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「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組」について、令和元年度

の取組実績に対する評価が確定しましたので発表します。 

 新潟労働局及び各ハローワークでは、当該年度の取組実績に対する評価を踏まえ、引き続き

今年度当初設定した主要目標等の達成に向けて取り組んでいくほか、中長期的な業務の質の向

上や継続的な業務改善を図るとともに、成果や評価結果、業務改善の状況等について利用者に

わかりやすく公表することにより、ハローワークに対する信頼の向上に努めることとしていま

す。 

  



ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組（概要）

•現行の取組（就職率等を指標にした
ＰＤＣＡサイクルによる目標管理）を
拡充し、業務の質の指標を追加。

•地域の雇用の課題を踏まえ重点と
する業務に関する指標を追加。

•中長期的な就職支援の強化のため、
職員の資質向上や継続的な業務改
善の取組を推進。

ＰＤＣＡサイクルによる
目標管理・業務改善の拡充

ハローワークのマッチング機能
の総合評価・利用者への公表

評価結果等に基づく
全国的な業務改善

•業務の成果や目標達成状況等を定
期的に公表

→主要指標の実績を毎月、年度後半の
取組強化のための分析を年度内に、

総合評価を年度終了後に公表

•業務の成果や質、職員の資質向
上・業務改善の取組等の実施状況
をもとにハローワークの総合評価を
実施。

•ハローワークごとに実績・総合評価及
び業務改善の取組等をまとめ、労働
局が公表。

•労働局は地方労働審議会、本省は
労働政策審議会に報告。

①評価結果等をもとに労働局・ハ
ローワークに対する問題状況の
改善指導

②改善計画を作成、本省・労働局
が重点指導（評価期間終了後）

③好事例は全国展開（評価期間
終了後）重点的に取り組んだ事項、業

務改善を図った事項、業務改
善が必要な事項、総合評価、
基本統計データ、指標ごとの
実績及び目標達成状況など
を公表

•評価結果等をもとに本省・労働局に
よる重点指導や好事例の全国展開

等を実施。
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サービスの質向上
地域の課題への対応

職員の資質向上の取組

継続的な業務改善の取組等

ハローワークの機能強化を図るため、従来の目標管理・業務改善の拡充、マッチング機能に関する業務の
総合評価、評価結果等に基づく全国的な業務改善を、平成27年度から一体的に実施。



総合評価の構成

ハローワークのマッチング機能の総合評価は、全ハローワークで共通する指標による評価と、ハローワークご
とに地域の特性等を踏まえ重点的に取り組む業務や継続的な業務改善等に関する評価を総合的に勘案し
て実施。

（１）所重点指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する重要業務のうち、
地域の雇用に関する課題等を踏まえ、ハローワークごとに重
点として取り組む業務に関する指標に基づく評価
○ 生活保護受給者等の就職件数
○ 障害者の就職件数
○ 正社員求人数 など

（１）主要指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち特
に中核業務の成果を測定する指標に基づく評価

○ 就職件数
○ 求人充足件数
○ 雇用保険受給者の早期再就職件数

ハローワークごとの重点的な取組の評価
（所重点指標・所重点項目）

総合評価を実施

（２）補助指標による評価
ハローワークのマッチング機能に関する業務の質を測
定する指標に基づく評価

○ 紹介率

（２）所重点項目に対する評価
中長期的なマッチング機能向上のための、職員の資
質向上の取組や継続的な業務改善の取組等の実施
状況を評価
○ 職員による事業所訪問の実施
○ 求職者担当制の実施
○ 職員による計画的なキャリア・コンサルティ

ング研修の受講
○ 好事例を導入した業務改善を実施 など

全ハローワークで共通する評価
（全所必須指標）

※所重点指標は、ハローワークごとに、
評価対象とする業務・取組を選択
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ハローワーク新潟 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

①  各指標に対する取組 

当所では、平成３１年度(令和元年度）業務運営計画に、１「ハローワークのマッチング機能等の充実」、２「人材確保対策の総合的推

進」、３「障害者の活躍推進」を重点対策として掲げ、地域の職業紹介機関として業務を推進してきました。 

 

