
ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組（概要）

•現行の取組（就職率等を指標にした
ＰＤＣＡサイクルによる目標管理）を拡
充し、業務の質の指標を追加。

•地域の雇用の課題を踏まえ重点とす
る業務に関する指標を追加。

•中長期的な就職支援の強化のため、
職員の資質向上や継続的な業務改
善の取組を推進。

ＰＤＣＡサイクルによる
目標管理・業務改善の拡充

ハローワークのマッチング機能
の総合評価・利用者への公表

評価結果等に基づく
全国的な業務改善

•業務の成果や目標達成状況等を定
期的に公表

→主要指標の実績を毎月、年度後半の取
組強化のための分析を年度央に、総合

評価を年度終了後に公表

•業務の成果や質、職員の資質向上・
業務改善の取組等の実施状況をもと
にハローワークの総合評価を実施。

→労働市場の状況や業務量が同程度の
ハローワークをグループに分け、その中

で比較し評価

•ハローワークごとに実績・総合評価及
び業務改善の取組等をまとめ、労働
局が公表。

•労働局は地方労働審議会、本省は
労働政策審議会に報告。

①評価結果等をもとに労働局・ハ
ローワークに対する問題状況の
改善指導

②改善計画を作成、本省・労働局
が重点指導（評価期間終了後）

③好事例は全国展開（評価期間終
了後）
労働市場の状況や業務量が同
程度のハローワークによる交流
会も開催

重点的に取り組んだ事項、業
務改善を図った事項、業務改
善が必要な事項、総合評価、
基本統計データ、指標ごとの
実績及び目標達成状況などを
公表

•評価結果等をもとに本省・労働局に
よる重点指導や好事例の全国展開

等を実施。
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サービスの質向上
地域の課題への対応

職員の資質向上の取組

継続的な業務改善の取組等

ハローワークの機能強化を図るため、従来の目標管理・業務改善の拡充、マッチング機能に関する業務の
総合評価、評価結果等に基づく全国的な業務改善を一体的に実施。
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総合評価の構成

ハローワークのマッチング機能の総合評価は、全ハローワークで共通する指標による評価と、ハローワーク
ごとに地域の特性等を踏まえ重点的に取り組む業務や継続的な業務改善等に関する評価を総合的に勘案
して実施。

（１）所重点指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する重要業務のうち、
地域の雇用に関する課題等を踏まえ、ハローワークごとに重
点として取り組む業務に関する指標に基づく評価
○ 障害者の就職件数
○ 正社員求人数
○ 生活保護受給者等の就職件数 など

（１）主要指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち特に
中核業務の成果を測定する指標に基づく評価
○ 就職件数
○ 求人充足件数
○ 雇用保険受給者の早期再就職件数

ハローワークごとの重点的な取組の評価
（所重点指標・所重点項目）

総合評価を実施

（２）補助指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する業務の質を測
定する指標に基づく評価
○ 満足度調査（求人者）
○ 満足度調査（求職者）
〇 求人に対する紹介率
〇 求職者に対する紹介率

（２）所重点項目に対する評価
中長期的なマッチング機能向上のための、職員の資
質向上の取組や継続的な業務改善の取組等の実施
状況を評価
○ 職員による事業所訪問の実施
○ 求職者担当制の実施
○ 職員による計画的なキャリア・コンサルティ

ング研修の受講
○ 好事例を導入した業務改善を実施 など

全ハローワークで共通する評価
（全所必須指標）

※所重点指標は、ハローワークごとに、
評価対象とする業務・取組を選択
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千葉労働局における平成２９年度マッチング機能の総合評価に係る主要指標目標設定等

主要指標
目標値

労働局
（計）

千葉 市川 銚子 館山 木更津 佐原 茂原 松戸 船橋 成田 千葉南

就職件数
（常用） ※1 43,339 6,779 3,383 2,393 1,994 3,000 1,330 3,177 10,910 7,291 4,091 4,991

取組内容

求職者の希望条件・経験・資格等を正確に把握し、きめ細かな職業相談及び積極的な職業紹介の実施により就職の促進を図る。

具体的には、「ハローワークの様々な就職支援メニューの利用勧奨」「求職者担当者制による職業相談の実施」「関係機関との連携による潜在求職者
の掘り起し・就職支援」等により目標達成に向けて取り組む。

求人充足数
（常用） ※2 40,371 8,409 2,650 1,717 1,839 2,749 950 2,146 7,078 5,478 3,559 3,796

取組内容

求人者に対して、労働条件の向上・雇用管理の改善を働きかけるとともに人材ニーズ等を的確に把握し、積極的・能動的マッチングを行うことにより求
人の充足を図る。

具体的には、「求人条件に係る助言・援助等、わかりやすく魅力ある求人票づくりの支援」「正社員求人の確保」「事業所情報の収集・蓄積」等により目
標達成に向けて取り組む。

