
38愛媛労働局

番号 項目 目標 プラン策定時 令和元年度実績

1 正社員就職割合 50.0%(平成31年度まで) 46.0%(平成26年度) 47.3%

2 正社員就職件数 56,000件(28-32年度累計値) 12,705件(平成26年度) 43,112 件(28-元年度累計値)

3 正社員求人数 294,000件(28-32年度累計値) 49,811件(平成26年度) 239,405 件(28-元年度累計値)

4 学卒ジョブサポーターの支援による正社員就職件数 10,000件(28-32年度累計値) 2,153件(平成26年度) 7,745 件(28-元年度累計値)

＜参考＞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 － － 12,782 件(28-元年度累計値)

5 キャリアアップ助成金の実績（正社員転換分） 5,200人(28-32年度累計値) 283人(平成27年度) 3,333 人(28-元年度累計値)

番号 項目 目標 プラン策定時

1 キャリアアップ助成金の実績（待遇改善分） 130件(28-32年度累計値) 0件(平成27年度) 165 件(28-元年度累計値)

2 若者雇用促進法に基づく認定事業所数 15社(28-32年度累計値) 0社(平成27年度) 8 件(28-元年度累計値)

3 育児休業取得率
男性10%以上(平成31年度)

女性90%以上(平成31年度)

男性 3.2%(平成25年度)

女性81.3%(平成25年度)

男性4.3%(令和元年10月)

女性88.8%(令和元年10月)

4 仕事と生活の調和の実現が図られていると感じる人の割合 58.7%以上(平成31年度) 48.4%(平成26年度) 40.5%(令和元年度)

