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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�田�R�332 �#�2�754 田s2�

うち雇用保険受給者 ��#��68 田��150 ��S��

※うち中高年 �33b�197 ��3��426 �33��

うちパート �#�2�85 ��#��300 �#3r�

月間有効求職者数 �3，063 ���3c3��1，432 �8�3�S��3，148 

うち雇用保険受給者 ���3�3r�510 鉄#r�1，032 ���3�c��

※うち中高年 ���3c�"�980 都�"�1，693 ���3cc"�

うちパート ���3����442 都3��1，209 ���3�SB�

紹 一介 ���櫁ﾈ��B�塔�b�■　456 �3c��938 ���3�#��うち雇用保険受給者 ��SB�80 都B�220 �#3r�

※うち中高年 鼎sb�286 �����524 鉄#2�

うちパート �3�R�116 ��ヲ�337 �3#r�

就 職 做��Xﾈ��B����2�99 涛B�203 �#C��うち雇用保険受給者 鼎B�24 �#��51 田��

※うち中高年 �����55 鼎b�101 ��#��

うちパート 涛��33 鉄r�94 ���b�

求 人 ��hｴｲ�人数 塔cr� ��865 ���3����うちパート �3cb� ��430 鼎���

月間有効求人数 �2，555 �� �*csSr�2，800 

うちパート ���3�C2� ��1，250 ���3#���

うち條野市ふるさと／lローワーク屏顔分タ
区分 項目 佗b�男 傚r�前月 ����:���

新規求職申込件数 ��#2�53 都��140 ��CR�

就　職　件　数 都��32 �3��74 塔"�

有効求人倍率の推移 劔劔劍耳耳��ｩ[ﾙ�ﾃ3�D�7��耳耳��8�Y[ﾙ�ﾃ#僖�7��剪�
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平成30年度 ���C迭�0．88 ���C�2� �� �� ���� ��

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�"�



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 ��"�　　／ ��13 ��2�

廃止事業所数 迭�　　／ ��9 澱�

月末現在適用事業所数 �(�3都2�　　／ ��2，966 �(�3ンB�

資格取得者数 鼎ィ�r　240 �#CB�740 鉄#2�

資格喪失者数 �3���211 ��s��417 鼎�2�

月末現在被保険者数 鼎X�3塔r�29，593 ��h�33釘�46，099 鼎��3cs2�

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

区分 項目 劍ﾇb�男 傚r�前月 ����:���

般 剽｣職票提出件数 ��cr�85 塔"�225 ��c2�

受給資格決定件数 �#���107 �����211 �##��

支給総額 塔��3ンR�50，501 �3��33釘�96，410 涛��3�C"�

職 者 給 付 舒��gｲ�薰�9b�ｮ��gｲ�Z｢�初回受給者数 ��S"�73 都��237 ��s"�

受給者実人員 田モ�342 �3Cb�717 都S"�

支給終了者数 田B�25 �3��102 ���r�

支給金額 塔x�3�途�48，843 �3��33SB�93，380 涛8�3S�2�

高年齢 ■求職者 給付 剋�去ﾒ数 田2�42 �#��110 鉄B�

支給金額 ��8�3��b�9，784 滴�3�3"�24，776 ����3s#��

短期特例 給付 剋�去ﾒ数 ���0 ���0 ���

支給金額 ���0 ���0 ���

常用就職 支度手当 剋x給人員 ���0 ���0 ���

支給金練 ���0 ���0 ���

再就職 手当 剋x給人員 鉄"�29 �#2�57 鉄��

支給金額 �#��3�3B�13，590 嶋�3#CB�24，051 ����3�#"�

就業促進 定着手当 剋x給人員 ��R�2 ��2�14 �#��

支給金額 �(�3����433 ���3cコ�2，830 度�3C���

日雇給付 剋�去ﾒ実人員 �2�3 ���2 釘�

支給金額 ��C"�142 ���187 �#s��

‘台■ l芦】 年 絹 継 続 舒��ｾ��2�WB�受給者数 鼎C��408 鼎��270 鼎C��

支給金額 �#8�3����22，361 ���CCCr�14，420 �#��3C#��

再 付紙 金l■ 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 ��Sb�3 ��S2�144 �#C"�

支給金額 鼎��3#SB�779 �3��3CsR�38，428 �3H�3C#R�

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 ��2�7 澱�13 ��"�

支給金額 鼎#��282 ��3��267 鼎3��

介護休業 給付 剋�去ﾒ数 ���0 ���2 �2�

支給金額 ���0 ���850 ���3#s��


