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■■■■    コミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワーク    ■■■■    
市民の自主的な活動の支援、参加と協働に
よるまちづくりの推進など 

 
 

■■■■    コミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワークコミュニティネットワーク    ■■■■    
市民の自主的な活動の支援、参加と協働に
よるまちづくりの推進など 

 
 

■■■■    地域安全地域安全地域安全地域安全    ■■■■    
危機管理体制の強化、市民の防災・防犯意
識の向上など 
 

 

■■■■    地域安全地域安全地域安全地域安全    ■■■■    
危機管理体制の強化、市民の防災・防犯意
識の向上など 
 

 

■■■■    創造的産業創造的産業創造的産業創造的産業    ■■■■    
研究開発型産業、情報・成長産業、コミュニティビジネ
スの育成・誘致など 

■■■■    創造的産業創造的産業創造的産業創造的産業    ■■■■    
研究開発型産業、情報・成長産業、コミュニティビジネ
スの育成・誘致など 

■■■■    商業商業商業商業    ■■■■    
商店や商店街を中心としたまちづくりの実施、観光の
推進など 

■■■■    商業商業商業商業    ■■■■    
商店や商店街を中心としたまちづくりの実施、観光の
推進など 

■■■■    工業工業工業工業    ■■■■    
産学官連携の取組等による経営・高度技術化の支援、
地域産業のPRなど 

■■■■    工業工業工業工業    ■■■■    
産学官連携の取組等による経営・高度技術化の支援、
地域産業のPRなど 

■■■■    農業農業農業農業    ■■■■    
農地の保全、担い手の育成、地元農産物の産業化・
地場産品の流通促進など 

■■■■    農業農業農業農業    ■■■■    
農地の保全、担い手の育成、地元農産物の産業化・
地場産品の流通促進など 

地域 

■■■■    消費者生活消費者生活消費者生活消費者生活・・・・勤労者勤労者勤労者勤労者のののの福祉福祉福祉福祉    ■■■■    
消費者生活意識の向上や相談事業の充実など 

■■■■    消費者生活消費者生活消費者生活消費者生活・・・・勤労者勤労者勤労者勤労者のののの福祉福祉福祉福祉    ■■■■    
消費者生活意識の向上や相談事業の充実など 

■■■■    雇用雇用雇用雇用    ■■■■    
雇用機会の促進、障がいのある人の支援など 

■■■■    雇用雇用雇用雇用    ■■■■    
雇用機会の促進、障がいのある人の支援など 

経済 

施策施策施策施策のののの大綱大綱大綱大綱    【【【【地域地域地域地域とととと経済経済経済経済】】】】        

みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる・・・・子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つつつつ・・・・きずなをきずなをきずなをきずなを結結結結ぶぶぶぶ    小金井市小金井市小金井市小金井市    みどりがみどりがみどりがみどりが萌萌萌萌えるえるえるえる・・・・子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育つつつつ・・・・きずなをきずなをきずなをきずなを結結結結ぶぶぶぶ    小金井市小金井市小金井市小金井市    

市民生活優先市民生活優先市民生活優先市民生活優先のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり    参加参加参加参加とととと協働協働協働協働によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり    総合的総合的総合的総合的なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    

ふれあいと活力のあるまち 
          （地域と経済） 



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 コミュニティネットワーク① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・地域でのイベント・各種活動への参加を通じたきずなづくりが必要。 

  ・市民活動が活発でNPO等も多い地域特性。 

  ・市民活動への参加比率の向上と地域拠点づくり、地域情報の一元化・ネットワー
ク化が課題。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・市民の自主的な活動を支援するために、市民活動の拠点及び地域情報を集約
するコミュニティポータルサイトの整備を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

(P74)    

※委員や団体等の構成員等としての活動の平均参加率        

成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

地域活動への市民の参加率※ 9.4％ 12.0％ 

コミュニティポータルサイトの年間アクセス

件数 
- 120 万件 

 



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 コミュニテイネットワーク ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

コミュニティ
ネットワーク 

協働協働協働協働のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの    
推進推進推進推進（（（（６６６６））））    

地域情報地域情報地域情報地域情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク
のののの推進推進推進推進（（（（２２２２）（）（）（）（６６６６））））    

（仮称）市民協働支援センターの開設 

（仮称）貫井北町地域センターの整備 

協働の意識啓発 

協働の仕組みづくり 

地域連携の推進 

・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））市民協働支援市民協働支援市民協働支援市民協働支援センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備    （（（（主主主主））））（（（（新新新新））））    

