
京都府 女性再就職支援事業
女性1人1人に応じたきめ細かな就職支援や短期雇用の機会を提供し、再就職を希望する女
性の安定的な就職を支援する

19,897

京都府
若者自立就労支援推進
事業

社会生活を円滑に送る上での困難を抱える若者を対象に、カウンセリング、電話相談、家庭
訪問等により自立を支援する

13,100

京都府
福祉人材養成・定着支
援事業

介護・福祉職を目指す未就職者等に、福祉業務の基礎理解と現場での実習を通じ、人材不
足が深刻な福祉現場での定着的な就労を支援する

45,000

京都府
薬物依存症の社会復帰
支援事業

薬物依存者の社会復帰を支援するため、スキル支援や研修により就労を促進する 5,000

京都府
京都新卒人づくり大学
事業

新卒未就職者に対して、意識改革研修や実践研修を通じた人材育成からマッチングまでを一
貫実施することにより、若年者の正規雇用化を促進する

150,000

京都府
京都人材ジョブトライ
事業

生活困窮者や高齢者等に短期就業の機会を提供することにより、就職に対する意欲を喚起
し、安定的な就労を支援する

50,000

京都府
障害者新・ステップ
アップ事業

ジョブパークにおける研修やマッチング支援を通じ、就労を希望する障害者の必要な知識や
スキル習得を支援し、障害者の就労を促進する

40,000

京都府
中間的就労提供事業者
開拓推進事業

長期離職者や引きこもりの若者を対象に、企業やNPOと連携し、中間的就労の場を提供する
とともに、心理面でのカウンセリングサポートも合わせ、一般就労を促進する

20,000

京都府
雇用ミスマッチ対応型
安定雇用創出事業

事業者が求める技能を有する人材が不足しているため、求職者に電気工事技能を取得さ
せ、即戦力としての就労を促進する

40,000

京都府
新規就農・就業者定着
促進事業

将来の地域農業の担い手を育成するため、就農に係る知識やスキルを実地研修等により習得
させ、就農を支援するとともに、未就職者等に対し就農セミナー等を開催し、就農者を確保
する

30,000

京都府
建設業明日の担い手確
保・育成事業

建設業団体等により若年者に基礎研修や企業での実習を実施し、正規雇用につなげるととも
に、建設業界への就職セミナーを実施し、必要な人材の確保に結びつける

80,000

京都府
特別支援学校就労支援
充実事業

「学校と企業とのつなぎ役」として就労支援コーディネーターを拠点校に配置し、高等部生
徒の就労支援や卒業後のフォローアップを実施する

7,500

京都府
障害者雇用定着支援事
業

障害者を雇用している企業内で、障害者の雇用支援ができる人材を養成し、障害者の短期
離職を防ぎ、定着を図る

87,000 

京都府
高齢者地域就労支援事
業

高齢者の所得向上を図る取り組みを促し、就労環境の改善を図る 30,000 

京都府
京都ジョブパーク正規
雇用定着支援事業

若年求職者等に対して、正規雇用化に向けた意識付けを行うとともに、就職者・企業双方へ
の就職後の職場定着を支援

50,000 

京都市
京都企業魅力発信「京
のまち企業訪問」運営
事業

失業者を雇用し、本市が提供する企業情報データベースへの登録企業の取材等を通じた人
材育成と、新卒者及び既卒者向けの合同企業説明会や大学での出張企業説明会等を実施す
ることにより、就職・就業に繋げる。

57,089

京都市
京都市フルカバー学生
等就職支援事業

失業者等を雇用し、資格取得や専門スキルの向上により就業機会の創出を図るとともに、イ
ンターンシップ制度を活用できない学生等に対し、就職に向けての人材育成研修等を実施す
る

77,210

京都市
京都市小売商業・サー
ビス業担い手確保支援
事業

小売商業者及びサービス業者が憂慮する課題である「高齢化・後継者不足」解消のため、
個店と人材の現実的なマッチングを行う

37,320

京都市
オンラインショップの運
営を通じた就職支援事
業

京都伝統産業ふれあい館において失業者等を雇用し、就業に必要となる専門スキルの獲得
を目指した研修を実施するとともに、オンラインショップの運営を通しての実践的技術の習得
により、就業機会の創出を図る

