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松田公共職業安定所

一般職業紹介状況

（学卒を除 劔�*ｸ����nﾈ�8-8.�+8,h6�8ﾘ�ｸ8��ｸ4雕�/�ｭﾈ-��｢�

区分 項目 劍ﾇb�男 傚r�前月 ����:���

求 職 ��hｴｸｸ��Y�ﾈﾙ霾��B�塔SB�424 鼎3��734 涛�r�

うち雇用保険受給者 ��湯�90 �����166 �#�b�

※うち中高年 鼎迭�269 �##b�342 鉄�B�

うちパート ��3SB�128 �##b�243 �3Cb�

月間有効求職者数 �3，137 ���3c#"�1，515 �(�3涛2�3，232 

うち雇用保険受給者 ���3�sR�504 鉄s��1，018 ���3�32�

※うち中高年 ���3cc��954 都�R�1，564 ���3s���

うちパート ���3�澱�410 都ッ�1，089 ���3�c��

紹 介 ���櫁ﾈ��B�塔ィ�490 �3釘�1，050・ 涛ィ�うち雇用保険受給者 �����96 塔B�222 �����

※うち中高年 鼎���293 ��ビ�530 鼎c"�

うちパート �#sR�99 ��sb�354 �33"�

就 職 做��Xﾈ��B��#���103 ���b�229 �#�r�うち雇用保険受給者 鼎��28 �#��53 鼎"�

※うち中高年 �����56 鉄2�128 ���"�

うちパート �����37 田B�105 涛��

求 人 ��hｴｸｸ��ﾉ�B�涛��� ��1，104 涛sr�うちパート 鼎S�� ��450 �3���

月間有効求人数 �2，988 �� �8�3�c��2，809 

うちパート ���3#s�� ��1，288 ���3#S"�

ラろ僻詰ふるさと／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 �����48 都��149 ��c��

就　職　件　数 塔��43 �3r�・80 塔��
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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 ����　　／ ��8 �3��

廃止事業所数 ��"�　　／ ��2 湯�

月末現在適用事業所数 �(�3田��　　／ ��2，956 �(�3ツ��

資格取得者数 ���33cR�666 田湯�486 ���33SR�

資格喪失者数 ���3�S"�590 鉄c"�473 ���3�s��

月末現在被保険者数 鼎��3ssB�31，621 ��x�3�S2�48，551 鼎��3����

雇用保険給付関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔金額 劔劍-ﾉ�x鈴%�肩�ﾂ�

区分 項目 劍ﾇb�男 傚r�前月 ����:���

般 剽｣職票提出件数 �#c��121 ��C��187 �#Cb�

受給資格決定件数 �##��105 ��#2�214 �3�R�

支給総額 塔X�3��b�45，552 鼎��33cB�89，429 塔h�3C3B�

職 者 給 付 舒��gｲ�薰�9b�ｮ��gｲ�Z｢�初回受給者数 ��C��64 都b�148 ��C"�

受給者実人員 田C��299 �3S��66皇 田#��

支給終了者数 ���R�45 都��107 塔r�

支給金額 都��3田2�41，333 �3��3c#��82，733 都��3#S��

高年齢 求職者 給付 剋�去ﾒ数 塔b�59 �#r�49 ���B�

支給金額 ����3��b�13，094 店�3s���10，793 �#(�33���

短期特例 給付 剋�去ﾒ数 ���0 ���0 ���

支給金枝 ���0 ���0 ���

常用就職 支度手当 剋x給人員 ���1 ���0 ���

支給金親 塔��3Cc��89，460 ���0 ���

再就職 手当 剋x給人員 �3"�22 ����32 鉄r�

支給金額 ��X�3S�2�9，285 塗�3##r�14．622 ����33C2�

就業促進 定着手当 剋x給人員 ����5 澱�10 �#��

支給金額 ���3S�"�648 塔SB�1，705 塗�3s�B�

日雇給付 剋�去ﾒ実人員 �2�3 ���3 釘�

支給金績 ��#r�127 ���217 �#Cr�

■≠r l司 年 増 継 ’続 ��hｮ��ｾ��2�WB�受給者数 鼎Cb�404 鼎"�267 鼎�b�

支給金額 �#8�3C�"�21，953 ���3CS��14，180 �#��3CS��

再 付就 金儀 給 假8ｸｸ�)�B�0 ���0 ���0 

支給金額 ���0 ���0 ���

育 児 休 業 給 付 舒��ｾ��2�WB�受給者数 ��c��0 ��c��131 ��3r�

支給金額 鼎H�3�#��0 鼎H�3�#��37，330 �3��3����

復 金芸 付 假8ｸｸ�)�B�0 ���0 ���0 

支給金額 ���0 ���0 ���

教育訓練 給付 剋�去ﾒ数 ��r�7 ����7 ����

支給金額 田S��272 �3ッ�772 鉄C"�

介護休業 給付 剋�去ﾒ数 ���0 ���1 ���

支給金額 鼎ヲ�0 鼎ヲ�391 ���


