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：生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

ことを支援、あるいは推進することで、市内の

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、

境が整えられる

：在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

るため、子育て世代の女性や定年退職後の高齢者が

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

調査研究する中で、必要な措置を講じてまいり

梶やすひさ

後援会Ｎｅｗｓ

：人口数減少社会の中、労働力人口

は対応し切れない状況にな

対し、市内

：人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

①産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

のもと、創業支援に取り組

②工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

信を行うなど、企業誘致に向けた積極的な取り組

③国や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

④高校生らを対象に

⑤静岡就職ネット

⑥東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

日本の将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所

2030 年に 1

年齢区分別の人口推移を見ると、減るのは

しても増加傾向となっている。

の大台に乗る

花粉症の季節。。。ツライですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。

回定例会（2

人口減少社会で

で就職を

みんなっ！避難した時の備蓄は大丈夫

 

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

ことを支援、あるいは推進することで、市内の

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、

境が整えられると考え

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

るため、子育て世代の女性や定年退職後の高齢者が

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

調査研究する中で、必要な措置を講じてまいり

梶やすひさ 

後援会Ｎｅｗｓ

人口数減少社会の中、労働力人口

は対応し切れない状況にな

市内就職を支援する施策

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

のもと、創業支援に取り組

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

信を行うなど、企業誘致に向けた積極的な取り組

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

高校生らを対象に就職活動に役立

静岡就職ネットで沼津

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

日本の将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所

1 億 1600

年齢区分別の人口推移を見ると、減るのは

しても増加傾向となっている。

の大台に乗ると予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

ですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。

2 月議会）

人口減少社会で、沼津市はどうするべきか！

就職をするんだ

避難した時の備蓄は大丈夫

  

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

ことを支援、あるいは推進することで、市内の

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、

と考えるが、家内労働に対する支援

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

るため、子育て世代の女性や定年退職後の高齢者が

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

調査研究する中で、必要な措置を講じてまいり

 

後援会Ｎｅｗｓ 

 

 

人口数減少社会の中、労働力人口

は対応し切れない状況になる。その対策として、地元採用が有効な手段であり、市外への転出者に

就職を支援する施策

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

のもと、創業支援に取り組む。 

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

信を行うなど、企業誘致に向けた積極的な取り組

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

就職活動に役立

沼津市に所在する企業約

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

日本の将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所

1600 万人余りへ

年齢区分別の人口推移を見ると、減るのは

しても増加傾向となっている。日本の高齢者率は

と予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

ですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。

月議会）における梶議員の

沼津市はどうするべきか！

するんだっ！

避難した時の備蓄は大丈夫

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

ことを支援、あるいは推進することで、市内の

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、

が、家内労働に対する支援

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

るため、子育て世代の女性や定年退職後の高齢者が

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

調査研究する中で、必要な措置を講じてまいり

飛
ひ

人口数減少社会の中、労働力人口確保は、沼津市の経済にとって重要な要素であり

る。その対策として、地元採用が有効な手段であり、市外への転出者に

と同時に、

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画

 

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

信を行うなど、企業誘致に向けた積極的な取り組

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

就職活動に役立つセミナーを開催し

市に所在する企業約

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

日本の将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所

万人余りへ減少、さらに

年齢区分別の人口推移を見ると、減るのは 64

日本の高齢者率は

と予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

 

 

ですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。

における梶議員の一般質問

沼津市はどうするべきか！

っ！（生産年齢人口増加と商工業

避難した時の備蓄は大丈夫

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

ことを支援、あるいは推進することで、市内の労働力を確保

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、

が、家内労働に対する支援は？

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

るため、子育て世代の女性や定年退職後の高齢者が活躍できる仕組みとして、労働力人口の確保

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

調査研究する中で、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

飛 翔

沼津市の経済にとって重要な要素であり

る。その対策として、地元採用が有効な手段であり、市外への転出者に

と同時に、雇用の受け皿である企業政策

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画により、産業支援機関や、金融機関を含めた組織体制

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

信を行うなど、企業誘致に向けた積極的な取り組みを

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

セミナーを開催し

市に所在する企業約 100 社の就職情報等を提供

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

日本の将来推計人口（国立社会保障人口問題研究所発表

減少、さらに 2048

64 歳までの生産年齢人口で、

日本の高齢者率は 2010

と予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

ですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。

一般質問要旨

沼津市はどうするべきか！

（生産年齢人口増加と商工業

避難した時の備蓄は大丈夫

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

労働力を確保し、これからの経済を

支える重要な役割になるとともに、個々人にとっては、社会との接点を保持する環

は？ 

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

活躍できる仕組みとして、労働力人口の確保

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

たいと考えております。

翔
しょう

沼津市の経済にとって重要な要素であり

る。その対策として、地元採用が有効な手段であり、市外への転出者に

雇用の受け皿である企業政策

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策

、産業支援機関や、金融機関を含めた組織体制

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

を推進。 

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を

セミナーを開催し地元採用の拡大につながる取り組みを実施

社の就職情報等を提供

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

発表）は、2010

2048 年には 1 億人を下回る

歳までの生産年齢人口で、

2010 年に 20％を超え、早くも

と予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

ですね。。。防塵メガネは効果が高いようですヨ。。。  By かじ

要旨を以下に報告いたします

沼津市はどうするべきか！

（生産年齢人口増加と商工業

ぅ？ 

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

し、これからの経済を

社会との接点を保持する環

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点

活躍できる仕組みとして、労働力人口の確保

における有効な手段と考えております。しかしながら、在宅ワークはハローワークでは紹介して

おりず、また、他市の事例では、内職在宅ワーク事業として、民間事業者に委託し、近隣市町の

事業者の開拓をする中で、求職者とのマッチングを図っておりますが、企業の掘り起こしが困難

である上、需要が少なく、企業側と求職側との品質、納期などに対する認識の相違が課題である

と伺っております。今後の労働力確保に向けた取り組みについて、国・県の動向や他市の事例を

たいと考えております。 

２ ０ １ ５ 年 春

発行日：

発行元：

責任者：松田翔 

沼津市の経済にとって重要な要素であり

る。その対策として、地元採用が有効な手段であり、市外への転出者に

雇用の受け皿である企業政策が必要

人口減少や、大都市圏への人口流出が進む中、地域経済社会の持続性の確保に当たっては、雇用の場

の創出と労働力の確保が重要であると認識をしております。企業支援策は、以下の通り

、産業支援機関や、金融機関を含めた組織体制

工場等を設置する場合に、費用の一部を助成するほか、企業立地の受け皿となる

や県の表彰を受けるなど、活躍が顕著で高い評価を受けた企業の話題を市ホームページで紹介

地元採用の拡大につながる取り組みを実施

社の就職情報等を提供。 

東京都品川区に静岡ＵＩターン就職サポートセンターを開設し、県内への就職相談を実施

2010 年 1 億

億人を下回る

歳までの生産年齢人口で、65

％を超え、早くも

と予測され、急速な高齢化が進んでいる。我がまち「ぬまづ」は、どうするべきか！

かじ 

に報告いたします

沼津市はどうするべきか！ 

（生産年齢人口増加と商工業の持続政策の必要性）

生産年齢人口の比率が低下する中、育児中の女性や高齢者等が家内労働に従事する

し、これからの経済を

社会との接点を保持する環

在宅ワーク、家内労働につきましては、社会との接点を持ちつつ、自宅等を拠点として仕事ができ

活躍できる仕組みとして、労働力人口の確保
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