
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
１．時間外労働の上限規制が導入されました！ 

（施行：2019年 4月 1日～  ※中小企業は、2020年 4月１日～） 

時間外労働の上限について、月４５時間、年３６０時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合で

も年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複数月平均８０時間（休日労働含む）を限度

に設定する必要があります。 

２．年次有給休暇の確実な取得が必要です！（施行：2019年 4月１日～）  

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年５日、時季を指定して有

給休暇を与える必要があります。 

３．正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました！ 

（施行：2020年 4月 1日～ ※中小企業は、2021年 4月 1日～） 

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派

遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されています。 

          
 

            ハローワーク（公共職業安定所） 

三重労働局職業安定部 

令和５年 3月新規学校卒業者の 

求人取扱いのしおり 

◆中 学 校 卒 業 者  求人受理            6月１日から 

               推薦選考開始          １月 1日以降 

◆高 等 学 校 卒 業 者  求人受理（確認）         6月１日から 

               求人公開及び学校への送付   7月 1日以降 

               学校からの推薦開始       9月 5日から 

               選考開始            9月１６日以降 

 ◆大学・短大・高専   求人票等の提出         ２月１日から 

企業広報活動          3月 1日以降 

求人公開            4月 1日以降 

            企業選考活動           ６月 1日以降 

               （採用内定開始        10月 1日から） 

◆専 修 学 校 卒 業 者  専門課程は大学等卒業者に準じ、高等課程は高等学校 

卒業者に準ずる。 

 



は じ め に 

 

 日頃より職業安定行政の運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。  

さて、三重県内の雇用情勢は持ち直しの動きが広がりつつあるものの、新型コ

ロナウイルス感染症による新卒者等の就職活動に与える影響が懸念されます。  

一方、県内産業の技術発展、技能伝承を支え、地域社会の活性化を進めていくため

には、若年者及び新規学校卒業者を中心とする人材の確保が、必要不可欠である

とともに重要な課題と考えております。 

 このような中、三重労働局では、三重県、市町、業界団体と連携して人材確保

対策を実施しているところです。  

また、「青少年の雇用の促進に関する法律」に基づく指針にもありますように、

学校卒業者について、卒業後少なくとも 3 年は新規卒業者と同様に応募できる

ような募集・採用や、インターンシップ・職場体験の受入れについて、積極的な

導入をお願いしているところです。  

さて、今年度の中学校・高等学校卒業者の求人票受付開始は、6 月 1 日から

始まり、高校への求人の公開は 7 月 1 日からとなっています。各高等学校で行わ

れる応募企業を決めるための三者面談等は、主に夏休み前の７月に行われていること

から、早い時期でのご提出をお願いいたします。 

さらに、新規学校卒業者の採用選考の際には、応募者の持つ適性と能力のみに基づ

いた就職差別のない公正な選考、ノーマライゼーションの理念のもと障害者の就職の

場の確保等にご理解とご協力をお願いするとともに、求人の取消、採用内定の取消の

防止等にもご配慮いただきますようお願い申し上げます。 

 最後に、貴社の益々のご発展を祈念しますとともに、本冊子が新規学校卒業者の採

用に際し、十分にご活用いただければ幸いです。 

 

 令和４年５月 

                        三重労働局職業安定部長 

                               石川 裕樹 
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管轄区域

厚生年金保険・国民年金保険・健康保険

四日市 510-8543 四日市市十七軒町17-23 （059）353-5515
四日市市、桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三
重郡

津 514-8522 津市桜橋3-446-33 （059）228-9112 津市、鈴鹿市、名張市、亀山市、伊賀市

松阪 515-8973 松阪市宮町17-3 （0598）51-5115 松阪市、多気郡

伊勢 516-8522 伊勢市宮後3丁目5-33 （0596）27-3601 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

尾鷲 519-3692 尾鷲市林町2-23 （0597）22-2340 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

監督署名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

四日市 510-0064 四日市市新正2丁目5ー23 （059）351-1661
四日市市、桑名市、いなべ市、三重郡、桑名郡、員
弁郡

津 514-0002
津市島崎町327-2
津第二地方合同庁舎1階

（059）227-1286 津市、鈴鹿市、亀山市

松阪 515-0011
松阪市高町493-6
松阪合同庁舎内3階

（0598）51-0015 松阪市、多気郡

伊勢 516-0008 伊勢市船江1丁目12-16 （0596）28-2164 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡

伊賀 518-0836
伊賀市緑ヶ丘本町1507-3
伊賀上野地方合同庁舎1階

（0595）21-0802 伊賀市、名張市

熊野 519-4324 熊野市井戸町672-3 （0597）85-2277 熊野市、尾鷲市、北牟婁群、南牟婁郡

　【労働基準監督署】

年金事務所・労働基準監督署一覧

　【年金事務所】

事務所名 郵便番号 所在地 電話番号（代表）



公共職業安定所名 所在地 電話・FAX 事業所管轄区域

桑名
〒511-0078
桑名市桑栄町1-2
サンファーレ北館１階

TEL　0594（22）5141(31#)
FAX　0594（23）2604

桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、
三重郡のうち朝日町

四日市
〒510-0093
四日市市本町3-95

TEL　059（353）5566（31#）
FAX　059（354）1921

四日市市、三重郡（朝日町を除く）

鈴鹿
〒513-8609
鈴鹿市神戸9-13-3

TEL　059（382）8609（41#）
FAX　059（383）5594

鈴鹿市、亀山市

津
〒514-8521
津市島崎町327-1

TEL　059（228）9161(31#)
FAX　059（223）2395

津市

松阪
〒515-8509
松阪市高町493-6

TEL　0598（51）0860(31#)
FAX　0598（50）4186

松阪市、多気郡

伊勢
〒516-8543
伊勢市岡本1-1-17

TEL　0596（27）8609(31#)
FAX　0596（27）1384

伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡（大紀町
錦を除く）

伊賀
〒518-0823
伊賀市四十九町3074-2

TEL　0595（21）3221
FAX　0595（24）2989

伊賀市、名張市

尾鷲
〒519-3612
尾鷲市林町2-35

TEL　0597（22）0327
FAX　0597（23）2664

尾鷲市、北牟婁郡、度会郡のうち大紀町錦

熊野
〒519-4324
熊野市井戸町赤坂739-3

TEL　0597（89）5351
FAX　0597（89）5369

熊野市、南牟婁郡

みえ新卒応援
ハローワーク

〒514-0009
津市羽所町700
アスト津3階

TEL　059（229）9591
FAX　059（222）3301

公共職業安定所（ハローワーク）一覧


