
雇用上手
～うちに雇用よ～

 共生社会の推進　

企
業

の受け入れ態勢強化による



働き手のみなさまや一般の企業のみなさまにも負荷を

掛けすぎないように、体験入社は一日限りとさせてい

ただいております。経験から新たな可能性を見出して

いただくことを目的としてるため、一日という短期間

に向かい合っていただく内容となっております。

一日限りの入社体験プログラム

どんなプログラムなの？

体験の範疇に留まってしまわぬよう、実践さながらの

体験内容となっております。働き手のみなさまには、

ご自身の履歴書作成から体験入社前の面接などの一連

の流れを経験いただきます。

実践さながらの体験内容

体験入社の実践の際には、運営スタッフが立ち会いを

させていただき、働き手のみなさまや一般の企業のみ

なさまの困ったに対応させていただきます。

運営スタッフが体験入社中も立ち会い

本プログラムは、身体的精神的不自由等により満足に

働く事が出来なかった方々が、一般の企業へ体験入社を

行う事でさらなる可能性を見出していただく事を目的

としたプログラムです。これまで十分に社会参加が

出来なかった方々が、この事業を通じ、新たな活躍の

舞台を見出していただければと思います。また、一般

企業の経営者のみなさまには、多様な人材雇用への理解

促進と受け入れ態勢強化による、雇用能力アップへと

つながる体験入社を実践いただけます。

一般の企業に就職したくても

応募してもなかなか採用に結びつかない

様々な悩みをお持ちのみなさま。

多様な人材を雇用したくても

実績がないから躊躇してしまっている

経営者のみなさま。

そんな方々にぜひ利用してもらいたいのが

「雇用上手～うちに雇用よ～」です。



働き手のみなさまや一般の企業のみなさまにも負荷を

掛けすぎないように、体験入社は一日限りとさせてい

ただいております。経験から新たな可能性を見出して

いただくことを目的としてるため、一日という短期間

に向かい合っていただく内容となっております。

一日限りの入社体験プログラム

どんなプログラムなの？

体験の範疇に留まってしまわぬよう、実践さながらの

体験内容となっております。働き手のみなさまには、

ご自身の履歴書作成から体験入社前の面接などの一連

の流れを経験いただきます。

実践さながらの体験内容

体験入社の実践の際には、運営スタッフが立ち会いを

させていただき、働き手のみなさまや一般の企業のみ

なさまの困ったに対応させていただきます。

運営スタッフが体験入社中も立ち会い



一般企業のみなさまの応募の流れ

お問い合わせ後、運営スタッフからご連絡させていただきます。

運営スタッフが働き手さまの履歴書をお届けいたします。

ご都合を伺い、体験入社開始時間を決定いたします。

働き手さまの履歴書送信

いよいよ体験入社の開始となります。

お困りのことは、運営スタッフにお気軽にご相談ください。

↓

↓

お問い合わせ
本パンフレット裏表紙のお問い合せ先へご連絡ください。

開催スケジュールは本パンフレット６ページに記載しております。

↓

体験入社

応募受付

本パンフレット裏表紙のお問い合せ先へご連絡ください。

開催スケジュールは本パンフレット６ページに記載しております。

お問い合わせ後、運営スタッフからご連絡させていただきます。

ご希望の職種などございましたらお伝え下さい。

運営スタッフが履歴書作成のお手伝いもさせていただいております。

応募受付の際に運営スタッフにお伝え下さい。

※履歴書のご用意はご本人様にお願いしております。

運営スタッフが履歴書を一般企業さまへお届けいたします。

一般企業さまのご都合を伺い、体験入社開始時間を決定いたします。

いよいよ体験入社の開始となります。

お困りのことは、運営スタッフにお気軽にご相談ください。

↓

↓

↓

↓

働き手のみなさまの応募の流れ

お問い合わせ

応募受付

履歴書作成

一般企業さまへ履歴書送信

体験入社



一般企業のみなさまの応募の流れ

お問い合わせ後、運営スタッフからご連絡させていただきます。

運営スタッフが働き手さまの履歴書をお届けいたします。

ご都合を伺い、体験入社開始時間を決定いたします。

働き手さまの履歴書送信

いよいよ体験入社の開始となります。

お困りのことは、運営スタッフにお気軽にご相談ください。

↓

↓

お問い合わせ
本パンフレット裏表紙のお問い合せ先へご連絡ください。

開催スケジュールは本パンフレット６ページに記載しております。

↓

体験入社

応募受付



よくあるご質問

はい、参加できます。さまざまな方を雇用することによって、働き先
の企業さまの雇用能力向上を図るプログラムとさせていただいている
ため、お気軽にお申し込みください。

