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「平成 31 年度 秋田労働局行政運営方針」を策定  

 

秋田労働局（局長 甲斐三照）では、「平成 31 年度 秋田労働局行政運営方針」を策定しました。 

 平成 31 年度行政運営にあたっては、「一億総活躍社会」実現のための最大のチャレンジである「働

き方改革」の推進や、秋田県等と締結した「雇用対策協定」の着実な実施など地方公共団体が実施

する各種施策と密接に連携し、あらゆる「働き手」にとって働きやすい環境づくりに取り組むこと

にしています。 

秋田労働局行政運営方針の最重点施策等の見出しは以下のとおりですが、詳細につきましては、

別添「秋田労働局のご案内(行政運営方針のあらまし)」をご覧ください。 

【照会先】 

秋田労働局雇用環境・均等室 

室  長   石原 房子 

室長補佐   成田 将輝 

電話 018-862-6684 

ひと、くらし、みらいのために 

厚生労働省 
秋田労働局 Press Release 

厚生労働省 

秋田労働局発表 

平成 31 年４月 24 日 

 平成 31 年度の最重点施策 

●長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止の徹底 

●雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

●人材確保支援の総合的な推進 

平成 31 年度の重点及び主要施策 

－労働基準担当部署－ 
●労働者が安全で健康に働くことができる職場環境の整備 
●最低賃金制度の適切な運営 
●労働条件の確保・改善対策の推進 
●労災補償対策の推進 
－雇用環境・均等担当部署－ 
●働き方改革の推進 
●女性の活躍推進等 
●職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進 
●総合的ハラスメント対策の一体的実施 
●個別労働関係紛争の解決の促進 
●柔軟な働き方・公正な待遇の確保に向けた環境整備等 
－職業安定担当部署－ 
●若者の県内就職促進・職場定着の促進 
●外国人材受け入れの環境整備等 
●障害者の活躍推進 
●高年齢者雇用対策の推進 
●職業訓練を活かした就職支援、人材開発関係業務の推進 

 



厚生労働省 秋田労働局

秋田労働局のご案内

(行政運営方針のあらまし)

秋田労働局HP



平成31年2月の有効求人倍率（季節調整値）は1.56

倍となり、前月を0.04ポイント上回るとともに、過去最高

をも0.01ポイント更新し、12か月連続で1.5倍台で推移し

ています。また、正社員の求人倍率（原数値）も1.07倍

となり、9か月連続で1倍台で推移しております。人口減

少・流出に加え、景気の回復によって、「求職者の減

少、求人数の増加」が長期化しており、県内の雇用情

勢は、当面、高水準を維持するものと考えられます。

１ 雇用情勢

産業別の新規求人数をみると、建設業、製造業、

卸・小売業、医療・福祉、サービス料（労働者派遣等）

を中心に幅広く各産業からの求人が増加し続けていま

す。 職種別の求人倍率をみると、建設技術者が7.51

倍（一般作業員でも3.44倍）、保安・警備が4.97倍、介

護関係2.72倍、サービス（接客・給仕等）が2.98倍となっ

ており、企業にとって人材確保が大きな課題となってい

ます。

◆一般職業紹介状況（平成31年2月）

秋田労働局の概況

県内事業主の声

・「工事の受注は旺盛だが、技術者がいないため、入

札に参加できない。」（建設業）

・「人手不足から在職者に過度の負担がかかってい

る。」（複数業種）

・企業経営と従業員管理の両面で対応に苦慮してい

る。」（製造業、介護）

行政運営方針のあらまし – ２ - Akita Labour Bureau

２ 若者の雇用情勢

高卒者を対象とした県内求人は、人口減少と人手不

足を背景に、企業の採用意欲が高まり、平成22年3月

卒以来、９年連続で増加しています。一方で、少子化に

伴い高校の生徒数が減少しており、求人倍率は3.27倍

と５年連続で２倍を超え、新卒者の人材確保が困難と

なっています。

高卒者の県内就職割合はリーマン

ショック時に大きく減少し、近年におい

ては、約６割が県内に就職しています

が、他県と比べ依然として県内就職割

合は低い水準にあります。また、大卒

者等の県内就職割合は44.1％と前年

同期を2.8ポイント上回り４年ぶりに増

加に転じましたが、高卒者と同様、課

題が残っています。

・「ハローワークに求人を出しても応募がない。」（複数業種）

・「技術者不足と従業員の高齢化が著しい。5～10年先を

見据えた募集をしているが、若い人材を確保できず、将

来の事業継続が不安。」（建設業）
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労働災害の発生状況を業種別にみますと、死亡災害

は建設業と林業の２業種で全体の８割弱を占めていま

す。

死傷災害は、製造業と建設業の2業種で全体の４割

を占め、この２業種に第三次産業（商業・保健衛生業・

接客娯楽業）を加えると、全体の約７割を占めます。

建設業, 

7人
林 業, 3人

製造業,

1人

清掃・と畜業, 

1人

その他の事業,

1人

死亡者

13人

資料出所：総務省統計局「平成27年国勢調査」

５ 女性の雇用状況

秋田県の女性の雇用者数は、平成27年の「国勢調

査」によると182,529人で、雇用者全体の46.3％を占め、

全国平均の44.8％を上回っています。また、女性の労

働力率は、25歳～29歳をピークに、出産・育児期にか

けて非労働力化し、減少する「Ｍ字カーブ」を示してい

ますが、ピークと底の差は全国平均に比べて浅く、県

内では仕事と子育てを両立している女性労働者が多い

状況が窺えます。

４ 労働災害の発生状況

県内の労働災害は長期的には減少傾向にあります
が、平成30年は前年に比べ、死亡災害、死傷災害とも
に大幅に増加しました。

特に、休業4日以上の死傷災害は前年に比べて、201
人（20.8％）の増加となりました。

秋田県

全国平均

資料出所：秋田労働局「平成30年外国人雇用状況集計結果」

資料出所：秋田労働局「労働者死傷病報告」
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県内事業主の声

・「（県内企業）求人を出しても、応募者が来ない。せっ

かく採用しても、すぐに辞めてしまう。」

・「（企業説明会参加高校生）地元に、こんなに会社が

あることを初めて知った。地元企業への就職を考えよ

うと思った。」

・「（学校関係者）担任が企業を知らなければ（わかりや

すく仕事内容を説明できなければ）生徒に勧めること

ができない。」

３ 外国人労働者の状況

深刻な人手不足状況を背景に、外国人労働者に対

するニーズが高まる中、県内の外国人労働者数は、

1,953人となり、前年比16.3％の増加となっています。ま

た、外国人労働者を雇用している事業所数も、431事業

所と、過去最高を更新していますが、全国的には、外

国人労働者数及び雇用事業所数ともに、全国で最も少

ない県となっており、特に、外国人労働者数が2,000人

を下回るのは秋田県のみとなっています。

・「採用にあたりどのような手順が必要かわからない

ため、説明会を開催してほしい。」

・「コミュニケーションをとるためにも言葉の教育が必

要、住宅の支援、借家情報、地域の理解が必要。」

・「県外の監理団体よりアプローチを受け、現在技能

実習生の受入れを検討している。」
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資料出所：秋田労働局「平成

30年外国人雇用状況集計結果」
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平成31年度の最重点施策

Ⅱ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

2020年４月の施行に向け、同一労働同一賃金の内容

が浸透するよう、「同一労働同一賃金ガイドライン（短

時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合

理な待遇の禁止等に関する指針）」の周知徹底と、

「対応のための取組手順書」及び「導入支援マニュア

ル」の活用を促進するとともに、特別相談窓口の設置

等により丁寧な相談対応を行います。

非正規労働者の待遇改善に関する好事例を収集し、

労働局ホームページや金融機関のネットワークを活

用して情報発信することにより同一労働同一賃金の

考えを普及させます。

主な施策

長時間労働の是正及び過重労働による
健康障害防止の徹底Ⅰ

長時間労働の是正及び過重労働による健康障害

を防止するため、適正な労働時間管理や健康管理

に関する指導等を徹底するほか、不適正な時間

外・休日労働協定が届け出られた際には必要な指

導を行います。

長時間労働が疑われる事業場、過労死等労災請

求が行われた事業場に対して監督指導を行うとと

もに、企業名公表制度に基づく取組を徹底します。

時間外労働の上限規制をはじめとする改正労働基

準法の内容や法制度等について、引き続き、あら

ゆる機会を通じて周知を行います。

労働時間に関する法制度等を理解し長時間労働

削減への取組を促すため、「労働時間相談・支援

班」によるきめ細やかな相談・支援等を行います。

11月の「過重労働解消キャンペーン」では、長時間

労働の抑制等過重労働解消に向けた集中的な周

知、啓発等の取組を行います。

主な施策

資料出所：秋田労働局集計

法違反なし

24.5％

時間外100時間超
違反24.5％

法違反あり
（時間外100時間超以外）

50.9％

過重労働重点監督における
違反の状況(平成31年3月末時点)

