
第１回鈴鹿市雇用促進連携協議会 会議録 

 
     平成 29年 5月 30日午後 1時半～午後 4時    

                鈴鹿市労働福祉会館 1階会議室 

 
事務局  本協議会には２７もの団体にご参画いただきまして，本日の第１回 

の協議会につきましてはオブザーバーの２社も含めて２６の団体にご 
出席いただいております。 
始めに，開会のあいさつでございます。本協議会の会長でもあります 
鈴鹿市副市長の杉野よりごあいさつ申し上げます。 

 
副市長  改めまして皆様こんにちは。鈴鹿市の副市長の杉野と申します。本日

はお忙しい中，第一回目の鈴鹿市雇用連携協議会にご参加いただき，あ

りがとうございます。また，平素から市政各般にわたりましてご理解と

ご協力をいただいておりますことをこの場をお借りして御礼申し上げ

ます。 
本協議会は市内の産業に従事する若年者層の人材確保に向けて，官 

民が連携して，雇用に関する情報を共有し，そして,相互の連絡調整等を
して，本市の雇用状況の改善や，雇用施策の一層の推進を図り，地域を

活性化につなげていくことを目的に設置されたものでございます。なぜ

今このような協議会を設置するのかについては，本市では，昨年から計

画期間を８年とする新しい総合計画がスタートしております。同時に，

総合計画と連動させた，地方創生に資する，まち・ひと・しごと創生総

合戦略もスタートしました。これらの計画は，今後必ず訪れる人口減少

社会に的確に対応する姿勢を明確にした計画であり，このなかで，まち

づくりの方向性を示すもの，これをまちづくりの柱と呼んでおりますが，

その一つに，活力ある産業が育ち，にぎわいと交流が生まれるまち鈴鹿

というものを掲げ，雇用の場を確保し，企業が安定して操業できるよう，

必要な人材を確保することなど，まちの活力を生み出すための各種施策

を推進することとしております。とは言うものの，雇用の確保は，生産

年齢人口が減少している今，容易に図れるものではないと考えておりま

す。本市，関係機関，そして企業，教育機関などが個々に取り組むこと

も大変重要ですが，関係者が集まる協議体，いわゆるプラットフォーム

があればより効率的，効果的に成しえるのではないかと考え，総合計画

や，地方創生総合戦略を推進するための一つの手法として協議会を設定

したものでございます。 



設置の趣旨はこのようなものでございますが，本市の雇用情勢を見て

みますと，これまで工業，商業，農業のバランスがとれた産業構造で発

展してきており，中でも基幹産業であるものづくり産業は市民の皆様に

大きな雇用の場を提供しており，本市の活力の源泉のひとつとなってお

ります。しかし，近年，本市におきましては，高校，大学等の進学時や，

就職時に若年層が市外から転入するよりも市外へ多く転出するいわゆ

る転出超過の傾向が続いており，このことが既に本市の人口が減少局面

に突入していることを考えると，今後更なる人口減少や高齢化の進展に

つながっていくのではないかと大変危惧しているところでございます。

さらに，近年，本市の有効求人倍率は改善されてきており，売り手市場

の傾向が続いておりますが，このことは大変喜ばしいことではございま

すが，まだまだマッチングには課題もございますし，就職者の動きを見

てみますと大都市や他の地方との激しい人材獲得競争も見られ，このこ

とは市内商工業事業者の皆様の人材確保や生産活動に影響等がでてき

ており，このままではさらに影響が大きくなっていくものと危惧してい

るところでございます。   
このようなことは皆様すでにご承知のことと思いますが，今日は，こ

のような設置の趣旨や，本市の雇用情勢の認識をいただきながら，今の

時代をとらえ，今後の変化に対応できる雇用施策の構築に向けて，皆様

方から忌憚のない意見をいただき，意見交換等もしていきたいと考えて

おります。どうぞ最後までよろしくご協力いただきたいと思います。本

日はどうもありがとうございます。 

 
事務局  続きまして事項の２に移りたいと思います。まず，会議のスムーズ

なコミュニケーションが図れますよう，本日ご参集いただいておりま

す本協議会参画団体代表の皆様方及びオブザーバーの方々より，お一

人一分程度で自己紹介を頂戴いたしたいと思います。私から一人ずつ

指名しますので，時計回りでお願いします。まず鈴鹿商工会議所副会

頭，酒井様お願いします。 

 
酒井氏  皆さんこんにちは。鈴鹿商工会議所の副会頭をさせていただいてお

ります酒井といいます。私自身は NC 中日本コンクリート工業という
鈴鹿で６１年目になるのですが，電柱をずっと作り続けている会社に

おります。昨年の１１月から商工会議所の副会頭に選任いただきまし

て，商工会議所の役をさせていただいております。今回，雇用促進とい

うことで，鈴鹿市の商工業の発展に向けて，中小企業なかなか人がい

ないという話が出ておりますので，そういうことの改善に繋げれば，



ということで商工会議所から参加をさせていただいております。今後

ともよろしくお願いいたします。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは三重県雇用経済部雇用対策課長藤

川様お願いします。 

 
藤川氏  皆さんこんにちは。雇用対策課長の藤川と申します。本日このよう

な場に呼んでいただき本当にありがとうございます。副市長がおっし

ゃられたように，人口減少社会の中でこの地域，本当に産業界の方が

若者のニーズに応えて様々な取り組みをされており，敬意を表してお

ります。また,このタイミングでこの時期をとらえてこのように雇用に
向けた取り組みをされるということは我々県行政にとって本当にあり

がたい，なかなかこのような市がたくさん増えてくると県としてもあ

りがたいなという次第でございます。後ほど県の施策紹介もさせてい

ただきたいと思いますが，人口が本当に減っていく，あるいは流出し

ていく，そういう対策も県としてもしっかり取り組んでおりますし，

また，若い方がその地域でしっかりとワーク・ライフ・バランスをとれ

るような取り組みをしていきたいと考えておりますので，今後とも皆

様のご協力をよろしくお願いします。 

 
事務局  鈴鹿公共職業安定所北村様お願いします。 

 
北村氏  鈴鹿公共職業安定所，ハローワーク鈴鹿所長の北村と申します。雇用

情勢というのは，公には調子がいい，景気がいいといわれておりますが，

逆に言うと，巷で言われている人手不足ということになろうかと思い

ます。そのなかで，国の出先としてのハローワークがどれだけのことを

させていただけるか，いろいろなところでご注文いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 
事務局  同じく鈴鹿公共職業安定所伊藤様お願いします。 

 
伊藤氏  鈴鹿公共職業安定所伊藤といいます。４月から今の職場に来させて

いただいております。内容は所長が話をさせていただきましたのでこ

の場は名前を覚えていただければと思います。よろしくお願いします。 

 
事務局  株式会社日本政策金融公庫小嶋様お願いします。 

 



小嶋氏  小嶋でございます。よろしくお願いいたします。今日は支店長の代わ

りで私副事業統括になりますが出席させていただきました。日本政策

金融公庫は主に中小企業，中小企業の中でも我々は国民生活事業とい

う事業でございまして，比較的小規模なお客様を対象に，ご融資をさせ

ていただいている機関でございます。お客様のお話を聞くなかで，やは

り小規模企業の中で，従業員の方がなかなか雇用できなくて，それが売

り上げですとか景況の制約になっているというお話を聞きます。今日

いろいろお話を聞かせていただきまして，私も勉強させていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
事務局  工業部会の旭化成株式会社鈴鹿製造所梅本様，お願いします。 

 
梅本氏  こんにちは，旭化成の梅本と申します。旭化成は皆さんご存知のとお

りサランラップを中心に食品のフィルム包材を製造しているところに

なります。私は製造所の人事担当としまして，昨年の５月，鈴鹿に赴任

をしてまいりました。出身は千葉でございまして，ちょうど１年，鈴鹿

に来まして今いろいろ勉強中というところでございます。そういう意

味では，学校関係者とかいろいろお名前が勉強中ということもありま

すので，今日はいい機会だなというふうに思いますので，勉強させてい

ただきながら，いろんな意見交換をさせていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 
木原氏  こんにちは。今日は商工会議所の建設部会の部会長としての立場で

