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人材確保に向けた連携事業
～本道経済の持続的発展のためのプログラム20～

平成３０年８月



「人材確保に向けた連携事業」の概要

平成30年3月に立ち上げた「北海道人材確保対策推進本部」を通じ、「若者の道内定着」「道外か
らの人材誘致」「外国人材の活躍促進」の３つをテーマに、各部局の関連事業の実施段階における連
携を一層強化し、業界等の情報や魅力の発信、就業の促進、受入環境の整備などの取組を推進する。

～ 本道経済の持続的発展のためのプログラム20 ～
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若者の道内定着

道外からの人材誘致

外国人材の活躍促進

① 地元の企業や仕事を知る

② 地域の経済を支える産業や基幹産業を知る

③ 生活を支える産業を知る

④ 地域の基幹産業などを体験

⑤ 本道の経済や生活を支える産業を体験

⑥ 道内企業とのマッチング（高校生向け）

⑦ 道内企業とのマッチング（大学生等向け）

⑧ 職場定着の促進

⑨ 北海道の暮らし、住まい、仕事を知る

⑩ 北海道とつながる

⑪ 北海道の企業、仕事の魅力を感じる

⑫ 北海道に触れ、移住・定住する

⑬ 道内企業とのマッチング

⑭ ワンストップでサポート

⑮ 道内企業の魅力に触れる

⑯ 人材ネットワークづくり

⑰ 就職活動を理解する

⑱ 道内企業とのマッチング

⑲ 介護人材への対応

⑳ 仕事や暮らしの環境整備

テーマ プログラム
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若者の道内定着

『インターンシップ受入企業の開拓・情報の
提供』
高校生のインターンシップに積極的な企業の情
報を道内の高校に提供

［時期］ 通年

『総合的なインターンシップ』
スマート農業実践講座、漁業体験、林業等現場
体験、ＩＣＴ体験講習会などを実施

［時期］８月～１月

『じもと×しごと発見フェア』
地域の農林水産業、建設業、介護・福祉施設等が
出展し、仕事の魅力をＰＲ
［時期］９～２月 （14振興局地域）

『ふれあい看護体験』・『目指せ看護師！檜山塾』
病院等での看護体験や檜山地区での看護学校見学
などにより、看護の魅力や仕事の重要性をＰＲ
［時期］５～７月頃

『農林漁業出前講座』
普通高校の生徒に道内一次産業の魅力をＰＲ
［時期］５，９，１０，１２月

・業界団体が出展、業界・企業の魅力をＰＲ
・学生等にイベント参加を誘導

・インターンシップメニューの共同作成
・インターンシップ受入事業所の紹介
・学生等にインターンシップ参加を誘導

・企業説明会の出展企業の紹介
・学生等に企業説明会参加を誘導
・人手不足業種企業の優先出展
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産業や職業を理解する

連携の
ポイント

『未就業者の就農促進』
未就職者等と農業関係者との交流を促進
［時期］８～３月

『建設産業ふれあい展、IＣT体験講習会、魅力
発信セミナー』
建設産業の職業体験やＩＣＴを活用した建設技術
の紹介など業界の魅力や役割をＰＲ
［時期］８～９月、１月～２月

