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厚生労働省 

岩手労働局 

  

 

 

 

 

報 道 関 係 者  各位 

 

「不本意非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペーン」を実施します 
 

～ 若者等の正社員就職の実現に向けた取組を推進 ～ 

 
 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、不本意ながら

非正規雇用で働く方の正社員転換や未内定学生・生徒及び進路未決定学生・生徒をはじ

めとする若者等の正社員就職の実現に向けた取組を強力に推進するため、関係機関及び

団体等と連携しながら、平成 28 年３月末までを「不本意非正規対策・学卒正社員就職

実現キャンペーン」期間として、キャンペーンを実施します。 

 

１ 岩手県内の不本意非正規雇用や未内定学生等の現状 

 

（１）正社員の有効求人倍率（原数値） 

 

 

 

 

 

（２）岩手県内の新規学校卒業予定者の内定状況 

【高校】 

 

 

 

 

 

【大学】 

 

 

 

 

 岩手 全国 

平成 25年 12月 0.59 0.66 

平成 26年 12月 0.64 0.75 

平成 27年 12月 0.71 0.85 

 就職内定率 うち県内 未内定者数 うち県内 

平成 25年 12月末日 93.9 92.1 198 166 

平成 26年 12月末日 94.3 91.9 189 169 

平成 27年 12月末日 95.2 93.7 145 122 

 就職内定率 うち県内 未内定者数 うち県内 

平成 25年 12月末日 67.9 70.8 619 226 

平成 26年 12月末日 72.8 69.3 514 241 

平成 27年 12月末日 69.3 72.8 538 192 

【照会先】 

岩手労働局職業安定部職業安定課 

 課    長  佐々木 義彦 

 職業紹介主任  齋 藤  洋 

 電       話    019（604）3004 

厚生労働省岩手労働局発表 

平成 28 年１月 29 日(金) 
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２ 「不本意非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペーン」における 

岩手労働局の取組 
 

 

（１） 不本意非正規労働者の正社員就職に向けた取組 

 

フリーター、派遣労働者等の正規雇用化の実現等に向け、「わかもの支援コ

ーナー」・「わかもの支援窓口」（※１）を設置し、専門相談員による以下の支

援を実施します。 

① 予約制・担当者制による就職相談 

② 職業適性検査の実施 

③ 応募書類作成支援・模擬面接の実施 

④ 面接会（別紙１）やセミナーなどの各種イベント紹介 
 

※１ 「わかもの支援コーナー」はハローワークプラザ盛岡に、「わかもの支援窓口」は 

花巻・一関・水沢・北上の各ハローワークに設置。 

 

 

 

（２）学卒正社員就職実現のための集中的な取組み 
 

平成２８年３月末までを「未内定就活生への集中支援期間 2016」と定め、

以下の取組を集中的に実施します。 

①   ハローワークに配置している学卒ジョブサポーターが各大学に出向き、

出張相談するとともに、未内定者等に対する新卒応援ハローワーク等の 

利用勧奨の徹底 

②   求職登録を行った未内定者等への個別連絡・職業相談・紹介など 

個別支援の実施 

③   臨床心理士による未内定者の心理的ケア 

④   就職後の職場定着支援に関する周知 
 

 

 

（３）若年者の正社員就職実現のための各種就職面接会、セミナー等の開催 
 

キャンペーンの趣旨を踏まえて、労働局及びハローワークにおいて、若年

者・学卒未内定者・非正規労働者等を対象とした就職面接会、セミナー等を

集中的に開催します。 

①  若年者対象（概ね 35 歳未満）「各種セミナー」No.①～⑥まで（別紙２） 

②  学卒未内定者対象     「平成 28 年 3 月新規学校卒業予定者対象 

就職面接会」（別紙３） 
※２ ①②以外の面接会及びセミナーは原則対象者を絞っておりませんので、どなたでも 

参加可能です。 
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（４）岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部及びハローワーク幹部による経済

団体・事業所及び大学等訪問による要請 
 

経済団体・事業主団体等に対し、次のことについての周知・働きかけを実施

します。 

 

①  非正規雇用労働者の正社員転換、「多様な正社員」導入の促進 

②  正社員転換ためのキャリアアップ助成金（※３）等各種助成金の活用促進 

③  労働契約法に基づく無期転換ルールの周知 

④  若者雇用促進法に基づく認定制度（ユースエール認定）の取得促進 

⑤  平成 28 年３月から実施される若者雇用促進法に基づく職場情報提供制

度及びハローワークにおける求人不受理制度の周知 

⑥   ジョブ・カードを活用した雇用型訓練等の利用促進 

 

また、大学等へは岩手新卒者等就職・採用応援本部会議や訪問活動等を通

して、上記⑤についての周知を行います。 

なお、「岩手県正社員転換・待遇改善等実現本部」による訪問要請は２月中

旬を予定しており、詳細は追って発表いたします。 
 

※３ キャリアアップ助成金は平成 27年度補正予算の成立により、「正社員等転換コース」

において「有期雇用から無期」・「正規雇用」への転換または直接雇用した場合、中小企

業には 10万円の加算措置を実施します（2月 10日改正予定）。 



別紙１

No. 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

① 盛岡 2月12日 １３：３０～１６：００ ミニ面接会 2
毎月２回金曜日にハローワークの会議室において小規模の就
職面接会を実施

原則ハローワーク紹介だが、
当日の飛込みや説明を聞く
だけでもＯＫ

② 盛岡 2月26日 １３：３０～１６：００ ミニ面接会 2
毎月２回金曜日にハローワークの会議室において小規模の就
職面接会を実施

原則ハローワーク紹介だが、
当日の飛込みや説明を聞く
だけでもＯＫ

③ 沼宮内 2月16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

④
釜石

（遠野）
2月9日 １３：３０～１５：００ ふるさと就職ガイダンス 20 参加企業からの求人内容説明・面談 事前申込不要

⑤ 一関 2月5日 １３：３０～１６：００
職種別事業所説明会・
面談会

5 職種別の事業所説明会及び面談会（今回は営業職） 事前申込必要

⑥ 一関 2月9日 １３：３０～１５：００ ミニ事業所見学会 1 介護の事業所見学会 事前申込必要

⑦ 北上 2月15日 １４：００～１６：００
北上地域
　合同就職相談会

10
・参加事業所からの事業内容、求人についての説明（数分）
・求人事業所と求職者の個別相談

事前申込不要
面接会ではなく相談会です

⑧ 大船渡 2月27日 １３：００～１６：００
就職相談会
Winter Chance 2016

39
第１部　企業PR「お仕事広場in気仙」（参加企業からの会社概要説明）
第２部　個別相談（参加企業ブースにおいての個別相談）

事前申込不要

⑨ 二戸 2月4日 １３：００～１６：００ 就職フェア2016 20 二戸地域の企業へ就職を目指す方に対する合同企業面談会 事前申込不要

就職面接会等開催予定一覧

　以下の面接会等は、１月２０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おりますので、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。

～　平成２８年２月開催分　～

   【ハローワーク連絡先電話番号】
　　　　　○　盛　 岡　０１９－６２４－８９０２　　　　　　　○　宮　 古　０１９３－６３－８９０９　　　　　　　○　北　 上　０１９７－６３－３３１４
　　　　　○　沼宮内　０１９５－６２－２１３９　　　　　　　○　花　 巻　０１９８－２３－５１１８　　　　　　　○　大船渡　０１９２－２７－４１６５
　　　　　○　釜　 石　０１９３－２３－８９０６　　　　　　　○　一　 関　０１９１－２３－４１３５　　　　　　　○　二　 戸　０１９５－２３－３３４１
　　　　　○　遠　 野　０１９８－６２－２８４２　　　　　　　○　水　 沢　０１９７－２４－８９０９　　　　　　　○　久　 慈　０１９４－５３－３３７４



別紙２

No. 安定所名 開催月日 開催時間 名　　称
定員

（予定）
開催概要 備　　考

① 盛岡 2月4日 １０：２０～１２：２０
ステップ１
自己理解が進む

書類作成セミナー
１５名

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。

事前申込必要
参加型・グループワークあり

② 盛岡 2月5日 １4：0０～１５：００
若年求職者と事業所
人事担当者とのライ
ブ交流会

２０名程度

若年求職者の雇用対策の一環として、若年求職者が管内求人
事業所の人事担当者と対話型の交流をすることで、求職者の
自己理解、職業理解を促進するため行う。企業の説明会とグ
ループワーク式交流会を実施する。（職歴が概ね5年未満で３５
歳位までの方対象）

事前申込必要
参加型・グループワークあり

③ 盛岡 2月10日 １０：２０～１２：２０
ステップ２
模擬面接セミナー
(基礎編)

１５名
第一印象の重要性を知り、基本的なマナーに関する知識を習
得し、実践出来るように支援する。

事前申込必要
参加型・グループワークあり

④ 盛岡 2月16日 １０：２０～１２：２０

ステップ３
ビデオで振り返る

模擬面接セミナー
(応用編)

６名
自己概念を確認し、さらに自己理解を深められるよう支援。ま
た、ビデオを通して自身の姿を確認し、良いところ、改善点への
気づきを促進する。

事前申込必要
参加型・グループワークあり

⑤ 盛岡 2月23日 １０：２０～１２：２０ ビジネスマナーセミナー １５名
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
の知識を習得し実践で出来るように支援する。

事前申込必要
参加型・グループワークあり

⑥ 盛岡 2月25日 １０：２０～１２：２０
必勝！
模擬面接セミナー

５名

同世代との交流を通して学ぶ機会を提供。ロールプレイングで
は役割交代により面接全体を客観的に把握し、良い点、改善
点への気づきが得られるような支援を行う。（３５歳位までの若
い方対象）

事前申込必要
参加型・グループワークあり

⑦ 盛岡
2月2日

2月１7日
１４：００～１５：００ 職業訓練説明会 ２４名程度

職業訓練を就職に生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。

事前申込必要

各種セミナー開催予定一覧

　以下の各種セミナーは、１月２０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おりますので、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。

～　平成２８年２月開催分　～



No. 安定所名 開催月日 開催時間 名　　称
定員

（予定）
開催概要 備　　考

⑧ 一関 2月9日 １０：００～１１：００ マザーズ・ミニセミナー ６名
「面接対策について」・面接準備・面接で聞かれること・グルー
プワーク等。※お子さん連れての参加大丈夫です！

場所：ハローワーク一関
       （会議室）

⑨ 一関 2月17日 １３：３０～１５：００
職務経歴書ＤＶＤ
セミナー

３６名 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。
場所：ハローワーク一関
       （会議室）

⑩ 一関 2月24日 １３：３０～１５：００ 面接セミナー １０名 面接マナー（ポイント）についてのセミナー。
場所：ハローワーク一関
       （会議室）

⑪ 北上 2月19日 １３：３０～１５：３０ ファ→ストステップ講座 ６名
応募書類(履歴書、職務経歴書)の書き方のポイントを学び、参加者が話しなが
ら、聴きながら、応募書類に書く内容を集めていく体験型の講座。