障がい手帳を持っていても、
事業に参加できますか？

企業によって働いていただきたい時間は異なりますが、働く方の希望を

最優先しての実施をしております。

労働時間の長さは、
働き手の都合に合わせられますか？

はい、参加できます。最低限のコミュニケーションを取れる方であれば、

ご参加いただけます。

外国籍でも事業に参加できますか？

複数回の開催を予定しておりますので、何度でもご参加いただいて結構

です。ぜひ何度もご参加いただき、さまざまな職業を体験してください。

一人が複数回参加することは可能ですか？

年齢に制限なくご参加いただけます。体験していただく業務内容に意欲

のある方であれば、高齢の方でも未成年の方でもご参加いただけます。

年齢による制限はありますか？

はい、希望いただけます。運営スタッフが働き手の皆様の代わりに、

働き先の企業さまに相談をさせていただきます。知り合いの方や施設の

スタッフの方々、親御さまもお気軽にご同行ください。

複数人で参加を希望できますか？

各回の募集終了日中までであればキャンセルいただけます。なお、急な

体調不良などでご参加が難しくなった場合は、お気軽に運営スタッフに

ご相談ください。

キャンセルは受け付けていただけますか？

※その他のご質問に関しては、お気軽に運営スタッフまでお問い合わせください。

開催スケジュール

２０２１年０２月２４日

募集終了

２０２１年０２月２５日

事業説明会

２０２１年０３月０４日

プログラム実施

２０２１年０５月０５日

募集終了

２０２１年０５月０６日

事業説明会

２０２１年０５月１０日

プログラム実施

２０２１年０６月２９日

募集終了

２０２１年０６月３０日

事業説明会

２０２１年０７月０６日

プログラム実施

２０２１年０８月３０日

募集終了

２０２１年０８月３１日

事業説明会

２０２１年０９月０６日

プログラム実施

第
一
回

第
二
回

第
三
回

第
四
回



よくあるご質問
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のある方であれば、高齢の方でも未成年の方でもご参加いただけます。
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働き先の企業さまに相談をさせていただきます。知り合いの方や施設の

スタッフの方々、親御さまもお気軽にご同行ください。

複数人で参加を希望できますか？
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※その他のご質問に関しては、お気軽に運営スタッフまでお問い合わせください。



公益社団法人　相模原青年会議所
相模原共生グループ　共生社会推進委員会
委員長　滝柳　遊
TEL：080-6734-1027　MAIL：takisoba83@i.softbank.jp

