
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

平成 30 年度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（総合評価）の目標値を決定！ 

～併せて平成 30 年度 4 月内容の進捗状況を公表～ 

岩手労働局（局長 永田 有）では、全国的な取組みとして、今年度もハローワ

ークのマッチング機能の関する業務の評価・改善の取組（総合評価）を行うことと

しており、その目標値（別添１）及び年度の事業計画の概要(各所ごと：別添２)を

取りまとめましたので公表します。 

  併せて、主要指標にかかる平成 30 年度 4 月内容の進捗状況（別添３）を公表し

ます。 

また、ハローワークにおいて翌月に予定している面接会等及び各種セミナーの一

覧も参考 1 及び２のとおり提供します（５月 18 日現在）。 

【参考】 

  平成 26 年６月 24 日に『「日本再興戦略」改訂 2014～未来への挑戦～』が閣議

決定され、外部労働市場の活性化による失業なき労働移動の実現に向け、官民協働

による外部労働市場の求人・求職マッチング機能の強化を図ることになったことか

ら、平成 27 年度よりハローワークの機能強化のため、次の取組を行っています。 

①  PDCA サイクルによる目標管理・業務改善 

②  マッチング機能に関する業務の総合評価 

③  評価結果等に基づく全国的な業務改善 

この中で、②の総合評価に関連して、平成 27 年４月内容から主要指標３項目の

進捗状況について、毎月公表しています。 

厚生労働省岩手労働局発表 

平成 30 年５月 29 日（火） 【照会先】 

岩手労働局職業安定部職業安定課 

課     長 中 村 悟 雄 

職業安定監察官 松 川 信 亮 

電話 019-604-3004 

厚生労働省 

岩手労働局 Press Release 



(別添１)

警備 水産
加工

運輸(自
動車運
転)

岩手局 26,238 25,165 6,252 21.7% 25.4% 770 1,214 2,452 2,955 1,135 92.1% 55,356 10,601 3,000 1,100 91 65.8% 491 241 1,325 1,539

盛岡所 7 8,789 9,198 2,177 23.2% 23.6%   1,817 374 92.1% 20,039 3,333 1,073 91   

釜石所 3 1,754 1,466 353 19.4% 25.6%  180 3,025 584  

宮古所 3 1,848 1,594 412 20.5% 27.8% 92.1% 3,624 829

花巻所 4 2,263 2,161 483 19.7% 28.2%  69 103 4,618 959  

一関所 4 2,748 2,364 627 21.5% 26.7% 43 92.1% 5,414 1,153  

水沢所 4 2,550 2,503 690 22.2% 24.8% 38     92.1% 6,575 1,184     

北上所 4 2,152 2,129 530 21.5% 27.4%  92.1% 5,018 937 74.8%   

大船渡所 3 1,575 1,400 373 18.4% 27.5% 43 3,032 610  

二戸所 3 1,191 1,086 281 22.8% 26.5%  61 1,963 490

久慈所 3 1,368 1,264 326 20.3% 27.1%  52     2,048 522       

介護・看
護・保育
分野の就
職件数

建設分野
の就職件
数

生涯現役
支援窓口
での65歳
以上の就
職件数

新規高卒
者の県内
就職割合

65歳以
上の高
齢者の
就職件
数

人材不足分野の
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か月
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

  【必須】

正社員就
職件数

  【必須】

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

※「所重点指標」にあっては、所の規模により選択数が指定されている。

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標値一覧
岩手労働局

全国統一指標

主要指標
（必須）

補助指標
（必須）

全国統一指標 全国統一指標

所重点指標
（選択）

局独自指標

所 名

所
重
点
指
標
選
択
数

就職
件数

（常用）

充足
件数

（常用）

雇用保険
受給者の
早期再就
職件数



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 8,789件
・企業説明会及びミニ面接会の実施
・所独自の就職支援セミナーの実施
・職種別求人情報提供

充足件数（常用、受理地ベース） 9,198件
・求人充足会議による積極的なマッチング
・求人担当者制によるマッチング
・ミニ面接会及び事業所見学会の実施

雇用保険受給者の早期再就職件
数

2,177件
・雇用保険受給者の初回認定日全員相談
・給付制限に入る者への求人情報提供
･早期あっ旋対象者に対する支援

求人に対する紹介率 23.2%
・求人開拓による正社員求人の確保
・求人担当者制による求人の条件見直しやマッチング
・事業所情報の収集・登録

求職者に対する紹介率 23.6%
・紹介自由コードの活用と実施結果の分析
・職業紹介の基本業務の徹底

学卒ジョブサポーターの支援による
正社員就職件数

1,817件
・大学等への出張相談の実施
・ガイダンス・面接会による就職支援

公的職業訓練の修了3か月後の就
職件数

374件
・職業訓練説明会の実施
・職業訓練相談コーナーの積極的利用勧奨

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

92.1%
・重点支援対象者へ担当者制による支援
・再就職に向けたセミナーの開催

正社員求人数 20,039件
・事業所訪問や電話等での求人開拓による正社員求人の確
保

正社員就職件数 3,333件
・就職支援セミナーへの参加勧奨
・面接会、ガイダンスへの参加勧奨

介護・看護・保育分野の就職件数 1,073件
・人材確保対策コーナーへの積極的な誘導、
・求職担当者制による就職支援
・関係機関との連携強化

生涯現役支援窓口での65歳以上
の就職件数

91件
・支援対象者に係る求人開拓の実施
・求職担当者制による就職支援

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

盛岡公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 1,754件
・求職者担当者制による就職支援の実施
・求人ＰＲタイム、事業所見学会等の開催
・職業相談窓口への積極的な利用の誘導強化

充足件数（常用、受理地ベース） 1,466件

・育児世代、シニア向けに編さんした求人情報の提供
・求人充足会議、個別求人開拓の実施によるマッチング精度
の向上
・求人ＰＲタイム、事業所見学会等の開催

雇用保険受給者の早期再就職件
数

353件

・所独自の再就職支援セミナー実施
・求職者担当者制による就職支援の実施
・認定日の全員相談による再就職支援の実施
・求人ＰＲタイム、事業所見学会等の開催

求人に対する紹介率 19.4%

・求人充足会議の充実強化
・事業所訪問による求人情報の収集及び求職者への情報提
供
・多様な求人情報の提供

求職者に対する紹介率 25.6%
・求職者担当者制による就職支援の実施
・応募書類作成指導、模擬面接指導
・求人充足会議の対象求人の積極的なマッチング

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

18０件
・支援対象者の確実な把握
・求職者担当者制によるきめ細かい個別支援
・個別求人開拓の実施

正社員求人数 3,025件
・事業所訪問による正社員求人の確保
・事業所への雇用管理指導援助の実施

正社員就職件数 584件
・求職者担当者制による就職支援の実施
・応募書類作成指導、模擬面接指導の実施
・求人ＰＲタイム、事業所見学会等の開催

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

釜石公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 1,848件

・求職者担当者制による就職支援

・求職者直接参加型の多角的直接交流のグループワークの企画によ
る就職支援

充足件数（常用、受理地ベース） 1,594件

・中規模面談会、ミニ面談会等の就職面談会の開催

・求人充足会議の定期的な開催

雇用保険受給者の早期再就職件
数

412件

・認定日全員相談と効果的なアンケートを併用した早期再就職支援の
実施

・給付制限者等をデータベース化(進捗管理）しての早期再就職支援
の実施

求人に対する紹介率 20.5%
・中規模面談会、ミニ面談会等の就職面談会の開催

・求人充足会議の定期的な開催

求職者に対する紹介率 27.8%

・来所勧奨型紹介の実施

・応募書類の作成支援
　
・求職者の態様に合わせたグループワークへの参加勧奨

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

92.1%

・再就職に向けた各種セミナーの開催

・子育て支援者のためのｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの開催

・応募書類の作成支援、面接指導の実施

正社員求人数 3,624件
・マッチングを意識した正社員求人の開拓

正社員就職件数 829件
・求人充足会議の開催

・就職面談会の開催

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

(
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

宮古公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 2,263件
・所独自の「就活実践セミナー」、「ビデオセミナー」による再就
職支援
・求職者担当者制による就職支援の実施

充足件数（常用、受理地ベース） 2,161件
・求人充足会議の開催による求人支援
・求人事業所画像情報の活用によるマッチング強化

雇用保険受給者の早期再就職件
数

483件
・認定日全員相談による能動的マッチングの実施
・初回講習における再就職手当活用による早期再就職の意
欲喚起

求人に対する紹介率 19.7% ・充足会議の充実による求人支援

求職者に対する紹介率 28.2% ・能動的マッチングによる積極的職業紹介

学卒ジョブサポーターの支援による
正社員就職件数

69件
・担当者制による既卒者等への適性検査の実施と個別相談
・学校と連携し未内定者への個別相談による就職支援

公的職業訓練の修了3か月後の就
職件数

103件
・訓練機関と連携した求人開拓の実施

正社員求人数 4,618件 ・正社員求人に重点を置いた求人開拓

正社員就職件数 959件 ・面談会開催による能動的マッチング

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

(

※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

花巻公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 2,748件

・求職者担当者制の実施による求人情報の提供、応募書類
の作成指導、面接指導
・ミニ事業所見学会・職種別就職面談会、ミニ企業面談会の
開催による人手不足分野を中心とした就職促進

充足件数（常用、受理地ベース） 2,364件
・的確な求人選定による求人者・求職者の検討会議の開催
・一部充足求人、印刷枚数の多い求人等応募意欲関心の高
い求人の専用コーナー掲示周知による早期応募勧奨

雇用保険受給者の早期再就職件
数

627件

・認定日の全員相談の実施
・認定日の求人情報提供、緊要度・希望条件の再確認と情報
共有
・雇用保険受給者の求職者担当者制の積極的実施
・雇用保険受給者のみ対象の就職支援セミナーの開催

求人に対する紹介率 21.5%
・的確な求人選定による求人者・求職者の検討会議の開催
・新規求人、条件緩和求人の専用コーナー掲示周知による早
期応募勧奨

求職者に対する紹介率 26.7%

・求職者担当者制の実施による求人情報の提供、応募書類
の作成指導、面接指導
・ミニ事業所見学会・職種別就職面談会、ミニ企業面談会の
開催による人手不足分野を中心とした就職促進

生活保護受給者等の就職件数 43件
・岩手県並びに管内市町担当者とのチーム連携による生保対
象者の就職促進
・一関市ふるさとハローワークでの出張相談の開催

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

92.1%

・育児子育ての両立しやすい求人の確保
・市等の子育て支援機関との連携推進
・求職者支援セミナーの定期開催による求職活動支援

正社員求人数 5,414件
・所長等幹部職員、求人担当官等の積極的な事業所訪問に
よる良質な正社員求人開拓、正社員求人転換などの雇用管
理改善指導の実施

正社員就職件数 1,153件

・求職者担当者制の実施による求人情報の提供、応募書類
の作成指導、面接指導
・積極的な企業訪問による良質求人確保を目的とした、求人
開拓や条件緩和等による正社員求人確保

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

一関　公共職業安定所

項目

主
要
指
標

補
助
指
標



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 2,550件
・求職者担当者制を中心に能動的マッチングを積極的に実施
・求人選択を支援するため、月2回定期的に求人説明会を実施

充足件数（常用、受理地ベース） 2,503件
・要件緩和求人のマッチング及び積極的な情報提供
・求人充足を支援するため、月2回定期的に求人説明会を実施

雇用保険受給者の早期再就職件
数

690件
・就職支援を目的とした委託セミナー及び所独自セミナーの受講に
よる就職意欲の喚起
・個別支援担当者による早期再就職支援の実施

求人に対する紹介率 22.2%
・学歴・経験・資格が不問の応募しやすい求人や高齢者応募歓迎
の求人確保
・応募が少ない求人に対する積極的な情報提供の実施

求職者に対する紹介率 24.8%
・学歴・経験・資格不問の応募しやすい求人や高齢者応募歓迎求
人の確保
・求職条件を踏まえた能動的マッチングを積極的に行う。

生活保護受給者等の就職件数 38件
・自治体及び関係機関と連携し支援対象者に係る情報を共有した
うえでの積極的な支援の実施
・雇入れの助成金を積極的に活用した就職支援

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

92.1%
・能動的マッチングを積極的に実施
・仕事と子育てが両立しやすい求人事業所の求人説明会を実施

正社員求人数 6,575件
・事業所訪問による非正規求人を正社員求人へ転換働きかけ
・未充足を繰返す正社員求人事業所への求人条件変更等の改善
提案の実施

正社員就職件数 1,184件
・求人選択を支援するため、月2回定期的に求人説明会を実施
・求職者担当者制による就職支援の実施

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

水沢公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 2,152件

・求職者担当者制による就職支援の強化
・積極的な求人情報の提供による来所勧奨の強化
・就職相談会・事業所見学会等を通じた潜在的な求職者・利用者の掘り
起しの実施

充足件数（常用、受理地ベース） 2,129件
・計画的な事業所訪問による正社員求人の確保
・充足会議の効果的運営による充足支援の強化
・求人担当者制の実施

雇用保険受給者の早期再就職件
数

530件
・再就職手当を活用した早期再就職への意欲喚起
・給付制限期間中からの求人情報提供等による支援サービスの充実
・積極的な求人情報の提供による来所勧奨の強化　【再掲】

求人に対する紹介率 21.5%
・計画的な事業所訪問による正社員求人の確保
・充足会議の効果的運営による充足支援の強化
・求人担当者制の実施

求職者に対する紹介率 27.4%

・求職者担当者制による就職支援の強化
・積極的な求人情報の提供による来所勧奨の強化
・就職相談会・事業所見学会等を通じた潜在的な求職者・利用者の掘り
起しの実施

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

92.1%

・子育て中の者に対する積極的な事業ＰＲの実施
・ジョブカフェ等との連携によるマザーズコーナーへの誘導強化
・求職者担当者制による就職支援の強化　【再掲】
・仕事と子育てが両立しやすい求人の積極的確保

正社員求人数 5,018件
・計画的な事業所訪問による正社員求人の確保
・充足会議の効果的運営による充足支援の強化
・求人担当者制の実施

正社員就職件数 937件

・求職者担当者制による就職支援の強化
・積極的な求人情報の提供による来所勧奨の強化
・就職相談会・事業所見学会等を通じた潜在的な求職者・利用者の掘り
起しの実施

新規高卒者の県内就職割合 74.8%

・関係機関との連携による早期求人提出要請の実施
・積極的な広報活動の実施
・高校教師と事業主を対象とする情報交換会等マッチング機会
の提供
・地域企業情報ガイダンス等による管内産業事情、企業情報の
発信
・ジョブサポーターによる高等学校への出張相談の実施

