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「正社員転換・待遇改善キャンペーン」を実施します 

～岩手労働局と岩手県が一体となり、県内経済団体等に 
     対し、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を要請～ 

 

 岩手労働局（局長 久古谷 敏行）は、雇用情勢が着実に改善する中、非正規雇

用労働者の正社員転換・待遇改善の実現に向けた取組を強力に推進するため、岩手

県と連携して「岩手県正社員転換・待遇改善実現本部」を設置するとともに、12

月末までを「正社員転換・待遇改善キャンペーン」の期間として、経済団体等に対

する要請などのキャンペーンを実施します。 

１ 岩手県内における非正規雇用の現状（9月末現在） 

有効求人倍率 
   

  岩手 全国 
 

※有効求人倍率 1.21 1.24 
 

正社員の有効求人倍率 0.68 0.78 
 

    
新規求人数に占める正社員割合 

  

  新規求人数 
正社員 

新規求人数 

正社員割合

（％） 

岩手県全産業 10,087 3,759 37.3 

建設業 1,124 919 81.8 

製造業 1,234 509 41.2 

運輸業 638 363 56.9 

卸売・小売業 1,665 454 27.3 

飲食・宿泊 843 176 20.9 

生活関連・娯楽 475 161 33.9 

医療・福祉 1,588 630 39.7 

サービス 1,357 218 16.1 

全国全産業 865,949 360,412 41.6 

  ※は季節調整値、他は原数値 
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【担当】 
職業安定部職業対策課 
 課   長     永洞 昭雄 
 課長補佐     長野 弘元 
 電 話 ：    019-604-3005 

 Ｆ Ａ Ｘ ：     019-604-1533 

岩 手 労 働 局 発 表 
平成 27 年 10 月 30 日 



 

２ 「正社員転換・待遇改善キャンペーン」期間における取組 

（１）関係団体・事業所訪問による要請 

    岩手労働局と岩手県が一体となり、県内の経済団体等を訪問し、非正

規雇用労働者の正社員転換・待遇改善について要請を行います。 

また、ハローワークにおいても所長等が管内事業所等に対して同様の要

請を行います。 

 ※要請の詳細はおって発表いたします。 

 

（２）ハローワークにおける正社員求人を中心としたミニ面接会等の開催 

    県内ハローワークにおいて、正社員求人を出している事業所と正社員

就職を求める求職者のマッチングの場を提供するため、ハローワーク内

の会議室等を使い小規模の面接会や事業所見学会をキャンペーン中に実

施します。 

 

 （３）関係法令の周知徹底 

    今国会で成立した、改正労働者派遣法、若者雇用促進法、女性活躍推

進法の円滑な施行のため、下記の通り説明会を開催するなど周知啓発を

徹底します。 

【改正労働者派遣法（女性活躍推進法）説明会】 

・10 月 30 日（金）13:30～16:00  

ホテル東日本（盛岡市） 

・11 月 10 日（火）13:30～16:00 

ホテルシティプラザ北上 

 

【女性活躍推進法説明会】 

・12 月 11 日（金）14:00～16:00 

いわて県民情報交流センター（アイーナ:盛岡市） 
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３ 岩手県正社員転換・待遇改善実現本部の設置（１０月２６日） 

平成 27 年 6 月 30 日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」に

おいて、非正規雇用労働者の正社員転換等を加速させていくことが盛り

込まれたことにより、厚生労働省では 9 月 25 日に厚生労働大臣を本部長

とした「正社員転換・待遇改善実現本部」（以下、「本省本部」という）

を設置しました。これに伴い岩手労働局においても、地域における正社

員転換・待遇改善の実現に向けた取組を強力に推進するため、岩手労働

局長を本部長とする「岩手県正社員転換・待遇改善実現本部」（以下、「岩

手県本部」という）を 10 月 26 日に設置しました。 

 

【構成メンバー】 

・本部長  岩手労働局長 

・副本部長 岩手県商工労働観光部長 

      岩手労働局総務部長、労働基準部長、職業安定部長、 

雇用均等室長 

   ・本部員  監督課長、職業安定課長、職業対策課長 

         岩手県商工労働観光部雇用対策課長、労働課長 

 

（１）「正社員転換・待遇改善キャンペーン」の実施（再掲） 

 

（２）「不本意非正規対策・学卒正社員化キャンペーン（仮称）」の実施 

（１）のキャンペーン終了後、平成 28 年 1 月から 3月まで特に不本意

非正規雇用労働者に対する待遇改善の実現や学卒正社員化を推進するた

めのキャンペーンを実施します。 

 

（３）「岩手県正社員転換・待遇改善実現地域プラン（仮称）」の策定 

本省本部等により平成２８年１月に策定される予定の「正社員転換・

待遇改善実現プラン」を受け、岩手県本部においても平成２８年３月まで

に今後５年間の非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善実現に向けた具

体的な施策や数値目標を盛り込んだ「岩手県正社員転換・待遇改善実現地

域プラン（仮称）」を策定します。 
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正社員転換・待遇改善実現本部

本 部 長
本 部 長 代 理
事 務 局 長

厚生労働大臣
厚生労働副大臣（労働担当）、厚生労働大臣政務官（労働担当）
職業安定局長
労働基準局長、雇用均等・児童家庭局長、職業能力開発局長、政策統括官（労働担当）等