ありまして，会社はすぐ横にあります飯田建設，飯田商事の代表でござ

います。私どもは新卒を採用するようになって今年で１１年目になり，

今年も新卒の子が入ってきましたが，いろいろ教えることが多くなり，

年々指導することが多くなったような気がします。実質，現場に立つ前

の３か月間，講習を行っています。以上でございます。 

 
事務局  同じく鈴鹿商工会議所食品工業部会，株式会社すずきゅう荻田様お

願いします。 

 
荻田氏  こんにちは。荻田と申します。弊社は三重県北部で産業系の給食，お

弁当，幼稚園・学校給食などの製造，食品製造の会社です。従業員は約

５０名の中小企業です。皆様と一緒に雇用の問題を勉強させていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 



事務局  株式会社丸協食産影田様お願いします。 

 
影田氏  丸協食産の影田でございます。牛・豚・鳥の加工をやって各スーパー

さんや量販店さんに卸をさせていただいております。本社は長崎県佐

世保市にございまして，２年前に末松市長がこちらの方に工場誘致を

されまして昨年４月から稼動させていただき約１年ちょっとになりま

す。地元のスーパーさんが最近やっと販売してくれるようになりまし

たが，当初は４０００パックほどの販売をしていたのが昨日は２万５

０００パックですか，それくらいの数量を出すようになっております。 

しかしながら，なかなか人手の問題で苦労しておりまして，女性の皆さ

んが大半の企業なのですが雇用に非常に苦労している，今現在で１４

０人くらいおるわけですが３万パックを超える出荷をしていきたいと

思いますので，この場で皆さん方のいろんなお話をきかせていただい

て，参考にさせていただければと思っております。今日はありがとうご

ざいます。 

 
事務局  三重県立四日市工業高等学校，鈴木さまお願いします。 

 
鈴木氏  皆さんこんにちは。四日市工業高校進路指導部の鈴木といいます。本

日はこのような場にお呼びいただき本当にありがとうございました。

学校の先生方もお見えになっていますし，いろんな方のお話もお伺い

しながら，学校へそういった部分を持ち帰って勉強したいなと思って

おります。どうかよろしくお願いします。 

 
事務局  三重県立四日市中央工業高等学校，大野さまお願いします。 

 
大野氏  こんにちは。四日市中央工業高等学校進路指導部の大野と申します。

このような場にお招きいただきありがとうございます。本日の会議の

意見を学校へ持ち帰って，いろいろ参考にしたいと思います。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

 
事務局  三重県立津工業高等学校，金子様お願いします。 

 
金子氏  皆さんこんにちは，津工業高等学校進路指導部の金子と申します。こ

のような会に呼んでいただいてありがとうございます。この会でいろ

んなことを勉強して，学校に帰っていろんなことを生徒に伝えたいと

思いますので，本日はよろしくお願いいたします。 



 
事務局  三重県立久居農林高等学校，小澤様お願いします。 

 
小澤氏  こんにちは。久居農林高等学校進路指導部から参りました小澤と申

します。本校は農業と家庭科の専門高校であります。現時点で鈴鹿の生

徒は２０名ほど在籍しております。今日はたくさん勉強して学校に持

ち帰りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
事務局  三重県四日市農芸高等学校，森下様お願いします。 

 
森下氏  失礼します。四日市農芸高等学校進路指導部，森下といいます。本日

はお世話になります。本校農業高校で，隣の久居農林高校さんと一緒な

のですが，だんだん女子が増えてきまして，７割が女子，３割が男子と

いうような割合になってきております。今年も女子の就職希望者が非

常に多く，どうしようかなということで，今日もいろいろ情報を得てい

きたいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 
事務局  三重県立稲生高等学校，鈴山様お願いします。 

 
鈴山氏  失礼いたします。稲生高等学校進路指導主事をさせていただいてお

ります，鈴山と申します。本日は会議にお招きいただきありがとうござ

います。鈴鹿市から後押しいただきまして，本校今年１年生で工業類型

という普通科の中のコースを整備させていただきました。ありがとう

ございます。その出口の問題も抱えております。本日はたくさん勉強さ

せていただきまして，また持って帰って話題にしようというふうに考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
事務局  三重県白子高等学校，深谷さまお願いします。 

 
深谷氏  こんにちは。白子高等学校進路指導部の深谷と申します。本日はよろ

しくお願いいたします。白子高校は，進学も就職も，地域に密着してい

るというか，希望が多い学校でございます。先ほど四日市農芸さんもお

っしゃったのですが本校も女子が多い学校で，女子の就職先について

はいろいろと課題を抱えて今企業さんをまわらせていただいていると

ころでございます。本日はいろいろと勉強させていただきたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 



事務局  三重県立飯野高等学校，久保田様お願いします。 

 
久保田氏 三重県立飯野高等学校，私は定時制のほうの進路指導主事をしてお

ります久保田と申します。本日別の企業の就職説明会に全日の指導主

事が行っておるということで，今日は代表して参りました。ご存知と思

いますが本校は全定併設の学校となっております。以前であれば定時

制のみという時期もあったりしましたがいろんなスタイルを変えてと

いうことでこの状態になってまいりました。全日制では応用デザイン，

英語コミュニケーション，そして定時制では普通科ということでやっ

ております。今年もかなりの外国につながる生徒もたくさん入学して

まいりました。この席では製造業を中心とする，また商業も盛んな鈴鹿

市というところで，ぜひとも本校だけでなく鈴鹿市内の高校生，または

近隣の県内の高校生が鈴鹿の地で就職をして鈴鹿を繁栄させるという

ことでがんばってもらえればと思っております。その一つとして，今回

の席で勉強もさせていただければと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 
事務局  三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校，小嶋様お願いします。 

 
小嶋氏   皆さんこんにちは。私は杉の子特別支援学校石薬師分校で進路の

担当をしております小嶋と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。今日出席していただいている高等学校とは少し異なり，特別支援学

校ですので７月の求人票で９月の試験で入社が決定する形ではなく，

一人ひとりそれぞれの希望を確認しながら現場実習を３年間で５回，

少ない方で５回，経験した上で就労に結び付けております。資料にも書

かせていただきましたが，子どもの希望が多種多様にわたっておりま

す。その中でも，鈴鹿市でたくさんあるであろう，組み立ての仕事や機

械関係の仕事，簡単な組み立ての仕事ならできるようなお子さんも数

名いらっしゃいますので，また何かいい情報がありましたらぜひとも

学校に連絡をいただけば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
事務局  三重県立石薬師高等学校，宮田様お願いします。 