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

北上公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 1,575件
・就職相談会、事業所見学会、出張相談の開催
・求職者担当者制の推進
・応募書類作成・面接対策支援

充足件数（常用、受理地ベース） 1,400件
・良質求人の確保とわかりやすい求人票の作成
・求人担当者制の推進
・求人充足会議等での情報共有によるマッチング強化

雇用保険受給者の早期再就職件
数

373件
・早期段階からの再就職手当等の周知、来所相談勧奨
・就職支援セミナーへの誘導と応募書類作成・面接対策支援
・求職者担当者制の推進

求人に対する紹介率 18.4%
・良質求人の確保とわかりやすい求人票の作成
・求人充足会議等での情報共有によるマッチング強化
・多様な求人情報の発信

求職者に対する紹介率 27.5%
・良質求人の確保とわかりやすい求人票の作成
・求職票や相談記録の充実によるマッチング強化
・相談窓口への誘導強化

生活保護受給者等の就職件数 43件
・関係機関との緊密な連携体制の構築
・求職者の状況に応じた求人情報の提供、個別求人開拓
・応募書類作成・面接対策支援

正社員求人数 3,032件
・積極的な事業所訪問による要請、開拓
・トライアル雇用制度活用や求職者ニーズに基づく助言・提案
・雇用管理改善の働きかけ

正社員就職件数 610件
・良質な正社員求人の確保とわかりやすい求人票の作成
・求職者担当者制の推進
・求人充足会議等での情報共有によるマッチング強化

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

大船渡公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 1,191件

・双方向性による求職者担当者制の実施により、雇用保険受
給者及び一般求職者に対し、就職に向けたきめ細やかな支
援の実施
・求人検索機利用者の窓口誘導強化
・無効求職者の掘起こしによる新規求職者の確保

充足件数（常用、受理地ベース） 1,086件
・求人充足に向けた求人説明会の開催
・求人と求職のマッチングに向けた、求人充足会議の充実・強
化

雇用保険受給者の早期再就職件
数

281件

・求職者担当者制の実施により、雇用保険受給者への就職に
向けたきめ細やかな支援の実施
・認定日の全員相談や、「再就職手当額の目安」を手交するな
ど、就職意欲の喚起による紹介件数の確保

求人に対する紹介率 22.8%
・求人と求職のマッチングに向けた、求人充足会議の充実・強
化

求職者に対する紹介率 26.5%

・双方向性による求職者担当者制の実施により、雇用保険受
給者及び一般求職者に対し、就職に向けたきめ細やかな支
援の実施
・求人検索機利用者の窓口誘導強化
・無効求職者の掘起こしによる新規求職者の確保

公的職業訓練の修了3か月後の就
職件数

61件
・訓練機関と連携し、訓練修了前からの就職に向けた支援及
び、訓練修了後の早期就職に向けた支援の実施。

正社員求人数 1,963件
・正社員求人に重点を置いた求人開拓に取り組むとともに、
求人相談会や事業所訪問時等求人者との接点を活用した、
正社員求人提出の働きかけ

正社員就職件数 490件

・双方向性による求職者担当者制の実施により、雇用保険受
給者及び一般求職者に対し、就職に向けたきめ細やかな支
援の実施
・求人検索機利用者の窓口誘導強化
・無効求職者の掘起こしによる新規求職者の確保

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

二戸公共職業安定所



（別添２）

目標値 年度の事業計画の概要

就職件数（常用） 1,368件
・求職者担当者制の積極的な実施
・事業所見学会、求人説明会、ミニ面接会の一体的な開催

充足件数（常用、受理地ベース） 1,264件
・求職者を主体とした積極的な求人充足会議の実施
・求人票以上の事業所情報の収集

雇用保険受給者の早期再就職件
数

326件
・全ての認定日における全員相談による再就職支援
・局主催就職支援セミナー及び所独自セミナーによる早期再就職
支援

求人に対する紹介率 20.3%
・求職者を主体とした積極的な求人充足会議の実施
・求人票以上の事業所情報の収集

求職者に対する紹介率 27.1%
・求職者担当者制の積極的な実施
・事業所見学会、求人説明会、ミニ面接会の一体的な開催
・サービスメニューの積極的な周知による窓口勧誘

