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事業名 若年者ジョブトレーニング事業

平成28年度 154,367千円１．予算措置状況
(沖縄振興特別推進交付金 8/10補助)

事業期間：H27～H29（予定）

※ ～ に実施の「戦略的雇用対策事業」の後継事業 （平成 年度 ， 千円）Ｈ２４ Ｈ２６ ２６ ２１３ ０５７

※ は、沖縄振興特別事業推進費補助金にて実施Ｈ２３

２．事業の概要
(1) 目的

、 （ ）40歳未満の求職者に対し 座学研修や採用計画のある企業での職場訓練 ＯＪＴ
を行い、早期就職を促すことで、若年者の失業率改善を図る。
職場訓練（ＯＪＴ）を行うことによって、求職者、企業双方の雇用のミスマッチ

から起こる早期離職を抑制する。

(2) 現況
沖縄県の若年者（30歳未満）の失業率は8.3％（H27)と、全国の5.3％と比べて高

い水準で推移している 。若年者の高失業率の主な要因として、雇用の場の不足の※1

ほか、技能・技術のミスマッチ、早期離職率の高さが指摘されている。
本事業を実施することにより、ミスマッチや早期離職を防止し、若年者の雇用情

※1 総務省統計局・沖縄県統計課「労働力調査」勢の改善を図る。

(3) 事業の内容
採用可能性のある企業で職場訓練を実施し、訓練終了後は訓練成果の発表会を兼

ねた合同就職面接会を開催し若年者の就職を支援する。
訓練生には、訓練開始前にビジネスマナー講習会等を実施し、訓練中も適宜座学

を実施するなど、現場での課題解決の支援も行う。
＊事前研修(座学研修)は集合形式で行う。

。 。＊職場訓練は各企業におけるOJT訓練により行う 訓練は企業と受講者の間で短期雇用契約を結んで頂いた上での実施となる

①対象者 40歳未満の若年求職者
②定 員 年間196人

(１時間当たり880円支給、約14万円/月)③手当等 事前研修期間：訓練生へ手当を支給
（企業に雇用されるため企業から給与職場訓練期間：訓練生への手当は支給しない

の支給がある）

(1日当たり2,000円 上限4万円/月)受入事業所へ訓練委託料を支給 、

〈訓練スキーム〉

沖縄県

受託業者 （企画コンペにより決定）

受入企業 40歳未満の
求職者

開拓＆
再委託

企業と訓練生とのマッチ
ング

研修内容の
フィードバック

終了後

求める人材
スキルの情報収集

募集
選考

ＯＪＴ企業での就職を目指す！

研
修

委
託

（３ヵ月間の職場訓練〈短期直接雇用〉）
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業名：若年者ジョブトレーニング事業

委託料①予算区分：
コンソーシアム（代表 (株)りゅうせきビジネスサービスほか１者）②委 託 先：

事③委託内容：若年者及び求人企業の募集、職場訓練の実施、マッチング等

(4) 期待される事業効果
求職者は、ビジネスマナー講習会等の１か月間のOff-JTや３か月間の雇用契約に

基づくOJT訓練により、企業が求める技能・技術を事前に身につけることができる。
また、訓練成果の発表会を兼ねた合同就職面接会により、受入企業をはじめとする
多数の求人企業に対し自己アピールすることができる。
企業にとっては、OJT訓練により、訓練生を即戦力となる人材へと育成することが

可能となり、訓練終了後の人材確保につながる。

３．事業実績
活動目標 H27(目標) H27(実績)

企業内訓練による就職率 70.0% 74.0%
新規雇用者数 137人 140人

４． 事業目標
活動目標 H28(目標)

企業内訓練による就職率 70.0%
新規雇用者数 137人
※定員（28人×７期)＝196人

５．補足説明
(1) 本事業のジョブトレーニング対象者の条件は何か。

40歳未満で現在職に就いていない若年者が対象となる。また、次の条件がある。
① 学生でないこと
② 雇用保険の失業給付等を受給中でないこと
③ 過去に本事業のジョブトレーニングを受けたことがないこと