 
宮田氏  石薬師高等学校進路指導部の宮田です，よろしくお願いします。本校

は地域の産業に根ざしており，かなり地域に就職希望が多い学校です。

８割方の生徒は就職希望ですので，またよろしくお願いしたいと思い

ます。今の２年生くらいから，外国にルーツを持つ生徒の入学というも



のも増えてきまして，変わってきたなという感じもあります。来年四十

周年になると思います。よろしくお願いします。 

 
事務局  学校法人鈴鹿亨栄学園鈴鹿高等学校，鏡様お願いします。 

 
鏡氏   こんにちは。鈴鹿高校の進路を担当しております鏡と申します。本校

は普通科の学校でして，以前は就職希望者が少なかったのですが，ここ

数年就職を希望している生徒が非常に多くなってきました。もう一度

しっかり勉強をさせていただきたいと思い参加させていただきました。

よろしくお願いします。 

 
事務局  学校法人亨栄学園鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部，米島様お願いしま

す。 

 
米島氏  お世話になっております，鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部，入試広報

キャリア課の米島と申します。名前の通り入試広報キャリア課という

ことで入口の入試，出口のキャリア両方担当させていただいておりま

す。本学大学に今年入学してきた三重県の子というのが３割弱，３割く

らいで，短大はほとんど９５％くらい三重県の出身でございます。就職

につきましては，今年の３月に就職した生徒につきましては，３割くら

いが県内ですけども鈴鹿市と申しますと５％くらいでございまして，

短大生につきましては９５％が県内ですがそのうちの２５％くらい，

４分の１が鈴鹿市内ということで，鈴鹿市の雇用にどこまでお手伝い

できているかというのは課題ですが，いろんな事業者様もたくさんご

ざいますし，これからまたよろしくお願いしたいと思います。 

 
事務局  鈴鹿医療科学大学，谷口様お願いします。 

 
谷口氏  鈴鹿医療科学大学就職キャリア支援課，谷口と申します。本学はかな

り専門性が高い大学でして，とはいえ県内高校の出身者が増え続けて

いる中で，特定の職種ではかなり県内就職はもちろん鈴鹿市内の就職

も難しくなっている状況になっておりますので，何か打開策があれば

と思いまして参加させていただいております。今後もよろしくお願い

いたします。 

 
事務局  独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校，伊藤様

お願いします。 



 
伊藤氏  鈴鹿高専の伊藤でございます，よろしくお願いします。皆様ご存知か

と思いますが高専というのは１６歳から２０歳の５年間で一旦卒業し

ます。現状ですと大体６割くらいの学生さんが就職をして，４割くらい

が大学，その後大学院に行ったりしています。高専には専攻科というも

のもございまして，そちらを卒業すると２２歳になって，そちらも進学

と就職が半々になっています。残念ながら鈴鹿市の方には実は高専か

ら今のところあまりご縁がないものですから，今回のタイトルの雇用

促進というところで，いい求人をたくさん頂戴して我々もいい学生を

送り出したいと思いますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

 
事務局  高等教育コンソーシアムみえ，野崎様お願いします。 

 
野崎氏  皆さん，こんにちは。私三重大学で学生総合支援・インターンシップ

担当の副学長をやっております。本日は，三重大学の状況を少しお話さ

せていただくと，今第３期の中期計画，中期目標の段階で，学長は三重

大学の学生全員をインターンシップに行かせる，それも県内企業で半

数ということで，かつ，私ＣＯＣプラスという事業に取り組んでおりま

して，鈴木英敬知事と一緒に，県内就職率を１０ポイントくらいアップ

させるということで，私，この４月から副学長の職を得ているわけです

が，今から県内のいろんな団体，市町に回らせていただいて，インター

ンシップのお願いもですが企業への就職等も行っていくことになるか

と思います。私の肩書きは今副学長で学生総合支援センター長かつイ

ンターンシップの責任者，そしてキャリア支援センター長もやってお

りまして，就職のこと全般について今責任を持ってやっております。専

門は金融論をやっておりまして人文学部の法律経済学科で授業をして

おり，これからも県内の市町を学長が回るわけですが，私は企業のほう

も回らせていただいて，これから三重県に就職する学生を増やしてい

かないという観点から今回鈴鹿市からお話をいただきましたので参加

させていただいております。よろしくお願いいたします。 

 
望月   皆さんこんにちは。産業振興部長の望月と申します。本日は大変お忙

しい中多数ご出席いただきまして誠にありがとうございます。私はこ

の前２年間は産業政策課長をさせていただいておりまして，既存の企

業様の支援はもちろんのこと，企業誘致ということで力を入れてきた

つもりでございます。この４年ほどでも１０社以上の新規企業が鈴鹿

の方へ進出をして来て頂きました。先ほど,丸協食産の影田次長からご



あいさつをいただきましたが佐世保からも来て頂いております。本市

はものづくり企業が多いのですが，先ほどの影田次長のお話と同様，な

かなか人が集まらないということで，いろいろとご相談を受けまして，

人手不足や雇用のミスマッチということを特に実感しております。平

成３０年度には，ご存知のように新名神高速道路にスマートインター

チェンジができるということで，この機会にと今，工業団地を造成する

計画を，地元の方といろいろ協議をさせていただきながら進めており

ます。そこにも企業を数社誘致したいというように考えておりますの

で，現状もこの先も皆様のお力添えをいただき，何とか雇用がうまくい

きますように皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
事務局  皆様ありがとうございました。最後に，本日オブザーバーとしまして

私ども鈴鹿市が雇用促進の関係で委託事業のお願いをしております２

社３名の方に同席いただいております。まずは名大社の臼井さん，お願

いします。 

 
臼井氏  株式会社名大社より来ました臼井と申します。私どもは今年で３年

目になりますが，鈴鹿市へのふるさと就職の支援という事業を受託し

ており，転職を希望される方や新卒の方とか，そういった方の相談を受

けながら実際に鈴鹿市の企業に人を紹介するということをやっており

まして，企業の目線であったりとか，転職者，新卒者の目線であったり

とか，そういったところでお話ができるかと思っておりますので，今日

はいろいろ勉強させていただきたいと思っております。よろしくお願

いします。 

 
事務局  ランドブレイン株式会社前田様，お願いします。 

 
前田氏  ランドブレイン株式会社の前田と申します。よろしくお願いいたし

ます。弊社は主に自治体様から委託を受けまして，まちづくり全般のコ

ンサルティングを行っている会社でございます。鈴鹿市との関係でい

いますと昨年度ここにいらっしゃる企業も含めて，アンケート調査と

ヒアリングをさせていただいております。今回は皆様方のご意見を伺

いながら，それらのまとめをすると同時に，いろいろなご提案をさせて

いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
事務局  同じくランドブレインの松波様お願いします。 

 