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

① 基本給

基本給が、労働者の能力または経験に応じて支払うもの、業績

又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、

その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・

性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違

いに応じた支給を行わなければならない。

③ 各種手当

役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについて

は、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支
給を行わなければならない。

④ 福利厚生・教育訓練

・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有
無等の要件が同一の場合の転勤者用住宅、慶弔休暇、健康診断
に伴う勤務免除、有給保障については、同一の利用・付与を行わ
なければならない。
・教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するた
めに実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

② 賞与

ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献に応
じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあ
れば違いに応じた支給を行わなければならない。
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人材確保支援の総合的な推進Ⅲ

県内人材不足分野の業界団体と連携した取組みを推

進します。建設、介護、看護、保育、運輸などの業界

団体と連携し、事業所訪問による「働きやすい魅力あ

る職場づくり」の取組みを通じ、人材確保を推進しま

す。

若者、女性、Ａターン、高齢者、外国人材など人手不

足対策を、「働きやすい魅力ある職場づくり」、「魅力

ある求人票づくり」の強化を通じて実施していきます。

ハローワークの人材確保コーナーなどを活用し、求

人者・求職者向けセミナーの開催、事業所見学会、就

職面接会等を県内全域で実施し、県内企業の人材確

保を推進します。

県内企業の「働きやすい魅力ある職場づくり」を推進

するため、県の施策と連携し、雇用関係助成支援制

度の周知・活用を図ります。

主な施策１

「秋田県と秋田労働局による人材確保対策に向けた
共同宣言」に基づく県内企業の人材確保対策を推進
します。

働き方改革を通じた多様な人材の確保・活躍を推
進します。

働き方改革に関する事業主向けセミナーや雇用関係

助成支援制度の説明会等を県内各地で積極的に開

催し、「働きやすい魅力ある職場づくり」を推進しま

す。

主な施策３

主な施策４

金融機関と連携し県内企業の働き方改革支援に
よる人材確保を推進します。

金融機関と労働局との働き方改革に関する包括連

携協定に基づく「働き方改革に関する連携協定運

営協議会」の協議を通じ、県内企業の人材の確

保・育成に資する企業向け人材確保支援のセミ

ナーや金融機関を通じた雇用支援制度の周知を実

施します。

主な施策２

県内地方公共団体との雇用対策協定に基づく県内
企業の人材確保対策を推進します。

県内地方公共団体との雇用対策協定などを通じ、地

域ごとの雇用対策の課題に応じた効果的な事業計画

を連携して策定し、地域の雇用課題解決に取り組み

ます。

人材確保対策に向けた共同宣言に基づく取組(概要版)

秋田県と秋田労働局は、平成29年２月22日に「秋田県雇用対策協定」を締結し、人口減少問題の克服に向けた若者の県内定着や女
性の活躍推進など秋田県内における雇用に関する重要課題を共有し、一体的かつ総合的な雇用対策の実施により、県内経済の活性
化と県民の暮らしの向上を図る取組を行っている。

有効求人倍率が過去最高水準で推移し、人材不足が深刻化する中、企業活動への影響が懸念されるため、県民や業界と危機感を共
有しながら、秋田県と秋田労働局が共同宣言を行い、一体となった取組をさらに進化するものである。

(1)秋田県と秋田労働局との事業連携の強化 (2)魅力ある企業情報発信の強化
(3)労働力のマッチング機能の強

化

方
向
性

・人材不足が深刻な分野(介護、看護、保育、建設、
運輸等)を中心に、秋田県と秋田労働局がより一層、
連携を強めるとともに、業界と共働しながら、人材確
保対策を強化する。

・企業理解を深めるため、あらゆるチャンネルを活用し、県
内企業の魅力発信に努める。

・人材不足分野を中心に労働力の
マッチング機能を強化する。

共
同
実
施

○「秋田県雇用対策協定」に基づく、秋田県と秋田労
働局による既存事業の円滑実施に係る効果的な連
携

○企業や学校等の訪問を担当する者を対象に、人材
不足業界の状況や効果的な支援方法の共有化を
図るための情報交換会の実施

○秋田県と秋田労働局による合同企業訪問の実施

○業界団体を対象とした連絡協議会の開催(主に介護・看
護・保育・建設・運輸等)

○高校２年生を対象とした地元企業説明会への参加勧奨

○秋田県合同就職面接会等の開催
○企業ミニ面接会の開催

秋
田
労
働
局

○人材確保推進協議会の運営
○秋田県主催の人材確保対策事業の周知・広報

○働き方改革に関する認定・表彰等を受けている企業のPR
○学卒求人企業の応募前職場見学の実施拡大
○新規高卒予定者を持つ保護者に対する企業情報の発信

○ハローワーク秋田内の「人材確保
対策コーナー」を拡充し、県内全域
の人材確保支援窓口として拠点化

秋
田
県

○人材不足分野における職業訓練の実施
○Aターン就職、新規学卒者の県内就職促進
○秋田県建設産業担い手確保育成センターによる福

祉・介護人材確保対策の総合的な推進
○秋田県福祉保健人材・研修センターによる福祉・介

護人材確保対策の総合的な推進
○ナースセンターのよる人材確保支援
○保育士等確保対策事業による人材確保対策の推

進

○秋田県就活サイト「KocchAke!（こっちゃけ）」登録企業の
拡大

○介護サービス事業所認証評価事業の推進
○秋田女性活躍・両立支援センターによる女性の活躍推進

や仕事と育児・家庭との両立支援に取り組む企業の拡大
○あきたの企業採用力向上支援事業による採用担当者等

のスキルアップ
○各地域振興局による中学生を対象とした地元企業説明会
○働き方改革実践支援事業を通じた集中支援

○Aターンプラザ秋田利用者への積
極的なAターン求人情報提供によ
るマッチング強化

○Aターン情報システム刷新による
マッチング機能の構築

○働き方改革推進員の効果的な採
用活動に関する助言等による県
内就職促進

○外国人材活用促進に向けた取組
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平成31年度の重点及び主要施策

１ 労働者が安全で健康に働くことができる
職場環境の整備

1 労働基準担当部署の重点及び主要施策

建設業における墜落・転落災害を防止するため、

足場の組立て等の作業に係る点検や墜落防止措

置（ハーネス型墜落制止用器具の使用を原則化す

る省令改正を含む）の遵守徹底を図ります。

林業における伐木作業時の災害防止対策として、

基本的な安全作業手順の徹底や安全対策の充実

強化を内容とする省令改正等を事業者団体と連携

して周知・指導していきます。

製造業における労働災害の約４割を占める「はさま

れ・巻き込まれ、切れ・こすれ」災害を発生させた機

械を使用する事業者に対し、接触防止措置の徹底

等、再発防止対策の構築について指導を行います。

このほか、労働災害が増加した小売業、社会福祉

施設及び飲食店や労働災害のうち荷役作業時の

災害が７割を占める陸上貨物運送事業、休業４日

以上の労働災害全体の約３割を占める転倒災害

についても、労働災害防止のための周知・指導を

行います。

主な施策

墜落・転落, 

4人
飛来・落下, 1人

激突され, 1人,

交通事故（道路）, 

1人

事業場におけるストレスチェック制度を含めたメンタ

ルヘルス対策の自主的な取組を促進するため、産

業保健総合支援センターと連携して「労働者の心

の健康の保持増進のための指針」の周知・指導を

計画的に行います。

治療と仕事の両立支援の意義等が十分に理解さ

れていない状況にあるため、産業保健総合支援セ

ンターと連携して「事業場における治療と職業生活

の両立支援のためのガイドライン」の周知を図りま

す。

主な施策

化学物質を取り扱う事業場に対して、計画的に監

督指導等を行うとともに、ラベル表示と安全データ

シート（SDS）の入手・交付の徹底、リスクアセスメン

トの実施やリスク低減対策の取組を行うよう指導し

ます。

石綿使用建築物の解体等の増加が見込まれるた

め、建築物の解体作業や吹き付けられた石綿等の

損傷等による石綿ばく露防止対策について、石綿

障害予防規則及び技術上の指針に基づく指導等を

行います。

改正健康増進法の成立を踏まえ、事業者等がより

積極的に受動喫煙対策に取り組むよう、受動喫煙

防止対策の必要性と助成金や委託事業の内容の

周知啓発を図ります。

資料出所：秋田労働局「労働者死傷病報告」

墜落・転落, 

74人, 34.1%

飛来・落下, 

23人, 10.6%転倒, 23人, 

10.6%

切れ・こすれ, 

22人, 10.1%

交通事故（道路）, 

15人, 6.9%

はさまれ・巻き込まれ, 

13人, 6.0%

激突され, 11

人, 5.1%

その他等, 

36人, 16.6%

死傷者数
２１7人
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資料出所：秋田労働局「労働者死傷病報告」
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資料出所：秋田労働局「労働者死傷病報告」
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２ 最低賃金制度の適切な運営

最低賃金引上げの影響が大きくなっていることから、

最低賃金額の改定等について、広く使用者・労働

者等への周知・広報に努めます。

主な施策

最低賃金の履行確保上

問題があると考えられる

業種等を重点とした監督

指導等を行い、遵守徹底

を図ります。

引上げ額（円）引上げ額（円）

影響率（％）影響率（％）

（円） （％）

３ 労働条件の確保・改善対策の推進

労働条件の明示や時間外・休日労働協定の締結・

届出など基本的労働条件の枠組みの確立・定着の

ための指導を行うほか、賃金不払等法令上問題の

ある申告事案については迅速かつ適切に対応しま

す。

賃金不払残業の防止のため、適正な労働時間把

握の必要性の周知や情報に基づき監督指導を行

います。また、重大・悪質な事案に対しては、司法

処分を含め厳正に対処します。

自動車運転者など特定の労働分野で就労する労

働者の労働条件を確保するため、各分野の特性に

応じた監督指導等を行います。

主な施策

４ 労災補償対策の推進

被災労働者等からの労災請求に対し、迅速かつ公

正な事務処理に努めます。

石綿関連疾患に係る補償（救済）制度について、市

町村広報誌や労災指定医療機関等へリーフレット

を配布し周知します。また、がん診療連携拠点病

院等に対して労災請求の勧奨を依頼します。

主な施策

労
災
保
険
給
付
額
（百
万
円
）

労
災
保
険
給
件
数
（件
）

資料出所：厚生労働省「労働者災害補償保険事業年報」

労災保険給付額

労災保険給付件数

資料出所：秋田労働局集計

最低賃金引上げ額・影響率の推移

労働保険給付件数(件)・給付額(百万円)の推移



事業主に対し、職場における様々なハラスメントの相

談に一元的に応じることができる体制を整備し、一体

的にハラスメントの未然防止を図るよう促します。
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２ 雇用環境・均等担当部署の重点及び主要施策

６ 柔軟な働き方・公正な待遇の確保に向け
た環境整備等

主な施策

リーフレットの配布、無期転換ポータルサイト及び無
期転換ハンドブックの周知等により、使用者に無期
転換ルールへの対応を促します。

また、労働者から無期転換ルールの適用を避ける
目的等で雇い止めが行われる等の相談を把握した
場合は、文書で助言を行うなど、積極的な啓発指導
を行います。

県教育庁との連携による就職準備セミナーの実施や
ハローワークの学卒ジョブサポーターの活用等も含
め、大学等や高校を訪問してより多くの学生・生徒に
対し、労働基準関係法令に関する周知・啓発を図り
ます。

