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ハローワークの総合評価結果及び目標設定について 

－ 平成 30年度評価結果・令和元年度目標設定 － 

 

厚生労働省では、ハローワークの機能強化を図るため、従来の目標管理・業務改善を拡充し、マ

ッチング機能に関する業務の総合評価を行い、評価結果等に基づく全国的な業務改善を実施して

います。 

このため、平成 27 年度から全国のハローワークを労働市場の状況や業務量により１１のグループ

に分け、年度当初に数値目標を設定したうえで、業務の成果や質の向上、継続的な業務改善を図

ることを目的に「ハローワークのマッチング機能に関する総合評価」を実施しています。 

今般、平成 30 年度における県内ハローワークの評価結果が決定しましたので、下記のとおり公表

いたします。併せて、令和元年度における同取組の目標設定についても、公表いたします。 

なお、秋田労働局では、今年度も継続的な業務改善に取り組み、求人者・求職者サービスの向

上に努めてまいります。 

 

記 

 

１ 平成 30年度ハローワーク別評価結果（別紙１参照） 

（１）「非常に良好な成果」（評価類型１） 

     該当所なし 

（２）「良好な成果」（評価類型２） 

     秋田所、大館所、大曲所、横手所、湯沢所、鹿角所 

（３）「標準的な成果」（評価類型３） 

     能代所、本荘所 

（４）「成果向上のため計画的な取り組みが必要」（評価類型４） 

     該当所なし 

 

２ 令和元年度目標設定（別紙２参照） 

  令和元年度ハローワークのマッチング機能に関する総合評価の目標数値 

令和元年８月23日（金） 

【照会先】 

秋田労働局職業安定部職業安定課 

課  長        畠山  徹 

地方職業安定監察官  片岡 浩成 

（電話）018-883-0007 

Press Release 

ひと、くらし、みらいのために 

厚生労働省 
秋田労働局 
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ハローワーク秋田 就職支援業務報告（平成 30 年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所では、景気の緩やかな回復と生産年齢人口の減少等により新規求職者が減少しており、求人企業の人材確保は求人倍率等の数字以

上に深刻な状況にあることから、特に人材不足が深刻な福祉・建設・運輸・警備各分野の人材確保支援を最重点事項とし、様々な取組を

展開しました。具体的には、当所に「人材確保対策コーナー」を設置し、福祉・建設・運輸・警備各分野への就職を希望する求職者を当

該コーナーに案内し、求職者に対し専任の職員が継続して再就職のためのきめ細かなサービスを行う「求職者担当者制」による就職支援

を行ったほか、求人者と求職者とのマッチング機会を確保するため、面談会や会社説明会及び業界団体と連携した合同就職面接会（同じ

業種の求人者が複数参加）を当所の個別面談ブースや会議室等を利用して頻繁かつ柔軟に開催しました。各分野別開催回数は、介護業 110

回（110 事業所）、建設業４回（４事業所）、警備業５回（20 事業所）、運輸業 41 回（53 事業所）となり、33 人の採用に結び付けること

ができました。９月以降は、面談会や会社説明会を開催した事業所の職場見学会も開催し、開催は９事業所（介護業７事業所、運輸業２

事業所）となり、参加した求職者は９人で、１人の採用に結び付けることができました。 

また、求人者支援の充実を図るため、人材確保を推進するためには働き方改革が有効であるという意識を高めていただくことが必要で

あると考え、「人材確保対策（働き方改革）スポットセミナー」を当所の会議室等で５回開催し、57 事業所（介護業５事業所、建設業 24

事業所、運輸業 24 事業所、警備業４事業所）が参加しました。セミナーでは、「働き方改革について」、「各業界を希望する求職者の動向

について」、「求職者の目に留まる求人票を作成するためのポイントについて」、「事業主等に対する各種助成金制度について」の説明を行

い、参加事業所からは大変参考になったと好評を得ることができました。 

このような取組により、特に重点とした介護等分野の就職件数は 1,133 件となり、目標とした 1,100 件を 33 件上回りました。 

  

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

    当所では、ハローワークの職業相談等の業務において、労働基準関係法令に関する基礎知識が必要とされる場合が多いことから、労働

基準監督署の職員を講師に招き、労働基準関係法令研修を実施し、業務の適正かつ円滑な運営に努めました。 

 

別紙１ 
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（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 求人者から、応募者が全く無い又は応募者が少ないという声が多く聞かれるようになっている状況であるため、求人者に対し専任の職

員が継続して人材確保のためのきめ細かなサービスを行う「求人担当者制」による充足支援に積極的に取り組みました。求人担当者制で  

は、求職者のニーズ等の情報提供や、求人条件の見直しの提案とともに求職者から見て魅力ある求人票作成の提案を行い、応募者の増加

に向けた支援を行いました。見直された求人については「リフレッシュ求人」として、所内への掲示や職業相談窓口で求職者に提供しま

した。求人担当者制による支援対象求人件数は 71 件となり、35 件を充足させることができました。 

また、求職者に求人企業の魅力をアピールするため、求人企業のホームページにアクセスしやすいようにＱＲコードを印刷した「企業

アルバム」を作成し、所内への掲示や職業相談窓口で求職者に提供しました。 

  ・ 求人者と求職者とのマッチング機会を拡大するため、当所の個別面談用ブースを利用した面談会や、会議室等を利用した会社説明会又

は合同就職面接会を 249 回開催し、参加事業所数は 276 事業所となり、44 人の採用に結び付けることができました。 

  ・ 求職者の掘り起こしのため、「知って得する活用術」（ハローワークの利用案内、職業訓練情報、就職支援セミナー、会社説明会・面談

会・見学会、就職面接会、マザーズコーナーの案内等を掲載したリーフレット）を作成し、当所のホームページに掲載したほか、管内各

市町村のホームページや広報誌等への掲載を依頼することでハローワークの利用を呼び掛ける取組を行いました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

  ・ 少子高齢化に伴う労働力人口の減少が進む中で、求人企業の人材不足の解消が最重要課題であることから、①求人担当と職業紹介担当

がペアを組んで求人担当者制に取り組むこととし、求人条件の見直し等充足支援のための分析資料を持参して積極的に事業所訪問を実施

します。②面談会や会社説明会の参加事業所等の求人者に対する求職者情報の提供によるリクエスト紹介を推進することとし、応募を希

望しない求職者がいる場合には、希望しない理由や希望条件の詳細を確認して求人者にフィードバックするなど更なるフォローアップに

努めます。③求人の早期充足のための検討を行うことを目的として当所で定期的に開催している「求人充足会議」に男鹿出張所の職業紹

介担当も参加することとし、求人充足会議では主に正社員求人を対象としていましたが、高年齢求職者やパート求職者が増加傾向にある

ことから、60 歳以上応募歓迎求人やパートも対象求人に加え、男鹿出張所との連携を強化して充足支援に取り組みます。④「人材確保対

策コーナー」における求職者担当者制による就職支援や求人情報の提供による職業紹介では、人材不足が深刻な各分野の仕事の実態及び

魅力を伝えることや免許資格の取得方法及び職業訓練コース等の情報提供、求人担当者制による充足支援や求職者情報の提供によるリク

エスト紹介では、求職者の希望条件等ニーズの情報提供及びニーズを踏まえた充足に向けたコンサルティングの実施など、求人担当と職

業紹介担当との連携により、当該コーナーの一層の充実に取り組みます。また、関係機関や関係団体と連携し、就職面接会や会社説明会
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及び職場見学会等を開催し、求人者と求職者とのマッチング機会を確保するほか、働き方改革を通じた人材確保や雇用管理のためのセミ

ナーを開催するなど、人材確保支援を強化します。 

  ・ 雇用保険受給者の早期再就職の促進を図るため、失業認定日に職業相談窓口で、失業給付基本手当や再就職手当の支給額をシミュレー

ションする「雇用保険支給予定表」を活用や、「早期再就職ステップＵＰ支援セミナー」の受講を勧めて早期再就職の意識啓発を行うと

ともに、マッチングによる求人の提案や各種求人情報一覧の提供を積極的に行います。 

また、求職者担当者制による支援対象者を中心に、予約制による職業相談を推進することとし、計画的かつ十分な時間確保により求職

者ニーズに応じたきめ細かな就職支援に努めます。 

  ・ 平成 30 年４月からの精神障害者の雇用の義務化に伴い、障害者法定雇用率が引き上げとなり、対象企業が増加するとともに未達成企

業も増加したことにより、障害者雇用率達成企業割合が低下したことから、法定雇用率が 2.3％に引き上げとなることを見据えて、障害

者雇用ゼロ人事業所、未達成事業所等の重点的な訪問などによる障害者雇用率達成指導のほか、障害者就職面接会や障害者雇用支援セミ

ナーを開催するなど障害者雇用の理解の促進を図るとともに、秋田障害者職業センター、ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援セン

ター及び特別支援学校等関係機関と連携し、障害者の就職促進を図ります。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

  ・ 生活保護受給者等の就職促進のため、管内自治体と連携し、自治体への巡回相談、秋田市役所に開設した常設窓口の活用、求職者担当

者制による就職支援に取り組んだ結果、支援対象者数は 310 人で、就職件数は 215 件となり目標値（198 件）を 17 件上回りました。 

  ・ 子育て女性等の就職促進のため、関係機関や自治体との連携により、ハローワークプラザアトリオンに開設されているマザーズコーナ

ーの周知や、子育て女性に対する就職支援セミナーを託児付きで開催したほか、求職者担当者制による就職支援に取り組んだ結果、重

点支援対象者数は 411 人で、就職件数は 383 件、就職率は 93.2％となり目標値（92.1％）を 1.1 ポイント上回りました。 

   ・ 高年齢者の就職促進のため、今年度は新たに高年齢者就職面接会を当所の会議室で２回開催し、９事業所、88 人の求職者が参加、５人

の採用に結び付けることができました。 

また、高年齢者向け就職活動支援セミナーを開催したほか、当所に開設した「生涯現役支援窓口（高年齢者のための就職相談窓口）」の

利用を促し高年齢者の就業経験や就業ニーズに応じた就職支援に取り組んだ結果、65 歳以上の支援対象者数は 328 人で、就職件数は 199

件となり目標値（115 件）を 84 件上回りました。 
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  ※ 平成 31 年３月 27 日に秋田労働局と秋田市が雇用対策協定を締結したことから、平成 31 年度は雇用対策協定の目的を達成するために

秋田市との連携を強化し、各種事業に取り組みます。①若年者の地元就職と地元企業の人材確保支援、②Ａターン就職の促進、③女性の

活躍に向けた就業環境整備と雇用拡大、④福祉関係支援対象者への就労支援。 

２ 総合評価（※） 

 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険

受給者の

早期再就 

職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す 

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

生活保護

受給者等

の就職件 

数 

障害者の

就職件数 

マザーズハローワ

ーク事業における

担当者制による

就職支援を受け

た重点支援対象 

者の就職率 

介護・看

護・保育分

野の就職 

件数 

生涯現役

支援窓口で

の 65 歳以

上の就職 

件数 

実績 7,786 7,955 1,792     84.3% 93.7% 24.0% 24.1% 19,013 3,706 215  255 93.2% 1,133 199 

目標 7,695 7,960 1,904 90.0% 90.0% 24.9% 24.5% 19,149 3,729 198 250 92.1% 1,100 115 

目標達成率 101% 99% 94%  ―  ― 96% 98% 99% 99% 108% 102% 101% 103% 173% 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク能代 就職支援業務報告（平成３０年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所の常用有効求人倍率は平成 30 年４月の 1.58 倍を底に上昇を続け、過去にない高い水準で推移しております。企業の活発な採用意欲と求

職者の減少を背景に県内でも人手不足感の強い地域となっていることから、その解消のため求職者の確保を重点的に取り組んでまいりました。 

平成 30 年度は、新たに求職活動を始めようとする方を対象にしたセミナーの開催や、求職登録が無効となった方への求人情報提供と再登録

の呼びかけなどに取り組んでまいりました。28 年度以降は、有効求職者が前年度から 10%前後減少しておりましたが、これらの取組みにより

30 年度の有効求職者数の減少幅は▲2.8%まで圧縮できました。 

６月からはフルタイム、パートタイム及びリフレッシュ求人(条件の見直しを行った求人)と３種類発行していた求人情報に、「ダブルワーク

可能求人情報」を追加しました。パートタイマーとして在職中の方で、収入増を目指して求職申込みされるケースが目立ったことと、パートタ

イマーには兼業を禁止していない企業が多いことから、求人受理時に兼業が可能であることを確認できた場合、そうした求人を一覧にして情報

提供することとしたものです。また、求職者が減少する中で 60 歳以上の求職者はむしろ増加していること、一方で自社の定年年齢を超える方

でも採用を検討いただける企業が増加していることから、「60 歳以上応募歓迎求人情報」を７月から作成・配布しました。これらの求人情報は

不定期での発行を想定していましたが、当初の見込み以上に対象となる求人が多いことから、隔週で定期発行しております。こうした取り組み

により、パートタイム就職者及びそれに占める 60 歳以上の方の割合はいずれも前年度を上回っております。 

雇用保険受給中の求職者に対しては、給付を受けるための手続きに来所する日に全員を窓口に誘導し、就職に向けた相談や支援を実施しまし

た。早期に再就職していただくため、どの段階でどういった説明や支援を行うかをあらかじめ設定し、支援に漏れがないように努めました。ま

た、再就職へ向けた意欲を喚起するため、住民税納付時期前に在職中の収入に課税される住民税についてのセミナーや年末調整・確定申告の時

期にパートタイム就労と所得税・扶養の範囲についてのセミナーを実施しました。こうした取り組みにより、雇用保険受給者の早期再就職件数

は、30 年度の目標 445 件を上回る 467 件に達しました。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

 非常勤職員の間で、自らが担当している職務以外で詳しく知りたい業務として雇用保険業務と並んで希望者が多かった障害者業務について研

修を実施しました。 
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 秋田県は職業紹介業務への民間企業参入がまだ進んでおりませんが、インターネットを通じ都道府県の枠を越えた多様な情報提供が行われる

ことが見込まれ、ハローワークではそうした情報を入手することが困難な方の利用が増えると思われます。このため、就労現場の実態をはじめ

とする各種の情報を入手することを目的に、窓口職員による求人企業訪問を行いました。全ての窓口職員が訪問を行い、それにより得られた情

報の共有を図りましたが、現在の求人企業数からすればまだ不足しておりますので、これまで以上に積極的に企業訪問を行ってまいります。 

 求職者の了解を得て常に同じ職員が相談に対応する求職者担当者制は就職促進のための制度でありますが、求職者を就職に至るまで一貫して

支援することは職員の能力・資質の向上にもつながるため、非常勤職員も含む紹介部門の全職員がこれに取り組み、紹介部門責任者が指導を行

いながら組織的に対象者の支援に努めた結果、対象とした求職者の就職率は 76.8%と高い水準になっております。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

当所庁舎は昭和 55 年３月に新築されてから、各種システムの導入により非常に狭隘となり、相談窓口と待合スペースが極めて近い位置にあ

ってプライバシー保護の点で支障があったほか、求人情報を検索するスペースと相談窓口の間に２階への通路があり、求人情報を検索した利用

者を窓口へ誘導しづらいなどの課題を抱えておりました。このため、１階レイアウトの改善に取組み、求人検索スペース、待合スペース、相談

窓口を隣接させることにより相談窓口を利用しやすくするとともに、相談窓口へのパーテーション設置により相談者のプライバシーの保護を図

りました。また、レイアウト変更に合わせて、初めて来所した方へお配りしている「ハローワークのご利用案内」も「よりわかりやすく、より

読みやすく」の視点から見直しを行いました。 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

管内の人手不足は依然として深刻な状況にありますので、求職者の確保に引き続き取り組んでまいります。同時に、人口減少に伴う求職者減

少の中で、60 歳以上の求職者は増加していることから、この年齢層をターゲットにした求人票でのアピールや、再就職に資する新たなセミナー

の開催に取り組んでまいります。 

（４）その他業務運営についての分析等 

 若年者の地元定着は、管内自治体にとって共通の課題であることから、30 年度においても新規高卒予定者に対する早期求人提出の要請、教諭、

生徒及び採用予定企業の３者による「高卒求人情報説明会」を開催したほか、生徒への職業講話や就業体験（能代デュアルシステム）受入企業

の確保に取り組んだ結果、就職者全体の約６割、87 名の生徒が能代山本地域に就職し、社会人としての第一歩を踏み出しました。 
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２ 総合評価（※） 

※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 
 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求 人 に 対 す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

学卒ジョブサ

ポーター正社

員就職数 

実績   １，７５４   １，６４７    ４６７   ９３．８％  ９６．４％  １６．４％  ２４．８％  ４，２０３    ７５６ １２４ 

目標 １，７６０   １，６１５    ４４５   ９０．０％  ９０．０％  １８．１％  ２６．９％  ４，３８０    ８０３    １１０ 

目標達成率 ９９％ １０１％  １０４％ － －  ９０％  ９２％  ９５％  ９４％  １１２％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

標準的な成果 
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ハローワーク大館 就職支援業務報告（平成３０年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所では、大館市の経済の活性化と市民の暮らしの向上を図ることを目的に、相互に密に連携して、大館市の雇用に関する課題に取り

組むため、「雇用対策協定」を締結していることから、所重点項目においては「地方自治体との連携の推進」の目標達成が最重要と考え、

雇用対策協定の事業計画に基づき、以下の事業について取り組みました。 

・ 新卒高校生の地元就職促進の取組として、高校卒業予定者の採用を予定している地元企業 66 社と高校３年生 189 名との「求人求職情

報交換会」を開催しました。その結果、就職希望者 257 名のうち 169 名が県内に就職しました（県内就職率 65.8%）。 

・ 高校２年生を対象に地元企業説明会を２か所で開催し、進学予定者を含めた高校生 640 名に地元企業に対する理解を深める機会を提

供しました。また、企業説明会の前段に地元就職促進フォーラムを開催し、生徒による「高校生と地域の未来を考えるパネルディスカ

ッション」を行いました。 

・ 福祉関係支援対象者への就労支援の取組として、大館市が行う「児童扶養手当現況届特設会場」において、「出張ハローワーク！ひと

り親全力サポートキャンペーン」と称した出前相談を２日間行いました。その結果、６人と相談を行い登録のうえ、就労支援の情報提

供等を行いました。雇用対策協定を締結している大館市と連携し、平成 31 年度も各事業を効果的に継続していくこととしています。 

 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

    当所では、中長期的な職員・相談員の育成を図る観点から、次の所内研修を行いました。 

   ・ 若手職員を講師として、「ハローワークシステム刷新研修」（※新年度に導入される新たな職業紹介関係システムのこと、以下、「新

システム」という）を行い、教える立場としての資質の向上、職員・相談員の新システムに対する理解の習熟にも寄与しました。また、

この研修で使用した資料については、労働局からも好事例として評価されました。 
・ 著しく増加傾向にある精神・発達障害者の相談等に対応するため、精神・発達障害者雇用トータルサポーターによる「精神・発達障

害しごとサポーター研修」を行い、障害の特性、就労に際しての必要な配慮等の知識を共有しました。 
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     また、一体的実施事業（※地方公共団体と労働局が協定を結んで、就労支援を一体的に行う事業）として、職の窓口「活 job おおだ

て」を大館市庁舎内に開設していることから、大館市の当該窓口の受付担当職員等へ職業紹介の研修を行いました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

① 少子・高齢化が進展し、労働力不足が課題となっている中で、働く意欲のある高齢者が能力や経験を活かし、年齢に関わりなく働くこ

とができる生涯現役社会を目指し、高齢者の就職促進の取組として、「生涯現役合同企業面談会」を開催しました。この面談会は、「生涯

現役促進地域連携事業」として、国から採択され設立した「大館市高齢者活躍支援協議会」とシルバー人材センター、ハローワーク大館

等が連携して開催したものです。その結果、高齢者雇用に理解のある 25 事業所と求職者 41 名が参加し、7名が就職できました。 

 

② 企業の人手不足が続く中、管内の求人事業所と求職者（新卒予定者、Ａターン就職希望者やその家族を含む）が一堂に参集し、正社員

としての地元就職を促進するとともに地元企業の人材確保を支援するため、緊急雇用対策事業の一環として大館市と大館北秋雇用開発協

会と共催で、「おおだて就職面談会」を開催しました。その結果、企業 60 事業所と求職者 42 名が参加し、10 名が就職できました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

① 関係機関との連携により、多くの高卒求人を早期に確保し、高卒就職希望者の全員が内定し、社会人としてスタートしましたが、一方

で未充足求人も多く、求人者サービスの観点での取組が今後一層重要であると考えています。特に、学卒求人票の受理及び公開にあたり、

わかりやすい仕事内容の記載など社会経験のない新卒者が仕事をイメージしやすく、応募意欲を高められる求人票づくりが喫繁の課題と

なっています。その課題を解消するため、「学卒求人作成ポイント」というパンフレットを新たに作成し、求人事業所に対してわかりやす

い求人票づくりを支援するとともに、求人票は高校生及びその家族が応募を検討する際の有効かつ重要なツールであることの働きかけを

改めて行います。 
     また、生徒数の減少、進学率の上昇等の背景もあり、完全充足は困難な状況ではありますが、平成 28 年度から地元就職促進の一環とし

て取り組んでいる高校２年生を対象とした企業説明会を今後も継続して開催し、早期の職業理解の促進に努めます。 
 

② ハローワークで受理した求人は、求職者からの応募を待つばかりでなく、積極的にその充足に向けた取組を行う必要があります。また、

求人受理後のフォローアップは、ハローワークのサービスの信頼性を維持・確保するためにも重要です。このため、受理した求人の充足

計画の検討と早期充足の取組として、「求人充足会議」の充実と活性化を図っていきます。 



3 
 

    また、「求人充足会議」の開催に際しては、従来の方式にとらわれることなく、所長も参加して紹介担当や求人担当各々の充足に向けた

アイデアを適宜取り入れて行うものとします。その一つとして、求人担当部門職員と紹介部門職員がペアを組んで求人担当者制に取り組

むこととし、１ペアが常時２件以上の対象求人を受け持ち、充足率の向上を図ります。 

 