ハローワークのマッチング機能等の充実については、求職者が減少傾向にある中、より効果的なマッチングを進めるため、職員がマ

ンツーマンで求人充足に向け支援する求人担当制と、求職者に寄り添って一貫した就職支援にあたる求職者担当制を強化しました。さ

らに、求人・職業紹介両部門の職員で求人充足のための検討会を定期的に開催し、求職者ニーズに沿った条件緩和や、わかりやすく魅力

ある求人票作成提案を行った結果、検討会における支援対象求人の充足率は３３．３％（求人全体の充足率１５．２％）でした。 

人材確保対策の総合的推進については、人材不足分野（福祉、建設、警備、運輸分野）の仕事の魅力を求職者に伝えるとともに、求人

者に対して求人充足のための支援を強化しました。各分野の従事者との懇談会形式を含むセミナーや求人説明会、実際の工事現場見学

やバス・トラック乗車体験をとおして職種理解を促進するツアー型見学会等を計４８回実施し、延べ７８８人参加、対象分野への就職

５２件に繋がりました。また、１４４件の求人に対して求人担当制による支援を行い、求人充足率８５．５％の高い実績をあげました。 

障害者の活躍推進については、「障害者雇用推進フォーラム」等の啓発事業と面接会の開催、法定雇用率２．２％未達成企業及び新た

に雇用率算定対象となった企業（従業員規模 45.5 人以上 50 人未満）を中心とした訪問指導を実施しました。その結果、雇用率は１．

９７％で前年度より０．０７ポイント上昇、雇用率達成企業割合も４６．０％で前年度より２．６ポイント上昇し、それぞれ年度目標を

達成しました。求職者に対しては、関係機関と連携したきめ細やかなチーム支援を行い、障害者の就職件数は前年度より３件増加の４

８２件、目標達成率１００．４％となりました。 

 

②  中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

    当所では、職員の相談の質向上と効果的な求職者担当制を実施するため、厚生労働省等主催のキャリアコンサルティング研修に９名

の職員が参加（うち２名は講師として参加）し、さらに、求職者の課題解決支援技能向上を目的とした相談事例による研修を計４回実施
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しました。参加職員からは、理論・技法の学習やアプローチの検討により支援の幅を広げることができ、その後の相談に活かせた等のコ

メントが寄せられております。 

加えて、ハローワークの職業相談等においては、各種労働法の知識が必要になることから、労働基準行政等との共同研修を１回実施

しました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

新型コロナウィルス感染症の拡大前から所内の感染拡大防止対策を開始し、インターネット上で求人申込ができる新システムの利用促進

や電話による職業相談・職業紹介など来所によらない方法も活用して再就職を支援しました。 

  

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

総合評価の結果を踏まえ、効果的な継続支援が行えるよう OJT 及び OFF-JT 研修を通じて職員一人ひとりの相談技能の向上に取り組み、担

当者制による職業紹介業務のより一層の充実を図ります。 

新型コロナウィルス感染症の拡大・蔓延に伴う労働環境や求人者ニーズの変化、求職者の動向を的確に把握しながら、生活困窮者や離職

を余儀なくされた方への専門窓口設置や求職者担当制により重点的な支援を行います。 

いわゆる「With コロナ」の時代に即した就職支援として電話相談、オンライン面談や動画、SNS による情報発信も行う一方で、求職者の

不安や希望に寄り添った相談や求人者へのきめ細やかな支援を行います。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

   新型コロナウィルス感染症拡大・蔓延に伴う休業を補償する雇用調整助成金、失業給付金等の支給については、全所体制で対応し迅速か

つ円滑な支給を図ります。 

 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

標準的な成果 
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３ 特記事項 

① 新潟県及び新潟市が誘致し進出決定した企業に対して、早期の雇用確保を支援するため求人説明会兼個別面接会を提案しました。３社延

べ６回実施し、求職者延べ１２３名参加、計１５名が採用に至りました。首都圏及び労働市場規模等が類似する他県においては進出企業へ

のサービスとして求人説明会や個別面接会を行っていないことから、県及び市の誘致担当者からは新潟市への進出決定に有利に働いている

という評価をいただきました。 

② 人材不足分野への支援として業界団体と連携して実施した「建設現場見学ツアー」等の見学会は、参加された皆様から大変好評で効果的

であったため、厚生労働省の好事例に取り上げられました。次年度も感染症対策を講じた上、継続実施します。特に厳格な感染症拡大防止

策をとる福祉施設の見学については、オンラインシステムを活用したヴァーチャル見学会の実施も検討します。 

 

４ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対

する紹介率 

生活保護受

給者等の就

職件数 

障害者の就

職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

ハローワーク

の職業紹介

により正社員

に結びついた

フリーター等

の就職件数 

公的職業訓

練修了３か月

後の就職件

数 

人材不足分

野の就職件

数 

実績 ７，５６７ １０，０５６ ２，９５８ ３９．４％ ４９．７％ ５６３ ４８２ ３２，７７５ ３，７２９ １，３０８ ５２１ １，８３８ 

目標  ８，３９５ １０，６３１ ２，９１０ ４１．１％ ５１．７％ ５１７ ４８０ ３３，４９５ ３，９６７ １，１８４ ３８２ １，９８５ 

目標達成率 ９０％ ９４％ １０１％ ９５％ ９６％ １０８％ １００％ ９７％ ９４％ １１０％ １３６％ ９２％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
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ハローワーク長岡 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

・職業相談窓口における相談技能の向上を図るため、相談事例による研修を９回開催し、求職者ニーズに応じた就職支援の充実、強化を図り

ました。 

・雇用保険受給者については、失業認定時に全員に対する職業相談に加え、給付制限期間中の受給者に対して「相談予約シート」を交付し、

給付制限期間中の予約相談を実施したことにより、雇用保険受給者の早期就職件数は 1,641 件となり、目標（1,581 件）を達成しました。 

・高年齢求職者が増加していることから、生涯現役支援窓口において担当者制の個別支援やガイダンスを実施し、さらに高年齢者対象の求人

説明会を開催したことにより、生涯現役支援窓口での 65 歳以上の就職件数は 91 件となり、目標（90 件）を達成しました。 

・障害者就職面接会を年２回開催したほか、関係機関と連携したチーム支援の実施により、障害者の就職件数は 266 件となり、目標（255 件）

を達成しました。 

・受理した求人の早期充足を図るために「求人充足のための検討会」を開催し、会議での検討をもとに、求人事業者に対して求人の充足する

可能性を高めるための助言などフィードバックを行うとともに、該当求職者への適格求人の提供を積極的に行いました。 

選定した求人に対する充足率は、年間目標であった 40.0％には及ばないものの 37.3％となりました。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・「キャリアコンサルティング能力向上研修」を実施し、職業相談窓口での支援充実を図りました。 

・障害者就職面接会においては、参加求職者を増やすため、就労支援機関等のブースを充実させ、企業との面談以外にも就職関連の相談がで

きる催しとして案内を行いました。 

また、関係機関と連携したチーム支援の実施においては、求職者の面接対策及び支援者のレベルアップを図る観点から、同行面接対策セミ

ナーを就職面接会に併せ実施しました。 

・毎週、定期的に発行している紙媒体の求人情報「ウイークリー求人情報（フルタイム・パート）」の他に、求職者のニーズに合わせて、「正社

員で経験不問の求人情報」及び「高年齢者向け求人情報」を発行しており、当該情報を利用する求職者の強い要望もあり、発行部数を増刷す

ることにより対応しています。 
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（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