障害者の就職件数 52件
・関係機関と一体となった就職支援 をの実施
・職場実習を積極的に活用した障害者雇用促進の実施

正社員求人数 2,048件
・正社員のメリット等の周知による良質求人の確保（事業所への求
人要件緩和指導等）
・事業所訪問による正社員等良質求人の確保

正社員就職件数 522件
・応募書類作成指導、模擬面接の実施等による充実した就職支援
・事業所見学会、求人説明会、ミニ面接会への積極的な参加勧奨

※年度ごとに、地域の雇用に関する課題を踏まえ、安定所が特に重点的に推進し成果を挙げる必要がある業務を目標としている。

所
重
点
指
標

（
※

）

主
要
指
標

補
助
指
標

項目

平成30年度マッチング機能に関する業務の評価・改善の取組にかかる目標設定

久慈公共職業安定所



別添３

ハローワーク名

盛　岡 釜　石 宮　古 花　巻 一　関 水　沢 北　上 大船渡 二　戸 久　慈 局　計

①　当　　月 773 188 252 215 303 239 182 119 152 131 2,554

②　年度累計 773 188 252 215 303 239 182 119 152 131 2,554

③　年度目標値 8,789 1,754 1,848 2,263 2,748 2,550 2,152 1,575 1,191 1,368 26,238

④　到達割合（②/③×100） 8.8% 10.7% 13.6% 9.5% 11.0% 9.4% 8.5% 7.6% 12.8% 9.6% 9.7%

①　当　　月 800 153 235 199 284 244 156 121 144 122 2,458

②　年度累計 800 153 235 199 284 244 156 121 144 122 2,458

③　年度目標値 9,198 1,466 1,594 2,161 2,364 2,503 2,129 1,400 1,086 1,264 25,165

④　到達割合（②/③×100） 8.7% 10.4% 14.7% 9.2% 12.0% 9.7% 7.3% 8.6% 13.3% 9.7% 9.8%

①　当　　月

②　年度累計

③　年度目標値            

④　到達割合（②/③×100）  

ハローワークの総合評価における主要指標の進捗状況（平成30年4月内容）

就職件数
（常用）

※１

※１　就職件数とは、自安定所で申込みを受理した求職者が、安定所の紹介により就職（内定含む。）したことについて、当該月に確認された件数。

※２　充足件数とは、自安定所で受理した求人が、安定所の紹介により求職者と結合したことについて、当該月に確認された件数。

※３　早期再就職件数とは、雇用保険の基本手当の支給残日数について、所定給付日数の３分の２以上残して就職した件数ですが、集計の都合により２カ月遅れでの公表とな
り、今回は掲載していません。

　　　　項　　目

充足件数
（常用）

※２

雇用保険受
給者の早期
再就職件数

※３



参考１

安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加
企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月8日 13:30～16:00 ハローワーク盛岡 企業説明会＆ミニ就職面接会 － 参加企業からの説明後、就職面接会を行う。 無
就職面接会は、事前予約
が必要

6月12日 13:30～16:00
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
(マザーズコーナー）

企業説明会＆ミニ就職面接会 － 参加企業からの説明後、就職面接会を行う。 無
就職面接会は、事前予約
が必要

6月14日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク盛岡 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月15日 13:30～16:00 ハローワーク盛岡 企業説明会＆ミニ就職面接会 － 参加企業からの説明後、就職面接会を行う。 無
就職面接会は、事前予約
が必要

6月22日 13:30～16:00 ハローワーク盛岡 企業説明会＆ミニ就職面接会 － 参加企業からの説明後、就職面接会を行う。 無
就職面接会は、事前予約
が必要

6月28日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク盛岡 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月5日 13:00～16：00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～３９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

6月6日 11：00～11：40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

6月7日 10：00～12：00 ハローワーク釜石 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月7日 10：00～14：30 ハローワーク釜石 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月8日 14：00～16：00 イオンタウン釜石
イオンタウン釜石
お仕事説明会

- イオンタウン釜石内の店舗における合同説明会 無

6月12日 13:00～16：00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～３９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

就職面接会等開催予定一覧
～　平成３０年６月開催分　～

　以下の面接会等は５月１８日現在、日程が確定しているものです。なお、随時開催決定をしていますので、最新情報につきましては県内各地のハロー
ワークにお尋ねください。

盛岡

釜石



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加
企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月13日 11：00～11：40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

6月14日 13:00～15：00 大槌町役場 おしごと相談会in大槌 - 出張先での職業相談及び職業紹介 無
ハローワークによる出張相
談

6月19日 13:00～16：00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～３９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

6月20日 11：00～11：40 ハローワーク釜石 求人ＰＲタイム 2 初回認定日セミナー時に事業所が自社のＰＲを行う。 無

6月21日 10：00～12：00 ハローワーク釜石 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月21日 10：00～14：30 ハローワーク釜石 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月26日 13:00～16：00 ハローワーク釜石 サポステ出張相談会 - 概ね１５歳～３９歳を対象とした相談会 無
みやこ若者サポートステー
ション

6月28日 13:00～15：00 大槌町役場 おしごと相談会in大槌 - 出張先での職業相談及び職業紹介 無
ハローワークによる出張相
談

6月6日 10:00～11:00 ハローワーク宮古 ミニ面接会 2 求人内容について求人者と求職者による個別面談 有 求職者は当日参加可

6月12日 10:00～12:00 岩泉町役場 岩泉町出張職業相談会 －
岩泉町・田野畑村の求人を中心とした職業相談及び職業紹
介

無

6月14日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月20日 10:00～11:00 ハローワーク宮古 ミニ面接会 2 求人内容について求人者と求職者による個別面談 有 求職者は当日参加可

6月26日 10:00～12:00 岩泉町役場 岩泉町出張職業相談会 －
岩泉町・田野畑村の求人を中心とした職業相談及び職業紹
介

無

6月28日 10:00～15:00 ハローワーク宮古 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月1日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月5日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