(2) ジョブトレーニング先はどのような業種・職種か。
ジョブトレーニング先は、主に次の業種・職種が中心になる。
○IT産業 web制作、アプリケーション開発、データ入力、コールセンター、

インターネット通販、DTP制作 など
○観光産業 ホテルスタッフ、飲食店、旅行代理店、観光施設、レンタカー、ウ

ェディングなど
○営業分野 営業、販売（卸売業、製造業、不動産業）など
○事務、経理、BPO分野
○製造分野 食料品、印刷など
○販売分野 百貨店、スーパーなど

６．関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 おきなわ企業魅力発見事業

平成28年度 46,142千円（平成27年度 35,714千円）１．予算措置状況
(沖縄振興特別推進交付金 8/10補助)

事業期間：H26年度～H30年度

２．事業の概要
(1) 目的

沖縄県内の就職を希望する県内大学１～３年生、短期大学・専修学校１年生、
高等専門学校３～４年生(以下 「大学生等」という。)を対象に、県内の中小企業、
における企業体験等を実施し、中小企業への就職を視野に入れた幅広い職業観の
育成を図る。

(2) 現況
沖縄県の大学生の就職内定率（平成28年3月末）は81.4%と、全国平均の97.3%に

比べて大幅に低く 大卒無業者率 平成27年3月卒 も23.0%と全国平均の10.3%※1、 （ ）
に比べ相当高い 。本県は他県に比べ有効求人倍率が低く、雇用の場が不足して※2

いるが、業種によっては求人数が多いものもあり、求人と求職のミスマッチが低
内定率、高失業率の要因と考えられている。
※1 全国平均は厚生労働省及び文部科学省、県内は沖縄労働局が調査。

※2 文部科学省「学校基本調査」

(3) 事業の内容
①大学生等に対する、県内中小企業でのインターンシップの実施及び県内中小企業
で働く魅力を発見させるための事前・事後研修の実施。

②インターンシップ受入企業の開拓及びインターンシップ活用支援の実施。
③参加学生や県内実施企業の拡大を図るため、インターンシップや効果的な活用方
法について紹介する事業成果報告会の実施。

〈事業スキーム〉
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事業名：おきなわ企業魅力発見事業

委託料①予算区分：
特非）沖縄人財クラスタ研究会ほか４者コンソーシアム②委 託 先：（
学生・企業の募集、事前・事後研修、インターンシップの実施、③委託内容：
インターンシップ活用支援等、事業成果報告会の開催

(4) 期待される事業効果
○大学生等の視野が拡大され、大手志向を改善し、積極的に中小企業も含めた就
業機会の選択を行っていくことで就職内定率の向上が期待できる。

○インターンシップを通じて中小企業が持つ課題を明確にすることで、採用活動
の変化、職場環境の改善、若手従業員の育成など、企業体質の強化が期待され
る。

、 、 、○学生 企業の変化による人材確保と体質強化により 将来的な県内産業の振興
雇用拡大が期待される。

３ 事業実績
企業体験生156名、受入企業82社

４ 事業目標
活動目標 H28（目標)

インターンシップ派遣者数 200人
インターンシップ受入企業数 100社

５ 補足説明
○企業体験の期間は、大学生により多くの中小企業を体験してもらうこと、中小企
業の受入負担を軽減することを考慮し、6日程度（3日間×2社）としている。

６ 関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 新規高卒就職アシスト事業

（平成27年度 84,794千円）１．予算措置状況 平成28年度 66,294千円
(沖縄振興特別推進交付金 8/10補助)

事業期間：H26～H28（予定）

２．事業の概要
(1)目的
働く意欲のある、概ね18歳程度の新規高卒未就職者及び早期離職者・専門学校中

退者（以下「新規高卒未就職者」という）を対象に、卒業後（離職後、中退後）直
ちに就職支援を実施し、早期の就職に繋げることによって、ニート・フリーター化

、 。を防ぐとともに就職ミスマッチを解消し もって本県の若年者失業率の改善を図る

(2)現況
沖縄県における新規高卒者の就職内定率は全国一低い状況となっている。就職未

内定のまま卒業すると、アルバイトを繰り返すなど職業的キャリアを積む機会を逸
したり、若年無業者となる可能性が高くなる。

(3)事業の内容
履歴書の書き方や企業研究の方法、ビジネスマナー研修等の座学研修（２ヶ月）

と、採用予定企業における職場訓練（３ヶ月）を実施し、継続雇用につなげる。
＊事前研修(座学研修)は集合形式で行う。

。 。＊職場訓練は各企業におけるOJT訓練により行う 訓練は企業と受講者の間で短期雇用契約を結んで頂いた上での実施となる

①対象者 新規高卒未就職者
②定 員 年間55人

(1時間当たり750円、約12万6千円/月)③手当等 事前研修期間：訓練生へ手当を支給
(企業に雇用されるため企業から給与職場訓練期間：訓練生への手当は支給しない

の支給がある）

(1日当たり2千円、上限4万円/月)受入事業所へ訓練委託料を支給
〈事業スキーム〉

委託料①予算区分：
コンソーシアム②委 託 先：

（①㈱ケイオーパートナーズ他２者 ②(株)エスエフシー他１者）
研修の実施、企業開拓③委託内容：
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事業名：新規高卒就職アシスト事業

(4)期待される事業効果
訓練生は、履歴書の書き方や企業研究の行い方、ビジネスマナー研修等の座学研

修（２ヶ月）と、企業における職場訓練（３ヶ月）を実施し、就職に関する意識・
スキルの向上を図ることによって、高等学校卒業後の早期就職が期待できる。

３．事業実績

活動目標 主な対象 平成27年度目標値 平成27年度実績
新規雇用者数 新規高卒未就職者 80人 30人(37.5％)

４．事業目標

活動目標 主な対象 平成28年度目標値
新規雇用者数 新規高卒未就職者 39人

５．関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 沖縄若年者グローバルジョブチャレンジ事業

平成28年度 77,977千円 （平成27年度 78,660千円）１．予算措置状況
(沖縄振興特別推進交付金 8/10補助)

事業期間：H24～H33

２．事業の概要
(1) 目的

35歳未満の県内若年者に対し、アジアを中心に海外での就業体験等を実施して
就職に関する視野を広げ、海外も含めた就業機会を自ら獲得する積極性とチャレ
ンジ精神を醸成して、新規学卒者無業者率及び若年者の失業率等の改善を図る。

(2) 現況
沖縄県の大学生の就職内定率（平成28年3月末）は81.4%と、全国平均の97.3%に

比べて大幅に低く 大卒無業者率 平成27年3月卒 も23.0%と全国平均の10.3%※1、 （ ）
に比べて高い 。これが若年者の高失業率につながり、ひいては本県の失業率全※2

体を押し上げている。
※1 全国平均は厚生労働省及び文部科学省、県内は沖縄労働局が調査。

※2 文部科学省「学校基本調査」

(3) 事業の内容
【短期インターンシップ】県内大学・短大・専門学校生等を中心に、海外ビジネス
経営者の下での就業体験等により、グローバル就業観の醸成と積極性の向上を図
る2週間のプログラム及び海外ビジネス慣習等への理解を深める1か月程度のプロ
グラムによる海外インターンシップ実施。

【長期ジョブトレーニング】35歳未満の若年者を中心に、実務的な語学力、国際ビ
ジネス対応力等を強化するため、海外企業においてOff-JTとOJTを組み合わせた
３か月程度の長期ジョブトレーニングの実施。

〈事業スキーム〉

委託料等①予算区分：
(株)沖縄ヒューマンキャピタルほか４者によるコンソーシアム②委 託 先：
参加者の募集、研修の実施、短期インターンシップ･長期ジョブトレ①委託内容：
ーニングの手配、海外企業の開拓・調整、有識者等による効果検証