・生涯現役支援窓口における就職件数の増加を図るため、シルバー人材センターと連携した求職者向けセミナーを開催します。 

 セミナーでは、高年齢者に対する企業からの即戦力としてのニーズが高まっている状況や、シルバー人材センターを利用するメリットを説

明します。 

・障害者就職面接会においては、参加企業が障害者を採用するに当たり、支援制度の活用に戸惑うことのないよう、各種助成金制度の案内や

相談のブースを充実させます。 

また、関係機関と連携したチーム支援の実施においては、同行面接対策セミナー、企業見学会の拡充に取り組みます。 

・求人窓口及びその他職員等による事業所訪問の際、高年齢者が応募可能となるよう、積極的な条件緩和指導を行い、高年齢者のための求人

確保を図ります。 

また、高年齢者向け職場見学会・求人説明会の開催を検討し、応募のきっかけ作りを行うことにより、高年齢者の就職促進を図ります。 

（４）その他業務運営についての分析等 

・正社員求人の確保について、これまで行ってきた訪問や電話による働きかけ等の取組を継続するだけでなく、より多くの事業所に対して効

果的なアプローチを行う必要があります。 

また、求人と求職の希望条件のミスマッチを少なくするため、求人部門と紹介部門がより一層連携し、求人者と求職者のニーズについて情

報を共有し、適格な紹介に努める必要があります。 

・障害者の職場定着支援については、年間 60 件を目標に積極的に取り組んだ結果、108 件実施しました。 

各職員が定着支援に関する資質を向上させるとともに、求職者の特性、雇用継続の課題の把握に繋がりました。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

標準的な成果 
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３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

②障害者の

就職件数 
③学卒ジョ

ブサポータ

ーの支援に

よる正社員

就職件数 

⑦正社員求

人数（必須

指標） 

⑧正社員就

職件数（必

須指標） 

⑩生涯現役

支援窓口で

の 65 歳以

上の就職件

数 

実績 5,555 5,378 1,773 40.8% 53.0% 268 531 14,149 2,798 91 

目標 5,696 5,634 1,706 41.3% 55.5% 255 581 16,527 2,900 90 
目標達成率  97％ 95％ 103％ 98％ 95％ 105％ 91％ 85％ 96％ 101％ 

 
※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
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ハローワーク上越 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所では、「ハローワークのマッチング機能等の充実」と「障害者の雇用対策の推進」について重点的に取組を進めてきました。 

① ハローワークのマッチング機能等の充実については、失業認定時の職業相談を充実させるため、雇用保険申込時のアンケートに加え、 

初回認定日時にもアンケートを取り、希望条件等の早期把握に取り組みました。 

また、求人充足のための検討会を定期的に開催し、職員がマンツーマンで求人充足に向け支援する求人担当制に取り組みました。 

  ② 障害者の雇用対策の推進については、障害者の就職を促進するため、自治体や関係支援機関と連携した障害者合同就職面接会の開催

や個別面接会の開催などの取組を行いました。 

   障害者合同就職面接会は 10 月と 2月に開催し、合計で参加企業 52 社、参加障害者 158 人、面接会での就職者は 21 人となりました。 

   また、個別面接会は、障害者の雇用を予定している企業から毎回 1社ずつ参加していただき、9回（9社）開催し、合計で参加障害者 

68 人、そのうち就職者は 7人、就職の前段階である障害者職場実習の開始者は 3人となりました。その他、障害者を対象とした求人の 

開拓や職業紹介に取り組み、就職数は目標の 240 人を上回る 246 人となり、前年度を 2.5％上回りました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

   ハローワークシステムが令和 2 年 1 月から更改され求職者の利便性が向上する中で、職業相談窓口での求職者に対する個別支援をより

充実させるため、職業紹介業務を担当する職員・相談員全員を対象に、職業相談技法の向上等の研修を実施し、適格求人の提供などの就

職支援サービスの効果的な提供などについてスキルアップを図りました。 

   今後とも、相談事例による研修等を含め継続して研修を実施するとともに、研修により得た知識や技法を効果的に活用して、求職者の

就職支援に積極的に取り組んで参ります。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

   就職件数の減少に伴い求人の充足数も減少していることから、求人充足支援のため正社員求人を中心に求人説明会、職場見学会及び面

接会の開催に積極的に取り組みました。面接会の開催では、11 月に「正社員Ｗｅｅｋ」と題し、4日間に 8社による面接会を集中開催し、

40 人の参加がありました。 

   今年度も同様の取組を継続するとともに、企業の魅力を求職者に発信できるよう、求人充足支援サービスを積極的に展開して参ります。 
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（４）その他業務運営についての分析等 

