
資料５ 

1 



2 



気仙沼市地域雇用創造協議会の体制及び事業実施の流れ（案） 

（一社）気仙沼市住みよさ 
創造機構 

気仙沼市 

気仙沼商工会議所 
本吉唐桑商工会 気仙沼信用金庫 

気仙沼市地域雇用創造協議会 

（事務局） 

宮城県 
労働局 

厚生  
労働省 

③委託 

中央地域雇用活性化
支援アドバイザー 

地域雇用活性化支援
アドバイザー 

 支援 

①提案 

・ﾏﾁﾘｸ推進部会ﾒﾝﾊﾞｰ 
  （住みよさ創造機構等） 
 ・気仙沼商工会議所    
 ・本吉唐桑商工会 
 ・気仙沼信用金庫  
 ・気仙沼サポートセンター 
 

・宮城県教育委員会 
・気仙沼市教育委員会 
・気仙沼市移住・定住支援 
  センター ＭＩＮＡＴＯ 
・気仙沼市 など 
（震災復興・企画部，産業部） 

＜運営委員会＞ 

事業選抜・評価委員会 

②選抜，④評価 
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・市内企業における人材不足 
 
・まちの人口減少、若年層を中心とした人口流出 

これらの対応に向けて、協議会では、       
以下の目標を達成するために各取組を実施 
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 事業構想 ～気仙沼市地域雇用創造協議会として取り組むこと～ 



 
 

母集団 
の形成 

 
 
 
 
 
 
 

会員企業が参加 

気仙沼地域雇用
創造協議会 

役員会 
＜事業方針
の決定＞ 

運営 
委員会 
＜運営方針
の決定＞ 

事務局 
＜企画・運営・事務＞ 

会員 
（地域企業） 

 
＜想定＞ 
1年目：45社 
2年目：60社 
3年目：60社 
   ※累計 

Ａ．事業所の魅力向上、
事業拡大の取組 

①訴求性の高い雇用を 
実現するための意識改革 

＜全体講習会＞ 

②事業拡大、生産性 
向上等に向けた相談 

③企業の魅力の整理
と情報発信強化 

④採用計画の策定支援 

⑤定着支援・待遇改善 

⑥外国人人材活用支援 

創業・新規事業   
補助金 

経営人材育成塾 

会議所・商工会、  
信用金庫による 
支援プログラム 

Ｃ．就職促進の取組み 

①新規大卒者の採用 
コミュニティ形成・情報発信（１・２年） 

↓ 
インターンシップ、ワークキャンプﾟ（３年） 

↓ 
企業合同説明会（３・４年） 

↓ 
企業訪問ツアー（４年） 

↓ 
面接等 

②新規高卒者の採用 
情報発信 

↓ 
企業合同説明会 

④外国人向け合同説明会 

③ＵＩＪターン等の転職者採用 
地域見学会 

Ｂ．人材育成の取組 ①高校のｷｬﾘｱｾﾐﾅｰ等との連携事業 

会員企業 
が連携 

◎ 人材の還流を創り、地域で人を育てる気仙沼市雇用魅力化プロジェクト 

受講 

重 点 分 野 

・水産業を中心とした関連産業 
・建設業 
・医療、福祉 
・発電業 
・食 
 
※総花的でない重点分野を 
 定めることが要件 

地元の  
魅力を
知る 

就職ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業、WEB系在宅ﾜｰｸｾﾐﾅｰ、技能講習受講料助成事業 
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金融機関 

（参考）水産業を中心とした関連産業 
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Ａ．事業所の魅力向上、
事業拡大の取組 