【趣旨】
「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日閣議決定）に、正社員転換や雇用管理改善
の重要性が指摘され、非正規雇用労働者の正社員転換等を加速させていくことが盛り込まれた
こと等を踏まえ、「正社員転換・待遇改善実現プラン（５カ年計画）」を策定するとともに、
正社員転換・待遇改善等の雇用対策について、省をあげて取り組む。

岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部
〇 平成27年10月26日設置
〇 本部長：岩手労働局長、構成員：岩手県商工労働観光部長、岩手労働局総務部長、労働基準部長
職業安定部長、雇用均等室長ほか

〇 当面の主な取組
①「正社員転換・待遇改善キャンペーン」の実施（平成27年10月～12月）
②「不本意非正規対策・学卒正社員化キャンペーン」の実施（平成28年1月～3月）
③「岩手県正社員転換・待遇改善実現プラン（仮称）」の策定（平成28年3月目途）及び実施

各都道府県労働局に設置正社員転換・待遇改善実現チーム
主査 職業安定局長

－
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・関係団体・事業所訪問による要請
労働局と県が一体となり、県内の経済団体等に対し、また、ハローワークの所長等が事業所等を訪問し、

非正規労働者の正社員転換・待遇改善について要請を行います。
・ハローワークにおける正社員求人を中心としたミニ面接会等の開催
県内ハローワークにおいて、正社員求人を出している事業所と正社員就職を求める求職者のマッチング
の場を提供するため、ハローワーク内の会議室等を使い小規模の面接会や事業所見学会をキャンペーン中
に実施します（別紙参照）。

・関係法令の周知徹底
今国会で成立した、改正労働者派遣法、若者雇用促進法、女性活躍推進法の円滑な施行の
ための説明会を開催するなど周知啓発を徹底します。

岩手県正社員転換・待遇改善実現本部の当面の主な取組
（平成27年度内）

１．正社員転換・待遇改善キャンペーン（平成27年10～12月）

・１．のキャンペーン終了後、平成28年1月から3月まで特に不本意非正規雇用労働者に対する待遇改善の
実現や学卒正社員化を推進するためのキャンペーンを実施します。

２．不本意非正規対策・学卒正社員化キャンペーン(平成28年1～3月）

・本省本部等により平成28年1月に策定される「正社員転換・待遇改善実現プラン」を受け、岩手県本部に
おいても平成28年3月までに今後5年間の非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善実現に向けた具体的な
施策や数値目標を盛り込んだ「岩手県正社員転換・待遇改善実現地域プラン（仮称）を策定します。

３．「岩手県正社員転換・待遇改善実現プラン（仮称）」の策定（平成2８年３月目途）

－
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安定所名 開催月日 開催時間 名 称
参加
企業数
（予定）

開催概要 備 考

盛岡

11月13日 13:30～16:00 就職ミニ面接会 2 毎月第２・第４金曜日にハローワーク盛岡の会議室において小規模の就職
面接会を実施

当日の飛込みや説明を聞くだけでも可

11月27日 13:30～16:00 就職ミニ面接会 2 毎月第２・第４金曜日にハローワーク盛岡の会議室において小規模の就職
面接会を実施

当日の飛込みや説明を聞くだけでも可

11月12日 14:00～16:00 しごとトーク
カフェプラス

3
概ね３５歳までの方を対象にジョブカフェいわて（盛岡市菜園）で開催。企業
とのトークセッションの後、個別ブースで就職面談を行う。（ジョブカフェいわ
てとハローワーク盛岡の共催）

申込みはジョブカフェいわて

沼宮内 11月17日 9:00～10:00 就職ミニ面談会 2 雇用保険の失業認定日に開催し一般求職者も含めた面談会 事前申込不要

一関

11月5日 13：30～15：00 ミニ事業所見学会 1 温泉・宿泊施設の事業所見学会 事前申込要

11月9日 9：15～10：30 ミニ事業所見学会 1 生命保険会社の事業所見学会 事前申込要

久慈

11月4日 10:00～15:00 ミニ面接会 1 求職者を対象とした食料品製造業の面接会

11月13日 10:00～15:00 ミニ面接会 1 求職者を対象とした食料品製造業の面接会

正社員転換・待遇改善キャンペーンにおけるハローワークで実施する
正社員求人を中心としたミニ面接会、事業所見学会（11月分）10月20日現在

※ 以上の面接会等は10月20日現在日程が確定しているものですが、他のハローワークにおいても随時開催決定しているもの
もありますので、最新の情報は各ハローワークにお尋ねください。

【ハローワーク連絡先】
●盛 岡０１９－６２４－８９０２ ●花 巻０１９８－２３－５１１８ ●二 戸０１９５－２３－３３４１
●沼宮内０１９５－６２－２１３９ ●一 関０１９１－２３－４１３５ ●久 慈０１９４－５３－３３７４
●釜 石０１９３－２３－８６０９ ●水 沢０１９７－２４－８６０９ ●ジョブカフェいわて０１９－６２１－１１７１
●遠 野０１９８－６２－２８４２ ●北 上０１９７－６３－３３１４

●宮 古０１９３－６３－８６０９ ●大船渡０１９２－２７－４１６５
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