   令和元年度は求人が求職を大きく上回り推移していた中で、職業相談窓口へ多くの求職者からお越しいただき、窓口相談を通じて職業

紹介に繋げるため、求職者に対応した適格求人の提供に取り組みました。紹介率 15％以上を目標に取り組みを進め、結果として、紹介率

は 18.4％と目標を上回ることが出来ました。引き続き研修を通じた職業紹介担当職員のスキルアップと、事業所情報の的確な把握に取り

組みます。 

 
 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障害者の 

就職件数 

学卒ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰ

の支援による 

正社員就職件数 

正社 員に結 びつ

いたフリーター等

の就職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

実績 ３，８９８    ３，５７８    １，２３５    ３５．６％    ５５．２％      ２４６       ２８２      ６１６   １０，４６２    １，７８７ 

目標    ４，０９０    ３，６９０      ９５４    ３９．１％    ５７．３％      ２４０       ２５０      ５３７   １０，７７３    １，９８０ 

目標達成率 ９５％ ９６％ １２９％ ９１％ ９６％ １０２％ １１２％ １１４％ ９７％ ９０％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク三条 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

  求人者サービスを充実させるため、所内において求人説明会を積極的に開催しました。年３６回開催、参加企業３９社（延数）、参加人数

２３７人、応募５５人、採用３２人と一定の成果がありました。 

 また、求職者による職場見学会についても年８回開催し、見学先企業８社、参加人数４９人、応募５人、採用４人と同様に成果がありまし

た。この取り組みにより、求人に対して、より適格な職業紹介を行いました。 

 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

  中長期的な職員の資質向上を図る観点から、ハローワークの職業相談等において必要となる各種労働法の知識を得るため、労働基準行政

からの研修を実施しました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

 ハローワークシステムの新機能を早期から活用してもらうため、企業に対し求人者マイページの開設を積極的に働きかけました。開設ま

での流れを具体的かつ簡潔にまとめたリーフレットを作成し、新機能開始前の早い段階から窓口や求人者支援員の訪問により案内、説明を

行いました。また、新機能開始後も来所した企業へ開設のメリットを説明しその場で求人者端末への誘導を行った結果、令和２年３月末で

４２８社が求人者マイページを開設しました。 

  

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

  障害者の就職について、支援機関とのケース会議や同行面接の実施、トライアル雇用制度の周知・活用等に取り組み、目標件数の１４９

件を達成することができました。令和元年６月１日現在の民間企業の障害者雇用率も２．０８％と前年を０．０４ポイント上回り、雇用率

達成企業割合も５９．５％と前年を１．５ポイント上回りました。令和２年度は障害者法定雇用率の改定も予定されているため、訪問指導

や特別支援学校見学会等を開催し、障害者雇用の向上に努めます。 
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（４）その他業務運営についての分析等 

有効求人倍率が、平成３０年６月～令和２年２月まで２倍前後で推移してきましたが、新型コロナウイルス感染の影響により３月は 

１．８１倍と低下しました。今後も感染拡大の影響による休業や解雇などが懸念されることから、事業所に対しては訪問を行って助成金等

の各種支援制度の説明・提案を行いつつ雇用維持に努め、求職者に対しては職員がマンツーマンで求職者に寄り添って支援する求職者担当

者制による支援や職場見学などを活用しての適格な紹介に努めます。 

 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障碍者の 

就職件数 

学卒ジョブサポ

ーターの支援に

よる正社員就職

件数 

正社員求人数 
正社員 

就職件数 

 