①訴求性の高い雇用を実
現するための意識改革 

＜全体講習会＞ 
 

・採用市場の状況や求職者の求め
る条件 

・地方企業での採用成功事例 
                    等 
            

◆雇用環境・待遇の改善や企業の
魅力発信強化等の必要性につい
て意識改革を促す 

②事業拡大、生産性向上等に向けた相談事業 

 雇用環境・待遇の改善を図るためにも、自社
の営業利益を拡大させる必要がある 

・新規事業立ち上げ、販路拡大、生産性向上
等の経営課題の解決に挑戦 

③企業の魅力発信強化事業 

 自社の強味や独自技術など、十分に魅力を
発信できていない企業もいる 

・自社の魅力を整理し、求職者に対して発信
する具体的な手法を学ぶ 
 

④採用計画策定支援事業 

 事業計画を遂行するため、中長期的にどん
なスキルを持った人材をどのくらい確保するか
といった計画が無い企業もいる 

・中長期的な採用計画を策定するための考え
方や整理の方法について学ぶ 
 

⑤待遇改善・定着支援事業 

 採用した従業員の定着のためにも、実施す
べきメンタルマネジメント、人事面談・人事評
価、キャリア形成、就業規則の見直し、働き方
改革等について学ぶ。また、新規採用者の定
着を支援するため合同研修を行う 

⑥外国人人材活用支援事業 

 労働力不足の解消の他、海外向け事業など、
外国人人材を活用したい企業もいる。 

 外国人人材の具体的な採用方法・ノウハウ、
制度、成功事例、注意点等を学ぶ 

＜信用金庫＞ 

経営相談 
各種セミナー 

フェア、試食会（販路開拓支援） 
など 

＜市事業＞ 

経営人材育成塾（伴走型支援） 
経営者向け講習会 

創造的産業復興支援事業費補助金 
ローカルベンチャー推進事業 
水産資源の多角化利用による    

新産業創出事業 
など 

＜会議所・商工会＞ 

経営相談 
商談会、求評見本市 

各種補助金・助成金の紹介 
各種セミナー 

など 

事業拡大等の支援については、
市・会議所・商工会・信用金庫 

などの取組に接続 

    会員（地域企業） 
＜想定＞ ※累計 
 
 
 

1年目 2年目 3年目 

45社 60社 60社 

受講 

  採用力を磨き、希望する人材を 
  採れる会社にするための取組 
＜採用必要数は必ず確保＞ 

自社の課題に応じて、以下の 
各事業に参加 

・人手不足で困っている 
・ハローワークに求人を出しても人が来ない 
・優秀な若い人材を採って育てたい 

何としても、採用力を身に着けたい 
まちぐるみで人を呼び込みたい 

＋個別支援 

＋個別支援 
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＜連携する取組＞ 
・ＮＰＯや市民活動団体等が学校と連携して行っている取組   ・各校で行っているインターンシップ、職場体験 

Ｂ．人材育成の取組 

①地域協育事業 

 市内高校の総合学習やキャリアセミナーの取組と本協議会・会員企業が連携し、出前授業や
体験学習を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域や地域の企業・大人の魅力を  
知らずに就職・進学する生徒も多い 

協議会としての狙い ： 
 地域の企業・大人の魅力を伝え、地元で働くことについて、 
ポジティブなイメージ（ワクワク・キラキラ感）を持ってもらう 

総合学習の目標 
(1) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，より
よく問題を解決する資質や能力を育成すること 

(3) 学び方やものの考え方を身に付けること 
(4) 問題の解決や探究活動に主体的，創造的，協同的に取り組む
態度を育てること 

(5) 自己の在り方生き方を考えることができるようにすること 

地域の企業・大人が教材を提供 
生徒の学びを支援 

社会で活躍できる人材を地域で育成 

★高卒地元就職者の拡大 
★大学進学後、Ｕターン就職者の増加 

●就職サポートセンター事業（気仙沼サポートセンターが実施） 
  ハローワークに申し込みをする求職者（ＵＩＪターンを含む） 
 などを対象に、就職・ 転職のための各種支援行っている。 

