
図る。
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

数　値　目　標　等

（取組指標・方針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

48-2産業人材育成支援
（２）将来の担い手育成支援
　③農業ビジネス体験事業

将来の農業を担う後継者を育
成・確保することを目的として、
小学校における田植えや稲刈
り等の農業体験事業を実施して
いる。

現状の農業体験事業を継続す
るとともに、農産物の栽培管理
から収穫した農産物の加工、商
品開発、販売までの農業ビジネ
スを小中高校年代別に体験さ
せることにより、農業への関心
を維持し、将来の就農に繋げて
いく。
・農業ビジネス体験事業の導入

・関連機関及び学校との連携を
図り、実施主体を組織化を図
る。
・栽培、調理等の指導者及び販
売ルート等の協力者の確保に
努める。

農業ビジネス
実施校

実施主体の
組織化

指導者の確
保・販売協力
者の確保

１校

農業ビジネス
体験事業の
実施

２校

経済局
農業政策
課

研修実施
●

（アンケート
実施済）

（市社協と
調整）

（８研修
実施）

（１７研修
実施）

（仕組検討） （市社協と
調整）

福祉総務課保健福祉局

48-3マッチング事業
　③地域福祉情報・研修セン
ターにおける研修・情報発信

福祉・介護サービス分野は、離
職率が高く常態的に求人募集
が行われており、一部の事業所
では人手不足が生じています。
少子高齢化の進展等により、今
後さらに拡大が見込まれる福
祉・介護ニーズに対応できる人
材を確保・育成するため、平成
１９年４月に市社会福祉協議会
に「さいたま市地域福祉情報・
研修センター」を設置し、福祉情
報の発信及び各種研修を実施
しています。

　地域福祉情報・研修センター
において、新たに、①福祉・介
護サービスに従事する者の資
質の向上・交流を目的とした研
修（１５研修）を実施するととも
に、就職期を迎える学生や資格
を有するものの福祉・介護サー
ビスに従事していない者の新た
な参入促進を目的とした研修
（２研修）を実施します。また、
②福祉・介護サービス従事者に
対して専門的な資格取得に関
する研修等の情報を発信すると
ともに、学生等に対して福祉・介
護に関する情報を発信し、意識
啓発を図ります。

①研修事業：経営者等を対象と
する「管理研修」並びに従事者
を対象とする「専門研修」及び
「課題別
　研修」を実施します。また、介
護福祉士等の資格を持ち介護
等の業務に従事していない、い
わゆる潜
　在的有資格者が復帰しやす
いよう「就業支援研修」を実施し
ます。なお、これらの研修は、市
社会福
　祉協議会設置の「地域福祉情
報・研修センター」へ委託しま
す。
②情報事業：「地域福祉情報・
研修センター」において、福祉・
介護サービス従事者や学生等
に対して
　専門的な資格取得に関する
研修情報等を発信し、意識啓発
を図ります。
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