実績 2586 2713 988 38.6％ 55.3％ 149 250 9340 1522  

目標 2693 2760 854 39.8％ 57.1％ 148 250 9700 1588   

目標達成率 96％ 98％ 115％ 96％ 96％ 100％ 100％ 96％ 95％   

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
 

標準的な成果 
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ハローワーク柏崎 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所では、ハローワークのマッチング機能の強化を重点施策として位置づけ、特に「就職件数」「雇用保険受給者の早期再就職件数」の目

標達成に向け、職員がマンツーマンで求職者に寄り添い支援する求職者担当制をベースに、応募前職場見学の勧奨、応募書類の作成支援、面

接対策支援などに取り組みました。 

また、事業所に対しては、人手不足企業の人材確保に向け、職員がマンツーマンで求人充足を支援する求人担当制による個別支援や求人

説明会、職場見学会などの提案を通じてフォローアップに努めました。中でも前年度末に発生した大規模企業整備に対する離職者支援対策

の一環として管内自治体、商工団体と連携して取り組んだ求人説明会は、人手不足を訴える企業のニーズとも合い一定の評価を得ることが

できました。 

令和元年度に取り組んだ業務の成果としては、就職件数が目標に対して９４．８％、充足件数は９２．７％と目標には届きませんでした

が、雇用保険受給者の早期再就職件数については、再就職手当等を活用した早期再就職のメリットなどを確実にわかりやすく伝えるなど失

業認定時の職業相談に努めた結果、目標とした４４０件に対し４７３件と目標を達成することができました。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

当所では、サービス改善・業務改善に積極的に取り組むため、利用者からのご意見・ご要望に加えて、職員からの提案を積極的に取り入れ

ることとしております。令和元年度は、他所での事例を参考に来所し求人を検索される方に対して、窓口で相談ができること、窓口での相談

メリットなど窓口利用を勧めるための「サポートカード」を求人検索パソコンに備え付けて呼びかけました。事業所に対しては、年度半ばか

ら求人数減少の兆しがでてきたことから、ハローワークの利用をアピール、わかりやすく解説したリーフレット「ハローワーク柏崎活用術」

を作成し、窓口での説明や求人者支援員が事業所訪問する際に活用しました。 

また、窓口職員のスキルアップを図るため令和元年度は、①管内の労働市場の現状分析、②労基法、キャリアコンサルティング技法などの

知識の習得、③多様化する利用者ニーズを踏まえ窓口相談に対応していくための研修会などを行いました。 
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（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

管内の中小企業に対する求人充足支援については、管内自治体、商工団体からも常に関心・期待を寄せられているため、職場見学会、求人

説明会の開催提案など事業所訪問等の機会を通じたフォローアップに取り組みます。 

また、職員の資質の向上を図るため、窓口職員として必要な知識の習得や窓口での相談事例を活用し職業相談スキルの向上を目指した研

修に取り組みます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

「障害者の活躍推進」については、当所の重点施策の一つとして、求職者に対する担当制による個別支援、管内事業所に対する雇用推進セ

ミナー、特別支援学校の企業による見学会などを通じて意識の啓発、雇用率達成指導に取り組みましたが、障害者の就職件数は目標とした

７５件に届かず、６７件と達成率 89.3％にとどまりました。管内事業所の雇用率のさらなる向上のため、引き続き管内企業に対する意識啓

発、就職を希望する求職者に対する個別支援に取り組みます。 

 
 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障害者の 

就職件数 
正社員求人数 

正社員就職件

数 

  

実績 1,810 1,530 473 42.0% 58.2% 67 3,998 778   

目標   1,910 1,650 440 41.6% 59.1% 75 4,311 710   

目標達成率   94% 92% 107% 100% 98% 89% 92% 109%   

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

標準的な成果 
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ハローワーク新発田 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所では、求人・求職のマッチング機能の充実を重点施策とし、求人倍率が 1倍を超える状況の中、求人充足対策・求職者就職支援の充