海外企業、現地大学等

海外就職

OJT、Off-JT、語学研修等

国内外への
チャレンジ

短期インターンシップ（14日間程度）

事前研修

長期ジョブトレ
へのチャレンジ

海外企業

就業体験事前研修

ステップアップ

インターンシップ【1か月コース】（1ヶ月程度） ステップアップ

事前研修

長期ジョブトレーニング（3ヶ月程度）
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事業名：沖縄若年者グローバルジョブチャレンジ事業

(4) 期待される事業効果
大学生や若年者を対象に成長著しいアジアを中心とした海外就業体験とジョブ

トレーニングを実施することにより、視野の拡大、積極性、チャレンジ精神、実
務的な国際感覚が育まれ、自ら国内外へ就業機会を獲得することにより、大卒等
の若年無業者率や若年者完全失業率の改善、アジアを取り込んだ経済発展を目指
す沖縄への将来的なスキルの還元などが期待される。

３ 事業実績
活動目標 主な対象 H27(目標) H27(実績)

短期インターンシップ派 大学1～4年生 125人 130人

遣者数 短期大学・専修学校1～2年生 (夏期66人)

(春期64人)

長期ジョブトレーニング 35歳未満の若年求職者、大学生 20人 11人

派遣者数 等（卒業見込者）

【短期インターンシップ】
派遣期間：9泊10日、年2回(夏期(9月)、春期(2月)
派 遣 国：5か国・7地域

（ ）、 、 （ ）、中国 上海・香港 シンガポール ベトナム ホーチミン・ハノイ
マレーシア、インドネシア

【長期ジョブトレーニング】
派遣期間：約3ヶ月、H27年８月～H28年２月
派 遣 国：3か国・4地域

中国（上海 、ベトナム（ホーチミン・ハノイ 、マレーシア） ）
就職状況：派遣先海外企業に就職した者（4人）

派遣先以外の海外企業に就職した者(2人）

４ 事業目標
活動目標 主な対象 H28(目標)

短期インターンシップ派 大学1～3年生 132人

遣者数 短期大学・専修学校1～2年生

高等専門学校3～4年生

インターンシップ（１か 大学2～3年生 10人

月コース）派遣者数 短期大学・専修学校1～2年生

高等専門学校3～4年生

長期ジョブトレーニング 35歳未満の若年求職者、大学生 15人

派遣者数 等（卒業見込者）

５ 補足説明
※長期ジョブトレーニング派遣者選考基準
・概ね35歳未満の若年求職者、大学生等（卒業見込者）
・日常会話程度の語学力を有する者
語学力は、企業により求められるスキルが異なるため、面接等にて判断する。

・県内に住民票を有する者

６ 関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 若年者総合雇用支援事業

平成28年度 90,411千円 （平成27年度 92,677千円）１．予算措置状況
事業期間：H15～

２．事業の概要
(1) 目的

本県若年者の高い失業率や不安定な就労状況を改善するため、本県若年者の就
職を総合的に支援する機関として、沖縄県キャリアセンターを設置し、関係機関
と連携して就職に関する情報やサービスを一元的に提供する。
また、県内高校生を対象とした県内・県外企業合同企業説明会を開催し、就職

活動の早期化や、雇用のミスマッチ解消を図り、就職内定率の向上をめざす。
(2) 現況

沖縄県の若年者（15～29歳）の完全失業率は改善傾向にあるものの、平成27年
平均で8.3%（全国5.3％）と全国で最も厳しい状況にある。若年期の失業は、その
後の不安定な就労状況に結びつきやすく、結果として本県の失業率を押し上げる
要因となっている。また、新規学卒者の就職内定率も、高校、大学とも全国と比
べて高い状況にある。

(3) 事業の内容
ア 沖縄県キャリアセンター管理運営業務

15歳から概ね40代前半までの者を対象に、専門のキャリアコーチによる就職
相談や、就職活動に必要な知識やスキルを提供するセミナー等を開催し、若年
者の職業観の育成から就職までを一貫して支援する。また、求職者へ企業情報
を発信し、マッチング等を支援する。

