
９.　人材育成・確保に関する主な事業

事業名 所管課 内容

就労支援・人材確保

就職促進 産業政策課 ①合同出張相談会②パートタイムセミナー③就職面接会

雇用奨励金の交付 産業政策課 若年者・女性雇用奨励金

若者の就職促進 産業政策課 はちおうじ就職ナビ運用

中小企業次世代人材確保支援 産業政策課 はちおうじ若者奨励金

中小企業職場環境づくり支援 産業政策課 新入職員合同研修

就職促進 産業政策課 ①託児付講習会②託児付面接会

母子家庭等自立支援給付金 子育て支援課 ①自立支援教育訓練給付金②高等職業訓練促進給付金

母子家庭等の就業・自立支援 子育て支援課 就業支援、セミナー、パソコン講習等

就労自立給付金 生活福祉総務課 安定した職業について生活保護から脱却した方に対する給付金

自立相談支援 生活自立支援課 生活困窮者等就労支援等

住居確保給付金支給 生活自立支援課 住居確保支援

就労準備支援 生活自立支援課 ジョブトレーニング、就労機会の提供

介護人材養成研修 高齢者いきいき課 介護に関する入門的研修・就職相談会

資格取得支援 高齢者いきいき課 ①初任者研修②実務者研修③介護福祉士資格取得費用補助

介護人材採用支援 高齢者いきいき課 ①採用に関する研修・相談会②就職相談会

介護事業所研修 高齢者いきいき課 キャリアパスやマネジメント研修、介護技術・知識研修

（新）認知症介護基礎研修 高齢者福祉課 認知症介護の技術や知識の習得

介護人材育成・研修 介護保険課 介護従事者としての心得等についての研修

障害者就労支援 障害者福祉課 相談・情報提供、就労支援、職場生活支援

庁内ワークシェアリング推進 障害者福祉課 一般就労等へつなげるための支援

障害者工賃向上推進 障害者福祉課 障害者作業所等利用者工賃アップのコーディネートに対する補助

障害者支援企業等表彰制度 障害者福祉課 障害者を積極的に雇用する企業等を表彰

（充）保育従事者研修 保育幼稚園課 ①保育従事者研修②保育士試験取得支援

（新）外国人介護従事者等に対する
日本語学習支援

高齢者いきいき課 日本語教室等

（新）人材確保促進事業 障害者福祉課 就職相談会

地域人材育成

成年後見制度活用 福祉政策課 市民後見人養成基礎講習、講演会・学習会

認知症ＢＰＳＤケアプログラム推進事業 高齢者福祉課 都のケアプログラム活用するアドミニストレーターを養成

コミュニケーション支援 障害者福祉課 失語症者向け意思疎通支援者養成等

介護人材育成・研修 高齢者福祉課 地域の助け合い活動応援講座

緑化意識の向上 環境保全課 みどりを育む担い手育成（グリーンパートナー養成講座）

環境学習室の管理・運営 環境政策課 環境学習リーダー養成講座

（充）戸吹環境教育・学習拠点の整備運営 環境政策課 ①里山サポーター育成講座②フォローアップ講座③ステップアップ講座

農業環境整備 農林課 担い手育成と確保を目的に市民ボランティアを農家に派遣

民有林振興 農林課 イベント出店等による林業体験

サイバーシルクロード八王子補助金 企業支援課 次世代育成塾、雇用・起業家創出事業

起業家養成・育成 企業支援課 起業家育成に向けた伴走型支援

（新）ソーシャルビジネス支援 産業政策課 セミナー開催等による普及・啓発

⑩ 防災 災害対策 防災課 自主防災組織運営・養成

特別支援教育地域人材育成事業 教育支援課 学校サポーター等に対する人材育成、地域講座

生涯学習コーディネーター養成講座 生涯学習政策課 生涯学習コーディネーター養成講座

（新）家庭教育力の向上 生涯学習政策課 フィーカ・ファシリテーター養成講座
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（単位 千円）