正社員転換・待遇改善実現プラン進捗状況（令和元年度分）

(2)待遇改善について

(1)正社員転換等について



38愛媛労働局

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

・求職者に正社員求人の情報提供等、能動的マッチングに努めた。

・十分なキャリア形成ができていないと思われる求職者に対し、安定所窓口で正社員で

働くことの大切さを意識付けしたり、本人が希望する職種以外についても情報提供を行

い、応募を勧奨した。また、求人情報提供端末の利用だけで帰る求職者に対して総合

案内等で積極的に声掛けし、窓口への誘導、求職登録を促す取組を強化した。

・安定所の求人窓口において、パート求人の申込みがあった事業所等に対し、正社員求

人の申込みを勧奨するなどして、正社員求人の確保に取り組んだ。

　〇安定所長による事業所訪問件数

　　　H28年度 360事業所、H29年度 324事業所、H30年度 258事業所、R元年

度 250事業所

　〇事業主への要請文発出

　　　　「不本意非正規・学卒正社員就職の実現について」：約1万社（H28）

　〇新規学卒予定者の求人要請文発出：約1万社（H28、H29、H30、R元）

　〇新規学卒予定者・３年以内既卒者・若年者を対象とした、正社員求人限定の合

同就職面接会を局主催により開催した。

　　　愛媛労働局主催分

　　　H28年度　平成28年８月19日（ジョブカフェ愛workと共催）、12月６・７日

　　　H29年度　平成29年８月18日（ジョブカフェ愛workと共催）、12月27・28日

　　　H30年度　平成30年８月16日（ジョブカフェ愛workと共催）、12月13日

　　　R元年度　令和元年8月21日、1月17日

　○正社員有効求人倍率（原数値）

　　　H28年度　0.90倍

　　　H29年度　1.06倍

　　　H30年度　1.15倍

　　　R元年度　1.19倍

　〇正社員の新規求人数

　　　H28年度計　55,826

　　　H29年度計　59,645

　　　H30年度計　62,231

　　　R元年度計　61,429

2 業界団体等への要請
「局幹部職員の県内主要５団体に対する要請」

「安定所幹部職員の地域経済団体に対する訪問要請」

　労働局長、職業安定部長等の局幹部職員による要請については、各種会議や団体

訪問時等を活用し行った。

　〇安定所長による事業主団体に対する訪問要請件数

　　　　H28年度 343件、H29年度 347件、H30年度 354件、R元年度 384件

　〇労働局長、職業安定部長等による主要経済５団体への協力要請

3
キャリアアップ助成金の活用促進（正社員

転換分）

「局・ハローワークの事業主支援アドバイザー、県・事業主団体の専門コンサ

ルタント、働き方改革推進支援センター等との連携による積極的周知」

「関係機関・関係団体が主催するセミナーでの周知」

・関係機関・関係団体等が主催する職員向け研修や事業主等を対象としたセミナーへ

職員を派遣し、キャリアップ助成金について説明した。

　H28年度 6件、H29年度 4件、H30年度 6件、R元年度 8件

・愛媛労働局助成金センターの職員が月２回、愛媛県働き方改革包括支援プラザにお

いて各種助成金に係る事業主からの相談に応じている。

・愛媛働き方改革推進支援センターの専門家が、セミナー、相談会、電話・窓口等で相

談に応じている。

正社員転換・待遇改善実現プラン進捗状況（令和元年度分）

1 ハローワークにおける正社員就職の実現

「正社員求人の積極的確保」

「正社員就職に向けた担当者制支援・マッチング強化」

「正社員就職のメリット説明・応募働きかけ」

「正社員求人限定の就職面接会・ミニ面接会・ミニ会社説明会の積極的

開催」

「安定所幹部職員の事業所訪問」

「愛媛労働局正社員就職促進月間（１月）」

「新卒応援ハローワーク等における学校等と連携した、在学段階からのセミ

ナーや高校内企業説明会等の積極的実施等就職への意欲の喚起・維持

を含めたきめ細かい支援」

「学卒者向け正社員求人限定の就職面接会等の積極的開催」

「特定求職者雇用開発助成金（３年以内既卒者等採用定着コース）

（※平成30年度までの制度）、トライアル雇用助成金の活用による既卒

者・フリーター等の正社員就職の実現」

「ハローワーク等における担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介、

職業意識の啓発によるフリーター等の正社員への転換」

・在学中の早い段階から学卒ジョブサポーター、就職支援ナビゲーター（若年者支援

分）を中心に新卒者、フリーター等への就業意識の形成支援に取組んだ。また、安定所

幹部職員が、事業所を訪問し、正社員求人の提出要請や非正規求人の正社員求人

への転換等の条件緩和要請を行った。

【新卒者向けの企業説明会や就職面接会】

　　H28年度　12回、参加企業410社、参加者数（新卒・既卒）684人

　　H29年度　13回、参加企業545社、参加者数（新卒・既卒）995人

　　H30年度　20回、参加企業378社、参加者数（新卒・既卒）1,548人

　　R元年度　12回、参加企業273社、参加者数（新卒・既卒）929人

【学校と企業の情報交換会】

　　H28年度　9回、43校、231社

　　H29年度　15回、29校、355社

　　H30年度　8回、92校、381社

　　R元年度　5回、51校、268社

【地元企業の高校内企業説明会】

　　H28年度　8回、8校、参加生徒数1,382人、企業数66社

　　H29年度　10回、14校、参加生徒数1,556人、企業数116社

　　H30年度　6回、6校、参加生徒数460人

　　R元年度　6回、13校、参加生徒数704人

【地元企業の高校外企業説明会】

　　H28年度　8回、27校、参加生徒数791人、企業数255社

　　H29年度　15回、31校、参加生徒数890人、企業数388社

・事業主に対する特定求職者雇用開発助成金（３年以内既卒者等採用定着コー

ス）（H29年４月末まで３年以内既卒者等採用定着支援奨励金）について、各種

助成金の説明会や安定所窓口での周知に努めた。

4 新卒者、フリーター等の正社員就職の実現

(1)正社員転換等について



5 関係法令の周知・広報

「若者雇用促進法に規定された新規学卒者の募集を行う企業の職場情

報の提供の仕組みや労働者派遣法に規定された雇用安定措置、キャリア

アップ措置などの周知・広報」

「パートタイム労働法(2020年４月１日からパートタイム・有期雇用労働

法施行（中小企業は2021年４月１日から適用））の周知啓発、正社

員転換措置等の履行確保等を目的とする事業所訪問の実施」

　労働局ホームページによる広報、厚生労働省作成の冊子「若者雇用促進法のあらま

し」の関係機関への配布、ポスターの掲示、各種広報誌への記事掲載依頼などにより、

積極的な周知に努めた。

　パートタイム労働法について、労働局ホームページによる広報やパンフレットの配布等に

より積極的な周知を行った。

　また、計画的報告徴収の際には、正社員転換措置を講じていない事業主に対して助

言等を実施した。

  平成30年度においては、パートタイム・有期雇用労働法の周知のための説明会を開催

した。（ 愛媛労働局主催　働き方改革関連法説明会（２回　参加企業数　294

社））

 令和元年度においても、パートタイム・有期雇用労働法の周知のための説明会を開催

した。(愛媛労働局主催　働き方改革関連法説明会(7回　参加企業数　320社))

