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「学卒正社員就職実現キャンペーン」の実施について 
 

 長野労働局（局長：岡﨑直人）では、平成 27 年 10 月 13 日に「長野労働局正社

員転換・待遇改善実現本部」を設置して、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改

善に向けて取り組んでいるところです。 

その取組の一環として、次代を担う若者が、安定した雇用の中で経験を積みなが

ら働きがいを持って仕事に取り組めるようにするため、３月末までを「学卒正社員

就職実現キャンペーン」期間として、長野県と連携のうえ、「未内定就活生への集

中支援２０１６」等の取組により、未内定者や進路未決定者（以下「未内定者等」

という。）を始めとする若者の正社員就職の実現が図られるように支援を行います。 

 

１ 「未内定就活生への集中支援２０１６」の実施（平成 28 年 3 月末まで） 

(1)未内定者等に「就職をあきらめさせない」ためのジョブサポーター等による個別

支援の徹底 

①学校と連携した未内定者等に対する新卒応援ハローワーク等の利用勧奨の徹底 

②学校と連携したジョブサポーターによる出張相談の実施 

③未内定者等のニーズに応じた個別求人開拓の実施 

  

(2)県下６ヶ所で就職面接会を集中開催 

名  称 開 催 日 開 始 時 間 開  催  場  所 

松本地区合同就職 

面接会 
2 月 2 日（火） 13:00～16:00 ホテルブエナビスタ 

上田地域就職面接会 

※ 
2 月 5 日（金） 13:00～16:00 上田東急ＲＥＩホテル 

佐久・小諸地区就職面接会 

※ 
2月17日（水） 13:30～16:00 ホテルゴールデンセンチュリー 

北信地域合同就職 

面接会 
2月19日（金） 13:00～16:00 ホテルメルパルク長野 

木曽地区就職面接会 2月25日（木） 13:30～15:30 木曽合同庁舎 2 階講堂 

諏訪地域合同就職説明会

2017 
3月11日（金） 13:30～16:30 マリオローヤル会館 

  ※は高等学校生徒の参加も可 

【担当】 
職業安定部職業安定課 
 課   長     久保  進 
 課長補佐     西澤 和巳 
 職業紹介主任  丸山 展弘 
 電 話 ：    026-226-0865 

 Ｆ Ａ Ｘ ：     026-226-0157 

長野労働局発表 27－66 
平 成 2 8 年 1 月 2 9 日 



 

 (3)未内定者等の保護者に対する新卒応援ハローワーク等の活用の周知 

未内定者等の保護者に啓発文書を送付することにより、就職の現状に対する理

解を深めさせるとともに、未内定者等による新卒応援ハローワーク等の利用を促

進 

 

 (4)臨床心理士による未内定者等の心理的ケアの実施 

就職活動の長期化や内定が得られないことによる心理的負担を軽減するため、

ケアが必要な未内定者等に対して新卒応援ハローワークに配置している臨床心

理士による心理的ケアの実施 

 

２ 主要経済団体等への学卒正社員就職実現に向けた要請 

(1)長野労働局幹部が主要経済団体等を訪問して以下について要請 

①未内定者等を含む新規学卒者の正社員としての採用の維持・拡大について働きか

け 

②若者の雇用管理の状況が優良な、地域の中小企業に対する若者雇用促進法に基づ

く認定（ユースエール認定）の取得の促進（平成 27 年 10 月 1 日施行） 

③平成 28 年 3 月から施行される若者雇用促進法に基づく職場情報提供制度及びハ

ローワークにおける求人不受理制度の周知（平成 28 年 3 月 1 日施行） 

【日時】 

  ・一般社団法人長野県経営者協会      

  ・長野県中小企業団体中央会        

・一般社団法人長野県商工会議所連合会   

  ・長野県商工会連合会           

 

 (2)ハローワーク所長等による地域レベルの事業主団体又は事業所への働きかけ 

  

 

 

 

（参考資料） 

・別添１ 平成 28 年 3月新規高等学校卒業者の卒業年次別・ブロック別求人・求職・就職内定の状況 

・別添 2 新規大学等卒業予定者就職内定状況 

・別添 3 「若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します！」 

・別添 4 「青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）などが 10 月から順次施行されま 

す！」 

2 月中で調整予定 



���
���
�	
�

� � 
���
�	
�

� � 
���
�	
�

���	��
���
�������

���	��
���
��������

���� ���� !�" ��"# $�"#$ $�##! "� ��$!$ $��"� !$� $$�$ $�#% #�#$ !��" ��$

���� �� "$ ��� ��� � $���! $�#"% ��$ ���!� $�%#� !!%  �� $�#" #�#$ !%�% $� 

�%�� ���� $%�! ��#%! $�!�� $���$  �% ��% % $�%�� $�#�� !�� $�$� #�#" !�� &'#�"

�"�� ��� % $#�� ���$� $� %� $��"$ %�$ ���!# $�" $ $�#! ��$ $�$! #�#" !"�% $�"

���� ���#� ��� ���"� $�  # $���� $�� �� �% $��!� $�$�! %�� $��� #��" ! �% ��#

�!�� %��$% $��# ���!$ ��#� $��%� #�� �� �$ $�!�� $�$�� $�" $�"� #�$!  #�" $�$

(') $���% $��% ! � %�� ��% %�# !$! ��# ��! "� $� ! #��$  $�� $�"

*') ! � $$�� %"� ��� ��# $�� �  �#� $ % $�! $�% #�$% !!�" #�%

+')  ! !�� �"$ %# �%� &'��! ""! �%� �$% &'��� $��# #�$% !��! #�$

,') $�"%! $��� $�#"# "%% �#% &'#�"  !" "$� �" $�# $�%" #�$!  ��# $��

	-��.�/012345678.�98:;

�������	
���������������������������� �!"

''<=���$�>?@�AB CDEFGH5IJK

��.���/ ��.HL/��� ��MH3JL/��� N�.��O P�MH3JO

Q
5
�
R

S
T

U
V
W

W
X
Y



WXZ

[\]^_Q5`JLMH3Jab

cd�Ye

f� �  f� �  f� � 

g�$��> ���$� %�!  ��%�% ���%� �� �� $��$� ���"� "��� "��� "��%

g����> "���! %��## ���$! �� !� ��#"� $��!� $���% %��! %%�% % �%

g����> ��$ $ %���" ��%�$ ��$"% ��%�� $��  ��#�� "$�" %!�� "���

g����> ���$� %�%%� ����% ���$ ����# $�%�% ��$ % "��# "%�� "!��

g�%��> ��$$� %�"$ ���$$ ���#! ��#"% $��#� ���"$ ���� �#�� ���"

g�"��> "�  � %���! ���$! ��#�# ��!#� $�% # ���$� �$�$ "!�" ���#

g����> ���$" %�!%% ����� ���$� ����� $���! ��%%% ���# ���! ��� 

g�!��> ��# $ %�%$� ����! ��$�% ��� � $���# ��%�� ��� �%�� � �"

��h�	�� &'$�� &'%�! &'��� &'"� &'#�! &'#�� &'$�$ �� �� ���

cd�Ze

i�j �h�> Yk> YY> YZ> Y> Z> l>

�$�� ����! ����$ ���$� ���!$ ���$� ��$#�

���� "���� "���� "���! "��#! "�""� "�%$�

���� ����� ���$$ ��$ $ ��#�! "� !# "�! �

���� ���#� ����$ ���$� ��$"� ��$�# ��#$�

�%�� ��$�! ��$�� ��$$� ��#!� ��#$ "� #!

�"�� ��#"# ��##! "�  � "� �� "�!%� "�� #

���� ���!� ����" ���$" ��$�# ��$�" "� ��

�!�� ��$% ��$�" ��# $

�$�� %� "� %� $" %�!  %�!�� %��#� %�%$�

���� �� �� %���$ %��## %���% %�$� �� ��

���� %�!$$ %��!� %���" %�%�$ %��#� %��!#

���� %�"�� %�%!$ %�%%� %�%�# %��"� %���#

�%�� %�""" %�"�% %�"$ %�%"% %���" %�� �

�"�� %���" %���� %���! %�%�# %���� %���"

���� %���� %�!" %�!%% %�!�� %�!#� %���$

�!�� %��$$ %�%�� %�%$�

�$�� �� �� ��%!% �� �� ��� # ��"$ %�$$�

���� ����� ���$! ��#"� ���$" ��!#� ��� �

���� ��"�� ��$# ��%�� �� "� ���#! �� #�

���� ��""" ���!� ����# ��#!% ��%�� %�##%

�%�� ��!%� ��"#� ��#"% ��� % ���$� %�# %

�"�� ���%" ����# ��!#� ����" ��%!% %�#"$

���� ��$%% ��!�� ����� ���%� %�#"% %��!%

�!�� ��#� ��!" ��� �

�$�� � � "#�" "��� ���� !#�  ��!

���� �%�$ %$�$ %��! "%�� ����  #� 

���� �%�" %��! "$�" �$�% � ��  �� 

���� ���� %!�! "��# ���# !��  �� 

�%�� %#�� "��% ���� � �# !"�%  ��%

�"�� %#�! "��$ �$�$ �"� !���  ��$

���� %�� "%�� ���# !$�" !���  %�%

�!�� %"�� " �� ��� 

Q���5
`JL/

	��

<=���$�>?@AB

MHmnL/

���

MH3JL/

���

MH3JO

	
�

CDEFGH5IJK

Q5�R
MHmnL/��� MH3JL/��� MH3JO	
�

Q5`JL/

���

o'$'o



1



2



3



4





http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html