・・・・協働協働協働協働のののの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発のののの推進推進推進推進（（（（新新新新））））    

・・・・明確明確明確明確なななな役割分担役割分担役割分担役割分担によるによるによるによる協働協働協働協働のののの推進推進推進推進（（（（新新新新））））    

・・・・コミュニティポータルサイトコミュニティポータルサイトコミュニティポータルサイトコミュニティポータルサイト拡充拡充拡充拡充のののの支援支援支援支援（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・（（（（仮称仮称仮称仮称））））貫井北町地域貫井北町地域貫井北町地域貫井北町地域センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備（（（（新新新新））））    

大学・企業・団体などの地域活動の促進 

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 地域安全 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・消防団活動・自主防災組織、こがねい安全・安心メール等により、安全
活動を推進。 

  ・新たな危機への対応、防災コミュニティづくり、地域ぐるみの防犯対策
が課題。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・危機管理体制の強化、市民の防災・防犯意識の向上、防災コミュニティ
づくり、防災センターの整備、地域での見守り活動の推進 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

新たな危機管理体制の構築 － 体制構築 

自主防災組織の数 23 28 

公共施設の耐震化率 85.8％ 100％ 

市内の年間火災発生件数（５年間平均） 38.8 32.0 

刑法犯認知件数（５年間平均） 1766.2 1470.0 

 

(P77)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 地域安全 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    
地域防災計画の推進 

地域安全 

危機管理体制の 
構築 

防犯体制防犯体制防犯体制防犯体制のののの強強強強
化化化化（（（（５５５５）（）（）（）（６６６６））））    

新たな危機管理体制の構築 

防犯意識の向上 

地域ぐるみの防犯対策の推進 

・・・・危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制のののの強化強化強化強化（（（（主主主主））））（（（（新新新新））））    

防災防災防災防災コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ
づくりづくりづくりづくり（（（（６６６６））））    

防災機能の強化 

国民の保護に関する計画の推進 

防災センターの整備 

災害対策物資・設備の充実 

防災意識の向上 

・・・・こがねいしこがねいしこがねいしこがねいし安全安心安全安心安全安心安全安心あいさつあいさつあいさつあいさつ運動運動運動運動のののの充実充実充実充実（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・消防団分団詰所消防団分団詰所消防団分団詰所消防団分団詰所のののの耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強（（（（主主主主））））    

・・・・耐震性貯水槽耐震性貯水槽耐震性貯水槽耐震性貯水槽のののの増設増設増設増設（（（（新新新新））））    

・・・・防災防災防災防災センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備（（（（主主主主））））    

消防団の設備・装備の充実 

自主防災組織の強化・育成 
・・・・自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成育成育成育成（（（（主主主主））））    

・・・・要援護者要援護者要援護者要援護者へのへのへのへの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築（（（（新新新新））））    
災害救助体制の強化 

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 創造的産業 ① 
� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 

・住環境と調和しつつ、地域を活性化する創造的産業の育成が必要。 

  ・地域特性をいかした研究開発型の産業、成長産業、コミュニティビジ
ネスの誘致・育成を推進。産業振興プラン推進組織の設立。 

  ・更なる誘致・育成支援と農業、商工業の連携などが課題。 
 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・大学連携型起業家育成支援施設の活用等による研究開発型の産業、
成長産業、コミュニティビジネスの誘致・育成、商工農業の情報交流等
を充実を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

産業振興プランの達成率 － 80.0％ 

市内の産業振興施設数 1 2 

農工大・多摩小金井ベンチャーポートの入居

者数 
14 21 

開業資金融資件数 2 5 

 

(P81)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 創造的産業 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

創造的産業 

産業振興の計画的推進 

産業基盤産業基盤産業基盤産業基盤のののの整備整備整備整備（（（（２２２２））））    

産業振興の計画的推進 

ベンチャー・ＳＯＨＯ事務所整備 

・・・・ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー・・・・ＳＯＨＯＳＯＨＯＳＯＨＯＳＯＨＯ事務所事務所事務所事務所のののの整備整備整備整備（（（（主主主主））））    

産業振興の仕組みづくり 

創造的産業創造的産業創造的産業創造的産業のののの支援支援支援支援
（（（（２２２２））））    

コミュニティビジネス支援 

商工農業の情報交流・ネットワークの充実 

・・・・産業振興産業振興産業振興産業振興プランプランプランプランのののの策定策定策定策定とととと推進推進推進推進（（（（主主主主））））    

・・・・産業振興推進組織産業振興推進組織産業振興推進組織産業振興推進組織のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・産学官産学官産学官産学官のののの協働協働協働協働によるによるによるによるビジネスビジネスビジネスビジネスのののの創造創造創造創造（（（（新新新新））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        