『観光産業セミナー』
宿泊業、旅行会社等への理解向上と魅力をＰＲ
［時期］１１月

『ものづくり現場見学会』・『ものづくり企業
職場見学会』
ものづくり企業の現場や立地企業の職場を見学
［時期］未定

様々なインターンシップで経験する

『インターンシップ受入企業の開拓・情報の
提供』
大学生等のインターンシップに積極的な企業の
情報を道内外の大学に提供

［時期］通年

『インターンシップ合同企業説明会』
ジョブカフェ北海道でインターンシップを行う
道内企業の説明会を開催
［時期］６月

『地域インターンシップ』
北海道ＣＯＣ＋による大学生向けの地元企業
インターンシップを実施
［時期］主に夏休み期間

『地域医療体験実習』
道内医療機関において地域医療体験実習を行う
医学生等を支援

［時期］ 通年

就職先を見つける

『企業概要説明会』
高校生向け合同企業説明会の開催

［時期］６～８月
（道内６地域で開催）

『合同企業説明会』
高校生向けの企業説明会の開催

（中小企業家同友会と連携）

『地元就職応援フェア』
高校生向けの空知地域合同企業
説明会の開催

［時期］６月

『新卒GO!GO!企業説明会』
農林水産業、ものづくり産業など道
内基幹産業全般の企業説明会の開催

［時期］９～１０月（道内４か所）

『北海道で働こう。合同企業説明
会』
道内本社企業と道内で地域限定採用
実施企業に特化した説明会の開催
（北海道新聞と連携）

［時期］４、６、８、１０月

『合同プレゼンテーション』
臨床研修病院の合同説明会の開催

［時期］4月

『観光産業合同企業説明会』
宿泊業、旅行会社等の企業説明会の
開催

［時期］１１月

『ジョブカフェのカウン
セリング』
在職者を対象に個別相談
を実施
［時期］通年

『若手社員研修会・人事
担当者向けセミナー』
若者の職場定着に向けた
研修・セミナーの開催
［時期］８～２月

（14振興局地域）

『能力開発セミナー』
関係団体と連携し、在職
者を対象としたスキル
アップを図る研修を実施
［時期］通年

『新人看護職員向け研修
支援』
新人看護職員離職を防止
するため実践能力を修得
するための研修を支援
［時期］通年

『介護事業所向け研修』
職員定着に向けた指導的
立場の職員等への研修を
実施
［時期］８～２月

・参加企業の紹介
・職員定着に向けたノウ
ハウの共有

『介護施設等の見学会』
介護の仕事のイメージ向上、業界の魅力をＰＲ

［時期］未定

職場に定着する

地元の企業や仕事を知る ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ1

地域経済を支える産業や基幹産業を知る ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2

生活を支える産業を知る ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ3

地域の基幹産業などを体験 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ4

本道の経済や生活を支える産業を体験 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ5

道内企業 とのマッチング ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ6

道内企業 とのマッチング ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ7

職場定着の促進 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ8
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道外からの人材誘致

