
業目線　月　報 平　成　3　0　年　3　月

松田公共 業安定所

（学卒を除き、秦野市ふるさとハローワーク級を含む） 
区分 項目 劍ﾇb�男 傚r�前月 ����:���

求 職 ��hｴｸｸ��Y�ﾈﾙ霾��B�都3B�378 �3Sb�707 塔S��

：うち雇用保険受給者 ��cb�81 塔R�141 ��3��

；　※うち中高年 �3C"�195 ��Cr�384 鼎C��

；　　うちパート �#C2�73 ��s��268 �3�2�

月間有効求職者数 �2，993 ���3SS��1，435 �(�3�3B�3，181 

うち雇用保険受給者 ���3����490 鉄#��974 ���3��2�

※うち中高年 ���3ScB�897 田cr�1，545 ���3cC��

うちパート ���3�ヲ�363 都#b�1，056 ���3��B�

紹 介 ���櫁ﾈ��B����3�S��552 鼎唐�908 ���3#���

l l l �*H+�冽�]ｸﾊ�8ｸｸ�"�222 ��#"�100 ��sR�215 

I l l ��h*H+�(hﾘ)D��530 �3�R�215 鉄���588 

l l l �*H+�7��ｸ6r�354 ��3R�219 �3C"�442 

就 職 做��Xﾈ��B��##��116 ���2�189 �#モ�うち雇用保険受給者 鉄2�28 �#R�38 鉄b�

※うち中高年 ��#��70 鉄��105 ��SR�

うちパート ���R�37 田��76 ��3��

求 人 ��hｴｸｸ��ﾉ�B����3��B�●■　－　－　■■　■■　■■ ��1，129 涛3��

l l l �*H+�7��ｸ6r�450 ��ﾈ���ﾈ���ﾈ���������ﾈ���ﾂ� 鉄���447 

月間有効求人数 �3，060 ��ﾈ���ﾈ���ﾈ���ﾈ��H��� �(�3塔"�2，797 

l l l �*H+�7��ｸ6r�1，288 ��ﾈ���ﾈ���ﾈ���ﾈ���ﾈ���ﾂ� ���3#ッ�1，290 

ラろ條野みるさと′lローワーク脚
区分 項目 佗b�男 傚r�前月 ����:���

新規求職申込件数 ��C��60 塔��126 ��s"�

就　職　件　数 塔��35 鼎R�62 涛2�

有効求人倍率の推移 劔劔劍耳耳��ｩ[ﾙ�ﾃ#僖�7���8���8�Y[ﾙ�ﾃ#吋�7��剪�
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4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 �1月 �(ﾈ��3月 

平成29年度 ���Cビ�0．85 ���Cヲ�0．88 ���C釘�0．97 ���C澱�1．01 ���C�"����C�"�1．05 ���C�"�

平成28年度 ���Ccb�0．64 ���CcB�0．69 ���Csb�0．79 ���Csb�0．90 ���C途����C釘�0．94 ���Cモ�



雇用保険業務取扱状況

雇用保険適用関係

（労働市場センター集計）

区分 項目 佗b�男 傚r�前月 ����:���

新規適用事業所数 唐� ��16 湯�

廃止事業所数 �"� ��● 　5 迭�

月末現在適用事業所数 �(�3鉄b� ��2，948 �(�3イb�

資格取得者数 鼎ッ�274 �#�"�460 鉄�2�

資格喪失者数 鼎s2�266 �#�r�437 鼎3B�

月末現在被保険者数 鼎��3SS��31，536 ��x�3��R�48，517 鼎x�3ン��

雇用保険給付関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔金額は千円単位〕 

区分 項目 劍ﾇb�男 傚r�前月 ����:���

般 剽｣職票提出件数 ��ビ�91 涛b�193 ��ッ�

、＿受給資格決定件数 �#�B�100 ���B�178 �����

支給総額 塔��3C#��48，275 鼎��3�S2�83，278 涛X�3鉄b�

職 者 給 付 舒��gｲ�薰�9b�ｮ��gｲ�Z｢�初回受給者数 ��C��66 塔"�139 ��3r�

受給者実人員 田c"�298 �3cB�645 田c2�

支給終了音数 ���r�40 田r�107 ��3b�

支給金額 塔(�3s32�43，308 �3��3C#B�75，077 塔x�3�3��

高年齢 求職者 給付 剋�去ﾒ数 鼎��34 ��R�52 鼎R�

支給金額 ����3s�2�8，018 �(�3ssB�11，292 祷�3C�2�

短期特例・ 給付 剋�去ﾒ数 ���0 ���0 ���

支給金額 ���0 ���0 ���B�

常用就職 支度手当 剋x給人員 ���0 ���2 ���

支給金額 ���0 ���0 ��モ�

再就職∫ 手当 剋x給人員 �3"�22 ����61 鼎r�

支給金額 ��H�3c#"�11，095 �8�3S#b�23，990 ����3Cs"�

就業促進 定着手当 剋x給人員 ����6 釘�16 �32�

支給金額 ���3s�R�1，075 田#��2，239 嶋�3c#R�

日雇給付 剋�去ﾒ実人員 �2�3 ���3 迭�

支給金額 �#�r�217 ���135 �3cr�

歯 間 年 増 継 続 舒��ｾ�ﾇﾂ�WB�受給者数 �#cr�237 �3��444 �#cr�

支給金額 ��H�3����13，199 涛���23，246 ��8�3#c��

再 付獣 金鴨 絵 假8ｸｸ�)�B�0 ���0 ���0 

支給金額 ���0 ���0 ���

育 舒��ｾ��2�WB�Yﾂ�ｾ�ﾇﾂ�WB�ﾅ��ｲ�受給者数 ��3��1 ��3��154 ��cb�

児 休 業 給 付 教育 給 剋x給金額 受給者数 支給金額 受給者数 �3x�333������r�#�"�599 0 0 3 110 �3h�3s3������B��"�43，002 0 0 18 鼎��3ツ�������R�

付 倡虻ｸｾ�ｧ｢�剴ss"�557 

介護 給 亶鮎b�受給者数 ���1 �����4 1，454 �����

付 倡虻ｸｾ�ｧ｢�391 �3���


