
1 
 

 

 

平成２８年度におけるハローワークのマッチング 

機能に関する業務の中間報告について 
 

  

   県下の公共職業安定所においては、PDCAサイクルによる目標管理により業務改善を進め、マッチ

ング機能の強化を図ってきているところですが、主要指標目標値（就職件数、充足件数、雇用保険受

給者の早期再就職件数）について、９月末までを目途に第１三半期終了時点の目標達成状況、進捗状

況を中間報告として公表することとしていたところです。この度、第1三半期（4月～7月）の主要

指標数値が確定いたしましたので、安定所ごとの目標達成状況、進捗状況につきまして以下のとおり

公表いたします。 

 

高知労働局及び各安定所の主要指標目標達成・進捗状況 

１ 局     

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 12,700 4,832 4,426 91.6% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 12,602 4,832 4,262 88.2% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

早期再就職件数 3,760 1,146 1,128 98.4% 

 ※雇用保険受給者の早期再就職件数については、実績の把握が約１か月遅れとなることから、６月末時点の目標値、実績で

集計し公表するものとする。 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期の進捗率は34.9%と単純平均の33.3%は上回っているが、目標値を406件（▲8.4%）下

回る4,832件となった。紹介成功率は33.5%（前年同期比プラス3.5ポイント）と上昇しているもの

の新規求職者は13,693人（前年同期比1,509人減、▲9.9%）と減少傾向で推移していることにより、

相談件数は57,880件（前年同期比4,468件減、▲7.2%）、紹介件数は13,208件（前年同期比2,702

件減、▲17.0%）となっているのでその減少傾向を食い止めることが課題である。 

このため、他機関との連携により潜在的な就職希望者をハローワークへ誘導するとともに、ハ

ローワーク来所者については求人検索機の利用に留まることなく相談窓口への誘導に努め、特に

早期の就職を希望している求職者については重点求職者として選定して個別支援による能動的マ

ッチングや求人の応募勧奨を強化させるなど、さらに積極的に取り組んでいく。 

（２）充足件数（常用） 

第1三半期の進捗率は33.8%と単純平均の33.3%は上回っているが、目標値を570件（▲11.8%）下

回る4,262件となった。 
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このため、非正規求人の正社員求人への切り替えや正社員求人を中心とした求人開拓など良質

求人の確保・創出を図っていくとともに、求人条件向上や能動的マッチング等により充足向上を

目指す取組を引き続き取組んでいく。また、職業相談の過程でスキルアップが必要と思われる求

職者には職業訓練受講についての相談にも引き続き取り組んでいく。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの進捗率は30.0%と単純平均の25.0%は上回っているが、目標値を18件

（▲1.6%）下回る1,128件となった。受給資格決定件数は3,608件（前年同期比52件減、▲1.4%）、

早期再就職件数は1,135件（前年同期比30件増、プラス2.7%）となっているため、重点求職者とし

て選定した受給者に対する能動的マッチングや求人への応募勧奨の強化、給付制限期間中の来所

指示による職業相談、再就職手当の活用促進などの取組は効果があると思われるので、今後もこ

れらの取組を継続していくものとする。 

     

２ 高知所     

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 7,750 2,920 2,755 94.3% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 8,659 3,307 2,953 89.3% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

 早期再就職件数 2,450 742 716 96.5% 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期の進捗率は35.50%と単純平均の33.3%は上回っているが、目標値を165件（▲5.7%）下  

回る2,920件となった。新規求職者数は8,809人（前年同期比1,161人減、▲11.6%）と減少傾向で

推移しており、相談件数は36,327件（前年同期比2,953件減、▲7.5%）、紹介件数は8,830件（前

年同期比1,844件減、▲17.3%）となった。他機関との連携により潜在的な就職希望者をハローワ

ークへ誘導するとともに求人検索機利用者の相談窓口への誘導に努め相談件数の増加を図るとと

もに、紹介部門、就職支援等コーナーにおいて重点求職者を選定し担当者制による個別支援を実

施して早期再就職促進を図っていく。 

（２）充足件数（常用） 

第1三半期の進捗率は34.1%と単純平均の33.3%は上回っているが、目標値を251件（▲7.8%）下

回る2,953件となった。引き続き正社員求人を中心とした良質求人の確保を図っていくとともに求

人票の内容を充実させ充足数向上を図っていく。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの進捗率は29.2%と単純平均の25.0%は上回っているが、目標値を26件

（▲3.5%）下回る716件となった。受給資格決定件数は1,877件（前年同期比125件減、▲6.2%）、

となっているため受給者を重点求職者として選定し各支援窓口へ誘導して担当者制による個別支

援を実施していく。 

     

３ 須崎所     

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 960 348 295 84.8% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 850 321 260 81.0% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

早期再就職件数 280 72 93 129.2% 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期の進捗率は30.76%と単純平均の33.3%を下回っており、目標値を53件（▲15.2%）下回