松波氏  ランドブレインの松波と申します。私ども先ほどご説明にありまし

たランドブレインと申しまして，自治体の計画に数多く携わっており

ます。ただ，私どもは計画作りだけではなく皆さんとご一緒に事業の展

開もやっておりますので，今回もただ単に雇用の提案をするだけでな

く今後もいろいろと雇用促進に向けていろんな事業展開を一緒にやっ

ていきたいと思っておりますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

 
事務局  皆様ありがとうございました。 

続きまして，事項の３つ目に進めさせていただきます。 
鈴鹿市雇用促進連携協議会の設置要領について，ということでござ 

います。まず資料４，鈴鹿市雇用促進連携協議会の設置要領でございま

す。第１条の設置の趣旨につきましては，私ども副市長のほうから説明

申し上げましたので２条以下の部分を抜粋してご紹介させていただき

ます。まず第２条の所掌事務でございますが，この協議会は先ほどの設

置趣旨の目的を達成するために次の事務を所掌するということで，まず

は１項目として雇用対策に関する官民連携，連絡調整に関すること，２

つ目として前号に掲げるもののほか，協議会の目的を達成するために必

要なこととなっております。まずはそれぞれの参加いただいた団体様が

お互いを知っていただくのと，お互いの状況を話し合っていただいて，

それぞれがそれぞれの内容を皆さんで共有するというところから始め

させていただくというところでございます。その中から，いろいろな課

題について皆で考える会にしたいということで作っております。第３条

の組織といたしまして，協議会は，別表の資料２にあります参画の出席

者名簿のことでございますが，関係所属から選出された構成員２７名以

内で組織するということで本日２６名に参加いただいておりますが，そ

のような形で決定させていただいております。協議会には会長及び副会

長を置くということで会長は鈴鹿市の副市長，副会長は鈴鹿商工会議所

副会頭の酒井さまにお願いしております。そのような形で決めてござい

ますが，第５条で先ほど説明させていただきましたが，協議会の進行は

事務局が行うものとするということで，議長という形ではなく私のほう

で進行をさせていただくということが記載されています。第６条に協議

会に必要に応じ部会をおくことができるとなっております。庶務につい

ては鈴鹿市の産業振興部産業政策課において処理をするということを

決めさせていただいております。よろしくお願いいたします。  
続きまして，事項書の４に移らせていただきます。雇用と就職にかか

る意見についてということで，事前に参画団体の皆様から頂戴しており

まして，資料５に一括で意見一覧表にまとめてございます。皆様お一人



２分程度で要点や補足の説明をお願いいたしたいと存じます。順に指名

いたしますので，よろしくお願いいたします。ではまず鈴鹿商工会議所

様お願いいたします。 

 
酒井氏  平成 29年度の事業計画のなかで，基本方針を掲げています。そのな

かで地域経済の基礎となる人口減少は地域商工業者が衰退へ向かうこ

とを危惧しており，生産年齢人口の拡大につながる若い世代の住みた

いまち鈴鹿に取り組みたいという大きな題目を掲げています。そのな

かで商工会議所として，若い世代の定住促進と生産年齢人口の拡大に

向けた取り組みということで，鈴鹿市に住んでいる子どもに鈴鹿市の

企業がどのようものがあるか，どんなことをしているか，いい企業があ

ることを知ってもらうアピールをしていきたいと考えています。具体

的な見学会などは決まっておりませんが，昨年度は，小学生を対象に親

子 40組程度募集しまして，ホンダさん，ＡＧＦさんに企業見学会を実
施していただきました。今後はもう少し年齢の高い人にも見てもらい

たいと考えています。個人的には，鈴鹿市の中学校に通っているお子さ

んが鈴鹿市内の高校なのかその他の高校なのか，どれくらい他の市の

高校にいっているのか現状が分からないし，鈴鹿市の高校にいった子

が市内に就業しているのかどうか，情報がないので，それが知りたいの

がスタートかと思います。その辺りの現状をリサーチすることが最初

かと思い書かせていただきました。 

 
事務局  続きまして，三重県雇用経済部雇用対策課様お願いします。 

 
藤川氏  手元にある資料は時間のあるときに読んでいただきたいと思います。

お伝えしたいのは３点くらいかと思います。大学の学生は８割くらい

が県外へ転出されておりますし，県外の就職支援も行っておりますが

３割ぐらいしか戻ってきません。そうした人たちをいかに三重に呼び

込むのか，鈴鹿市に取り込むかが大事です。そのために我々が県外に行

ってＵ・Ｉターンセミナーや大学にお願いしてセミナーをさせていた

だいたり，戻ってきてくださいとお願いしているわけです。今年度から

特に取り組もうとしているのは，県内ではインターンシップの推進を

お願いしていきたいと思っております。地方創生の観点でもインター

ンシップが有効とされており，学生も熱意が高まっています。企業は，

学生に選ばれる時代になっているので，県内企業にインターンにきて

もらって，そのまま就職につなげる，また，その企業を知ってもらうた

めにもインターンシップをお願いしたいです。２点目は働き方改革と



いう観点で，大都市に行った学生が地域に帰るには働きやすい職場づ

くりをアピールすることが重要という点です。３点目ですが，鈴鹿市も

障がい者雇用には大変力を入れていただいておりますので，障がい者

雇用についても，県で引き続き進めているのでご理解いただきたいで

す。最後に高校の先生も来ていただいておりますが，「大学生になって

から地域に帰ってくれ」というのは遅いと言われているので，高校生の

ときから地域で働くことの大切さ，地域での働きやすさを，進路指導を

していただく際にぜひお伝えしていただきたいと思っております。 

 
事務局  続きまして，鈴鹿公共職業安定所様お願いいたします。 

 
北村氏  ６ページですが，鈴鹿公共職業安定所としての話をさせていただき

ます。ハローワークから見た雇用のポイントは人手不足ということに

尽きるだろう，ということだと思います。雇用情勢自体は７年連続の改

善，地域の有効求人倍率は直近の平成２９年３月でしたら１．４２倍，

それから２８年度としては１．２７倍ということで，リーマンショック

前，平成１９年の１．２６倍と同じ水準です。その下にグラフを入れて

ありますが，矢印の左側がリーマン前で，矢印の右側が２８年度。倍率

は同じですが，10 年前はそれほど人手不足と言われていなかった記憶
がします。鈴鹿の取扱数を見てみますと，募集は６０００人増えて４～

５万人台，求職者は人手不足と言われつつも平成１９年以前より増え

ています。人が増えているわりに，人手不足と言われているのは何なの

かは分析機関でないので詳しくわかりませんが，最近，厚生労働省が試

算として出していますのが，就業地別の求人倍率として，これまで個々

のハローワーク単独での求職・求人の倍率とは別の，全国のハローワー

クでハローワーク鈴鹿管内，鈴鹿市と亀山市を働く場所とする求人を

基に求人倍率を出したものですと，直近の２９年３月が１．６５倍，だ

いたい０．２ポイントほど高くなっています。その下のグラフで，折れ

線が二つありますけども，上の方の折れ線が就業地の倍率，そうすると

鈴鹿，亀山市では，過去２年ほど公表値より高い実態があります。この

状況をどうするかということで７ページ目に入りますが，数字は出し

ていませんが，ハローワーク鈴鹿の年齢構成をみると，４５歳未満が４

５％，ほぼ半分近く，結構若い地域だと思います。人口が急に増えると

いうこともなく，景気が変わらないかぎり，これ以上の労働力を見つけ

出すのは難しいです。今は，やめない，やめさせない，資格を持ってい

る人はなかなかやめないし，企業もやめさせない。個人的には，私見で

すが即戦力を求める企業ニーズにマッチしたスキルアップ，今仕事探



しをしている人が企業さんに合うような能力アップというのが，国の

施策としてやっていますが，それの充実と地域間の労働の促進。国勢調

査の数字の動き，２２年度で２７年度は公開されていないようですが，

鈴鹿市に対して四日市市，津市地域の流入流出がございます。鈴鹿にも

っと人を持って来られれば，そういう施策が何かできないものかと思

います。 

 
事務局  続きまして日本政策金融公庫様お願いいたします。 

 
小嶋氏  ７ページから２点申し上げます。１点目は，四半期に一度，従業員規

模 20名以内の中小企業を対象に，景気の動向調査を全国対象にしてい
ます。三重県については，対象は前回２０１７年３月中旬がアンケート

の回答をした日ですが，１５７企業中の有効回答１０８企業となって

おります。景気動向の調査なので，売上とか利益の水準といった項目が

主ですが，経営の問題点を毎回聞いております。そのなかで，求人難を

あげる企業が前回調査では，１４．３％あり，１９９６年１０月～１２

月，２０年前のアンケート以来最高の数値となっています。いかに中小

企業の求人難が経営課題にあるかということが分かります。２点目で

すが，雇用を維持，増加した場合，貸付利率が低減する融資制度があり

それについて紹介させていただいております。１つはセーフティネッ

ト貸付で，売上が減少していたり，利益水準が前期と比べて下がったり

した人が対象で，従業員を維持，増加させる企業については，個々の基

準金利から，０．２％下げる制度です。平成１２年１０月にこの制度が

始まりましたが，政府の政策のなかで変化しており，平成２８年度の補

正予算から，０．２％の軽減になっています。具体的には，基準金利が

今１．８１なので，年１．６１％でご融資をさせていただける制度です。

もう１つが，まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度という制度です。

従業員数１０名以下の企業の場合，貸付日から１年以内に３５歳未満

の従業員を新たに１名（１１名～２０名以下の企業だと２名以上）雇用

した場合，金利が０．１％下がる制度です。鈴鹿に雇用を広げていくと

いう趣旨かと思うが，我々四日市支店では鈴鹿市のお客様にもたくさ

んこの制度をご利用いただいておりますので，このような制度も知っ

てもらいたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 
事務局  ありがとうございます。続きまして，旭化成株式会社鈴鹿製造所様お

願いいたします。 

 



梅本氏  ８ページになります。旭化成では，全社の採用で大卒，高専卒，高卒
を管理しており，そちらについては若干名，毎年採用しています。鈴鹿

市という地域で考えると製造現場で契約社員として70名程度働いてい
ます。数年前までは長く勤めている人が多かったのですが，有効求人倍

率が上がるとともにここ数年離職者が増えており，補充の募集をかけ

ても人が集まらず大変困難になってきていると感じています。辞めら

れる方に聞くと，多くは他社での正社員採用が決まったということを

おっしゃられるので，お金がどうということではなく，身分として正社

員を希望していると感じています。製造現場を見ると，体力のある男性

の職場のイメージがあり，基本３交代勤務，夜勤を伴う働き方が前提な

ので，今後の労働人口を考えると例えば女性の方や６０歳以上の高齢

者の方でも働ける夜勤のない勤務形態や，働きやすい職場づくりを企

業として検討していく必要があるのかなと感じている状況です。 

 
事務局  ありがとうございます。では株式会社飯田建設様，何かあればお願い

します。 

 
木原氏  ２点ございます。鈴鹿商工会議所の建設部会は数年前，1000くらい

の会員企業がありましたが，ここにきて会員が 800 を割ったと聞いて
います。３Ｋといった言葉やコンクリートから人へといった政策もあ

り，地方ゼネコンは平成 10年をはじめごろに，ほとんど消滅してしま
いました。上物を作る会社は数社しかありません。土木関係もそうです

が，その中で話し合っているのは仕事，そしてお金の回りがないと人も

定着しないということです。これで震災があると大変なことになると

危惧しています。建設部会では東北の震災の前から，震災にあったらと

いうことで，地震関係の勉強会に行ったり，被災地をまわったりしてい

ますが，熊本県の復興状況の遅れをみていると，深刻な気持ちで帰って

きました。非常に切迫している気がします。私どもの会社でもそれを想

定して，建設だけでなく不動産や借家の管理などいろんなことをやっ

ておりますが，ちょっとしたことを直す人がいなくなっており，専門職

が減っていることを痛切しています。新入社員も，年々，資質が変わり，

相当教え込まないと外で迷惑をかけたり，言葉の行き違いがあったり，

学校の中での楽しかったことは言ってくれますが，社会との隔たりが

激しくなっており，言葉遣いなどもそうですが，自分たちが使う言葉と

社会人が使う言葉に乖離があって，相互理解が難しいと感じるなかで，

今までは１ヶ月の研修でしたが，今年から３ヶ月で緻密な勉強をして

もらって現場にいくという状況になっています。 



 
事務局  ありがとうございます。それではすずきゅう様何かあればお願いし

ます。 
（意見なし） 
では丸協食産様お願いします。 

 
影田氏  補足をさせていただきます。昨年４月に工場を立ち上げて，その前に

中途の方の募集をかけさせていただいております。鈴鹿市，ハローワー

ク，名大社に協力いただいて中途で１８名の方，それから佐世保からの

異動で１３名，新入社員で４名採用させていただいて，今現在正社員が

３５名となっています。準社員（契約の方），パート，派遣含めて，５

０名から５５名くらい。鈴鹿のインターから１kmくらいでのところで
すが，車をお持ちの方以外の交通の便が非常に悪いです。８時に出勤し

ようとしても朝が間に合わない。夜が６時過ぎに最終のバスがない。よ

ほど近くに住んでいるか，車を持っていないと通勤が出来ない状況に

なっています。福岡では電車やバスで移動できるところが多く，こちら

にきて苦慮しています。派遣の方で，車をお持ちでない人は，近くにア

パートを借りてそこから１０分～１５分くらいの距離で歩いてきて，

または自転車で来ていただいて人員を確保している状況でございます。

それから会社の周りの雑木林が造成されてこの９月までに工業団地に

なるということで，いろいろな会社が入ってくると，ますます雇用の問

題が厳しくなると考えます。また，事務員の希望が非常に多いのですが，

製造業で男性からの応募がない状況です。派遣の人とか，募集をかけた

ら 80歳近い人の応募があったりしますが，出来たら高卒，若い人の応
募ができたらと考えています。ちなみに佐世保では４工場ございます

が，60 歳以上が 100 名を超えています。非常に高齢化が進んでおり，
若い人が県外にいってしまうので定着率が悪いです。年を取ってから

帰ってきます。お肉のトレーパックなど手のかかる商品であるので，こ

れから先，人手が欲しい企業です。アパートができるなどの条例の改正

などをしてもらえればありがたいです。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは四日市工業高等学校様お願いいた

します。 

 
鈴木氏  まず学校の紹介ですが，本校は四日市を中心に鈴鹿，亀山，あと桑名

方面から一学年３２０人で約９６０人が在籍しています。進路に関し

ては，毎年たくさんの求人をいただいております。その中でも平成２８



年は県内で一番求人が多かったと思うくらいたくさん求人をいただき

ました。３２１名の卒業生のうち，２７６名の就職者となっています。

内訳は，地元志向が強く，８割方が地元就職です。２割は県外の自動車

関連企業などのグループ会社等の求人数が多く，そちらに流れていき

ました。残り２割の進学も東海地方の私学です。鈴鹿市の企業において

は，たくさんのオフィス系，化学製品，食品，あるいは自動車部品メー

カーといったような企業に就職をしています。ぜひ今後も求人はいた

だきたいと思っていますが，問題なのは，今の生徒をみていると，自分

の就職を決める手段として，まず求人票をもらって，担任の先生からコ

ピーして自宅で親御さんと話して，親御さんの一言が大きな決め手と

なっているような感じがしております。最近の生徒には，求人票の一番

の決め手になるのは，企業の名前，ネームバリューがトップだと思いま

す。その後に，お給料，休日を含めた福利厚生，遠くから希望している

ものは寮があるかどうかというところを強く希望しているということ

が最近の生徒を見ているとうかがえます。親と担任と生徒がワンセッ

トとなっている気がします。要望としては，四日市，県外は 1社あたり
の求人数は多いのですが，鈴鹿の企業をみると求人は，１名，２名前後

です。そのようなところで，もっと地元へ生徒を残していくのであれば

求人数をもう少しなんとか増やしてもらえればというところです。 

 
事務局  ありがとうございます。続きまして，四日市中央工業高等学校様です

が，大変恐縮ですが時間の関係もあり２分以内で短縮いただきまして

お願いいたします。 

 
大野氏  本校は，機械科，電気科，科学科，建築系・土木系にあたる都市工学

科，設備システム科の５科となっており，全校生徒約７００名おります。

その中で鈴鹿市からは１年から３年あわせて３９名在籍しております。

進路については，昨年は沢山の求人をもらい希望者１９０名全員が年

内に進路を決めまして大変ありがたかったです。内訳としては，８割が

就職，２割が進学という内訳となっております。進学はスポーツが盛ん

な学校でございまして関東圏，関西圏，東海圏と様々なところへ進学し

ております。就職は地元志向が強いです。県外就職する生徒は，１５～

２０％程度くらいの割合です。昨年度は鈴鹿市に１１名が就職しまし

た。ありがとうございます。先ほども話がでましたが，就職は親の思い

が強いです。また地元就職の思いが強いです。ネームバリューのある企

業に偏る傾向があります。課題も含めて四中工の現状はこういったと

ころです。 



 
事務局  ありがとうございました。続きまして，津工業高等学校様よろしくお

願いいたします。 

 
金子氏  本校昨年度３年生の在籍数が２３５名のうち１７７名が就職しまし

た。およそ７５％です。その中の２０名ほどが鈴鹿市でお世話になって

います。最近，鈴鹿市からの入学が増えており，今年も９４名鈴鹿市か

ら来ています。今年は，２３５名中１９６名が就職で，その中でも鈴鹿

市での就職を希望する生徒が多いです。しかし，生徒が興味を持っても，

お父さん，お母さんが名前を知らないところに行くな，と止められるこ

とは非常に多くあります。保護者の認知度を上げていただきたいとい

う希望があります。保護者と接するうえで，根気のある方はホームペー

ジのＵＲＬが書いてあるとアクセスしていただけますが，ほぼアクセ

スする人はおりません。検索してヒットするところはほとんどネーム

バリューの高い企業ですので，本校のお願いとしましてはカタログや

パンフレット，シールでもいいのでＱＲコードをつくっていただけれ

ばと思います。カメラで読み込んでホームページに飛ぶようになりま

すので，そうすると保護者の方に非常にアピールしやすいです。 

 
事務局  ありがとうございます。引き続き久居農林高等学校さんお願いいた

します。 

 
小澤氏  久居農林高校は先ほど申し上げましたが農業と家庭科の専門高校に

なります。鈴鹿市から通っている生徒は２０名ちょっとというところ

です。生徒の９割以上が津市と松阪市に在住しております。ですので多

くの生徒が津，松阪の企業に就職する割合が多くなっています。ただ鈴

鹿から通っている生徒も見えますし津市も大変広いですので河芸に住

んでいる生徒も多くございますので今後も久居農林にぜひ求人を送っ

てもらいたいと思います。鈴鹿の企業をと生徒が言ってきてもウェブ

での検索になってしまうので，ぜひ求人票を送って欲しいです。また本

校は７割が就職を希望しています。農業高校というと男子が多いイメ

ージがあるかもしれませんが，男女半々より少し女子が多く，女子の就

職に大変苦労しております。特に事務職を望む生徒の就職には頭を悩

ませています。農業高校であるが，製造系の就職が一番多いですので，

ぜひ多くの求人をよろしくお願いいたします。 

 



事務局  ありがとうございます。では四日市農芸高等学校様よろしくお願い

します。 

 
森下氏  最近企業が学校に来ていただいて求人等の話をいただきますが，男

子が多くて，農業，園芸，畜産を学んでいるというイメージを持ってい

る方もいると思いますが，それではなかなか生徒が集まらなくなりま

して，20 年前から学科改変をしてまいりました。農業だけでなく，農
業関連の食品加工，フラワーアレンジ，販売関係，造園関係を学ぶよう

になってきました。家庭学科もあり，服飾，食物調理，製菓，福祉とい

ったコースもあり，７割が女子，３割が男子となっています。進路につ

きましては，半数が就職，半数が進学です。鈴鹿大学，鈴鹿医療科学大

学，三重大学にも毎年本校からとっていただきありがとうございます。

就職は女子の希望が多くて１１０名ほど，男子４０名ほどが希望して

おります。北勢地区に一つしかない農業高校ですので，桑名，四日市，

鈴鹿の人もたくさん在籍しております。農業の関連のところも学べて

いるので，農業関連の就職先，あるいは専門外でも希望はたくさんある

のでそういった求人を教えていただけるとありがたいです。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは三重県立稲生高等学校さんお願い

します。 

 
鈴山氏  本校は体育科と普通科でできている学校です。体育科は体育を中心

に学んでいます。体力があり明るく，全員が運動部に所属させておりま

す。今回の総体においてもまあまあの成績を収めてまいりました。元気

のある子達ですのでよろしくお願いします。普通科は情報コース２ク

ラス,あと残り２クラスが普通科の普通となっています。２クラスの部
分で５つの類型でコース分けのようなものをさせていただきまして，

現在はモータースポーツ類型，自動車の整備，基礎的なものを学ぶとい

うような類型，それから福祉，それから自然生活，調理を中心としなが

ら理科のことも学びながら育てたものを調理するというところがござ

います。それから進学に対応したキャリアアップ，それからものづくり

類型ということで，５つの類型で学んでいます。こちらの方は学科改変

をさせていただきまして，１年生のときから，自動車工業類型を立ち上

げました。モータースポーツ類型を改変いたしました。しかし，資金の

部分で難しいところがあり，自動車整備士の３級を取らせたいが，建屋

の実習の設備が整わず苦慮しています。こちらが整備できれば自動車

整備士の就職が期待できるというところを考えていますが，課題とし



ております。昨年，一昨年とディーラーから求人をもらい，各社１名ず

つ就職しています。無資格ですが１から学ぶということで就職が叶っ

ております。本校６クラス規模の学校ですが３年生は２２１名，うち就

職者数が１２１名，就職の希望が出ております。うち男子８５名でござ

います。女子３６名です。製造業を中心として就職の希望があります。

しかし，企業を回ると，工業高校の指定で求人がいただけません。地元

志向ですが，鈴鹿市外に就職者を送っている状況です。鈴鹿市内から８

０％くらいが通っていますが，市内に就職出来ていないことも課題だ

と思っています。また女子学生の採用についてもご協力いただきたい

です。入社後の離職の問題がありますが，見て覚えて欲しい，といった

研修期間が短い企業で離職が発生しているように感じております。マ

ッチングが上手くいかないのかもしれませんが，普通科が就職できる

環境づくりにご協力いただきたいと思っています。 

 
事務局  ありがとうございます。白子高等学校様お願いします。 

 
深谷氏  本校は２０２０年に１００周年を迎える地域に根ざした学校です。

進学就学とも地元志向が強い学校です。卒業後の進路は大学１，専門学

校１，就職１とほぼ同じ割合です。最近の傾向としては専門学校で医

療・看護系に進みたいという生徒が多くなってきました。本校は多くの

企業から求人をいただいており，ありがとうございます。昨年度は男子

が３３名，女子が６５名が就職しました。今年度につきましても，約１

００名の生徒，男子が４０名，女子が６０名の生徒が就職を希望してお

ります。鈴鹿市から来ている３年生の生徒は２６４名中１５７名の鈴

鹿市の生徒が白子高校に入学しております。本校の課題は就職を希望

する生徒の対応について，地元で事務職に就きたいという女子生徒が

非常に増えてまいりまして，なかなか難しいと思いますが，希望の就職

に就けるように職種を開拓していきたいです。女子が多いのでよろし

くお願いします。 

 
事務局  ありがとうございます。飯野高等学校様お願いいたします。 

 
久保田氏 定時制に限ってお話しさせていただきます。定時制は個々の課題を

抱えた生徒がかなり多いです。進学，就職をしていく４年間,３年間の
中で自分自身のこれまでの生い立ちや，今置かれた環境などに克服し

て卒業となります。いろいろ不十分な面もあってという状態でありま

す。在学中にいろんな形で彼らに指導していきますが，それ以上に定時



制のなかでアルバイトをしながら，社会勉強をしながら学ぶという生

徒も多いです。今年も鈴鹿市内で就職を希望する生徒もいます。どうし

ても自分が定時制であるということが拭いきれない生徒もいます。そ

んなことはない，大丈夫と励ましているが，ぜひとも一人でも多く市内

で就職をと考えております。よろしくお願いします。 

 
事務局  ありがとうございます。では，続きまして杉の子特別支援学校石薬師

分校様お願いします。 

 
小嶋氏  石薬師分校は高等部だけの学校で，知的障害が主たる障がいであり，

１学年に３０人くらいおります。今年度は１０２名ほどの子どもが通

っております。企業もしくは就労継続Ａ型で就職を希望している生徒

は２，３割程度です。校区は鈴鹿と亀山であり４対１くらいです。求人

票は学校に届かないです。キャリア教育サポーターの方，ハローワーク

とかと連携しながら個々の希望に応じたところを足で開拓しています。

進路の担当は私ともう一人おり，２名で授業を担当せずに外回りして

います。今年も６月に３年生が３週間，２年生が２週間の現場実習を同

時期に行う関係で，７０名の研修場所を確保しました。ただ就職に結び

つくかどうかを考えると難しいのが現状です。車の免許を取れるのが

１割。企業に就労する方の中にも車の免許が難しいという方の場合は

自転車で通うことや，原付は取れるかもしれないということで原付の

免許，それ以外は，公共交通機関で通うことになります。遠方で障がい

者に理解がある企業があっても，通えなければ雇用に結びつかないこ

ともあり，なかなか難しいというのが現状です。もし興味を持たれた方

がいましたら学校に連絡をいただければ，子どもたちの様子を見てい

ただけると思いますので，よろしくお願いします。 

 
事務局  ありがとうございます。続きまして，石薬師高等学校様お願いします。 

 
宮田氏  石薬師高等学校は全部普通科で，今年は１クラス減ったが本来５ク

ラスの学校で，４クラスが就職，１クラスが進学なのでほぼ就職志向の

学校です。生徒の通う地域としては，鈴鹿，亀山，四日市の南の方，津

地区くらいです。就職は７割くらいで地元志向が非常に強く，製造系，

女子はそれに加えサービス系の志向が強いです。企業を決めるにあた

っては，親御さんの意向が強いです。ネームバリューと，親の時代のネ

ームバリューが強いです。４月の調査では進学が４５名で就職が１０



０名超えており，昨年度より１０名ほど多い状況です。よろしくお願い

します。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは鈴鹿高等学校様お願いします。 

 
鏡氏  うちの学校は普通科で，以前は就職希望者が少なく，１割いるかいな

いかというところでしたが，こちらから企業に求人のお願いに行きま

すと鈴鹿高校は進学校では？と言われます。今年も調べたところ４０

～５０名が就職を希望しており，割合も２割近くになってきました。こ

のような情報交換の場をぜひお願いしたいです。よろしくお願いいた

します。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは鈴鹿大学・鈴鹿短期大学様お願いし

ます。 

 
米島氏  大学につきましては就職率 98％で，１人だけ就職もらえませんでし

た。行き先は決まっていたが卒業までに結果をもらえなかったという

ことで未内定。短期大学部については全員就職が決まったという状況

です。三重出身の学生は，ほとんどが三重県内での就職希望です。鈴鹿

希望だとこの資料のような状況です。商工会議所主催の合同説明会，県

下の商工会議所の合同説明会などありますが，だんだん学生の参加が

少なくなっています。学生は名前に惹かれます。課題に記載しています

が，本学校は留学生も受け入れており，外国に繋がる子どもも増えてき

ています。その人たちの就職先を探すのも大きな課題であり，彼らの持

っている能力を生かせる就職を開拓できればと思います。 

 
事務局  ありがとうございます。続きまして，鈴鹿医療科学大学様お願いしま

す。 

 
谷口氏  資格を持って就職するのが７割くらい，資格を生かした企業，例えば

薬剤師で調剤薬局やドラッグストアとか，管理栄養士で産業給食に就

職するのがほとんどです。学生の入学状況をみると，鈴鹿市あたりから

南が多く鈴鹿市・四日市の子は少なくなっています。名古屋の学校に行

く人が多いと思います。就業時間を遅くしたり，９時半から始まるよう

にしたりして，なるべく遠くからも受け入れようとはしています。正直

就職は景気の影響がないというのが特徴で，入口の方が影響あり，資格

の国家試験を受けなくてはいけないところは遠のく傾向にあります。



資格をとれば就職できる学科もあり，平成３０年から初めて卒業生を

出す看護学科，福祉関係の仕事など場所を選ばずに就職できます。一部

の職種では県内の就職が難しく，要は欠員補充ですので，欠員がないと

就職がないというのが厳しいところです。 

 
事務局  ありがとうございます。では鈴鹿工業高等学校専門学校様お願いし

ます。 

 
伊藤氏  資料１５ページに書かせていただきました。鈴鹿高専の雇用情勢に

つきましては，おかげさまでたくさん求人票をもらっており，４，５割

が就職しています。私今は進路支援委員会の委員長をしていますがそ

の前は就職担当を５年しておりました。学生をみていて昔と違うと最

近思うのが，海外で仕事をしたい学生が少なからずいます。会社を選ぶ

ときに海外でも仕事ができるかということを言っています。今ちょう

ど国際交流室長を担当しており，昨年鈴鹿市とアメリカ合衆国オハイ

オ州のベルフォンテン市との友好協定調印２５周年ということであっ

たと思いますがそのときにもベルフォンテンのほうから先ほどのスマ

ートインターができるので企業誘致のお話をいただきましたけども，

鈴鹿が世界に繋がっていると学生が思うと，地元にという学生もいる

のではないかと思います。あともうひとつは，たくさん求人票をいただ

きますので，求人票が目に止まるのは，会社名を知っているかどうかも

あるかもしれませんが，人事の方をお会いするときにお願いしている

のは，卒業生が何人働いているのかをお聞きして，求人票を出していた

だくときに，例えば同じ高専の学生が何人，特に鈴鹿高専が何人働いて

いますと書いていただくと，従業員に占める割合が分かり，長く勤めら

れると思うので，求人票に書いていただくといいです。ある会社は日本

で３台に１台はわが社のブレーキを使っている，など会社の業界シェ

アや社歴を見るようにと学生には言っているので地元のいい企業が増

えることを期待しております。 

 
事務局  ありがとうございます。それでは高等教育コンソーシアムみえ様お

願いします。 

 
野崎氏  １５ページに三重大学のことを書かせていただきました。三重大学

としては，三重大学機能強化構想の戦略１として，地域に止め置くとい

う形で若者をいかに地域人材として育てるかを検討しています。三重

大学は半数が三重県内から大学に入学しており，卒業後，県内就職が３



０％後半，４０％にいっていないということで，それを１０ポイントあ

げようとしており，平成３３年度までに取り組みを進めることをやっ

ております。地元企業を知らないので，インターンシップを進めていこ

うということです。しかし，学生がいいと思っても親が反対することも

あるので難しい，その辺りの問題は一緒だなとお聞きしておりました。

とはいえ，これからの産業構造や日本経済も含めて考えた場合に，やは

り勤務先の継続性の問題も含めて自治体の支援等も含めて，県として

もどう支援していくのかということで，三重県の人口減少を止めるた

めにも企業と大学等がタイアップしていく必要性を感じております。

また個人的に，学生の就職支援を行っている中で，例えば金融機関，保

険会社に入る場合に，地元採用を考えるので，地元で就職しているが本

社は東京なので，地元就職になっていないケースもあります。１５ペー

ジで，昨年度は県内２０社くらいの社長に来てもらって話をしてもら

うことをやっていますが，今年度は，エース人材に来てもらっています。

来年度もやっていきますので鈴鹿の企業にもぜひ参加いただきたいと

思います。あと保護者への対応としては，秋口に保護者会をやっており，

企業の知名度だけでなく将来性も含めて学生の声に耳を傾けて，お金

は出すけど口は出さないようにと言っています。三重県の企業を盛り

上げることが求められているのかなと思っています。あと，大学生の選

考採用の時期が６月になりましたが，現段階で３分の１は決まってい

るし，地元は後回しになっているので，大学生の就職状況は非常にいい

状況ですので，大手の内定が早めに出てしまうといったところで，どう

いうところに組み込ませていくかの特効薬はないと思うが，地元企業

を良く知る機会としてセミナーを開いたり，保護者会を開いたり，イン

ターンシップにご協力いただいたりして県内の優良な企業を学生に知

ってもらい,発展させることしかないのかなと思っております。 

 
事務局  ありがとうございました。資料の１６～１７ページにつきましては

本日ご欠席ですのでまたお読みいただきたいと思います。それと皆様

からいろいろご意見いただきありがとうございました，次に労働施策

や，雇用の関係の施策については私ども産業振興部が担当しておりま

して，一連の施策につきまして産業振興部長から取り組みについて説

明をさせていただきます。 

 
望月   最後になりますが，鈴鹿市の取り組みについて説明申し上げます。１

８ページになります。昨年，本市では地方創生にかかる事業ということ

で，雇用と移住のトータル支援による官民連携の人材獲得事業を実施



いたしました。その中で，Ｕ・Ｉ・Ｊターンの就職の促進や，創業支援

による雇用の創出を主に取り組んでまいりました。 
その他にも，新たな取り組みとしまして，市内の製造業及び建設業の

雇用状況等について，現状や課題を包括的に把握いたしまして，若年者

の流出抑制と人材獲得に向けた政策形成の基礎資料とするための基礎

調査を実施しております。この調査は，本日オブザーバーとしてご参加

いただいておりますランドブレイン株式会社に委託しまして，市内事業

所の７２５社を対象といたしましたアンケート調査と，回答いただいた

３２０社の中から１２社を抽出いたしまして，ヒアリング調査を行った

というものでございます。この調査結果を基に分析いたしましたところ，

５つの課題というのが見えてまいりました。まず１つ目は，新規採用に

おける教育機関との連携の強化といったことです。２つ目が，中途採用

における，採用コストを抑えた幅広い取り組みということと，３つ目が

企業の就業環境に加えて，知名度や技術力向上の必要性があるといった

ことです。４つ目が，人材定着に向けた社内のコミュニケーションの充

実ということと，最後に５つ目が地域一体となった人材の確保・定着へ

の取組といったものでございます。この課題の中で，５つ目の地域一体

となった人材の確保・定着への取組ということの具体的な施策として，

本日の協議会の立ち上げというものでございます。皆様には，この５つ

の課題についても課題解決に向けて今後ともご協力をいただければと

思います。 

 
事務局  ありがとうございました。皆様に一通りご説明いただきましたが，お

聞きになった中で，もう少し説明を聞きたいとか，この内容については

こう思うとか，いろんなご意見があると思いますので，もしございまし

たら挙手いただいて，ご意見やご質問など，お願いできますでしょうか。 

 
伊藤氏  鈴鹿高専の伊藤と申します。10 ページで，四日市農芸高校様が書か

れている発達障害を持たれた生徒さんの求人先の情報をいただきたい，

とありますが，先日テレビでも発達障害であるが，見た目では分かりに

くいということが取り上げられていましたが，どの学校でも発達障害

と思われる方はいらっしゃると思うが，県や市でそういう方のサポー

トはお考えでしょうか。 

 
杉野会長  発達障害の方は生まれてから３歳児，５歳児，それから小学校，中

学に入る中で定期的に検査をする機会が増えてきておりますので，発

達障害の方の支援が近々の課題となっています。先生が言われる就職



に関してはそこまでやっていませんが，まずは，発達障害の早期発見，