起業支援・経営支援 

・・・・農工大農工大農工大農工大・・・・多摩小金井多摩小金井多摩小金井多摩小金井ベンチャーポートベンチャーポートベンチャーポートベンチャーポート    
  家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助のののの継続継続継続継続（（（（主主主主））））    

・・・・コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスのののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援（（（（新新新新））））    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 商業 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・買い物の利便性の改善、観光による地域活性化が求められている。 

  ・武蔵小金井南口の再開発に伴い、大規模店舗、ショッピングモールの開
店が続く一方、小売業全体の事業者数、販売額は減少。 

  ・魅力ある商店街づくり、観光振興による集客力の向上が課題。 
 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・駅周辺や商店街の環境整備を図るとともに、市民ニーズに対応した個
性と魅力ある商店街づくりによるにぎわいの創出、観光振興を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

産業振興プランの達成率（商業振興事業） － 80.0％ 

小売業の年間商品販売額（百万円） 100,055 維持 

黄金井名物市への来客数 調査中 H20×1.2 

黄金井あきないカレッジの参加者数 － 調整中 

桜まつり等の来場者※ 調査中 H20×1.2 

 ※桜まつり、阿波おどり大会、お月見のつどい 

(P84)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 商業 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

商業振興の計画的推進 

・・・・産業振興産業振興産業振興産業振興プランプランプランプランのののの策定策定策定策定とととと推進推進推進推進    （（（（主主主主））））    

商業 

商業振興の計画的推進 

商業環境商業環境商業環境商業環境のののの整備整備整備整備（（（（２２２２）（）（）（）（６６６６））））    
駅周辺の整備 

商店街の環境整備 

魅力魅力魅力魅力あるあるあるある商業商業商業商業・・・・商店街商店街商店街商店街    
づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（２２２２））））    

消費者・生活者のニーズ把握 

新サービスの拡充 

地域資源地域資源地域資源地域資源をいかしたをいかしたをいかしたをいかした    
観光観光観光観光のののの推進推進推進推進（（（（２２２２））））    

地域の魅力発信 

・・・・黄金井黄金井黄金井黄金井あきないあきないあきないあきないカレッジカレッジカレッジカレッジのののの開校開校開校開校とととと充実充実充実充実（（（（主主主主））））    

・・・・観光振興観光振興観光振興観光振興とととと情報情報情報情報のののの発信発信発信発信（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・黄金井名物黄金井名物黄金井名物黄金井名物マップマップマップマップのののの作成作成作成作成（（（（主主主主））））    

・・・・商店街充実商店街充実商店街充実商店街充実モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業のののの実施実施実施実施（（（（主主主主））））（（（（新新新新））））    

地域商業の育成・支援 
商業者の育成 

商工会などへの支援 

魅力あるイベントの推進 

・・・・桜桜桜桜まつりまつりまつりまつり等等等等のののの充実充実充実充実（（（（主主主主））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 工業 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・住環境と調和した工業が求められている。 

  ・ふれあい工業の推進、高度技術化支援、交流促進等を実施しているも
のの事業所数、出荷額等は継続的に減少。 

  ・住環境との調和、経営安定と共に地域産業のPR、地域との交流が課
題。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・大学連携型起業家育成支援施設を拠点とした産学官連携の取組等の
支援、地域産業のPRや地域との交流を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

１事業者当たりの製造品出荷額（百万円） 322 維持 

 

(P88)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 工業 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

工業 工業の振興 

住環境との調和 

経営安定・高度技術化の支援 

・・・・ふれあいふれあいふれあいふれあい工業工業工業工業イベントイベントイベントイベントのののの実施実施実施実施（（（（主主主主））））    

地域産業のPR 

地域との交流推進 

・・・・経営実態経営実態経営実態経営実態・・・・市民起業意欲調査市民起業意欲調査市民起業意欲調査市民起業意欲調査のののの実施実施実施実施（（（（新新新新））））    
・・・・環境系環境系環境系環境系、、、、観光観光観光観光・・・・健康健康健康健康ビジネスビジネスビジネスビジネス等等等等のののの誘致誘致誘致誘致・・・・育成育成育成育成（（（（新新新新））））    