6 無期労働契約への転換ルールの周知等

「局及び監督署・ハローワークの窓口における周知や集団指導、各種会合

等あらゆる機会を捉えた周知啓発の実施による制度の周知、企業における

導入支援（28年度以降継続的に実施）」

　平成29年９、10月は無期転換ルール取組促進キャンペーン期間であったため、労働

局長みずから主要経済５団体を訪問し、周知の要請を行った。また、労働局、監督署・

安定所において、経済団体、関係機関、企業等が出席する各種会議等の機会を通し

て、リーフレット等による無期転換ルールの定着に向けた周知啓発を実施するとともに、総

合労働相談コーナーや監督署・安定所の相談窓口で周知啓発に取り組んだ。雇用環

境・均等室に「特別相談窓口」を設置し対応した。また、無期転換ルールについて、私鉄

の駅前の電光掲示板による広報を行うとともに、愛媛県庁の広報誌（44万部発行）

に掲載し広く周知した。

  平成30年度及び令和元年度においては、個別の事業場訪問時に制度の周知を行う

ほか、関係機関の広報誌により制度の周知を行った。

7 多様な正社員の普及・拡大
「多様な人材育成で輝く起業応援サイト（専用ホームページ）の活用」

「リーフレットの活用による事業主に対する周知広報」

　労働局ホームページに、厚生労働省作成リーフレット「よりよい人材確保のために求人

条件の見直しや「魅力ある職場づくり」に取り組みませんか？」を掲載し、事業主に対する

周知・啓発を図った。

番号 取組 取組内容 現時点までの実績

2 最低賃金、賃金の引上げについて
「最低賃金についての幅広い周知、的確な監督指導、引上げに向けての生

産性向上等の支援、企業収益を踏まえた働きかけや環境整備」

・ 愛媛県最低賃金及び業務改善助成金のチラシを27,000枚作成し、労働局・監督

署が行う集団指導、関係団体の会議等あらゆる機会を捉えて、周知・啓発を行った。

・ 愛媛県最低賃金の官報公示日（発効30日前）に記者発表を行ったほか、地方自

治体、業界団体等関係機関（県内223団体）に、最低賃金チラシ、広報依頼用文

書等を送付し、周知協力要請を行った。（令和元年度は、県内20市町すべての広報

紙に掲載された。）

・業務改善助成金の利用勧奨のため、労働局幹部による事業主団体への訪問要請の

ほか、中小企業に該当する県内の多店舗展開企業へ利用勧奨を行った。

・ 第4･四半期に、県内5監督署において、事業場に対して最低賃金履行確保等を主

眼とする監督指導を実施した。

　H28年度 実施事業場　287（対前年度比124％）

　H29年度 実施事業場　267（対前年度比93％）

  H30年度 実施事業場　269（対前年度比101％）

　R元年度 実施事業場　235（対前年度比87％）

3
キャリアアップ助成金の活用促進（待遇改

善分）

「局・ハローワークの事業主支援アドバイザー、県・事業主団体の専門コンサ

ルタント、働き方改革推進支援センター等との連携による積極的周知」

「関係機関・関係団体が主催するセミナーでの周知」

・関係機関・関係団体等が主催する職員向け研修や事業主等を対象としたセミナーへ

職員を派遣し、キャリアップ助成金について説明した。

　　H28年度 6件、H29年度 4件、H30年度 6件、R元年度 8件

・愛媛労働局助成金センターの職員が月２回,愛媛県働き方改革包括支援プラザにお

いて各種助成金に係る事業主からの相談に応じている。

・愛媛働き方改革推進支援センターの専門家が、セミナー、相談会、電話・窓口等で相

談に応じている。

(2)待遇改善について

1 同一労働同一賃金の推進

〇正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

や労働者に対する待遇に関する説明義務の強化等を内容とする働き方改

革関連法の円滑な施行に向けた丁寧な周知・説明（2020年4月施

行）

〇派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇又は一定の要件（派遣労

働者の賃金が同種業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と同等以

上であること等）を満たす労使協定による待遇の確保についての派遣元に

対する周知及び法の円滑な施行（2020年4月施行）

・パートタイム労働法に基づく報告徴収実施の際には、パートタイム労働者の職務内容や

人材活用の仕組み・運用等について聴取し、通常の労働者との均衡を考慮した賃金決

定等均等・均衡待遇の考え方について説明し、助言を実施した。

・「均衡を考慮した待遇の確保」については、派遣先の労働者の賃金水準・教育訓練の

実施等に配慮するよう、派遣元集団説明会や定期指導訪問時において、周知・啓発を

行った。

・労働契約法に関する説明会を県下各地で実施した。

   H28年度 開催10回、参加878社、延べ1,040人

   H29年度 開催5回、参加452社、延べ561人

   H30年度 開催2回、参加294社

　 R元年度　 開催7回、参加320社、延べ410人

（不合理な待遇差の禁止等のパートタイム・有期雇用労働法の施行に向けた説明

会）

・派遣元事業所を対象とした改正労働者派遣法の説明会を実施し、周知・啓発を行っ

た。

　　H28年度　平成28年10月16日、参加事業所 230社（313名）

　　H29年度　平成29年11月１日、参加事業所 173社（235名）

　　R元年度　令和元年10月18日、令和元年10月24日、参加事業所 461社

（646名）

・定期指導として、派遣元・派遣先事業所を訪問し、周知・啓発を行った。

　　H28年度　108社