早期支援をして，社会に順応できるように，５歳児までの子どもを全員

検査するように今年度からしています。就業するまで，学齢期の間，途

切れることがないように支援しているが，その後の支援はこれからの

課題と考えております。 

 
藤川氏  障害者雇用についても取組をしているところでございまして，発達

障害の就労支援が重要な課題となっていますが，まず企業にその方々

を知ってもらう取組をしています。毎月第２金曜日の夕方にフレンテ

みえの Cotti菜（こっちな）でステップアップ大学という講座をやって
おり，最近２～３回連続で発達障害の方で働いている方の講演を開催

して，いろんな方に知ってもらう取り組みを始めたばかりです。労働局

の支援事業でキャリアアップ補助金や,ステップアップの就労支援など
そういった方々への補助金を活用して，ＮＰＯの方とも話をしており

ますが，企業の方が発達障害の方を受け入れるノウハウを聞いたりし

ています。その人たちの特性を理解していけば，いくつかこだわりがあ

るがきちんと働くことができるわけですし，そのような方々を積極的

に雇用している企業をＰＲして表彰して欲しいとの声もあります。顕

彰制度なども検討しているところです。制度は整っていますが文化や

風土は整っておりませんので企業の方に知っていただく，障害者手帳

をお持ちの方には支援制度がありますが，そうでない方についてこれ

からサポートしていく必要があると思っておりますので，貴重なご意

見として参考にしたいと思います。 

 
事務局  本日ご参加いただいている他の方もご情報があれば。 

 
米島氏  私どもの部長が臨床心理士の資格を持っておりまして，発達障害の

生徒についての支援はやっています。個々の対応でないと，就職はでき

ません。個々のケース会議を開いて，私どもと，ハローワーク，おしご

と広場などが関わって，卒業後も関わってきますので，１人１人の対応

ということでやっております。昨年も手帳を持った子が３人いました

が，その子たちも就職をさせたと，そのためには，就労体験が非常に大

事です。何回も個々に就労体験に行かせて実際に勉強しながら就職に

繋げる。最近入学試験も多様な試験が増えてきておりますので，発達障

害が分からないケースもあります。面談していても話が噛み合わない，

質問をしても答えられないことがあります。そういった場合，おそらく

グレーと思われます。そのような場合，親の了解を得ながら検査を受け



てみますかという声をかけさせていただいたり，手帳を持っている人

で公開してもいいという情報をいただければ公開して我々で情報共有

して対応したりしています。今もケース会議を何人か開いているとい

うことで，早くから情報がわかればやっています。高校の先生方にもお

願いしたいことは，もしそのような情報が入学時から共有できれば対

応もしていけるのではないかと思っています。就職については，分かっ

ていて親御さんの了解も得られれば親も呼んでケース会議を開いて卒

業に向けてやっていくということで取り組んでおります。 

 
事務局  他にこの件で何か情報をお持ちであるとか，いろんな事例でも結構

ですし，何かありましたらご意見をお願いします。 

 
北村氏  学卒を問わず，中途就職活動をされてみえる方はかなりの方が発達

障害です。知的障害者は身体障害者を超える数が見える。障がい者の方

は就職できる方は就職しているので，いい言い方ではないが，大手中心

に取り合いになるのかと思っています。生活支援，就労支援の組織もい

っぱいあるので，どこかの門を叩いてもらえればと思います。 

 
事務局  では伊藤さん，このような形で，今後こういう会も含めていろいろな

取組をこうやって情報共有していくという形でよろしいでしょうか。

今後もよろしくお願いいたします。それでは他のご意見等に対してご

質問とか，ご意見ある方お見えになりませんか。 
いろいろご意見をお聞かせいただいて，かなりミスマッチ的な，求人

の情報と求職側とのすれ違いがたくさん出てまいったかと思います。こ

ういった情報を，本日はかなり共有できたかなというところがあります

ので，これに対して本日結論を出すというものではありませんが，今後

このような形を深めていって，最終的にいろんな施策につながればいい

なと思います。ご意見が他になければ，事務局の方から５番目のところ

へ移らせていただきます。 

 
事務局  産業政策課の仲道と申します。よろしくお願いいたします。私どもか

らその他の事項を２点，合同企業説明会 inすずかの開催についてと，
第２回協議会の開催についてご説明申し上げます。 
まず合同企業説明会 in すずかの開催について，本市では平成２７年
度から中小ものづくり企業・建設業の若年労働者等の人材確保に向けて

市外からの人材を呼び込む施策といたしまして，株式会社名大社が主催

する市外での合同企業説明会に本市の中小ものづくり企業をまとめて



紹介するブースを出展いたしまして，求人企業と求職者のマッチングを

行うというものに取り組んでおります。しかしながら，若年労働者を市

外から呼び込むだけではなくて，市外への転出を抑える施策も必要とい

う判断から，今年度より本市主催により地元企業と地元の若年世代，新

卒・既卒・中途採用も含めましてマッチングする場となる合同企業説明

会 in すずかを開催することにいたしました。資料６のチラシになりま
すが，開催日は７月２２日土曜日，時間は１２時から１７時を予定して

おります。また会場には市内にあります鈴鹿ハンターショッピングセン

ターの２階催事場をお借りして開催する予定です。出展企業につきまし

ては，３０社程度を想定しておりまして，その募集につきましては，広

報すずかや市のホームページで周知するほか，鈴鹿商工会議所の広報誌

６月号にも募集のチラシを折り込む予定でございます。また，募集の受

付は６月５日月曜日からの予定となっております。そのほか求職者に対

する周知といたしまして，鈴鹿市ホームページでの周知のほか，鈴鹿市

内の主要な新聞へ説明会開催のチラシを折り込む予定でございまして，

今後になりますけども，近隣の高等教育機関，ハローワーク等にも配布

をさせていただく予定でございます。本日ご出席の皆様にはそれぞれの

立場からこの開催につきまして関係各位にご周知いただきましたら幸

いですのでよろしくお願いいたします。 
 それともう一つ，第２回協議会につきまして，第１回のこの協議会で

いただきましたご意見を参考に，検討すべき事項を洗い出しまして，そ

の具体的な対応策を皆様からご提案をいただきながら，皆様と情報共有

したいと考えております。そのため，問題点の精査や，皆様に対応策を

ご検討いただくのに少々お時間を頂戴したいと思っておりまして,第２
回協議会の開催につきましては来年の１月もしくは２月くらいを予定

しております。事務局からは以上でございます。 

 
事務局  それではただいまの事務局の説明につきまして，ご質問・ご意見等ご

ざいますでしょうか。挙手でお願いします。 
     よろしいでしょうか。それでは皆様，合同企業説明会の開催につきま

しても，ご協力を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 
それでは，事項としては終わりに近づきましたが，本協議会に関しま

して，運営方法や，いろいろご意見等ございましたらいただきたいと思

います。 
よろしいでしょうか。これですべての事項の協議を終了いたしました。

最後に，本協議会の閉会に当たりまして，本協議会会長の杉野よりごあ

いさつ申し上げます。 



 
会長   長時間に亘り，ありがとうございました。かなりの時間を皆様方から

熱心なご意見をいただきましてありがとうございます。聞いていると

行政からではわからないもの，企業からではわからないもの，新卒者を

送りだす学校からわからないもの，いろんな課題を共有できたかと思

います。今後は事務局の方で課題を整理して，情報共有にとどまらず，

いろいろな施策展開を考えて，直ぐに取りかかれるものもあるような

気がしますし，長期的に取り組んでいかなければならないものござい

ますので，まとめて次回の会議に皆様にご提示して，皆でこのプラット

フォームの中で雇用の改善，それから雇用施策の推進を進めていって

いただけたらと思っておりますので，次回の協議会につきましてもご

出席をお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございまし

た。 

 
事務局  それではこれをもちまして第１回協議会を終了したいと思います。

皆様どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 

 


