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平成 28 年度ハローワークの総合評価における主要指標の 

進捗状況（中間報告及び平成 28 年８月内容）を公表します 

～ ハローワークの機能強化を図る取組を行っています ～ 

 

 標記主要指標（就職件数、充足件数、早期再就職件数）の進捗状況について、

中間報告（第１・三半期（７月末現在）［別紙１］）と併せてその目標達成状

況と今後の取組［別紙２］及び、毎月公表分（平成 28 年８月内容：［別紙３］）

について公表します。 

別紙１のとおり、岩手労働局全体の主要指標における目標に対する達成割合

は、就職件数は 88.1％、充足件数は 88.6％、雇用保険の早期再就職件数は

95.6％とそれぞれ目標をほぼ達成しています。 

 また、ハローワークにおいて 10 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及び参考２のとおり情報提供します（９月 20 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、次の取組を行っております。 

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おります。 
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別紙１

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　当月までの累計 3,090 760 706 847 1,034 964 890 613 441 510 9,855

②　当月までの目標値 3,421 722 822 996 1,172 1,188 994 771 519 581 11,186

③　目標値に対する達成割合
　　　（①/②×100）

90.3% 105.3% 85.9% 85.0% 88.2% 81.1% 89.5% 79.5% 85.0% 87.8% 88.1%

①　当月までの累計 3,287 663 619 822 879 905 890 560 403 486 9,514

②　当月までの目標値 3,692 617 692 870 975 1,124 1,059 691 477 538 10,735

③　目標値に対する達成割合
　　　（①/②×100）

89.0% 107.5% 89.5% 94.5% 90.2% 80.5% 84.0% 81.0% 84.5% 90.3% 88.6%

①　当月までの累計 633 110 123 132 192 190 164 123 74 96 1,837

②　当月までの目標値 661 116 119 140 186 214 182 99 95 110 1,922

③　目標値に対する達成割合
　　　（①/②×100）

95.8% 94.8% 103.4% 94.3% 103.2% 88.8% 90.1% 124.2% 77.9% 87.3% 95.6%

※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（＊全国集計の都合により、１か月遅れでの公表となります。）。

ハローワークの総合評価における主要指標の目標達成状況（平成28年7月末現在）

項　　目

就職件数
（常用）
※１

充足件数
（常用）
※２

雇用保険受
給者の早期
再就職件数
（６月内容）
※３



別紙２

就職件数 充足件数
雇用保険受給者早期再就職件数

（６月末時点）

岩手労働局

【ほぼ達成している】
新規求職申込件数が前年度比6.7％
減少している中、ほぼ達成している。
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
求職者担当者制の効果的な実施により
紹介件数、来所勧奨で相談件数の増加
を図り、地方公共団体との連携などによ
りハローワーク利用者をそれぞれ増やす
ことなどにより目標の達成に努める。

【ほぼ達成している】
求人件数は前年並みであるが、新規求
職申込件数が前年度比6.7％減少してい
る中、ほぼ達成している。順調に推移して
いる所と今後の取組が期待される所があ
るなどばらつきが見られる。岩手全体とし
ては、求人充足率の減少が充足件数の
減少に響いている。

＜今後の取組＞
要件緩和求人の求職者への情報提供、
求職者を意識したマッチング検証会議の
充実などにより目標の達成に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
認定日全員相談の実施、再就職支援セミ
ナーの参加勧奨、ミニ面接会の実施など
により目標の達成に努める。

盛岡所

【ほぼ達成している】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
ミニ面接会や、所独自の就職支援セミ
ナーにより紹介件数の増加に努める。

【ほぼ達成している】
求人充足率の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
求人担当者制の実施、求人検索機での
印刷枚数の多い求人一覧の掲載などに
より求人充足率の上昇に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
初回講習時と初回認定日の２回、早期再
就職に係る講習を実施するなど目標の達
成に努める。

釜石所

【達成している】

＜今後の取組＞
引き続き正社員就職促進のための求人
情報の提供や求職者担当者制などに取
組んでいく。

【達成している】

＜今後の取組＞
引き続き正社員求人情報の作成や求職
者担当者制による定期的な求人情報の
提供などに取組んでいく。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
所独自セミナーの実施などにより目標の
達成に努める。

宮古所

【ほぼ達成している】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
求職者担当者制の実施、多角的なグ
ループワーク等を実施し、求職者の就職
意欲の喚起につなげ、紹介件数の増加
に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の３分の１は達成しており、ほ
ぼ順調に推移している。

＜今後の取組＞
企業説明会の実施、職員による事業所
訪問の活性化により目標達成に努める。

【達成している】

＜今後の取組＞
引き続き所定認定日に係る情報提供
サービスを強化するなどにより目標達成
に努める。

花巻所

【ほぼ達成している】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
就職実践セミナーやミニ面談会を実施
し、紹介件数の増加に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の３分の１は達成しており、ほ
ぼ順調に推移している。

＜今後の取組＞
毎週のマッチング検証会議の充実のほ
か、急募求人時の臨時のマッチング検証
会議等により目標達成に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
就職意欲喚起のためのセミナーの勧奨に
より目標達成に努める。

平成28年度主要指標の第１・三半期（７月末時点）の目標達成状況と今後の取組



就職件数 充足件数
雇用保険受給者早期再就職件数

（６月末時点）

一関所

【ほぼ達成している】
相談件数、紹介件数が減少しているが、
就職件数はそれ以上に減少していない。

＜今後の取組＞
求職者担当者制の実施、職種別就職面
談会の実施により目標達成に努める。

【ほぼ達成している】
新規求人数の大幅な減少が、充足件数
の減少に響いている。

＜今後の取組＞
マッチング検討会議の充実のほか、求人
情報の提供方法の工夫などにより目標
達成に努める。

【達成している】

＜今後の取組＞
引き続き雇用保険受給者を中心とした求
職者担当者制の実施のほか、各種セミ
ナーの実施による就職意欲の喚起を図り
目標の達成に努める。

水沢所

【達成に向け更なる取組みが必要】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
就職可能性を意識したマッチングを実施
することにより、紹介件数の増加に努め
る。

【達成に向け更なる取組みが必要】
求人充足率の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
要件緩和求人のマッチングにより適合し
た求職者への提供、求人事業所面談会
の実施などにより求人充足率の上昇に努
める。

【ほぼ達成している】
雇用保険受給者決定件数の減少が雇用
保険受給者早期再就職件数の減少に響
いている。

＜今後の取組＞
就職意欲の喚起のための早期再就職セミ
ナーへの勧奨、専門相談員による支援に
より目標の達成に努める。

北上所

【ほぼ達成している】
新規求職者数、紹介件数が減少している
が、就職件数はそれ以上に減少していな
い。

＜今後の取組＞
個人に特化した求人情報の提供、地方自
治体との連携による面接会等の実施によ
り目標達成に努める。

【達成に向け更なる取組みが必要】
新規求人数の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
窓口職員の事業所見学による情報収
集、画像による事業所情報の提供による
求人情報の効果的提供などにより、目標
達成に努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
就職意欲の喚起のための早期再就職セミ
ナーへの勧奨、求職者担当者制による就
職支援などにより目標の達成に努める。

大船渡所

【達成に向け更なる取組みが必要】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
基本業務の徹底、地方自治体との連携
による相談会等の実施により紹介件数の
増加に努める。

【達成に向け更なる取組みが必要】
求人充足率の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
職業紹介部門と連携した求職者ニーズに
応じた求人の提供などによりマッチング
精度の向上を目指し、求人充足率の上昇
に努める。

【達成している】

＜今後の取組＞
引き続き認定日の全員相談、雇用保険受
給者を中心とした求職者担当者制を実施
し、目標の達成に努める。

二戸所

【ほぼ達成している】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
ハローワークに対する期待度が高い受給
者に対する求職者担当者制の実施によ
り、紹介件数の増加に努める。

【達成に向け更なる取組みが必要】
求人充足率の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
求人相談会の定期的実施、マッチング検
証会議の充実により充足率の上昇に努
める。

【達成に向け更なる取組みが必要】
雇用保険受給者早期再就職率の低下が
雇用保険受給者早期再就職件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
求職者担当者制を積極的に実施すること
により目標の達成に努める。

久慈所

【ほぼ達成している】
紹介件数の減少が、就職件数の減少に
響いている。

＜今後の取組＞
来所勧奨型紹介の積極的な実施などに
より、来所を促し紹介件数の増加に努め
る。

【ほぼ達成している】
求人充足率の減少が、充足件数の減少
に響いている。

＜今後の取組＞
面接会と一体的に開催する事業所見学
会の実施などにより求人充足率の上昇に
努める。

【ほぼ達成している】
年間目標の４分の１は達成しており、ほぼ
順調に推移している。

＜今後の取組＞
所独自の「めざせ！早期再就職セミナー」
を実施するなど目標の達成に努める。

・ 「達成している。」 目標達成率１００％以上
・ 「ほぼ達成している。」 目標達成率８５％以上１００％未満
・ 「達成に向けて更なる取組みが必要。」 目標達成率８５％未満

※　各欄の表示については、以下のとおり（「別紙１」参照）。



別紙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 612 135 120 161 218 209 164 113 80 96 1,908

②　年度累計 3,702 895 826 1,008 1,252 1,173 1,054 726 521 606 11,763

③　年度目標値 9,559 1,988 2,157 2,836 3,214 3,145 2,724 2,097 1,399 1,617 30,736

④　到達割合（②/③×100） 38.7% 45.0% 38.3% 35.5% 39.0% 37.3% 38.7% 34.6% 37.2% 37.5% 38.3%

①　当　　月 655 105 101 140 186 185 180 112 74 90 1,828

②　年度累計 3,942 768 720 962 1,065 1,090 1,070 672 477 576 11,342

③　年度目標値 10,234 1,672 1,844 2,443 2,713 2,968 2,860 1,856 1,247 1,509 29,346

④　到達割合（②/③×100） 38.5% 45.9% 39.0% 39.4% 39.3% 36.7% 37.4% 36.2% 38.3% 38.2% 38.6%

①　当　　月 191 34 25 47 58 60 75 23 23 33 569

②　年度累計 824 144 148 179 250 250 239 146 97 129 2,406

③　年度目標値 2,277 390 453 510 681 843 652 336 302 351 6,795

④　到達割合（②/③×100） 36.2% 36.9% 32.7% 35.1% 36.7% 29.7% 36.7% 43.5% 32.1% 36.8% 35.4%

※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（＊全国集計の都合により、１か月遅れでの公表となります。）。

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28年8月内容）

　　　　項　　目

就職件数
（常用）
※１

充足件数
（常用）
※２

雇用保険受
給者の早期
再就職件数
（7月内容）
※３



参考１

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

沼宮内 10月5日 １０：００～１２：００ 介護のおしごと相談 0 介護職種の希望者を対象とした相談会
事前申込み不要
岩手県社会福祉協議会の出張相談
場所：ハローワーク沼宮内2階会議室

10月5日 １０：４０～１１：００ 求人PRタイム 1 初回認定日セミナー時に参加事業所が自社のPRを行う。
事前申込み不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月6日 １０：００～１５：００ 看護のおしごと相談 0 看護職種の希望者を対象とした相談会
事前申込み不要
岩手県看護協会の出張相談
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月6日 １０：００～１２：００ 介護のおしごと相談 0 介護職種の希望者を対象とした相談会
事前申込み不要
岩手県社会福祉協議会の出張相談
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月12日 １０：４０～１１：００ 求人PRタイム 1 初回認定日セミナー時に参加事業所が自社のPRを行う。
事前申込み不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月20日 １０：４０～１１：００ 求人PRタイム 1 初回認定日セミナー時に参加事業所が自社のPRを行う。
事前申込み不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月20日 １０：００～１５：００ 看護のおしごと相談 0 看護職種の希望者を対象とした相談会
事前申込み不要
岩手県看護協会の出張相談
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月20日 １０：００～１２：００ 介護のおしごと相談 0 介護職種の希望者を対象とした相談会
事前申込み不要
岩手県社会福祉協議会の出張相談
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月27日 １０：４０～１１：００ 求人PRタイム 1 初回認定日セミナー時に参加事業所が自社のPRを行う。
事前申込み不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

就職面接会等開催予定一覧

　以下の面接会等は９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１０月開催分　～

釜石



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

10月6日 １０：００～１５：００ 看護のおしごと相談 1 看護職種の希望者を対象とした相談会 岩手県看護協会による出張相談

10月20日 １０：００～１５：００ 看護のおしごと相談 1 看護職種の希望者を対象とした相談会 岩手県看護協会による出張相談

10月7日 １０：００～１２：００ ミニ面接会 1 正社員を希望する求職者を対象としたミニ面接会 事前申込必要

10月11日 １０：００～１２：００ ミニ面接会 1 正社員を希望する求職者を対象としたミニ面接会 事前申込必要

10月17日 １０：３０～１１：３０ 「第７回北三陸お仕事見学会」 1 正社員を希望する求職者を対象とした事業所見学会 事前申込必要

10月21日 　９：００～１１：００ ミニ面接会 1 正社員を希望する求職者を対象としたミニ面接会 事前申込必要

10月21日 １３：００～１５：００ ミニ面接会 1 正社員を希望する求職者を対象としたミニ面接会 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

大船渡

久慈



参考２

安定所名 開催月日 開催時間 名　　称
定員

（予定）
開催概要 備　　考

10月3日 　９：３０～１４：３０ 求職活動支援ビデオセミナー 希望者
 9:30～求職活動の全体像と自己分析
11:00～求人情報の入手方法と求職活動支援機関
13:30～応募書類と面接

事前申込不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月13日 １３：３０～１５：３０ おしごと相談会inおおつち 希望者 出張先において職業相談及び職業紹介
事前申込不要
場所：大槌町役場

10月17日 　９：３０～１４：３０ 求職活動支援ビデオセミナー 希望者
 9:30～転職はChanceだ！
11:00～意識改革でチャレンジ
13:30～再就職活動の進め方

事前申込不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月24日 　９：３０～１４：３０ 求職活動支援ビデオセミナー 希望者
 9:30～自己分析
11:00～履歴書と職務経歴書の作成法
13:30～社会人のマナー

事前申込不要
場所：ハローワーク釜石２階会議室

10月27日 １３：３０～１５：３０ おしごと相談会inおおつち 希望者 出張先において職業相談及び職業紹介
事前申込不要
場所：大槌町役場

10月13日 １４：００～１６：３０ 出張就職相談会 希望者 子育てママを対象とした職業相談及び職業紹介
事前申込必要
場所：ＹＳセンター

10月18日 １４：００～１５：３０ 出張就職相談会 希望者 出張先において職業相談及び職業紹介
事前申込必要
場所：まち家世田米駅

10月5日 １４：００～１５：３０ 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。 事前申込必要

10月19日 １４：００～１５：３０ 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。 事前申込必要

各種セミナー開催予定一覧
～　平成２８年１０月開催分　～

　以下の各種セミナーは９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。

釜石

大船渡

二戸



安定所名 開催月日 開催時間 名　　称
定員

（予定）
開催概要 備　　考

久慈 10月14日 １０：００～１１：００
第４回　事業主向け

魅力ある職場づくりセミナー
無

久慈地域の事業主を対象とした、より良い人材確保及び若年者の
職場定着を促進するための事業主向けセミナー

参加申込必要

 　　　　 　 【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