雇用保険受
給者の早期
再就職件数
※3

19,973 2,960 2,487 470 380 1,070 336 725 4,180 4,058 1,330 1,977

取組内容

雇用保険手続きの際、雇用保険説明会及び初回認定日等の早い段階で、早期再就職プラン等の説明をすることにより再就職意欲を喚起し、早期再
就職の促進を図る。

具体的には、「ハローワークの様々な就職支援メニューの利用勧奨」「給付制限中の受給者等に対する積極的なマッチングの実施」等により目標達成
に向けて取り組む。

※１：常用：雇用契約において雇用期間の定めのない、又は、4カ月以上の雇用期間が定められているもの。
※2：県内ハローワークにおいて受理した求人に対して、全国のハローワークからの職業紹介により就職が確認された件数。
※3：雇用保険受給者が所定給付日数を3分の2以上を残して就職し（自己就職者等を含む）、雇用保険被保険者資格取得届が提出された件数。

●マッチング機能に関する業務目標（主要指標）
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千葉労働局における平成２９年度マッチング機能の総合評価に係る主要指標目標設定等①

重点指標
労働局
（計）

千葉 市川 銚子 館山 木更津 佐原 茂原 松戸 船橋 成田 千葉南

生活保護受給者等の就職件数
※4 2,830 781 42 42 55 222

障害者の就職件数 3,160 522 310 91 144 64 779 446 234 332

学卒ジョブサポーターの支援に
よる正社員就職件数 ※5 5,214 1,143 292 328 1,151 1,039 504

ハローワークの職業紹介により
正規雇用に結びついたフリー
ター等の件数 ※6

9,401 2,334 1,659 771

公的職業訓練の修了3ヶ月後
の就職件数 ※7 3,728 784

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 ※8

89.4％ 89.4％ 89.4％ 89.4％ 89.4％ 89.4％ 89.4％

※4：国又は地方公共団体から就労支援・生活支援等を受ける生活保護受給者等生活困窮者の求職者の就職件数。
※5：県内ハローワークの学卒ジョブサポーターからの支援により、正社員での就職が確認された件数。
※6：概ね45歳未満の正規雇用での就職を希望する求職者（新規学卒者、正規雇用の在職求職者を除く）のうち、不安定就労の期間が長い者や安定した就
労の経験が少ない者。
※7：平成28年10月1日～平成29年9月30日の間に訓練修了となった公的職業訓練のコースを対象として、修了3ヶ月後における雇用保険適用の就職件数
※8：マザーズハローワーク事業：子育て中の女性等を対象として、マザーズハローワーク千葉及び6ヶ所のハローワーク（市川・木更津・松戸・船橋・成田・千葉
南）にマザーズコーナーを設置し、就職支援等を実施する事業。

●地域の課題を踏まえ、特に重点的に推進し成果を上げる必要がある業務に係る指標
（特に重点を置く項目として選択したハローワークにのみ目標値を記載している。）（所重点指標）
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重点指標
労働局
（計）

千葉 市川 銚子 館山 木更津 佐原 茂原 松戸 船橋 成田 千葉南

正社員求人数 ※9 142,808 32,426 11,084 3,965 4,962 14,519 2,321 4,085 23,765 20,805 10,434 14,442

正社員就職件数
※10 23,774 3,010 1,539 1,221 823 1,665 660 1,498 5,246 3,652 1,971 2,489

介護・看護・保育分
野の就職件数 ※11 5,400 1,284

建設分野の就職件
数 ※12 1,708 333

生涯現役支援窓口で
の65歳以上の就職
率 ※13

546 150 145 81

雇用保険受給資格
決定者の安定所紹
介による就職率
※14

－ 12.2％

※9：年内ハローワークで受理した求人数のうち、パートタイム労働者、派遣労働者、臨時・季節労働者、契約社員、準社員、嘱託以外の正社員であるもの。
※10：全国のハローワークで受理した正社員求人に対して、県内ハローワークから職業紹介により就職が確認された件数。
※11：全国のハローワークで受理した介護職等介護関係職種、看護師等医療関係職種及び保育士の求人に対して、県内ハローワークから職業紹介により就
職が確認された件数。
※12：全国のハローワークで受理した建築、土木、測量技術者等建設関係職種の求人に対して、県内ハローワークから職業紹介により就職が確認された件数。
※13：高年齢者を対象として、千葉所及び松戸所に生涯現役支援窓口を設置し、就職支援等を実施する「高年齢者就労総合支援事業」に基づくもの。
※14：雇用保険受給手続きをした求職者のうち、受給終了までの間に職業紹介により就職が確認された件数。

千葉労働局における平成２９年度マッチング機能の総合評価に係る主要指標目標設定等②

●地域の課題を踏まえ、特に重点的に推進し成果を上げる必要がある業務に係る指標
（特に重点を置く項目として選択したハローワークにのみ目標値を記載している。）（所重点指標）
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