12,000

京都市
若手職人等の自立・創
業就業支援事業

伝統産業に関心のある若者を雇用し、人材を求めている企業に派遣することで、伝統産業を
担う人材の育成を行うとともに、新たな雇用を生み出す

7,400

京都市
ネットワーク技術者及
び経営実務者の育成及
び就職支援事業

専門知識は有するが失業状態にある者を雇用し、業務を通じ実際の現場で必要となる技
術・知識を身に付けるとともに、社外研修を通じて最新の技術・知識を習得させ、同雇用者
の就業機会の創出を図る

7,408

京都市
ヘルスキーパー育成・
普及支援事業

あん摩マッサージ指圧師等の国家資格を有する視覚障害のある方を企業等に無償で派遣し、
ヘルスキーパーの普及啓発を図るとともに、企業での施術機会を通して実践力を備えたヘル
スキーパーを育成する

15,603

京都市
就労移行支援事業等
ネットワーク形成促進
事業

障害者就労移行支援事業所等の支援員の人材育成を図ることにより、その支援を受けた障
害のある人の企業就労を促進するとともに、受託事業所間のノウハウ共有を行う

33,480

京都市
北部山間地域活性化人
材育成事業

左京区北部山間地域の活性化に必要な知識・技術等を習得し、地域振興に貢献できる人材
を育成する

5,000

京都市
市民農園運営スタッフ
育成事業

都市農業における新たな経営手法の一つとして考えられる農業体験農園の運営ノウハウを習
得する

3,000

京都市
京北地域農地集積人材
育成事業

京北地域における担い手農家への農地集積や農家の経営安定、農業経営の効率化等を進
め、これらの事業に取り組む人材育成を図る

8,900

福知山市 保育人材確保支援事業
民間保育所が地域の保育士資格等を有する失業者、無業者を有期雇用し、業務に従事させ
ながら保育職員としてのスキルを高め、正規雇用につなげる

8,264
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福知山市
障害福祉サービス人材
育成事業

障害者への対応等専門知識が必要である人材の育成が困難な現実があり、人材育成と雇用
の継続を前提とする業務を委託することにより、障害福祉サービスの充実を図る

2,200

福知山市
介護サービス等人材育
成事業

介護サービス人材等を雇用して、人材の育成と地域の雇用拡大を図る 6,465

福知山市
建設業若年者等入職促
進・人材育成事業

建設業における若年者等の入職促進、人材育成を支援するため、建設業及び建設業団体と
会員企業等による共同体が、若年者等を雇用し、集合訓練や企業実習を実施することによ
り、正規雇用に結びつける

5,771

舞鶴市
「働きながら資格をと
る」介護人材確保・育
成事業

介護事業所が人材確保に取り組むとともに、失業者等を雇用し育成（介護職員初任者研修
の資格取得等）することにより、介護人材等の雇用の創出と就業定着を図る

15,889

舞鶴市
観光人材育成就業支援
事業

失業者等を雇用し、観光業務に精通した人材を育成するとともに、波及的支援効果でも雇用
の創出を図る

6,155

綾部市
あやべグンゼスクエア
活用事業

「あやべグンゼスクエア」を綾部市における新たな観光拠点として活用し、情報発信や総合
案内、イベント企画運営業務を実施していく中で、雇用者の人材育成を図る

5,349

綾部市
高齢者日常生活支援事
業

介護保険による新しい市町村事業として、高齢者の日常生活の支援を行う中で、雇用者の人
材育成を図る

7,651

宇治市
海外販路開拓支援・企
業経理人材育成事業

商工会議所での業務・社外研修により、海外販路開拓および企業経理に強みを持つ人材を
育成する

6,000

宇治市
高齢者等の就労・社会
参加促進事業

雇用促進を目的としたＮＰＯ法人が、市内の高齢者等に対して専門技術の研修を行い、就業
に結び付ける

4,000

宇治市
障害者相談支援事業所
サポート事業

障害者総合支援法に基づく相談支援事業所等で、社内・社外研修を行い、関連施設への就
業に結び付ける

18,000

亀岡市
「地域ブランド認定特
産品」PR・販売事業

地域ブランド認定品である商品力の高い商品のPR・販売等を通じて安定雇用に向けたスキル
アップを図るとともに、地域ブランド特産品販売による地域活性化を図る

4,387

亀岡市
地域産業支援サイト充
実事業

情報内容受発信の仕組みづくりなどの大幅な改善を図り、地域経済の活性化を図る 3,402

亀岡市
市民サポーターによる
子育て支援活動の運営

市民サポーターによる子育て支援活動の運営を通じて、子育て支援活動に携わるスキル向上
を図り、就業機会の拡大を図る

2,200

亀岡市 観光資源利活用事業
地域に息づく暮らしや文化等を新たな観光資源として創出するための企画・立案を行うため
の人材を育成するとともに、市内のにぎわいの創出を目指す