イ 新規高卒予定者県内・県外企業合同企業説明会
県内外の企業およそ150社を一堂に集めて、新規高卒予定者向けの合同企業

説明会を７月に開催し、就職活動の早期化を促す。

〈事業スキーム〉
委託料等①予算区分：
ア：(株)りゅうせきビジネスサービス他１社から構成されるｺﾝｿｰｼｱﾑ②委 託 先：
イ：一般競争入札により委託業者を決定

沖縄県キャリアセンターの管理運営業務①委託内容：ア：
イ：企業の参加申込受付及び会場説明業務等

沖縄県キャリアセンターにおける4つの支援

カウンセリング、

コーチング

各種セミナー等 模擬面接、

就職情報等

ハローワークとの連携、内

定者に対する支援

キ
ャ
リ
ア

形
成
支
援

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
支

援

就
職
活
動

支
援

就
職
支
援

高校生を対象とした合同企業説明会の開催
企業向け支援

（企業情報の発信や、人事担当者を招聘した小規模企業説明会の開催）
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事業名：若年者総合雇用支援事業

(4) 期待される事業効果
○若年者の職業観の形成から就職までを一貫して支援し、若年者の高い失業率を改
善する。

○高校・大学生等の就職内定率の改善が期待できる。
○学生が早期に就職活動を開始することにより学卒無業者率の改善が期待できる。
○若年者と企業との交流イベントや、業界研究の機会を提供することにより、相互
理解を深め雇用のミスマッチの解消を図る。

３ 事業実績
(1)沖縄県キャリアセンター管理運営業務

平成25年度 平成26年度 平成27年度
サービス利用者数 17,679 30,105 30,395
新 規 登 録 者 数 2,517 2,104 2,153
就 職 者 数 449 757 814

(2)県内・県外合同企業説明会
平成25年度 平成26年度 平成27年度

参加生徒数 1,802 1,827 1,527
参加企業数 139 134 178

４ 補足説明
沖縄県キャリアセンターの管理運営団体
平成15年６月２日～平成24年３月31日 財団法人雇用開発推進機構
平成24年４月１日～平成25年３月31日 公益財団法人沖縄県産業振興公社
平成25年４月１日～平成25年11月25日 (株)琉球ファクトリー
平成25年11月25日～平成26年３月31日 (株)フラッシュエッヂ
平成26年４月１日～ (株)りゅうせきビジネスサービス

※平成25年度から企画提案公募方式による民間委託を実施している。

６ 関係法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 インターンシップ拡大強化事業

平成28年度 17,121 千円 （平成27年度 13,229 千円）１．予算措置状況
事業期間：H20～

２．事業の概要
(1)目的
県外インターンシップを通して、県内高校生を対象にキャリア教育的な観点から

就業観の醸成や視野の拡大を図り、早期の進路決定を促すことを目的とする。

(2)現況
沖縄県は、高校・大学卒業者の就職内定率、学卒無業者率が全国ワーストの水準

であるなど、若年者の雇用情勢の悪さが完全失業率を押し上げている。
要因として、雇用の場の不足、企業が求める技術・技能等のミスマッチがあげら

れており、学校から職業生活への円滑な移行の促進及び県外就職意識啓発を促進す
るため、インターンシップ実施などの対策が必要である。

新規学卒者就職内定率（高校）全国99.1% 沖縄92.5%(H28.3月末時点)
〃 （大学）全国97.3% 沖縄81.4%(H28.3月末時点）

厚生労働省及び文部科学省。県内は沖縄労働局

学卒無業者率（高校） 全国 4.4% 沖縄12.1%(H27.3卒）
〃 （大学） 全国10.3% 沖縄23.0%( 〃 ）

文部科学省「学校基本調査」

県内就職比率（高校） 沖縄64.8%(H27.3卒）
「 」〃 大学 沖縄71.8%( 〃（ ） ） 沖縄労働局 職業安定行政年報

(3)事業の内容
①高校２年生を対象に県外企業での５日間のインターンシップを実施
②高校３年生を対象に県外企業での５日間のインターンシップを実施(H28のみ)