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 農業 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・農業はみどりと水の保全、景観形成においても重要。 

  ・都市農地の保全、農業経営の安定化支援、地元産農産品の産業化を推
進してきたが、農家数、経営耕地面積は減少。 

  ・農業に対する認知、都市農地の保全、農業経営の安定化が課題。 
 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・担い手の育成、認定認証農業者制度の推進による経営の安定化、農業
情報発信拠点の整備、食育の支援、ふれあい農業の充実を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

経営耕地面積（ａ） 8,506 維持 

市民農園・体験農園の面積（㎡） 8,840 10,600 

 

(P90)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 農業 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

・・・・認定認証農業者認定認証農業者認定認証農業者認定認証農業者のののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援のののの充実充実充実充実（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

農業 

農業基盤農業基盤農業基盤農業基盤のののの確立確立確立確立（（（（２２２２））））    

農業との交流促進 

農地の保全 

多様な担い手の育成 

ふれあい農業の育成 

農業拠点の整備 

農業経営の安定化 

地場産品の流通促進 

・・・・体験農園体験農園体験農園体験農園のののの拡充拡充拡充拡充（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    

・・・・農産物直売所農産物直売所農産物直売所農産物直売所のののの整備整備整備整備（（（（主主主主））））     

制度の改革 

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        

・・・・市民農園市民農園市民農園市民農園のののの拡充拡充拡充拡充（（（（主主主主））））（（（（拡拡拡拡））））    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】消費者生活・勤労者福祉① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・消費者保護対策・勤労福祉は一層の改善が求められている。 

  ・消費者教育や相談事業、勤労者福祉サービスセンターによる勤労者福
祉の推進を実施。 

  ・消費者相談の拡充、ワークライフバランスの改善に向けた福利厚生の維
持・改善が課題。 

 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・消費者相談情報の充実による消費者支援、勤労者福祉サービスセン
ターを通じた福利厚生対策の充実、労働環境の向上を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    

    成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

消費者啓発活動への参加人数 調査中 H20×1.2 

勤労者福祉センター登録事業所数 756 910 

 

(P93)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】消費者生活・勤労者福祉 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

消費者生活・ 
勤労者福祉 

安全安心な消費 
生活支援 

消費者を守る仕組みづくり 

消費者啓発の充実 

福利厚生対策の充実 

・・・・消費者相談消費者相談消費者相談消費者相談のののの拡充拡充拡充拡充（（（（主主主主））））    

労働環境利向上 

・・・・勤労者福祉勤労者福祉勤労者福祉勤労者福祉センターセンターセンターセンター登録者向上登録者向上登録者向上登録者向上    
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの実施実施実施実施（（（（主主主主））））    

消費者相談の充実 

勤労福祉の向上 

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 雇用 ① 

� 現況現況現況現況とととと課題課題課題課題 
・景気の悪化を受けて高齢者・若者などの雇用対策が求められている。 

  ・「こがねい仕事ネット」の開設による求人情報の提供、障がい者就労支
援センター開設による就労機会の拡大を推進。 

  ・地域での雇用促進に向けた就労支援の充実と雇用拡大が課題。 
 

� 施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性 
・インターネットを活用した求人情報の提供、関係機関との連携による就
労機会の拡大、障がいのある人、高齢者の雇用促進による社会参加と自
立の支援を推進。 

    

� 成果成果成果成果・・・・活動指標活動指標活動指標活動指標    
    

成果成果成果成果・・・・活動活動活動活動目標目標目標目標    現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成 20202020 年年年年））））    目標目標目標目標（（（（平成平成平成平成 27272727 年年年年））））    

こがねい仕事ネットの利用者数 58,730 70,500 

 

(P96)    



 

   
 
 

   
 

 

【地域と経済】 雇用 ② 

� 施策体系施策体系施策体系施策体系とととと主主主主なななな事業事業事業事業などなどなどなど    

雇用 雇用機会の拡大 

就労支援の充実 

・・・・こがねいこがねいこがねいこがねい仕事仕事仕事仕事ネットネットネットネットのののの充実充実充実充実（（（（主主主主））））    

雇用の拡大 

（（（（数字数字数字数字））））はははは重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト番号番号番号番号／／／／（（（（主主主主））））はははは主主主主なななな事業事業事業事業／／／／（（（（新新新新））））はははは新規取組新規取組新規取組新規取組、、、、（（（（拡拡拡拡））））はははは拡充取組拡充取組拡充取組拡充取組のののの内内内内、、、、代表的代表的代表的代表的なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載        