対象 実施時期 会場 人数・回数等

就労希望者 5～3月 ①市民センター②生涯学習センター（クリエイトホール）③学園都市センター ①8回②3回③3回

若年者・女性雇用事業主 ＠50千円×7件

市内企業掲載 掲載企業数187社（29年度（2017）末現在）

はちおうじ就職ナビ掲載中小
企業に正規雇用された若者

1回目　＠70千円×96人
2回目　＠30千円×78人

市内中小企業若手社員 4・9・2月 学園都市センター 4日間

就労希望者 ①1月②2月 ①学園都市センター②生涯学習センター（クリエイトホール） ①3日間②1回

ひとり親家庭 ①60人②30人

ひとり親家庭 7・1月 生涯学習センター（クリエイトホール、南大沢分館） 320人

生活保護から脱却した方 80人

生活困窮者・生活保護受給者 支援プラン作成・就労支援等

就労を目指す住宅確保困難な離職者 原則3ヶ月（最大9ヶ月）

生活困窮者・生活保護受給者 若年者・中高年の別で支援

介護事業所就労希望者 7・10月 生涯学習センター（クリエイトホール）等 50人、各月3時間×8コマ

介護事業所従事者 ①20人②16人③10人

①介護事業所の採用担当者
②介護事業所就労希望者

①7月②9・2月 学園都市センター ①30事業所（1事業所1名）

介護事業所の管理職・職員 7～2月 生涯学習センター（クリエイトホール）等 40人、内容別に2又は8回

介護事業所職員 6・9・12・3月 学園都市センター、本庁舎会議室 各60人

訪問A従事希望者 年4回位 学園都市センター等 各50人

一般事業所就労希望障害者 通年 就労・生活支援センター「ふらん」（子安町一丁目） 体験・求職・職場適応等を支援

庁内ワークシェアリング 通年 本庁舎 9人（参考30年（2018）10月）

八王子ワークセンター 調整業務を行うワークセンターに補助

障害者雇用企業等 2月 本庁舎会議室 9団体（参考29年度（2017））

保育従事者 5～3月 学園都市センター ①7回②3人

介護事業所従事
（就労希望）外国人

5～1月 東京国際外語学院 初・中・上級各10名、各27回

障害福祉事業所就労希望者 9・2月 学園都市センター 就職相談会のため定員なし、2回

市内在住・在勤・在学の方 5～2月 生涯学習センター（クリエイトホール）等 学習会30人、講演会60人、11回

介護事業所ケアマネジャー 4～3月 学園都市センター、教育センター 30人、養成・フォローアップ・交流会各2回

意思疎通支援者等 4～2月 中野サンプラザ等 4人（都と合同開催の八王子枠）、15回

訪問Bを行う地域団体等 6・9・12・3月 生涯学習センター（クリエイトホール）等 各20人、4回

市内在住・在勤・在学の方 通年 富士森体育館ほか 30人、10回

市内在住・在勤・在学の方 9～3月 北野余熱利用センター（あったかホール）ほか 35人、20回

市内在住・在勤・在学の方 7～2月 講義 戸吹クリーンセンター会議室、実技 戸吹第2最終処分場用地 ①15人、9回②10人、3回③20人、2回

受入希望農家登録数41戸

4・11月 西放射線ユーロード等 リース作り等

起業希望者等 サイバーシルクロード八王子 次世代育成・起業家創出事業

本気の創業塾受講者 受講者の中から2人

関連企業・起業希望者等 商工会議所 6回

自主防災組織 31年度（2019）末自主防災組織 500団体 20,946

学校サポーター等 5月～3月 ①教育センター、②小・中学校、③北野市民センター ①10回、②3回、③1回

生涯学習活動支援を志す方 5～6月 生涯学習センター（クリエイトホール） 24人、3日間研修

家庭教育支援を志す方 9～10月 生涯学習センター（クリエイトホール）ほか 40人、3日間研修

473,617

31年度
（2019）
予算額

　　予算の主な内容

19,776

66,930

66,139

95,253

5,398

75,272

81,490

2,558

人材育成・確保に関する事業（①～⑪）の合計

31,564

8,291
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