17,611

城陽市 高齢者就業支援
営業ノウハウ等を有する者等（失業者）を雇用し、その者を事業所訪問等させることによ
り、高齢者の就業機会を確保する

3,500

向日市
スポーツ・健康推進指
導者育成事業

地域住民対象のスポーツ・健康教室等において指導者を育成する 2,400

向日市
地域歴史資料研究人材
育成事業

文化資料の研究・啓発により専門知識を有する人材を育成する 4,250

向日市
若者キャリアアップ支
援事業

OA機器の扱いに精通するとともに、企画分析能力の向上を図り、事務遂行技術を持った人材
を育成する

3,250

向日市
防災に関する人材養成
事業

防災活動を通じて知識やノウハウを蓄積し、減災の取組を推進できる人材を育成する 4,100

向日市
まち美化推進活動を通
じた就業支援事業

観光地の良好な景観を形成すると同時に、社会の担い手としてまちの魅力を発信できる人材
を育成する

3,000

長岡京市 介護福祉人材の育成 通所介護事業への従事等を通じ介護福祉人材を育成する 6,128

長岡京市 地域福祉人材の育成 地域福祉推進業務への従事等を通じ介護福祉人材を育成する 2,236

長岡京市
障がい者相談人材の育
成

相談事業への従事等を通じた障がい福祉領域の人材を育成する 6,500

長岡京市
長岡京ガラシャ祭を通
じた雇用の確保と就業
の支援

長岡京ガラシャ祭を通じた雇用確保とスキルアップによる就業支援を行う 3,536

長岡京市
就業経験の少ない人に
対する就労準備応援セ
ミナー

就業経験の少ない人向けのセミナー等を通じて就業を支援 1,000

京田辺市
観光協会組織強化及び
販路開拓事業

経理知識・接客マナーの習得、旅行業務取扱管理者資格取得等により、将来観光協会事務
局を担う人材を育成する

3,207

京丹後市
公募型地域産業人材育
成事業

地域のニーズに応じた産業人材の育成、雇用創出を行う 32,200

南丹市
地域人づくり事業「美
山観光魅力推進事業」

京都市内に新規出店される商業施設にアンテナショップを設け、美山地域の生産物を使った
加工品等を販売するために必要な知識の習得を図るとともに、大都市圏への観光発信を担う
人材の育成を行う

3,477

笠置町 介護ヘルパー養成事業 介護ヘルパーの資格取得を支援する 4,000

和束町 和束町観光振興事業 観光振興調査や収穫体験施設の運営、景観向上・振興を通じて人材育成を図る 6,800

精華町
介護人材確保・育成事
業

業務に従事させながら研修受講し、資格取得を図る 4,000

精華町 就業機会開拓事業 新たな資格等の取得により、就業機会の拡大、開拓を図る 5,800

与謝野町
若者就業支援地域人づ
くり事業

建築に関わる知識や技術など個人の能力に応じた人材育成を実施し、技術の向上や雇用の
定着促進を図る

7,087

与謝野町 観光地域人づくり事業
特産品の総合的プロデュースをするコーディネーター育成、観光拠点を調査、吟味、コース
の立案、また外部に広報、セールスする人材の育成を行う

4,813
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京都府 正規雇用転換促進事業
北部地域や非正規率が高い小売・商業、サービス業等に重点化し、求職者向け及び在職者(非
正規雇用者)向け双方から正規雇用転換を支援

67,000

京都府
「京の公共人材」未来を
担う人づくり推進事業

NPO法人等の運営基盤の安定化を図るため、地域における公共の中核的な担い手となる人材
（地域公共人材）を育成するとともに、若者の雇用を促進

6,600

綾部市
農業生産法人経営者育
成事業

農業生産法人の中核人材・経営人材を育成 3,888

宇治市
障害者相談支援事業所
サポート事業

障害者総合支援法に基づく相談支援事業所等で、社内・社外研修を行い、関連施設への就業に
結び付ける

8,512
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