③ 当所管内でも人手不足の状況が継続しており、求人充足対策を強化する必要があるため、求職者の掘り起しを含めた能動的な求人・求

職のマッチングを行うことでの求人の早期充足（平成 31 年度充足目標 2,230 件）に取り組むこととしています。特に、早期に再就職する

ことを望んでいる求職者の情報を積極的に求人企業へ提供し、リクエスト紹介を含む的確なマッチングにより紹介件数を増やす取組を行

っていきます。 

 

④ 充足対策の取組として、雇用対策協定を締結している大館市と連携し、新たな企業の誘致や工場の新規増設等の情報を共有するととも

に、企業を交えての充足対策を協議し、労働市場の説明、求職者情報の提供、求人条件に係る助言、ミニ面接会等を行うことにより早期

充足を図ることとします。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

① 新システム導入により求人票以上の情報提供や適切な支援の必要性が高まることから、職員の専門性向上や事業所との信頼関係の構築

（顔が見える関係づくり）を念頭に、計画的な事業所訪問を新年度も積極的に取り組んでいきます。 

 

② 一体的実施事業施設、職の窓口「活 job おおだて」の平成 30 年度の利用者数は、前年度より増加（942 件→1,155 件、＋22.6%）してい

ますが、今後も大館市との連携を一層強化し、利用者サービスの更なる向上に向け、効果的・効率的な運営に努めることにより、利用者

数の増加につなげ、有効な事業として更なる充実を目指します。 

 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

良好な成果 
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３ 特記事項 

 当所では外部講師による就職支援セミナーを開催し、雇用保険受給中の求職者の就職意欲を喚起することにより再就職の促進に努めました。 

 また、正社員就職を促進するとともに、人手不足業種の求人充足対策として、トライアル求人情報、建設関係求人情報、福祉関係求人情報を

作成し、求職者が希望する職種、賃金、勤務時間等の条件をきめ細かに個別にマッチングのうえ、情報提供するなどの支援を強化したことによ

り、マッチングの成功率の向上と紹介成功率の目標達成に一定の効果がありました。 

 

４ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険 

受給者早期

再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

生活保護 

受給者等 

就職件数 

学卒ジョブ 

サポーター

支援による

正社員 

就職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

実績 ２，４７７ ２，３４２ ５５３ ８９．１％ ９４．４％ １５．９％ ２３．６％ ５７ ２５７ ５，４６９ １，１９７ 

目標 ２，４６９ ２，３００ ５１０  ９０．０％ ９０．０％ １７．６％ ２５．２％ ４３ ２２０ ５，２３０ １，１２７ 

目標達成率 １００％ １０１％ １０８％ － － ９０％ ９３％ １３２％ １１６％ １０４％ １０６％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
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ハローワーク大曲 就職支援業務報告（平成３０年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所では、新規求職者が過去 5 年平均で約 8％減少する中で、潜在的求職者の掘り起しと人手不足企業への対応が、地域の雇用拡大、人口減

少対策へ寄与することを最重要と考え、①当所のサービス内容や求人情報提供場所を管内５か所から、集客力のある商業施設６か所に新たに設

置し、求職者の新規登録を呼びかけた結果、平成 30 年 7 月以降（前年度と今年度の大量解雇事案を除き）新規求職者が前年度比 2.9％（3月末

現在）増加に転じるなど画期的に改善しました。また、②求人者へのフォローアップのため、より多くの求職者情報を提供し、その中からリク

エストをしていただく「リクエスト紹介」を開始し、主に有資格者求人について 194 件の求職者情報を提供、同時に求職者にも当該求人情報を

提供（426 件）しマッチングの強化を図りました。その他、③「求人企業説明会（ミニ面接会）」も前年度同様、今年度も 83 回（3 月末）開催

するとともに、今年度新たに推奨している「応募前職場見学」についても 141 人が参加するなど、人手不足感が強い企業への支援を行いました。

また、求職者には、④双方向による「求職者担当者制」によるきめ細かなる支援を提供するため、ポスター掲示やリーフレットによる「予約制・

指名制」を推奨し、意向のあった求職者を加えた結果（支援対象者 3 月末現在 584 人）、紹介成功率（平均 42.2％）のアップに繋がっておりま

す。 

 加えて、対外的には、大仙市と（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構と単独市との３者協定としては全国初となる⑤「大仙市雇用対策協

定」を平成 31 年 1 月 18 日に締結し、地元企業への若年者雇用や A（UIJ）ターン就職、離職者の人材育成、在職者訓練の推進等について年間を

通じ協同することとし、平成 31 年 1 月 29 日には連携事業の第 1弾として、⑥東京都新宿で「就職＆移住フェア in 新宿」を開催いたしました。

これらの結果、全体の就職者数は目標の 2,691 人を上回る 2,873 人となり、目標を達成（達成率 106.8％）することができました。 

 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

 当所では、中長期的な職員・相談員の資質のアップのため、現在の職務以外の職種についても学べる「業間研修」を年間 6回（職業紹介業務

関係 2回、企画開発業務関係 2回、雇用保険業務関係 2回）開催するなどして利用者の満足度アップのためのスキル向上にも取り組んでおりま

す。 

 



2 
 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

利用者アンケートでは、話しやすい職員への指名についてのご要望があったため、これまでもポスターやリーフレットによるご案内をしてい

たところですが、改めまして「予約制・指名制」を推奨しており、いつでも指名可能な旨回答として貼り出し周知しております。また、当所で

は、①庁舎内においては、フロアナビが積極的に声掛けをして窓口誘導を強化しているほか、②求職者層の厚い 60 歳以上の高齢者のための特

設コーナーを設け、字を大きくした「60 歳以上歓迎求人情報一覧表」の作成・掲示や求人検索システムよる簡単な検索方法の掲示、指名制・予

約制の利用勧奨、シルバー人材センター等の情報提供の実施、③各種公的職業訓練（ハロートレーニング）の周知方法をポップなどで工夫し、

訓練への応募・あっせんの実施、更に、④有資格者には「求職公開可」への変更を促すためのポスター・リーフを作成掲示したことにより、「求

職公開可」の割合が全県トップクラスの数値となっており、求職者の自己アピールと有資格者を求める企業への求職者情報の提供の両方に繋が

っております。また、⑤企業については慢性的な人手不足感があるため、地元求職者だけではカバーが困難なことから、積極的に「A ターン者

歓迎求人」への登録を進めており、年度当初の 74 件から 3 月では 150 件になるなど、ハローワークインターネットサービスを通じ全国の A タ

ーン希望求職者の閲覧者数が増えることにより充足されるよう努めております。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