る295件となった。新規求職者数は1,052人（前年同期比24人減、▲2.2%）、相談件数は5,086件（前

年同期比304件増、プラス6.4%）、紹介件数は783件（前年同期比148件減、▲15.9%）となった。

求人検索機利用者の相談窓口への誘導等による相談件数の増加を図るとともに、引き続き職員  

1人当たり3～5人を基準に担当者制による個別支援に努める。 
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（２）充足件数（常用） 

第1三半期の進捗率は30.6%と単純平均の33.3%を下回っており、目標値を61件（▲19.0%）下回

る260件となった。引き続き正社員求人等良質求人の確保や未充足求人を求職者の目に触れる機会

の拡大や求人条件緩和を依頼するなどの未充足求人対策を実施していく。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの進捗率は33.2%と単純平均の25.0%は上回っており、目標値を21件（プ

ラス29.2%）上回る93件となった。受給資格決定件数は421件（前年同期比46件増、プラス12.3%）、

となったが早期再就職件数は前年度同期を3件下回る結果となった。受給者に対し早期再就職のメ

リットの説明や重点求職者として選定して担当者制による個別支援を実施していく。 

 

４ 四万十所 

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 1,430 556 457 82.2% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 1,195 485 369 76.1% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

早期再就職件数 420 152 148 97.4% 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期は目標値を99件（▲17.8%）下回る457件となった。新規求職者数は1,362人（前年同

期比135人減、▲9.0%）、相談件数は6,352件（前年同期比894件減、▲12.3%）、紹介件数は1,202

件（前年同期比320件減、▲21.0%）となった。求人検索機利用者の相談窓口への誘導等による相

談件数の増加を図るとともに、引き続き常時紹介担当者当1人たり5名を担当者制による個別支援

対象者として選定して、求人情報提供や能動的マッチングにより再就職促進を図っていく。 

（２）充足件数（常用） 

第1三半期は目標値を116件（▲23.9%）下回る369件となった。引き続き正社員求人等良質求人

の確保や事業主担当者制により充足数向上に努めていく。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの数値となるが、目標値を4件（▲2.6%）下回る148件となった。受給

資格決定件数は453件（前年同期比24件減、▲5.0%）、引き続き紹介受給者を重点求職者として選

定して担当者制による個別支援を実施していく。 

 

５ 安芸所 

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 840 338 345 102.1% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 765 314 284 90.4% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

早期再就職件数 230 75 78 104.0% 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期は目標値を7件（プラス2.0%）上回る345件となった。新規求職者数は767人（前年同

期比18人減、▲2.3%）、相談件数は4,037件（前年同期比54件減、▲1.3%）、紹介件数は690件（前

年同期比13件増、プラス1.9%）となった。今後も引き続き重点求職者を選定し担当者制による個

別支援を実施して早期再就職促進を図っていく。 

（２）充足件数（常用） 

第1三半期は目標値を30件（▲9.6%）下回る284件となった。引き続き正社員求人等良質求人の

確保や未充足求人の原因分析を行い求人条件緩和指導等適切なフォローアップを行っていく。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの進捗率は33.9%と単純平均の25.0%を上回っており、目標値を3件（プ

ラス4.0%）上回る78件となった。受給資格決定件数は257件（前年同期比39件増、プラス17.9%）

となった。今後は、雇用保険受給者を積極的に重点求職者として選定し早期の段階から個別支援

を実施していくとともに、本人の希望や適性に応じた求人情報の提供や綿密な職業相談を通じて

早期再就職件数の増加に努めていく。 
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６ いの所 

就職件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 1,720 670 574 85.7% 

充足件数 28年度目標値 第1三半期目標値 第1三半期実績 達成率 

（常用） 1,133 405 396 97.8% 

雇用保険受給者の 28年度目標値 4月～6月末目標値 4月～6月末実績 達成率 

早期再就職件数 360 105 93 88.6% 

（１）就職件数（常用） 

第1三半期は目標値を96件（▲14.3%）下回る574件となった。新規求職者数は1,703人（前年同

期比171人減、▲9.1%）、相談件数は6,078件（前年同期比871件減、▲12.5%）、紹介件数は1,703

件（前年同期比403件減、▲19.1%）となった。今後も引き続き重点求職者の目標値を選定し担当

者制による個別支援を実施して早期再就職促進を図っていく。 

（２）充足件数（常用） 

第1三半期は目標値を9件（▲2.2%）下回る396件となった。引き続き正社員求人や人手不足分野

職種に係る求人を主体に選定したミニ面接会を実施し、正社員就職促進・人手不足分野求人未充

足解消を進める。 

（３）雇用保険受給者の早期再就職件数 

平成28年4月から6月までの進捗率は25.8%と単純平均の25.0%は上回っているが、目標値を12件

（▲11.4%）下回る93件となった。受給資格決定件数は310件（前年同期比2件減、▲0.6%）となり

早期再就職件数は前年度同期を1件下回る結果となった。重点求職者として選定する受給者の目標

値を設定し、担当者制による個別支援を実施していく。 

 