事前申込必要

⑫ 北上 2月3日 １４：００～１５：００ 職務経歴書セミナー ６名 テキストとＤＶＤで職務経歴書の基本的知識を学びます。 事前申込必要

⑬ 北上 2月10日 １４：００～１５：００ 職務経歴書セミナー ６名 テキストとＤＶＤで職務経歴書の基本的知識を学びます。 事前申込必要

⑭ 北上 2月17日 １４：００～１５：００ 職務経歴書セミナー ６名 テキストとＤＶＤで職務経歴書の基本的知識を学びます。 事前申込必要

⑮ 北上 2月24日 １４：００～１５：００ 職務経歴書セミナー ６名 テキストとＤＶＤで職務経歴書の基本的知識を学びます。 事前申込必要

⑯ 大船渡 2月16日 １４：００～１６：３０ 出張就職相談会 希望者 出張先においての職業相談及び職業紹介
事前申込必要
場所：住田町役場

⑰ 二戸 2月9日 １４：００～１５：３０ 履歴書作成セミナー ２０名 履歴書作成の基本について学びます。 事前申込必要

⑱ 二戸 2月24日 １４：００～１５：３０ 職務経歴書セミナー ２０名 職務経歴書作成の基本について学びます。 事前申込必要

   【ハローワーク連絡先電話番号】
　　　　　○　盛　 岡　０１９－６２４－８９０２　　　　　　　○　宮　 古　０１９３－６３－８９０９　　　　　　　○　北　 上　０１９７－６３－３３１４
　　　　　○　沼宮内　０１９５－６２－２１３９　　　　　　　○　花　 巻　０１９８－２３－５１１８　　　　　　　○　大船渡　０１９２－２７－４１６５
　　　　　○　釜　 石　０１９３－２３－８９０６　　　　　　　○　一　 関　０１９１－２３－４１３５　　　　　　　○　二　 戸　０１９５－２３－３３４１
　　　　　○　遠　 野　０１９８－６２－２８４２　　　　　　　○　水　 沢　０１９７－２４－８９０９　　　　　　　○　久　 慈　０１９４－５３－３３７４



別紙３

No. 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

① 宮古 3月5日 １３：３０～１５：３０
宮古・下閉伊地域ふる
さと就職面接会

30 宮古・下閉伊地域に就職を希望する方の就職面談会 事前申込不要

② 釜石 3月17日 １４：００～１６：００
釜石・大槌地域就職面
接会

50 釜石・大槌地域で働く場所を有する企業との個別面談 事前申込不要

③
釜石

（遠野）
2月9日 １３：３０～１５：００ ふるさと就職ガイダンス 20 参加企業からの求人内容説明・面談 事前申込不要

④ 大船渡 2月27日 １３：００～１６：００
就職相談会
Winter Chance 2016

39
第１部　企業PR「お仕事広場in気仙」（参加企業からの会社概要説明）
第２部　個別相談（参加企業ブースにおいての個別相談）

事前申込不要

⑤ 二戸 2月4日 １３：００～１６：００ 就職フェア2016 20 二戸地域の企業へ就職を目指す方に対する合同企業面談会 事前申込不要

平成２８年３月新規学校卒業予定者対象就職面接会等開催予定一覧

～　平成２８年２～３月開催分　～
　以下の面接会等は、１月２０日現在、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おりますので、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。

   【ハローワーク連絡先電話番号】
　　　　　○　盛　 岡　０１９－６２４－８９０２　　　　　　　○　宮　 古　０１９３－６３－８９０９　　　　　　　○　北　 上　０１９７－６３－３３１４
　　　　　○　沼宮内　０１９５－６２－２１３９　　　　　　　○　花　 巻　０１９８－２３－５１１８　　　　　　　○　大船渡　０１９２－２７－４１６５
　　　　　○　釜　 石　０１９３－２３－８９０６　　　　　　　○　一　 関　０１９１－２３－４１３５　　　　　　　○　二　 戸　０１９５－２３－３３４１
　　　　　○　遠　 野　０１９８－６２－２８４２　　　　　　　○　水　 沢　０１９７－２４－８９０９　　　　　　　○　久　 慈　０１９４－５３－３３７４



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・学卒正社員就職実現キャンペーン」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 

参 考 