求職者支援としては、「働き方改革」に合わせると同時に、増加する 60 歳以上の高年齢者や女性の常用パート希望者に対応した、①「土日休

日」、「9時～17 日の日勤のみ」求人情報一覧表を新たに作成・掲示・配付するほか、希望職種として求職者層が厚い、「一般事務」、「介護」、「製

造」、「労務・清掃」の「職種別求人一覧表」も新たに作成し、これまでのマッチングによる求人情報と合わせて提供いたします。また、求人充

足向上、人手不足対策として、これまで単発で開催していた企業説明会の他に、②業種別・態様別として「建設業」、「介護・福祉」、「観光・宿

泊」、「高年齢者・未経験者歓迎」、「パートさん募集」等に特化した「企業説明会・面談会」として新たに再編し、それぞれ１回以上開催いたし

ます。また、当所ではこれまで「高校 2・3 年生に対する企業説明会」は開催していたものの「一般求職者」向けの合同就職面接会は開催実績

がなかったことから、③「一般・A ターン者、学卒未内定者」等を対象とした「一般求職者合同就職面接会」を年 1 回開催いたします。更に、

④リクエスト紹介については、30 年度に取り組んだ求職者情報の公開可とする求職者の割合が 45％を超えたことから、31 年度は 50％以上を目

標とし、また、この公開可求職者情報の求人者への提供によるリクエスト紹介 50 件以上を目標とし実施いたします。なお、求人者からのリク

エストにタイムラグが生じるため、求職者情報提供と同時に求職者への求人情報も提供しての即時紹介に切り替えて、迅速に対応することとし

ております。更に⑤求人企画部門と紹介部門の職員がペアを組んで求人担当者制に取り組むこととし、1 ペアが常時 2 件(年間 8 件)以上の対象

求人を受け持ち充足の向上を図ります。また、A（UIJ)ターン対策として、⑥首都圏において、関係機関と連携した「Aターン就職・移住相談会」

を、今年度は来所者増を図るため日曜日（前回は平日のため来所者２２名）に開催する予定としております。更に、早期の地元企業の情報提供
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と学卒者への早期の就職意欲醸成のため、⑦管内高校への巡回相談をこれまでの随時から定期に変更し実施することにより、生徒や先生との信

頼度のアップも図ります。また、障害者雇用の促進については、⑧障害者雇用率未達成・雇用実績なしの企業に対して、大曲支援学校と連携し

た「障害者雇用促進セミナー」を同校で開催することにより、障害者雇用に関しての理解を深め、障害者の雇用促進を図ることとしております。

               

（４）その他業務運営についての分析等 

 ①今年度締結した大仙市との雇用対策協定事業に鑑み、平成 31 年度は具体的な連携事業として、大仙市で設置している「大仙市移住促進無

料職業紹介所」と連携した Aターン移住定住促進に向けた情報交換と Aターン者の登録促進、首都圏・地元での合同就職面接会を県地域振興局

や他の自治体とも連携し開催いたします。また、②大仙市が地域雇用活性化推進事業（仮）への応募意向があるため、事業説明や地域アドバイ

ザーの派遣等について協力し、採択となった場合には Aターン者の就職促進に向け最大限の協力をいたします。③これまで実施してきた関係機

関との学卒者の早期求人要請については、商工団体からも、現状では早期求人提出は当たり前の時代と認識しており、今後は地元高校に対して

の県内就職促進に向けた取り組みが重要であるとの提言があったことから、平成 31 年度からは、地元行政機関と経済団体による、地元高校校

長への「県内就職・Aターン就職促進」との相互要請（「仙北地域若者雇用サミット」による交流会議）に切り替える予定としております。 

２ 総合評価（※） 

 
 

※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対す

る紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

正社員フリー

ター等 

就職件数 

学卒ジョブサ

ポーター正社

員就職数 

実績   ２，８７３   ２，６３８    ６０８  ９０．５％  ９５．８％  １６．５％  ２５．３％  ６，３６８  １，１８９   ４１２   ２５２ 

目標 ２，６９１   ２，５００    ６１８  ９０．０％  ９０．０％  １８．９％  ２５．１％  ５，３３０  １，１４１   ３９９   ２１０ 

目標達成率 １０６％ １０５％  ９８％ － －  ８７％  １００％ １１９％  １０４％  １０３％ １２０％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク本荘 就職支援業務報告（平成 30 年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所においては、平成 29 年度の新規求職者が対前年度比で 11.3％の大幅な減少となった一方、新規求人は 10.7％の大幅増加となりま 

した。このため、人手不足企業への支援と求職者の掘り起しが最重要課題と捉え、以下の取組みを行いました。 

ア 潜在求職者の掘り起し及びハローワーク求職登録者の来所相談を促すため、持ち帰り用週刊求人情報に「お気軽にハローワーク本荘 

をご利用ください」と題して、就職活動支援サービスメニューを掲載し興味を呼び起こすよう対策を講じました。週刊求人情報を市役

所、道の駅及びスーパー等 46 ヶ所に 1,500 枚配置し周知を図った結果、新規求職者は下半期 2.0％の減少に留まり、相談率は上半期に

比較して 0.5pt 増加しており、一定の効果が表れています。 

イ 求人者へのフォローアップのため、充足会議を毎週 1回開催し構成員に紹介部門職員を追加したほか、所長も参加して助言を行い議 

論の活性化を図った結果、求人票の記載内容が充実し求人と求職のマッチングが強化され、求人情報提供件数の増加（1,689 件）、充足 

会議において就職事例や雇用指導等の報告がなされるようになりました。 

ウ 「合同就職面接会」を管内２市（由利本荘市、にかほ市）と共催し、第１回目はこれまでと同様に参加対象を正社員求人提出企業に 

特化していましたが、第２回目は幅広に参加できるよう正社員求人に特化せずパート求人企業も対象とし、地域企業のニーズに対応し 

た結果、参加企業が倍増し（78 社）好評を得ています。また、「会社説明会＆面接会」をハローワーク内で開催し（38 回開催、351 人参

加）、福祉、運輸、警備業等の人手不足感が強い企業への支援を行いました。 

エ 「求職者担当者制」によるきめ細かな支援を行い（支援対象者 461 人）、応募に結び付け、その就職率は 86.6％と高水準になってい

ます。また、職員及び職業訓練ナビゲーターによるジョブカード作成への積極的な支援により（支援者 102 人）、自己理解を促し的確な

応募に結びつける支援を行いました。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

ア 当所では、中長期的な職員の育成を図る観点から、若手職員を所内他部門（紹介部門・企画開発部門）に配置し研修を実施しました。 

イ 職業相談の専門性の向上を図るため、キャリア・コンサルタント資格取得を目指した研修に職員２人が参加しました。 

ウ 事業所情報を収集し職業相談の充実を図るため、紹介部門・企画開発部門全職員が事業所訪問（延べ 165 事業所）を行いました。 
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（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

満足度調査では、当ハローワークを利用された求人者の皆様から「応募要件を満たす求職者のより多くの紹介」項目を含む人材確保支援 

サービスの満足度が 73.2％と十分ではなかったものの、求人者及び求職者のいずれの皆様からも全体的には前年度実績を上回る高評価をい 

ただきました。取組みの具体的な内容は以下のとおりです。 

① 求人者の方から要望の多かった求人提出後のアドバイス等については、職業相談を通じた求職者の希望条件や求人充足会議での意見を

踏まえ、ミスマッチの解消を図るための求人条件緩和等の提案に取り組みました。 

② 自宅周辺から近い通勤圏を希望する求職者が多いため、求人票・求職票の住所を地域ごと識別コードで設定・入力し、求人と求職のマ

ッチングによる紹介成功率を高める取組を開始しました。 

③ 求人情報提供端末内の「お知らせ」については、情報がタイムリーに掲載されているにも関わらずその掲載箇所に気付いてもらえない

ケースがあるため、その手順について端末の台にラミネート加工したガイドを配置しました。また、高年齢求職者の求人検索にあたり、

求人情報提供端末内に特化求人として「60 歳以上応募歓迎求人」ボタンを設け、その検索方法の案内リーフレットを作成、周知し利便性

を図りました。 

④ ボイスコールにより相談窓口を誘導していますが、表示板が 1 つでありその付近で迷っているケースが多いため、待合室椅子の背もた

れに「紹介窓口のご案内」による表示と、担当が総合案内付近まで出向き誘導するサービスを開始しました。 

⑤ 雇用保険受給手続きのため来所した求職者に対し、新たに作成した「早期再就職のメリット及び長期失業のデメリット」リーフレット

を配付し、早期就職への意識啓発を図っています。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

求人充足対策として、以下のとおり実施します。 

① 求人充足会議において、要領見直しにより対象求人や検討事項を変更し、一層の「求人と求職のマッチングの強化」「仕事内容や会社 

の特徴等をイメージできるような魅力的な求人票作りの提言」「現場を見ないと分かりにくいこと（におい、騒音、温度などの作業環境 

等や会社の立地環境）を把握し紹介に結びつけるための事業所訪問の実施」の徹底を図ります。 

② その求人を充足させるため担当者を決める取組みとして、充足会議構成員の企画開発部門職員と紹介部門職員とがペアを組み、1ペア 

常時１件以上の対象求人を受け持ち充足の向上を図ります。（Ｈ３１年度の新たな取組み） 

③ 求人条件緩和を行った求人については、その後、所の対応状況等を求人者へ説明する等フォローを実施することとします。 

④ 人手不足分野の求人等に対しては、公開を希望する求職者リストを作成・提供し、リクエストに応じて紹介し充足を図ることとします。 
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⑤ 「働き方改革」、「魅力ある求人票の作成」及び「会社ＰＲの仕方」等について、雇用管理セミナーを開催し支援します。 

⑥ 新規高卒者の就職支援については、希望者全員の就職、県内就職促進、職場定着の推進及び地元企業理解促進を図るため、県・市等と 

連携して高校２年生と保護者及び教師を対象とした「企業説明会」を開催するほか、就職希望の高校３年生と地元企業のマッチングを 

支援する「求人求職情報交換会」も開催します。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

① 生活保護受給者等に対しては、由利本荘市・にかほ市と連携を密にし、ケース会議や巡回相談等により就職支援に努めました。ケース

会議での助言内容や巡回相談（33 回実施）の実施により支援者の課題を的確に把握し、課題解決のためのきめ細かな支援により長期にわ

たり生活保護受給者だった方の就職も実現し、両市から評価を得ています（就職 74 人）。 

② 地方自治体との連携においては、県・市と年間を通じて連携を密にしており、その要望に応じた就職面接会、各種要請行動、新規高卒

者情報交換会等イベントの開催に積極的に取り組みました。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

学卒ジョブサ

ポーター支

援の正社員

就職件数 

正社員求人

数 

正社員就職

数 

実績 1,729 1,440 468 73.2% 96.1% 17.5% 22.0% 404 4,052 834 

目標 1,945  1,620  448  90.0%  90.0%  20.3%  23.4% 210  3,550  860 

目標達成率 88％ 88％ 104％ － － 86％ 94％ 192％ 114％ 96％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
 

標準的な成果 



1 
 

ハローワーク横手 就職支援業務報告（平成３０年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所管内横手市の総人口は平成 31 年 3 月末現在 89,646 人で 10 年前と比較し 12.4%(12,676 人)減少しており、年少人口は 23.2%減少、生産年

齢人口は 20.6%減少、一方、老年人口は 7.5%増加しており、少子高齢化の進展が著しく、新規求職者（仕事探しの登録者）数は減少傾向で推移

しています。他方、企業からの求人数は好景況を背景に、大幅に増加しており、労働力の確保が喫緊の課題と捉え、次の取組を実施しました。 

①潜在求職者の掘り起し 

求人情報提供コーナーへの利用勧奨リーフレットの掲示をはじめ、横手市のホームページを活用し、求人情報や各種イベントの広告を掲載す

るとともに、来所相談者への懇切丁寧な対応を心掛け、口伝えによる利用の増加を意識した取組を展開しました。その結果、新規求職者数は前

年度の減少率 4.1%から 2.7%まで軽減しました。 

②職業相談・各種支援の充実 

 受付窓口におけるハローワークサービスの案内、求人検索端末利用者への相談窓口誘導、館内アナウンスによる窓口利用を推進し、窓口相談

では求職者個々の就職活動に応じた支援を意識し、急いで就職先を探している方を中心に、一人の職員が継続的に担当し支援していく求職者担

当者制による求人情報の提供、個別の職業相談などその都度必要な支援を、利用者に寄り添って展開し、職業紹介につなげてまいりました。 

③求人者支援 

求人数の増加により、募集人員の一部しか採用できない、応募者そのものがいないなど、求人充足が困難な事業所が人手不足となり、企業経

営そのものに影響を及ぼしていることから、求人内容を求職者目線に立って紹介部門職員が添削し、求人者支援担当職員と同行しながら魅力あ

る求人の提案を行い、応募者の増加につなげてまいりました。 

④高年齢者の就職支援 

高年齢者の人口割合の上昇が高年齢求職者の増加に反映され、有効求職者数に占める割合は 32%を示しており、高年齢者の労働力の必要性が

高いことから、定年又は継続雇用終了者の就職促進に向けたセミナーを毎月開催しています。なお、当該セミナーは受講者同士のグループディ

スカッションを取り入れ、同世代の似たような環境の方々の再就職に向けた意欲の波及効果が高く、高年齢者の就職割合も上昇しています。 

 こうした重点的な取組を行った結果、就職件数は 2,192 件（目標達成率 107%）、充足件数は 2,216 件（目標達成率 107%）、雇用保険受給者の

早期再就職件数（雇用保険受給可能日数を２／３以上残して就職した件数）は 502 件（目標達成率 114%）で平成 30 年度の重点３指標の目標を

達成できました。 
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（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

 毎年求職者・求人者の皆様から御協力いただいておりますハローワーク利用者満足度調査において、求職者満足度は 94.6%で目標数値 90%は

達成しましたが、求人者満足度は 83.0%で目標を大きく下回っており、求人者サービスの強化を図るため、面談時における接遇はもとより、求

人充足までの一連の支援について、更なる質の向上に努め、求人者の立場になって支援の充実を図ってまいりました。また、９月に全職員に対

し業務改善アンケートを実施し、業務の推進に役立つ事案については早期に改善いたしました。 

 業務面においては、次の取組を年度途中から実施しました。 

・雇用保険受給手続きで来所された方に対し、希望職種に沿ってマッチングを行い、求人情報を提供し、早期の再就職を促しました。 

・認定日の受給者アンケートにおいて、応募実績のない方の理由確認と就職意欲の喚起を図りました。 

・求職者担当者制（上記(1)②参照）の対象者に 60 歳以上の求職者を全職員１人以上取り込み、高年齢者の就職支援に取組みました。 

・高年齢者就職支援セミナー（上記(1)④参照）を開催し、就職意欲の喚起を促し、就職件数の拡大に結びつけました。 

・求人者に提供する求職者情報の「公開可」とする求職者の拡大に向け、新規求職登録時に積極的な勧奨を行い、登録拡大につなげました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

 求職者数の減少が今後も見込まれることから、上記(1)(2)の取組の継続とあわせ、求人者支援への強力な取組が必要であることから、求職者

情報の「公開可」とする求職者の割合を令和元年度は 50%を目標に求職者への呼びかけを強化していきます。また、当該求職者情報の事業所へ

の活用を図り、リクエスト紹介 40 件を目標に実施いたします。 

 人材不足の解消に向け、平成 31 年 3 月 15 日「横手地域人材確保対策会議」を開催し、人材不足分野の業界団体や商工団体の傘下企業の現状

と課題及び対策に係る情報提供、金融機関が把握している情報提供をもとに、行政機関の今後の取組について協議しました。今後必要に応じて

各業界単位での対策会議を開催し、人材確保に向けた取組みを展開することとしました。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

平成 30 年 2 月 14 日に横手市と「横手市雇用対策協定」を締結し、若年者の地元就職促進、女性の活躍促進、生涯現役社会に向けた高年齢者

の就労支援により、人口減少問題に係る人材確保に向けて、積極的に展開してまいりました。 

 新規学卒者の地元就職促進の観点から、本年度より高校教職員の職場見学を開催し、企業理解と地元企業との関係構築を図るとともに、生徒

との進路相談時の情報提供に効果がありました。女性の活躍促進については、マザーズコーナーの周知を目的に、秋田県等が主催するイベント

に参加し更なる利用促進を図りました。生涯現役社会に向けた高年齢者の就労支援ついては横手市が国の採択を受け平成 30 年 7 月から「生涯

現役促進地域連携事業」を展開しており、就職ガイダンスの講師派遣など当所と連携した高年齢者の就職支援を展開しています。 
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２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

3 マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

障害者 

就職件数 

実績 2,192 2,216 502 83.0% 94.6% 20.7% 26.8% 3,916 1,022 80 

目標 2,050 2,070 440 90.0% 90.0% 23.0% 27.5% 3,670 846 80 

目標達成率 106% 107% 114% -  -  90% 97% 106% 120% 100% 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率  

良好な成果 
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ハローワーク湯沢 就職支援業務報告（平成 30 年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所では近年、求人数が増加（平成 28 年度から平成 29 年度にかけて 4.7％増）している一方、求職者数は減少（同 6.2％減）基調が続い

ており、平成 30 年度も緩やかな景気回復を受けて同様の情勢で推移し人手不足感の強い労働市場となることが見込まれたため、求人者への

支援・フォローアップの充実強化を図ること、また、求職者へのきめ細かな就職支援が最も重要と考えて取組みました。 

具体的には、求人者支援では、求人を充足させるための検討会議（充足会議）が効果的であるか不断の見直し等を行い、１件の求人に対し

専任職員を定め充足までフォローアップする「求人担当者制」に取組み、支援対象とした求人の充足率は 25.0％となり所全体の充足率 22.6％

を上回る効果的な支援ができました。また、求職者支援では、就職までの支援を同じ職員がマンツーマンで継続的に行う「求職者担当者制」

に取組み、支援対象とした 259 人の求職者のうち 190 人が就職に結び付く結果となり、その就職率は 73.4％と所全体の就職率 47.4％を上回

るなど、同じ職員による一貫した支援サービスは求職者の皆様からも高い評価をいただいています。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

  当所では、中長期的な職員の育成を図る観点から、労働局の裁量労働制に係る研修受講者から全職員に伝達研修を実施したほか、働き方改

革関係法に係る研修、障害者業務の理解と知識を深めるための所内研修を実施しました。 

また、職業紹介業務の充実・強化を図るために所内にプロジェクトチームを設置して、より良い対面業務の在り方やサービス充実の方向性

等を見つけるための検討会を３回開催しました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

  就職を希望する方々へ求人情報の提供を積極的に行っていますが応募（紹介）まで至らないケースが多くあるため、求人情報を提供する際

の案内文書に課題があると考え、応募可能な条件等を求職者から積極的に伺い、より詳細な求職情報を把握できるよう文書内容を見直して取

組みました。その結果、求人者への条件緩和の依頼など求職者ニーズ等を求人者に伝える機会も増加し、求人情報提供後の紹介率は 13.3％と

なり前年度実績 4.3％から大きく向上しました。 
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昨年度に引き続き、人手不足と高齢者の就職ニーズに対応するため、「高齢者の応募を歓迎する求人」を事業所訪問等により６５歳を意識

した６０歳以上の応募を歓迎する求人の確保を行い、求人情報提供端末に特化求人としたほか、月２回の求人情報誌の発行等の求人情報提供

を行った結果、全体の紹介件数が対前年比４．８％減少、就職件数が対前年比０．２％減少する一方、６５歳以上の紹介件数は対前年比４４．

９％増加し、就職件数が対前年比１０７．４％増加しました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

企業（事業所）おいては求人を提出しても応募者がなく経営にも影響を及ぼしているため、人手不足対策として求人者への支援を一層図っ

ていく必要があります。このため、専任職員を定め求人充足までフォローアップする「求人担当者制」による支援に引き続き取組むこととし、

月２件以上の求人を受け持ち充足の向上を図っていきます。加えて、地方自治体や金融機関を招集した連絡会議を年２回以上開催し、関係機

関と連携のもと働き方改革推進を踏まえて地域の雇用対策に取組んでいきます。 

求職者については、求人数は増加しているものの条件相違によるミスマッチのため応募（紹介）に至らず、結果として就職（求人充足）に

結び付いていない現状にあります。このため、就職までの支援を同じ職員がマンツーマンで継続的に行う「求職者担当者制」に引き続き取組

むこととし、担当者が常時４名以上の求職者を受け持ち、今年度向上した求人情報提供後の紹介率を更に高め 15％以上の紹介率を目標に就職

の促進を図っていきます。 

また、求職者の半数以上の方が、自身の希望職種や有資格情報などの求職条件（簡易な公開可求職者情報）を求人者に提供して構わないと

の意向があることから、31 年度は積極的にこれらの情報を求人者へ提供していくこととし、求職者情報を提供した求人者のリクエストに基づ

く紹介件数の増加に取組んでいきます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

 ① 秋田県内の中でも新規学卒者の県外等への流出が多い当地域においては、新規高卒者等若年労働力の確保が最重要課題となっています。

このため、県雄勝地域振興局及び市町村と連携して、湯沢商工会議所等経営団体に対する新規学卒求人の早期提出要請を実施しました。併

せて学卒ジョブサポーターによる個別の就職支援に取組み、県内就職希望者の就職内定率は 100％となりました。今後も、関係機関と連携

して新規学卒等若年者の雇用対策に取組んでいきます。 

 ② 障害者の就職を促進するために、県の支援学校や障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等の関係機関と連携してきめ細か

な支援に取組んだ結果、目標とした就職件数 49 件に対して 60 件の就職実績を上げることができました。今後も、関係機関と連携して障害

者の雇用対策に取組んでいきます。 
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２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

生活保護受

給者等の就

職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

実績 １，２３３ ９９８ ３０６ ９０．０％ ９５．４％ １８．５％ ２４．１％ ６９ ２，４１１ ６３３ 

目標 １，２３０ ９７５ ２８５ ９０．０％ ９０．０％ ２０．０％ ２５．９％ ４３ ２，１０６ ５１８ 

目標達成率 １００％ １０２％ １０７％ － － ９２％ ９３％ １６０％ １１４％ １２２％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク鹿角 就職支援業務報告（平成 30 年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

  当所管内は、求人が増加する一方で新規求職者が過去 5年間で約 3割減少するなど人手不足の状況が続いていることから、就職件数と求人

充足件数の目標達成を最重要と考え、特に未充足求人事業所を対象とする会社説明会・ミニ面接会の実施に積極的に取り組みました。 

会社説明会・ミニ面接会は、前年より 27 回多い 73 回の開催で参加求職者 393 名（前年より 137 名増）、就職者数 61 名（前年より 19 名増）

となっています。 

また、少子高齢化を背景に求職者に占める高年齢者の割合が高いことから「60 歳以上歓迎求人」の周知や「高年齢求職者情報」の作成など

高年齢者に係る求人求職のマッチングに取組みました。 

その結果、前年度実績比較では就職件数 43 件増（5.6％）、求人充足件数 59 件増（8.8％）となり、平成 30 年度目標の達成割合は、就職件

数 103.3％、求人充足件数 110.9％といずれも目標を達成しました。 

  新規高卒者の就職対策については、地元自治体のニーズが高いことから学卒ジョブサポーターによる支援を積極的に行うなど重点的に取り

組んだ結果、正社員就職が 65 件となり、目標の 50 件以上を達成しました。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

  当所では、利用者の満足度アップのため、担当業務以外についても学べる「業務研修」を年に複数回実施するなど、職員（非常勤職員を含

む）のスキルアップにも取り組んでいます。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

人手不足の状況が続いている中、特に未充足求人対策の一環として、職業相談窓口を担当する職員が積極的に求人事業所を訪問することで、

直接求人者のニーズを把握し、より正確な求人情報を求職者に提供することに取り組みました。 

また、求人者が来所した際は、可能な限り職業相談窓口の担当者も同席し、求職者の動向やニーズを伝えるとともに求人要件の緩和を提案

することに取り組みました。 

その結果、平成 30 年度のハローワーク利用者満足度調査において、求人者の満足度 89.2％、求職者の満足度 90.2％と高い評価をいただき

ました。 
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（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

少子高齢化を背景とする人手不足の状況が続いていることから、職員による事業所訪問の回数を増やし、特に高年齢者や子育て中の女性等

の求職者情報を求人者に提供するとともに、求職者の態様に応じた求人条件の緩和や雇用管理の改善提案を行うことで求人求職のマッチング

を図ります。 

令和元年度は学卒ジョブサポーターを活用した既卒３年以内未就職者の把握、学校への管内企業情報の提供、企業訪問による新卒者の職場

定着等に取り組むことで、同サポーターの支援による正社員就職 70 件の達成を目指します。 

求人担当者と職業相談担当者との連携は、ハローワーク利用者の満足度が高まることに加え、担当者のスキルアップにもつながることから

今後も継続して取り組みます。 

（４）その他業務運営についての分析等 

  平成 30 年 2 月に秋田労働局と鹿角市において雇用対策協定を締結したことを受け、平成 30 年度は本協定に基づき鹿角市と連携して雇用対

策に取組みました。また、人手不足が地域における喫緊の課題であることから、平成 31 年 1 月に鹿角市、小坂町、かづの商工会、秋田県鹿

角地域振興局、鹿角公共職業安定所がさらに連携して雇用対策を行うため、緊急の共同宣言を行っています。 

雇用対策を効果的にすすめるためには、地域の自治体等と連携した取り組みが重要であることから、これらの取り組みを継続します。 

２ 総合評価（※） 

※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

満足度 

（求人者） 

満足度 

（求職者） 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

学卒ジョブサポーター

支援による正社員就

職件数 

実績 ８１６ ７３２ １７５ ８９．２％ ９０．２％ １２．９％ ２３．３％ １，９１７ ３３６ ６５ 

目標 ７９０ ６６０ １５０ ９０．０％ ９０．０％ １３．９％ ２３．２％ １，７９１ ３０４ ５０ 

目標達成率 １０３％ １１０％ １１６％ － ― ９２％ １００％ １０７％ １１０％ １３０％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な結果 



就職件数
（常用）

充足件数
（常用、受理地
ベース）

雇用保険受給者の
早期再就職件数
※目標参考値

求人に対する
紹介率

求職者に対する
紹介率

生活保護
受給者等の
就職件数

障害者の
就職件数

学卒ジョブ
サポーターの
支援による

正社員就職件数

ハローワークの
職業紹介により、
正社員に結びつい
たフリーター等の

件数

公的職業訓練の
修了３ヶ月後の
就職件数

マザーズハロー
ワーク事業におけ
る担当者制による
就職支援を受けた
重点支援対象者
の就職率

正社員求人数 正社員就職件数
人材不足分野の
就職件数

生涯現役
支援窓口

での65歳以上の
就職件数

局 19,554 18,622 4,409 前年度実績以上 前年度実績以上 613 前年度実績以上 2,487 2,446 653 92.7% 48,327 8,936 4,676 119

秋　田 6,733 7,089 1,646 前年度実績以上 前年度実績以上 176 236 1,277 1,000 342 92.7% 18,912 3,236 1,643 119

男　鹿 617 381 122 前年度実績以上 前年度実績以上 ‐ 19 ‐ 40 ‐ ‐ 1,168 331 173 ‐

能　代 1,660 1,553 414 前年度実績以上 前年度実績以上 67 54 150 150 68 ‐ 4,512 758 427 ‐

大　館 1,666 1,612 334 前年度実績以上 前年度実績以上 47 97 260 226 51 ‐ 3,996 781 398 ‐

鷹　巣 684 618 142 前年度実績以上 前年度実績以上 ‐ 36 ‐ 40 - ‐ 1,534 294 159 ‐

大　曲 1,956 1,886 412 前年度実績以上 前年度実績以上 94 81 250 230 58 ‐ 4,293 785 430 ‐

角　館 618 413 103 前年度実績以上 前年度実績以上 ‐ 17 ‐ 40 - ‐ 1,507 295 171 ‐

本　荘 1,700 1,395 412 前年度実績以上 前年度実績以上 94 76 260 250 47 ‐ 4,050 816 423 ‐

横　手 2,010 2,090 417 前年度実績以上 前年度実績以上 47 80 120 260 42 92.7% 3,930 835 428 ‐

湯　沢 1,160 910 270 前年度実績以上 前年度実績以上 47 60 100 130 22 ‐ 2,460 510 252 ‐

鹿　角 750 675 137 前年度実績以上 前年度実績以上 41 33 70 80 23 ‐ 1,965 295 172 ‐

必須所重点指標 選択所重点指標

令和元年度　ハローワーク評価　所別主要指標・補助指標・所重点指標
別紙２