〈事業スキーム〉

共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料①予算区分：
沖縄県（旅行手配業務、事前研修は民間委託）②実施主体：
高校生県外企業インターンシップへの派遣等②実施内容：

（４）期待される事業効果
職業観の醸成や視野の拡大、早期の進路決定による就職率の向上
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事業名：インターンシップ拡大強化事業

３． 事業実績

年度項目 過去３年間 開始年度からの
平成25年度 平成26年度 平成27年度 累計

高校生県外インターンシップ
108人 104人 99人 3,940人

参加者数

４．事業目標

活動目標 対象 活動指標 平成28年度目標

県外インターシップ派遣者数 高校３年生 県外インターシップ派遣者数 70人（6月実施）

高校２年生 70人（11月実施）

５．根拠法令、条例、規則等
雇用対策法第５条

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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事業名 県外就職対策事業

平成28年度 16,546千円（平成27年度 16,237千円）１．予算措置状況
事業期間：H12～

２．事業の概要
（１）目的

、 。県外就職を希望する若年者に対し 広域的な就職を促進していくことを目的とする

（２）現況
沖縄県は、高校・大学卒業者の就職内定率が全国ワーストの水準であるなど、若年

者の雇用情勢の悪さが完全失業率を押し上げている。
要因として、雇用の場の不足、企業が求める技術・技能等のミスマッチがあげられ
、 、 。るが 一方で大卒の県内就職者が7割以上を占めるなど 県内志向が強い状況にある

そのため県外就職も視野に入れた就職対策が必要である。

新規学卒者就職内定率（高校）全国99.1% 沖縄92.5%(H28.3月末時点)
〃 （大学）全国97.3% 沖縄81.4%(H28.3月末時点）

厚生労働省及び文部科学省。県内は沖縄労働局

学卒無業者率（高校） 全国 4.4% 沖縄12.1%(H27.3卒）
〃 （大学） 全国10.3% 沖縄23.0%( 〃 ）

文部科学省「学校基本調査」

県内就職比率（高校） 沖縄64.8%(H27.3卒）
「 」〃 大学 沖縄71.8%( 〃（ ） ） 沖縄労働局 職業安定行政年報

（３）事業の内容
①沖縄県県外求人開拓推進員の配置による定着指導、求人開拓及び情報収集
②高校生県外就職意識啓発協議会の開催
③高校生県外インターンシップ事業に係る受入企業開拓

〈事業スキーム〉

報酬、共済費、旅費、役務費①予算区分：
沖縄県東京事務所、大阪事務所②実施主体：
求人開拓員による県外企業開拓、定着指導等③実施内容：

（４）期待される事業効果
県外就職の支援、定着による就職率の向上

沖縄県 沖縄県教育庁 沖縄労働局
沖縄県 沖縄県教育庁 沖縄労働局

県外事務所県外事務所

沖縄県
東京事務所

沖縄県
東京事務所

沖縄県
名古屋情報センター

沖縄県
名古屋情報センター

沖縄県
大阪事務所

沖縄県
大阪事務所

連絡・調整
国国

関係
団体

関係
団体

県外
企業

県外
企業

連携・協力

沖縄県 沖縄県教育庁 沖縄労働局
沖縄県 沖縄県教育庁 沖縄労働局

県外事務所県外事務所

沖縄県
東京事務所

沖縄県
東京事務所

沖縄県
名古屋情報センター

沖縄県
名古屋情報センター

沖縄県
大阪事務所

沖縄県
大阪事務所

連絡・調整
国国

関係
団体

関係
団体

県外
企業

県外
企業

国国

関係
団体

関係
団体

県外
企業

県外
企業

連携・協力
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事業名：県外就職対策事業

３ 事業実績

年度 過去３年間

項目 平成24年度 平成26年度 平成27年度

487件 499件 414件求人開拓訪問件数

247人 323人 162人定着指導人数

128件 121件 128件関係機関訪問等件数

1185件 1297件 914件相談等件数

４．事業目標

活動目標 対象 活動指標 平成28年度目標

県外求人開拓件数 高校３年生、県外企業 県外求人開拓件数 500件

５．根拠法令、条例、規則等
雇用対策法第５条
沖縄県県外求人開拓推進員設置規程(平成12年３月29日訓令第22号)

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進
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県

受託事業者

若年者

新規雇用
高年齢者

雇用継続

委

託

両 立

助

成

企 業

人件費負担増の軽減

新規雇用を後押し

・事業の広報

・申請書類の助言

事業名 世代間スキル継承型雇用促進事業

（ ）１．予算措置状況 平成28年度 48,089千円 平成27年度 48,089千円
県単独事業）（
事業期間：H25～H29

２．事業の概要
(1)目的

（ 「 」 。）高年齢者従業員の継続雇用と15歳から30歳までの若年者 以下 若年者 という
の新規雇用の両立を図りながら、両世代が一体的に就労に取り組む雇用形態を取り入
れた事業者に、予算の範囲内で助成金を交付することにより、若年者の雇用の場の創
出、人材育成、定着支援及び県内企業の活性化につなげることを目的とする。

(2)現況
高年齢者雇用安定法の改正により、従業員の希望者全員の雇用を65歳まで保するこ

とが企業に義務づけられたが、本県は限られた人件費で高年齢者と若年者双方の雇用
を両立させなければならない中小零細企業が多い。
これら企業に対して負担軽減のための支援を行い、高年齢者の雇用継続を図りなが

ら本県の課題となっている若年者の雇用を促進する必要がある。

(3) 事業の内容
高齢者の継続雇用を確保しながら、新たに若年者を雇用する企業に対して、人件費
の負担を軽減するための助成金を支給することで、企業内の高年齢者の雇用の場の
確保と若年者の雇用促進を両立し、県内雇用情勢の改善を図る。
具体的には、ペア就労により、高齢者の持つスキルを若年者に継承し、企業内の人
材育成を図ると同時に、若年者の採用初期をサポートすることにより、企業への定
着を高め、早期離職を防ぐことを目的とする。

・助成対象企業：65歳まで（またはそれ以上）の継続雇用の制度があり、かつ55歳以
上の従業員が1人以上いる企業において、若年者（30歳まで）を新規に期間の定め
のない雇用をする中小企業

・助成金額：若年者の新規雇用者1人につき40万円、３人（120万円）までを上限とす
る。

・助成条件：高年齢者従業員と新規雇用若年者との間でペア就労の仕組みを一部取り
入れること

＜事業スキーム＞
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委託料①予 算 区 分：
公益財団法人沖縄県産業振興公社②委 託 先：
継続雇用と新規雇用の両立を図り、両世代が一体的に就労③ 委 託 内 容：
に取り組む雇用形態を取り入れた事業者に対する助成を行
う業務

(4) 期待される事業効果
、 。高年齢者の雇用継続と若年者の雇用創出の両方を図り 失業率の改善につなげる

また、ペア就労により高年齢者の持つスキルを若年者に継承し、企業内の人材育
成を図ると同時に、若年者の採用初期をサポートすることにより企業への定着を高
め、早期離職を防ぐ。
また、ペア就労を取り入れた本助成制度の活用事例を紹介することで、新規雇用

を検討している事業主を後押しし、新規雇用・人材育成を促進する。

３．事業実績（平成２７年度）
新規雇用者数 ６９人（無期雇用者数）
活用企業数 ３４社
補助実績額 27,600,000円（@400,000円×69人）

４．事業目標
平成２８年度
新規雇用者数：９５人

５．根拠法令、条例、規則等
特になし

沖縄21世紀ビジョン Ⅲ-(10)-イ 若年者の雇用促進