●技能講習受講料助成事業（気仙沼市が実施） 
  フォークリフト、クレーン運転等の技能講習を受講する場合、受講料を助成する。 

●介護マンパワー確保対策事業（気仙沼市が実施） 
  介護福祉士資格取得のための実務者研修を修了した方に奨励金を支給する。 

●ＷＥＢ系在宅ワークセミナー、ライティング実践講座、スマートフォンアプリ製作プログラミング講座（気仙沼
市が実施） 

高校生 

・適職診断、キャリアカウンセリング、自己分析 
・スキル取得セミナー（ビジネスマナー、簿記など） 
・職場見学 

大学生・社会人 他事業での取組 
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①新規大学卒業者の採用促進事業 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ．就職促進の取組 コミュニティ・関係性の構築 

＜大学１・２年生への情報発信＞ 

 市内の高校卒業者、成人式等で帰省した地元出身者、市が行う移
住・定住促進事業で繋がりができたUIJターン候補者等を対象にSNS
を活用したコミュニティを構築し、将来の就職活動支援に向けた情
報発信、交流会を行う 

大学生・専門学校生 

＜大学３・４年生への企業説明会＞ 

 地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から大学
３・４年生を対象とした企業合同説明会を仙台等で実施 

＜大学４年生を対象とした企業訪問ツアー＞ 

 企業説明会に参加した学生等を対象として、実際の職場や人を見
て、感じてもらうため企業訪問を実施 

●市内高校（県教育委員会）と連携 

「Ｂ．人材育成の取組」で関わった高校
生等 

●成人式で帰省した地元出身者（市教
育委員会と連携） 

②新規高校卒業者の採用促進事業 
 
 
 
 
 

地域内で開催している高校３年生
を対象とした企業合同説明会等と
連携し、地域内企業の情報発信強
化のため、企業ガイドブックを作成 

高校生 

●高校生向け合同企業説明会 

 ハローワーク、県、宮城労働局、気仙
沼市、南三陸町、各高校が共同で実施 

●市内の高校に配布し、キャリアセミ
ナー等で活用 

③ＵＩＪターン等の転職受入事業 
 ＵＩＪターンによる転職者を対象として、地域見学会を開催 

社会人 

●移住・定住支援センターと連携 

 以下の事業で繋がりができたＵＩＪター
ン候補者 

・移住・定住に関する相談窓口 

・東京、仙台等で行う交流会・移住ﾌｪｱ 

・大学生向け滞在プログラム 

 - 実践型インターンシップ「フラッグ
シップインターン」 

 - からくわワークキャンプ「maru-camp」 

・気仙沼Uターンマイプロバス 
  仙台・東京在住の大学生・若手社会
人対象の気仙沼の高校生応援帰省プ
ログラム 

④外国人向け企業説明会 
 外国人留学生等を対象として、企
業合同説明会を開催する 

外国人 

＜大学２・３年生を対象としたインターンシップ＞ 

 各社の具体的な事業内容の理解を深めてもらうとともに、仕事のやり
がいや地域での存在価値を認識してもらうためインターンシップを受入。
個社でのプログラムの他、地域合同でのグループワークなども実施 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

（45社） （45社） 45社 60社 60社 （60社） 

‐ ‐ 30人 45人 60人 60人 

指標① 協議会会員企業数と会員企業における新規就業者（※）数 
 
 
 
 
※高卒、大卒、UIJターン転職、外国人人材 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

55.0％ 41.4％ 47.3％ 55％ 60％ 65％ 

110人 72人 87人 110人 120人 130人 

指標② 高校新卒就職者の気仙沼管内の就職率・数 
 
 
 
 
※令和元年度までは実績。市第２次総合計画の指標にもなっている。 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

‐ ‐ 70% 100% 100% 100% 

（80人） （80人） 95人 180人 180人 180人 

指標③ 協議会会員企業における採用充足率・数 
 
 
 
 
※平成30年度までは実績。 

平成29年 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1.74 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 

指標④ 気仙沼管内の有効求人倍率 
 
 
 
※平成30年度までは実績 
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 

9,938千円 18,585千円 18,156千円 

○令和元年 ６月７日 地域雇用活性化推進事業 募集締切 

７月１８・１９日 プレゼンテーション 

８月中旬 選定結果の通知 

１０月１日 事業開始 
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