釜石

宮古

花巻



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加
企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月12日 10:00～11:30 ハローワーク花巻 ミニ面接会 1 レンタカー業における求人説明と個別面談 無

6月12日 10:00～15:00 ハローワーク花巻 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月15日 13:00～15:00 ハローワーク花巻 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月8日 13：30～15：30
なのはなプラザ4Ｆ
(一関市大町4-29)

なのはなプラザ出張相談 -
ハローワークの出張相談として、なのはなプラザで、職業相
談・職業紹介・求人情報等の提供を行う。

無

6月8日 13：30～16：00
ハローワーク一関

(会議室)
企業ミニ説明会・面談会 1

企業の人事担当者より個別に施設概要や求人内容の説
明・相談を行います。普段聞くことのできない疑問等を直接
担当者に確認するチャンスです。

有
個別面談開催時間に連動
して人員制限あり

6月13日
10：00～12：00
13：00～15：00

ハローワーク一関
(会議室)

看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月22日 13：30～15：30
なのはなプラザ4Ｆ
(一関市大町4-29)

なのはなプラザ出張相談 -
ハローワークの出張相談として、なのはなプラザで、職業相
談・職業紹介・求人情報等の提供を行う。

無

6月22日 13：30～16：00
ハローワーク一関

(会議室)
企業ミニ説明会・面談会 1

企業の人事担当者より個別に施設概要や求人内容の説
明・相談を行います。普段聞くことのできない疑問等を直接
担当者に確認するチャンスです。

有
個別面談開催時間に連動
して人員制限あり

6月27日
10：00～12：00
13：00～15：00

ハローワーク一関
(会議室)

看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月13日 10:30～11:30
ハローワーク水沢
２階　会議室

求人説明会
（業種限定なし）

5
求人者と求職者の個別面談形式で求人内容等について説
明を行い、応募希望の場合は紹介状を交付し選考の調整
を行う。

有 当日参加も可

6月13日 10:00～15:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月26日 10:30～11:30
ハローワーク水沢
２階　会議室

求人説明会
（業種限定なし）

5
求人者と求職者の個別面談形式で求人内容等について説
明を行い、応募希望の場合は紹介状を交付し選考の調整
を行う。

有 当日参加も可

6月27日 10:00～15:00
ハローワーク水沢
２階　相談ｺｰﾅｰ①

看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月6日 13:30～15:30
大船渡市内所在
食品加工事業所

事業所見学会 1
食品加工職種の検討・希望者を対象とした事業所施設見学
会

有 定員20名

6月7日 10:00～15:00 ハローワーク大船渡 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

一関

花巻

水沢

大船渡



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
参加
企業数
（予定）

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月14日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 福祉のしごと相談 － 介護職種の検討・希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会の
出張相談

6月19日 14:00～16:30
住田町

まち家世田米駅
住田町出張職業相談会 －

地域性等に応じた職業相談及び職業紹介（多様な個々の
ニーズに応じた予約相談を行います。）

有

6月21日 10:30～12:00
大船渡市
ＹＳセンター

働きたい子育てママのための
出張おしごと相談会

－
子育てママを対象とした職業相談及び職業紹介（お子様を
遊ばせられる環境の会場ですので気軽にお申込み下さ
い。）

有

6月21日 10:00～15:00 ハローワーク大船渡 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月28日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月5日 13：30～15：30 ハローワーク二戸 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月12日 13：30～15：30 ハローワーク二戸 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月14日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク二戸 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月28日
10:00～12:00
13:00～15:00

ハローワーク二戸 看護のおしごと相談 － 看護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県ﾅｰｽｾﾝﾀｰによる出
張相談

6月19日 13：30～15：30 ハローワーク二戸 介護のおしごと相談 - 介護の就労希望者を対象とした相談会 無
岩手県社会福祉協議会に
よる出張相談

6月19日 9：45～11：40 宮城建設（株） 北三陸・お仕事見学会 1 正社員等良質求人を対象とした見学会 有

6月19日 13：00～16：00 （社福）ひろの会 北三陸・お仕事見学会 1 正社員等良質求人を対象とした見学会 有

6月20日 10：00～12：00 ハローワーク久慈 事業所説明会・ミニ面接会 3 正社員等良質求人を対象とした事業所説明会・面接会 有

6月22日 10：00～12：00 ハローワーク久慈 ミニ面接会 1 正社員等良質求人を対象としたミニ面接会 有

久慈

二戸

大船渡



参考２

安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月4日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡 ミニセミナー「履歴書の作成法」 80
ビデオによる履歴書の作成及び留意事項の説明後、職員
による補足説明。

有
事前申込みは、
ハローワーク盛岡へ

6月5日 14:30～15:30 ハローワーク盛岡
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ職業訓
練説明会

40
職業訓練を就職に活かしたい方を対象に、職業訓練の種
類や特徴、訓練内容についての説明を行うもの。訓練施
設参加予定しています。

有
事前申込み・問合せは、
職業紹介第二部門へ

6月6日 13:30～15:30 盛岡タカヤアリーナ 就職支援セミナー（基本コース） 90

求職活動の進め方・求職活動の心構え・労働市場に関す
ること・求職活動の方法・求職活動のノウハウ・担当者の
目にとまる応募書類の書き方・好印象で乗り切る面接技法
等。

有

6月11日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡
ミニセミナー「職務経歴書の作成
方法」

80
ビデオによる職務経歴書の作成方法及び留意事項の説明
後、職員による補足説明。

有
事前申込みは、
ハローワーク盛岡へ

6月13日 10：30～12：30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎

ステップ１
自己理解が進む書類作成セミ
ナー

15
グループワークを通して自己理解を深め、書類作成に必
要な材料を整理出来るように支援する。

有
参加型
グループワーク有

6月18日
14:00～15:00
15:30～16:30

ハローワーク盛岡 ミニセミナー「面接の受け方」 80
ビデオによる面接の受け方及び留意事項の説明後、職員
による補足説明。

有
事前申込みは、
ハローワーク盛岡へ

6月20日 13:30～16:30 盛岡タカヤアリーナ 就職支援セミナー（演習コース） 30
グループワークやロールプレイ等の実習を通して、求職者
が必要な知識・技法を習得するセミナー。

有

6月22日 14:30～15:30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ急がば学べ職業訓
練説明会

18
職業訓練を就職に活かしたい方を対象に、職業訓練の種
類や特徴、訓練内容についての説明を行うもの。訓練施
設参加予定しています。

有
事前申込み・問合せは、
職業紹介第二部門へ

6月25～29日 10:00～16:00 岩手県立中部病院 看護職再就業支援研修会 15
再就業を希望する看護職に対し、最近における医療・看護
についての知識・技術の修得

有

6月26日 10：30～12：30
ハローワーク盛岡

菜園庁舎
ビジネスマナーセミナー 15

応募から面接までの流れの中で事業所と適切なやりとり
が行えるよう電話対応や敬語の使い方等ビジネスに必要
なマナーの知識を取得し実践で出来るように支援する。

有
参加型
グループワークあり

釜石 6月8日 12：20～13：40 イオンタウン釜石
知ってナットク雇用保険
話してスッキリ再就職

20
再就職手当等の受給額のシミュレーション、履歴書の書き
方のポイント、安定所窓口の利用のコツ等

有

各種セミナー開催予定一覧
～　平成３０年６月開催分　～

　　以下の各種セミナーは５月１８日現在、日程が確定しているものです。なお、随時開催決定をしていますので、最新情報につきましては県内各地の
　ハローワークにお尋ねください。

盛岡



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月15日 14：00～15：00 ハローワーク釜石 職業訓練説明会 20
職業訓練の種類・内容・特徴、ジョブカードの活用について
の説明。

有

6月27日 9：30～11：30 釜石地区合同庁舎 就職支援セミナー（基本コース） 20

求職活動の進め方、求職活動の心構え、労働市場に関す
ること、求職活動の方法、求職活動のノウハウ、担当者の
目にとまる応募書類の書き方、好印象で乗り切る面接技
法

有

6月29日 14：00～15：00 ハローワーク釜石 職業訓練説明会 20
職業訓練の種類・内容・特徴、ジョブカードの活用について
の説明。

有

宮古 6月21日 9:30～11:30 シーアリーナ 就職支援セミナー（基本コース） 35

求職活動の進め方・求職活動の心構え・労働市場に関す
ること・求職活動の方法・求職活動のノウハウ・担当者の
目にとまる応募書類の書き方・好印象で乗り切る面接技法
等。

有

6月21日 14：00～15:30
ハローワーク花巻
2階会議室

求職活動支援セミナー 20 応募書類の作成指導と面接対策 有

6月4日 9：30～10:30
ハローワーク花巻
2階会議室

ビデオセミナー 30 ＤＶＤ上映による集団指導「面接対策等」 有

6月1日 14：30～16：30

一関産業教養文化体
育施設　Ｉ／ＤＯＭＥ
一関市東台50-46
(第２会議室)

就職支援セミナー（基本コース） 40

求職活動の進め方・求職活動の心構え・労働市場に関す
ること・求職活動の方法・求職活動のノウハウ・担当者の
目にとまる応募書類の書き方・好印象で乗り切る面接技法
等。

有

6月5日 13：30～14：30
ハローワーク一関

(会議室)
履歴書作成
ミニアドバイス

20

転職経験の少ない方、十年単位ぶりに求職活動を行う方
を中心に、履歴書作成の基本にスポットを当て、基礎的な
記載の留意点、企業の重要視する志望動機・アピールポ
イントの考え方の支援を行います。

有

6月7日 9：30～12：30

一関産業教養文化体
育施設　Ｉ／ＤＯＭＥ
一関市東台50-46
(第１会議室)

就職支援セミナー（演習コース） 15
グループワークやロールプレイ等の実習を通して、求職者
が必要な知識・技法を習得するセミナー。

有

6月15日 13:00～15:30
ハローワーク一関

(会議室)
職務経歴書ＤＶＤセミナー 20

職務経歴書の効果について、ＤＶＤとテキストによるセミ
ナーです。

有

6月20日 10：00～11：00
ハローワーク一関

(会議室)
マザーズ・ミニセミナー 6

履歴書・職務経歴書の書き方・記入のポイント、求人側が
求める人材（知識・経験・技術）に合っていることをアピー
ルするには、求人側に等身大の自分をわかってもらうため
に等、経験してきた仕事の整理ができ、面接に役立つ内容
です。※お子さん連れての参加大丈夫です！

有
セミナー会場にキッズス
ペースを特設しておりま
す。

6月20日 13：30～15：30
ハローワーク一関

(会議室)
面接セミナー 18

面接マナー（ポイント）についてのセミナーです。
模擬面接のロールプレイングも行います。

有

花巻

釜石

一関



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

一関 6月26日 13:30～15:00
ハローワーク一関

(会議室)
雇用保険受給者のための
スタートアップセミナー

20
求職活動を始めるにあたって、知っておきたい一関地域の
雇用状況や再就職手当の活用などの情報をお話しするセ
ミナーです。

有
※雇用保険受給中の方対
象

6月1日 9:30～11:30
奥州市文化会館
（Ｚホール）
第２会議室

就職支援セミナー（基本コース） 35

求職活動の進め方・求職活動の心構え・労働市場に関す
ること・求職活動の方法・求職活動のノウハウ・担当者の
目にとまる応募書類の書き方・好印象で乗り切る面接技法
等。

有

6月13日 14:00～15:10
ハローワーク水沢
２階　会議室

就活ポイントセミナー　面接
ジョブ・カードについて

20
面接対策、注意事項について学んだ後、ペアになって簡単
な面接のロールプレイングを実施します。
ジョブ・カードについて分かりやすく案内します。

有

6月15日 9:30～12:30
奥州市文化会館
（Ｚホール）
第２会議室

就職支援セミナー（演習コース） 15
グループワークやロールプレイ等の実習を通して、求職者
が必要な知識・技法を習得するセミナー。

有

6月26日 14:00～15:10
ハローワーク水沢
２階　会議室

就活ポイントセミナー
職務経歴書（ＤＶＤ視聴）

30
テキストとＤＶＤで職務経歴書の基本的知識を学びます。
選考担当者の声も紹介します。

有

6月5日 14：00～15：00 ハローワーク北上 職務経歴書セミナー 8
「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。

有

6月8日 9：30～11：30 さくらホール 就職支援セミナー（基本コース） 40

求職活動の進め方・求職活動の心構え・労働市場に関す
ること・求職活動の方法・求職活動のノウハウ・担当者の
目にとまる応募書類の書き方・好印象で乗り切る面接技法
等。

有

6月12日 14：00～15：30 ハローワーク北上
職務経歴書セミナー
＆ジョブ・カードセミナー

8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。15：05～訓練受講前キャ
リアコンサルティング実施業務委託機関によるジョブ・カー
ドセミナー。

有

6月13日 13：30～16：30 さくらホール 就職支援セミナー（演習コース） 20
グループワークやロールプレイ等の実習を通して、求職者
が必要な知識・技法を習得するセミナー。

有

6月15日 10：00～11：15 ハローワーク北上 就活力アップセミナー 6
応募書類作成や面接に際し不安を感じている求職者にポ
イントを伝えるロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

6月19日 14：00～15：00 ハローワーク北上 職務経歴書セミナー 8
「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。

有

6月26日 14：00～15：30 ハローワーク北上
職務経歴書セミナー
＆ジョブ・カードセミナー

8

「ＤＶＤ視聴」による職務経歴書作成のための基本的な知
識を短時間で得られるセミナー。15：05～訓練受講前キャ
リアコンサルティング実施業務委託機関によるジョブ・カー
ドセミナー。

有

6月29日 10：00～11：15 ハローワーク北上 就活力アップセミナー 6
応募書類作成や面接に際し不安を感じている求職者にポ
イントを伝えるロールプレイを交えた体験型のセミナー。

有

水沢

北上



安定所
名 開催月日 開催時間 開催場所 名　　称
募集
人員

開催概要
事前申込
の必要の
有無

備　　考

6月8日 14:00～15:30 ハローワーク大船渡
ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ-急がば学べ
職業訓練説明会

20
職業訓練の種類・特徴、訓練修了者の就職事例、ジョブ
カード制度の説明のほか、各訓練施設からの詳細説明を
行います。

有

6月15日 10:00～12:00 ハローワーク大船渡 就職準備セミナー 20 自己分析、応募書類作成に関するセミナー 有

6月6日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 履歴書作成セミナー 20 履歴書作成の基本について学びます。 有

6月13日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 職務経歴書セミナー 20 職務経歴書作成の基本について学びます。 有

6月20日 14:00～15:30 ハローワーク二戸 面接の伝え方セミナー 16 面接の流れ、心構え、応答例など基本について学びます。 有

大船渡

二戸