学生アルバイトの労働条件の確保について、チラシ・
冊子等を活用して、労働関係法令に関する事項につ
いて周知・啓発を行います。

２ 女性の活躍推進等

「えるぼし」認定制度の周知を行い、認定申請に向け

た取組を促進します。

「両立支援助成金(女性活躍加速化コース）」の活用

や、取組に関する好事例等の情報提供を通じ、企業

の取組を支援します。

男女雇用機会均等法の履行確保を図るため、

事業主に対する積極的

な報告徴収を実施します。

主な施策

４ 総合的ハラスメント対策の一体的実施

妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントやセク

シュアルハラスメントの防止のため、企業において実

効性ある対策を推進するため関係法令の周知を図り

ます。また、法違反が疑われる事案を把握した場合

は、積極的な報告徴収・是正指導を行います。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に関する周知

を図ります。

主な施策

３ 職業生活と家庭生活の両立支援対策の
推進

育児・介護休業法の周知徹底を図り、有期雇用契
約労働者が多く雇用されている又は介護離職が多い
業種に対し、法の履行確保を図ります。

両立支援制度の整備、制度を利用しやすい環境整
備、男性の育児休業の取得促進について、情報提
供及び助言を行います。

認定「くるみん」マークの認知度の向上や男性の育
児参加促進に取組む企業などに対し積極的に認定
マーク取得を働きかけます。

主な施策

５ 個別労働関係紛争の解決の促進

主な施策

総合労働相談コーナーの機能強化のため、総合労働
相談員の資質向上を図ります。

あっせん・調停については、紛争当事者間の争点を
速やかに把握し、実情に即した迅速処理を行います。
また、参加率向上に努めます。

関係機関との連携強化のため、労働相談・個別労働
紛争解決制度関係機関連絡協議会、合同研修会を
開催します。

いじめ・嫌がらせ

23.8%

自己都合退職

16.4%

普通解雇

10.4%

その他の労

働条件

10.3%

退職勧奨

7.4%

賠償

4.1%

雇止め

3.9%

労働条件引

下げ（賃金）

3.9%

労働条件引

下げ（その

他）

3.1%

その他

5.0%

１ 働き方改革の推進

秋田いきいきワーク推進会議や金融機関と連携した

取組みにより、中小企業・小規模事業者への支援を

強化します。

主な施策

資料出所：秋田労働局集計

平成29年度総合労働相談
項目別の状況（法違反事案を除く）
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外国人材受け入れの環境整備等２

主な施策

外国人の雇用を図りたいとする企業に対しては、秋田

県等関係機関との連携のもと外国人雇用を検討して

いる事業主、業界団体、地域自治体を対象とした雇

用管理を含めたセミナーを県内各地で開催します。

外国人雇用を行っている事業主等からの好事例を収

集し情報提供を行います。

技能実習制度の活用を図りたいとする企業について

は、現に雇用を行っている事業主との意見交換を求

める声があることから、監理団体傘下の事業主等に

よる講演、意見交換会を行って外国人材の適正・円

滑な受け入れ促進に向けた取組を推進します。

平成31年２月19日に秋田銀行・北都銀行と締結した

連携協定に基づき、行員・顧客企業に対する説明を

行う等支援を図ります。

若者の県内就職促進・職場定着の促進

学生視点を活かした企業向け求人票作成セミナーを
実施します。
進路決定に影響力がある保護者や高校教諭等の県
内企業への理解促進のための「地元企業見学ツアー」
を積極的に実施します。
企業を訪問し、新入社員への面談や企業人事担当へ
の定着好事例の提供とともに、内定から採用までの期
間を有効に活用し、その後の採用、定着に繋げるた
め、内定者と企業との「橋渡し支援」を実施します。
業界団体等の協力を得て、県内各地で新入社員や若
手社員を集めた「若手社員交流サロン（仮称）」を実施
し、若手社員の孤立化を解消し、不安や悩みについて
相談等を実施することで職場定着を促進します。
Aターン就職の支援と県や市町村の移住施策等とも連
携し、多彩な秋田の魅力を移住希望潜在層に、しっか
りと発信します。

主な施策

３ 職業安定担当部署の重点及び主要施策

障害者の活躍推進３
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主な施策

「秋田県障害者雇用支援プロジェクトチーム」を活用

し、障害者雇用への理解の促進、就職面接会の開催、

障害者雇用率未達成の公的機関・民間企業に対す

る指導・援助を徹底します。

多様な障害特性に応じたきめ細かな支援の実施によ

り、地域の関係機関との連携を強化し障害者の就労

促進、職場定着支援を図るほか、精神障害者雇用

トータルサポーターを活用し、職場における精神・発

達障害者を支援する環境づくりを推進します。

若者の県内就職促進・職場定着の促進１

主な施策

65歳以上高年齢者の就労経験やニーズ等を踏まえ

た職業生活の再設計に係る支援、セミナーの開催に

よる働きかけを行うほか、求人者に対しては、高年齢

者に適合する求人条件等の提案を行って再就職の

促進・援助を図ります。

高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し

て的確に助言・指導を実施します。

65歳までの雇用確保措置を講じている企業に対して

は、高年齢者雇用アドバイザーとの連携により70歳

以上まで働ける企業の普及・啓発に努めます。

生涯現役促進地域連携事業の取組に対する支援、

シルバー人材センター等の関係機関と連携し、地域

における多様な雇用・就業機会の創出を図ります。

４ 高年齢者雇用対策の推進

資料出所：秋田労働局「平成30年６月１日現在秋田県
の障害者雇用状況集計結果」

県内の障害者実雇用率・雇用者数(精神障害者)の推移
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希望者全員65歳以上
まで働ける企業割合

職業訓練を活かした就職支援、
人材開発関係業務の推進

５

関係機関との情報共有を図り、訓練受講者の適切な

状況管理を行うとともに、訓練修了時に未就職の者

への積極的な就職支援を行います。

関係機関と連携した周知広報用のポスター・リーフ

レットを作成・配布するとともに、ハロートレーニング

アンバサダー（ＡＫＢ４８「チーム８」）を活用し、公的職

業訓練の認知度向上と活用促進を図ります。

「働き方改革実行計

画」に基づき、長期高

度人材育成コースやリ

カレント教育の実施の

ため、関係機関と連携

したコース策定と効果

的な周知に努めます。

各種助成金の活用

や労働生産性向上

に向けた在職者訓練

の周知に努めます。

主な施策

４ 労働保険適用徴収担当部署の重点施策

労働保険の未手続事業一掃対策の推進１

労働保険未手続事業を一掃するため、関係行政機

関との通報制度等を活用し、また、労働保険加入促

進に係る業務委託の受託者と連携し、未手続事業の

的確な把握と積極的な加入勧奨を行います。

手続指導を複数回行っても自主的に成立手続を行

わない事業場に対しては、強力な手続指導及び職権

による成立手続を行います。

主な施策

労働保険料等の適正な徴収等２

納付督励によってもなお納付がなされない場合は、

預貯金口座等の財産調査を積極的に行い、差押え

等強制措置により、滞納額の解消を図ります。

算定基礎調査は、保険料等申告内容に疑義がある

ものを優先的に調査対象とします。また、短時間労

働者に係る雇用保険被保険者遡及適用事案が多い

ことから、短時間労働者が多い業種を中心として、計

画的に効果的な調査を実施します。

口座振替制度は、納付手続きの軽減等事業主の利

便性の向上のみならず、収納率の向上にも寄与する

ものであるため、利用促進に向けた周知・勧奨を積

極的に行います。

主な施策

●労働条件に関するご相談や職場環境に関する
ご相談は

●働き方改革、女性の活躍推進、育児・介護休業、
パートタイムや有期雇用労働者の雇用管理に
関するご相談は

従業員の募集、求職活動に関するご相談は

各 労 働 基 準 監 督 署

雇 用 環 境 ・ 均 等 室

各 ハ ロ ー ワ ー ク

資料出所：秋田労働局「平成30年高年齢者の雇用状況集計結果」

希望者全員65歳以上まで働ける企業割合等



助成金のご案内

どんな時に？ 助成金の名称
問い合せ先

（TEL）

障害のある方、高年齢者、母子家庭の母
等を雇い入れるとき。

特定求職者雇用開発助成金
職業安定部 職業対策課

（018-883-0007）

東京圏からの移住者を雇い入れるとき。
中途採用等支援助成金
【 新 設 】

職業安定部 職業安定課
（018-883-0007）

経済上の理由による事業の縮小に伴い、
雇用調整を行うとき。

雇用調整助成金
職業安定部 職業対策課

（018-883-0007）

常用雇用を目的として、未経験者等を試
行的に雇用するとき。

トライアル雇用助成金
職業安定部 職業対策課

（018-883-0007）

有期契約労働者等の正規雇用等への転
換・処遇改善を行うとき。

キャリアアップ助成金
職業安定部 訓練室
（018-883-0007）

労働者の能力開発のための訓練等を実
施するとき。

人材開発支援助成金
職業安定部 訓練室

職業安定部 職業対策課
（018-883-0007）

離職を余儀なくされた労働者の再就職支
援、中途採用の拡充を行うとき。 労働移動支援助成金

職業安定部 職業対策課
（018-883-0007）

障害のある方等の職場定着を支援する
とき。 障害者雇用安定助成金

職業安定部 職業対策課
（018-883-0007）

仕事と家庭の両立等を支援するとき。
両立支援等助成金

雇用環境・均等室
（018-862-6684）

労働時間の短縮等に取り組み、設備投
資等を行うとき。 時間外労働等改善助成金

雇用環境・均等室
（018-862-6684）

賃金の引上げ、生産性向上に資する設
備投資等を行うとき。 業務改善助成金

雇用環境・均等室
（018-862-6684）

喫煙室等の設備を設置するとき。 受動喫煙防止対策助成金
労働基準部 健康安全課

（018-862-6683）
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雇用の安定、職場環境の改善、仕事家庭の両立支援、従業員の能力向上、
生産性向上に向けた取組のために、ぜひご利用ください。