・地域や生活情報の提供・共有
・企業情報の提供・共有
・各種取組をイベント等で周知

北海道を知る
（暮らし、住まい、仕事の情報）

・業界団体が出展、業界の魅力をＰＲ
・人手不足業種の企業の登録を促進
・各種取組をイベント等で周知

『移住相談』（どさんこ交流テラス）
移住に関する個別相談
［時期］通年

『Ｕ・Ｉターン相談会』（どさんこ交流テラス）
ＵＩターンに関する個別相談
［時期］毎月第３土曜日

『北海道ウィーク』（どさんこ交流テラス）
移住や農林漁業への就業等に関するセミナー、相談会
［時期］６～７月、１０～１月

『北海道新規就農・農業体験セミナー』
道内での就農に関するセミナー及び個別相談
［時期］２か月に１回（東京・大阪で各６回）

『医学生や道外医師等向けの情報発信』
ＰＲ冊子の作成などによる道内医療機関等の紹介
［時期］通年

『首都圏大学との連携 』
就職動向の収集や道内企業情報の提供
［時期］ 通年

『学内合同企業研究会』
首都圏大学生に石狩管内企業の情報や魅力を発信
［時期］１１月

『北海道とつながるカフェ』
首都圏の若者等を対象に北海道の魅力を直に感じることができる交流会を開催
［時期］７～２月、毎月１回（計８回）（東京）

北海道の企業、仕事の魅力を感じる

『就業・暮らし体験ツアー』
北海道の一次産業に興味を持つ方々向けに、就業や
暮らしを体験するツアーを実施
［時期］ ７月～

『地域医療視察・体験勤務』
道外在住の医師を対象とした道内医療機関の視察・
体験勤務を支援
［時期］ 通年

『インターンシップ受入企業の開拓・情報の提
供』（再掲）
大学生等のインターンシップに積極的な企業の情報
を道内外の大学に提供
［時期］ 通年

『首都圏大学生と石狩管内企業若手社員との交
流会』
札幌圏で働くことの魅力を考えてもらう交流会の
実施
［時期］ １１月

『Ｕ・Ｉターンサポートデスク』
相談員による就職相談や求人・求職情報の提供
［時期］ 通年

『プロフェッショナル人材センター』
マネージメントや販路拡大、生産性向上等の職務経験
を有する人材の採用を支援
［時期］ 通年

『北海道Ｕ・Ｉターンフェア』
企業、業界団体、自治体等が参加し、来場者に企業情
報や生活情報を提供
［時期］ ９月、３月（東京）

『北海道福祉人材センター・バンク』
就職相談やインターネットでの求人・求職情報の提供
［時期］ 通年

『ドクター・薬剤師・ナースバンク』
医師・薬剤師・看護職員版無料職業紹介
［時期］ 通年

『地域応援ナース』
看護職員が特に不足する離島や僻地等への短期派遣を
コーディネート
［時期］ 通年

『大学等が実施する就職説明会でのＰＲ』
大学や人材紹介会社が開催する就職説明会における求
人情報等の提供
［時期］ ６～３月

連携の
ポイント
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・企業情報の提供・共有
・参加企業の紹介
・インターンシップ受入事業所の紹介

北海道に触れる
（仕事・暮らしの魅力、業界・地域との交流）

北海道に就職する

『地域おこし協力隊に関する支援』
人材育成の手引きや起業支援ガイドの作成、市町村職員・協力隊員向けの研修
の実施などにより、地域おこし協力隊制度を促進

北海道の暮らし、住まい、仕事を知る 北海道の企業、仕事の魅力を感じるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ9

北海道とつながる ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ10

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ11

北海道に触れ、移住・定住する ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ12

道内企業とのマッチング ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ13
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外国人材の活躍促進

『おしごとin HOKKAIDO』
留学生のための企業説明会、就職面接会（国と連携）
［時期］ ７月、１０月

『合同企業説明会』
留学生のための企業説明会（札幌商工会議所と連携）
［時期］ ５月

『観光産業合同企業説明会』
観光産業に特化した合同企業説明会
［時期］ １１月

『しりべし夏の就業フェア』
冬にリゾートなどで働く外国人等を通年雇用に結びつ
ける仕事紹介イベント
［時期］ ２月～３月

『大学と連携した留学生向けセミナー」
日本の労働市場の動向や就職慣行などについて
のセミナー
［時期］ ７月

『観光産業セミナー』
観光産業への理解向上と魅力をＰＲ
［時期］ １１月

『企業交流会』
道内企業と留学生が情報交換する交流会
［時期］ 未定

・外国人材の採用に前向きな企業を紹介
・留学生等にイベント開催を周知

・外国人材の採用に前向きな企業を紹介
・留学生等に企業説明会等の開催を周知

・外国人材の採用に前向きな企業を紹介
・外国人材や採用企業への周知

留
学
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・
専
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北海道の仕事を知る

連携の
ポイント

『外国人介護人材受入研修』
介護の在留資格を有する人材等の受入に関する網羅的な
研修
［時期］ ７～２月

『外国人介護福祉士候補者受入施設学習』
外国人介護福祉士候補者の受入施設における学習全般に
対する取組を支援

就職先を見つける 職場に定着する

『キャリアカウンセリング』 ジョブカフェ北海道における個別就職相談対応 ［時期］通年

『多言語による情報提供』
災害情報や平時の備え、医療・教育等の
生活情報を多言語で提供
［時期］ 通年

『外国人にも暮らしやすい地域づくり』
多文化共生に関する啓発活動や在道外国人
の生活支援事業を実施（ＨＩＥＣＣと連携）

『企業や地域における取組の普及』
外国人材の定着に向けて企業や地域で独自
に取り組んでいる事例を紹介普及

『企業向けセミナー』
企業の経営者や社員教育担当者を対象と
したセミナー（札幌商工会議所と連携）
［時期］ 未定

『ベトナム計画投資省との覚書に基づく人材
交流プロモーション』
現地政府、大学、企業等を対象とした受入事例
などを紹介する現地セミナーの実施
道内企業等と現地企業等との交流
［時期］ 現地セミナー １月

現地交流会 １月

『就活セミナー』
留学生の就活への不安を払拭するセミナー
［時期］ 未定

道内企業の魅力に触れる ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ15

人材ネットワークづくり

就職活動を理解する ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ17

道内企業とのマッチング ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ18

介護人材への対応 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ19

仕事や暮らしの環境整備 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ20

ワンストップでサポート ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ14

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ16
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