「雇用上手～うちに雇用よ～」の

公益社団法人　相模原青年会議所

お問い合わせ

OFFICIAL
WEBSITE

sagamihara.jc

sagamihara_jc

公益社団法人
相模原青年会議所

@675npfdh

sagamihara.jc

LINE アカウント

お使いの LINE からお気軽に
ご相談いただけます。

Facebook

活動内容や運営スタッフの
取り組みを更新中！



雇用上手 年間スケジュール２０２１． 

 ・２０２０年１２月 ： パンフレット印刷・プログラム独自Ｆａｃｅｂｏｏｋペ ージ 開

設 

 ・２０２１年０１月 ： 相模原青年会議所ＨＰへ掲載／協力団体募集開始 

 ・２０２１年０２月２４日 ： 協力団体募集終了（３月分） 

 ・２０２１年０２月２５日 ： 事業説明会 １３時～ＺＯＯＭにて開催 

 ・２０２１年０３月０４日 ： プログラム実施（動画コンテンツ撮影・制作・配 信） 

・２０２１年０３月３０日 ： サポステ様との交流（ボランティア、ものづくり） 

 ・２０２１年０４月１９日 ： 事業説明会 １３時～ＺＯＯＭにて開催 

 ・２０２１年０４月下旬～ ： 参加者による企業見学 

 ・２０２１年０５月０５日 ： 協力団体募集終了（５月分） 

 ・２０２１年０５月０６日 ： 事前説明会 開催方法は未定 

 ・２０２１年０５月１０日 ： プログラム実施！！ 

・２０２１年０６月１５日 ： 事業説明会 開催方法は未定 

 ・２０２１年０６月下旬～ ： 参加者による企業見学 

 ・２０２１年０６月２９日 ： 協力団体募集終了（７月分） 

 ・２０２１年０６月３０日 ： 事前説明会 開催方法は未定 

 ・２０２１年０７月０６日 ： プログラム実施！！ 

 ・２０２１年０７月２７～２９日 ： 特別プログラム実施（上鶴間高校様、橋本高校様） 

・２０２１年０８月１６日 ： 事業説明会 開催方法は未定 

 ・２０２１年０８月下旬～ ： 参加者による企業見学 

 ・２０２１年０８月３０日 ： 協力団体募集終了（９月分） 

 ・２０２１年０８月３１日 ： 事前説明会 開催方法は未定 

 ・２０２１年０９月０６日 ： プログラム実施！！ 

 ・２０２１年１０月２２日 市長例会にて取り組みの発表（雇用体験者を招待） 



雇用上手～うちに雇用よ～アンケート  

※参加企業様 １０社 

① 本事業の趣旨を理解できましたか？ ※いずれかに〇をお願いします。 

【とてもできた】     ６名 

 

【できた】        ４名 

 

【あまりできなかった】  ０名 

 

【できなかった】     ０名 

 

② 事業を通して、共生社会への意識が向上しましたか？  

【とても向上した】    ６名 

 

【向上した】       ４名 

 

【あまり向上しなかった】 ０名 

 

【向上しなかった】    ０名 

 

③ 精神的、身体的に不自由を持った方の雇用に対する意識が深まりましたか？ 

【元々意識がある】    １名 

 

【深まった】       ７名 

 

【少し深まった】     ２名 

 

【意識できなかった】   ０名 

 



雇用上手～うちに雇用よ～アンケート  

※協力団体様 ８名 

① 本事業の趣旨を理解できましたか？  

【とてもできた】    ３名 

 

【できた】       ５名 

 

【あまりできなかった】 ０名   

 

【できなかった】    ０名 

 

② 事業を通して、共生社会への意識が向上しましたか？  

【とても向上した】   ２名 

 

【向上した】      ６名 

 

【あまり向上しなかった】０名  

 

【向上しなかった】   ０名 

 

③ 本事業（または同様の事業）を来年以降も継続していきたいですか？ 

【継続したい】     ８名 

 

【どちらでもいい】   ０名 

 

【継続したくない】   ０名 

 

 



雇用上手～うちに雇用よ～アンケート  

           ※体験者様用 １４名 

① 本事業の趣旨を理解できましたか？  

【とてもできた】    ４名 

 

【できた】       ９名 

 

【あまりできなかった】 ０名  

 

【できなかった】    １名 

 

 

② 本事業（または同様の事業）が来年以降もあれば、参加したいですか？ 

【参加したい】   ９名  

 

【どちらでもいい】 ５名 

 

【参加したくない】 ０名 

 

 



若者の地域企業における職場体験機会の提供に関する協定書（案） 

 

 相模原市（以下「市」という。）と公益社団法人相模原青年会議所（以下「青年会議所」

という。）は、若者の地域企業における職場体験機会の提供に関する連携について、「若者

への地域企業における職場体験機会提供事業（雇用上手事業）」実施計画に基づき、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、就労に関する困難を抱える若者に対し地域企業との出会いや就労体

験の機会を提供することで、若者の社会参加や就労促進を図ることを目的とし、「若者へ

の地域企業における職場体験機会提供事業（雇用上手事業）」を市と青年会議所が協働で

実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 市及び青年会議所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連

携し、及び協力して実施する。 

（１）若者への体験の提供及び体験を効果的なものとするための支援 

（２）本事業に賛同する地域企業の募集・開拓及び実施までの調整 

（３）地域企業及び市民に向けた本連携事業に関する周知 

（４）前３号に掲げるもののほか、その他２者で協議して定める事項 

 

（守秘義務） 

第３条 市及び青年会議所は、「若者への地域企業における職場体験機会提供事業（雇用上

手事業）」の実施について知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

 

（期間） 

第４条 本協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、

有効期間満了の日の１か月前までに、更新しない旨の書面による申出がなければ、本

協定の有効期間を期間満了の日から１年間更新するものとし、以降も同様とする。 

 

（その他） 

第５条 この協定書に定めのない事項及び協定書の解釈に疑義が生じた場合は、協議して

定めるものとする。 

 

  上記協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、市と青年会議所が記名押印の

うえ、各自その１通を保有する。 



 

  令和３年 月 日 

 

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

              相模原市 

              代表  相模原市長 本村 賢太郎 

 

  神奈川県相模原市中央区中央３丁目１２番３号 

             公益社団法人相模原青年会議所 

              代表  理事長   飯塚 侑 