詳しくは厚生労働省ＨＰ「事業主の方のための雇用関係助成金」をご参照ください

（厚生労働省HPリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html



〒010-0951 秋田市山王７丁目１－３
秋田合同庁舎

【４Ｆ】

● 総務部
総務課 ℡(018) 862 – 6681

● 雇用環境・均等室
℡(018) 862 – 6684

【３Ｆ】

● 労働基準部
監督課 ℡(018) 862 – 6682
健康安全課 ℡(018) 862 – 6683
賃金室 ℡(018) 883 – 4266
労災補償課 ℡(018) 883 – 4275

秋田労働基準監督署 ℡(018) 865 – 3671
〒010-0951 秋田市山王７丁目１－４

能代労働基準監督署 ℡(0185) 52 – 6151
〒016-0895 能代市末広町４－２０

大館労働基準監督署 ℡(0186) 42 – 4033
〒017-0897 大館市字三ノ丸６－２

横手労働基準監督署 ℡(0182) 32 – 3111
〒013-0033 横手市旭川１丁目２－２３

大曲労働基準監督署 ℡(0187) 63 – 5151
〒014-0063 大仙市大曲日の出町１丁目３－４

本荘労働基準監督署 ℡(0184) 22 – 4124
〒015-0874 由利本荘市給人町１７

ハローワーク秋田 ℡(018) 864 – 4111
〒010-0065 秋田市茨島1丁目１２－１６

ハローワーク男鹿 ℡(0185) 23 – 2411
〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町１－３

ハローワーク能代 ℡(0185) 54 – 7311
〒016-0851 能代市緑町５－２９

ハローワーク大館 ℡(0186) 42 – 2531
〒017-0046 大館市清水１丁目５－２０

ハローワーク鷹巣 ℡(0186) 60 – 1586
〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱２６－１

ハローワーク大曲 ℡(0187) 63 – 0335
〒014-0034 大仙市大曲住吉町３３－３

ハローワーク角館 ℡(0187) 54 – 2434
〒014-0372 仙北市角館町小館３２－３

ハローワーク本荘 ℡(0184) 22 – 3421 
〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野１８－１

ハローワーク横手 ℡(0182) 32 – 1165 
（マザーズコーナー横手） 〒013-0033 横手市旭川１丁目２－２６

ハローワーク湯沢 ℡(0183) 73 – 6117 
〒012-0033 湯沢市清水町４丁目４－３

ハローワーク鹿角 ℡(0186) 23 – 2173 
〒018-5201 鹿角市花輪字荒田８２－４

ハローワークプラザアトリオン ℡(018) 836 – 7820
（マザーズコーナー秋田） 〒010-0001 秋田市中通２－３－８

ハローワークプラザ御所野 ℡(018) 889 – 8609
（秋田新卒応援ハローワーク） 〒010-1413 秋田市御所野地蔵田３－１－１

〒010-0951 秋田市山王３丁目１－７

東カンビル５階

● 職業安定部
（代）℡(018) 883 - 0007

職業安定課
職業対策課
訓練室
需給調整事業室

秋田労働局 第一庁舎 秋田労働局 第二庁舎

労働基準監督署

ハローワーク（公共職業安定所）

附属施設

〒010-0951 秋田市山王６丁目１－24
山王セントラルビル６階

● 総務部
労働保険徴収室

℡(018) 883 – 4267

秋田労働局 第三庁舎

ハローワーク角館

ハローワーク能代

ハローワーク大館

能代労働基準監督署 大館労働基準監督署

ハローワーク湯沢

本荘労働基準監督署

横手労働基準監督署

ハローワーク鹿角

ハローワーク男鹿

秋田労働基準監督署

ハローワーク横手

ハローワーク大曲

大曲労働基準監督署
ハローワーク秋田

ハローワーク鷹巣

ハローワーク本荘

職業対策課

総 務 部

総務課

労働保険徴収室

雇用環境・均等室

（企画担当）

（指導担当）

監督課

健康安全課

賃金室

労災補償課

秋田労働局

職業安定課

訓練室

需給調整事業室

労働基準部

職業安定部