　　H29年度　131社

　　H30年度　107社

　　R元年度　165社



4 若者雇用促進法に基づく認定制度の推進

「ユースエール認定企業に対する当該企業の情報発信の後押し及び自主

的な雇用管理改善の取組促進（求職者に対して優先的に認定企業の

ＰＲを実施、新卒応援ハローワーク等が主催する合同就職面接会への優

先的参加、認定マークを利用したＰＲ）」

・ユースエール認定企業目標15社に対して、平成28年度3社、平成29年度3社、平成

30年度1社、令和元年度1社と計8社の認定を行ったが、うち3社は認定基準を満たさ

なくなったことから認定を取消した。

・ユースエール認定した企業については、「若者雇用総合サイト」にPRシートを掲載すると

ともにし、安定所内に掲示し積極的なマッチングに取り組み、対外的なアピールを行ってい

る。

・合同就職面接会、ミニ面接会等のイベントにも優先的に参加していただき、若年求職

者とのマッチングを図った。

・認定企業から提出された求人票に認定マークを表示し、PRを図った。

・認定を受ける基準に適合しそうな企業があった場合は、局・所の幹部や担当者が直接

訪問し、認定に向けた取組の勧奨を行った。

・合同就職面接会参加企業に対し、制度の周知を図ると共に取得に向けた意向を確認

し、確認のとれた企業に対して認定取得の勧奨を行った。

5 中小企業退職金共済制度への加入促進 「制度の周知、加入促進」

・平成28年度は、改正均等法及び育児・介護休業法等説明会においてリーフレットを

配布し周知した。（県下各地で10回開催、参加企業878社、延べ1040名参加）

・平成29年度は、労働契約法等及び育児・介護休業法等説明会においてリーフレット

を配布し周知した。（県下各地で５回開催、参加企業452社、のべ561名参加）

・リーフレット「中小企業退職金共済制度」を安定所窓口に掲示し、広く事業主等に活

用周知を図った。

・平成３０年度及び令和元年度は、労働局ホームページ及び関係機関の広報誌によ

り制度の周知を行った。

6 育児休業・介護休業の取得促進

「有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和、改正育児・介護休業法

の周知及び着実な施行」

「有期契約労働者の育児・介護休業取得と職場復帰を円滑にするための

助成金の支給等、事業主による雇用環境整備の取組支援」

・平成29年10月の育児・介護休業法改正に当たり、愛媛労働局のホームページに掲

載し周知した。（H29.8月）

・雇用保険適用事業所のうち10人以上の事業所（5,818社）に対し文書周知を行っ

た。（Ｈ28.9月）

・改正均等法及び育児・介護休業法等説明会において、有期契約労働者の育児休業

取得要件の緩和を含む改正内容について説明した。

　 H28年度（10～11月） 開催10回、参加878社、延べ1,040人

   H29年度 （7月）開催5回、参加452社、延べ561人

・改正均等法及び育児・介護休業法に対応した規定整備についての相談会

（H28.11月に県下5か所で6回開催を開催）において、各事業所の状況に応じた環

境整備についての助言等を行った。

・事業場の個別訪問に際し、改正均等法及び育児・介護休業法に対応した規定整備

についての助言等を行った。

7 学生・生徒等に対する労働法制の周知

「学校と連携し、局・監督署・ハローワークにおいて労働法制の講義ができる

ことの積極的周知（知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～、

これってあり？～まんが知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ～を使用、労働局・安

定所の幹部職員等が学校訪問・講義実施」

・大学及び高等学校の学生等に対し労働法制の周知を実施した。周知に当たっては労

働局長はじめ労働局幹部等が積極的に各大学等に出向き、講義を行った。

　H28年度　大学11回、高校5回

　H29年度　大学8回、高校7回、中学1回

  H30年度　大学8回、高校13回、中学1回

  R元年度　大学10回、高校16回

 


8 パートタイム労働法の履行確保

「パートタイム労働法に基づく報告徴収の計画的かつ効果的な実施」

「パートタイム・有期雇用労働法第8条（不合理な待遇の禁止）及び第9

条（差別的取扱いの禁止）の趣旨・規定内容の周知及び法の円滑な施

行（2020年4月施行）」

・事業所に対する計画的報告徴収を実施し、指導等により法違反の是正を図った。

　H28年度　報告徴収216事業所、指導等177件

　H29年度　報告徴収181事業所、指導等127件

  H30年度　報告徴収138事業所、指導等101件

　R元年度　　報告徴収65事業所、指導等66件

9
雇用管理改善に向けた企業の自主的な取

組の促進

「働き方改革推進支援センターでの相談支援の実施、パンフレット・マニュア

ル等の活用による企業の自主的な取組の支援・促進」

「企業の取組の情報を収集し、ポータルサイトを活用した総合的・一体的な

情報提供」

・計画的報告徴収時に、ポータルサイトを教示し、取組好事例の紹介、パート指標に基

づく診断の実施や職務評価の紹介等を行う等により、事業主の雇用管理改善に向けた

自主的取組を促進した。

・働き方・休み方改善コンサルタントの企業個別訪問件数

（H28年度　　55件、 H29年度　49件、H30年度86件、R元年度93件）

・働き方・休み方改善にかかるワーク・ショップの実施状況

（H28年度０回、 H29年度１回[３企業参加]、H30年度３回[11企業参加]、

R元年度５回［21企業］）