実・強化に向けた取組を行いました。 

個別の取組としては、求人充足対策では求人充足のための検討会、求職者就職支援では職員がマンツーマンで求職者に寄り添って支援

する求職者担当制、雇用保険受給者への重点的支援を行い、共通の取組として応募前職場見学の提案を行いました。 

結果は、充足数は目標を達成することができませんでしたが、就職件数及び雇用保険受給者の早期再就職件数は目標を上回り、雇用保 

険受給者に占める早期再就職件数の割合も前年度（38.7%)を上回り５０％を超えることができました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 応募しやすい求人づくりが就職につながると考え、求人充足のための検討会では求職者の声やニーズを求人者に伝える取組を行いまし 

た。 

・ 求人票プラス企業情報（求人票にはない職場の状況等の写真を載せた情報紙）や求人説明会では、求人のアピールポイントが目立つよ 

う内容を整理するなど工夫しました。 

・ 応募前職場見学を求人者支援メニューに加え見学受入求人の確保と求職者への周知に努めました。 

・ 求職者の早期の就職に向けた活動が円滑に進むよう、就職活動の状況を自己点検できるセルフチェックシートの見直しを行いました。 

・ 少子高齢化の進展による若年求職者の減少傾向の一方、高年齢者の職業相談が増加していることから、高年齢者専門の職業相談窓口（生 

涯現役支援相談窓口）を設けるとともに、６０歳以上歓迎求人情報を月 2回発行しました。 

・ 職業相談の事例研究に取り組み、職員の相談スキルのアップによる支援の充実・強化を図りました。 

 

（３）今後のサービス改善・業務改善の取組について 

  ・ 引き続き求職者が応募しやすい求人づくりと、求人のアピールポイントを求職者へ伝える取組みを行います。  

・ マッチング実施後の求職者の反応を把握、記録し、反映させてマッチングの精度を高め、適格紹介につなげる取組を行います。 
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・ 求人者、求職者を支援するため職員一人ひとりの技能向上に取り組みます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

     求職者の減少が落ち着く一方で求人が減少しており、求人募集の動きもゆるやかになりつつありますが、依然、特定の業種での人手不

足感は強いものがあるため、求人説明会の開催を積極的に勧奨します。 

   特に、介護職については、セミナー、求人説明会といったメニューを、これまでは個別に行っていたところを、1週間の間に、介護職が

初めての方向けのセミナー→求人説明会→職場見学を介護就職ウィークとして集中的に実施しました。その結果、以前より多くの参加が

あり、求職者、求人者双方から評価もいただきました。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障害者の   

就職件数 

ハローワークの職業

紹介により、正社員に

結びついたフリーター

等の件数 

正社員     

求人数 

正社員就   

職件数 
 

実績 3,326 2,806 1,118 44.2% 58.8% 162 524 7,879 1,788  

目標 3,318 2,906 874 44.3% 61.5% 155 338 7,778 1,690   

目標達成率 100% 96% 127% 99% 95% 104% 155% 101% 105%   

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク新津 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所では、職員が求職者に寄り添って就職支援にあたる「求職者担当制の実施」を最重点と考え、職業相談窓口職員全員で、１人当たり常

時３人以上の求職者に対し「きめ細やかな就職支援」を行いました。 

求職担当者制で支援した方の 44％以上が就職することを目標に取り組んだ結果、支援を実施した 189 人のうち、142 人の就職が決定し、就

職率は 75.1％となりました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

① 求人票の魅力度を向上させる取り組みとして、視覚的に事業所をアピールできる求人票以外の企業情報を掲載した「求人票プラス企業情

報」を新たに作成し、求職者に対し情報提供を行いました。 

②高年齢者の就職を後押しすることを目的として、新たに「生涯現役支援窓口」を設置し、専門の担当職員による支援を行いました。また、

併せて「高年齢者向け（60 歳以上）求人情報／フルタイム、パート別」を最新求人コーナー内に掲示するとともに、専用の高年齢者求人ファ

イルを設置し閲覧できるようにしました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

  就職氷河期世代の就職を積極的に応援するため、最新求人コーナー内に「就職氷河期限定求人」・「就職氷河期歓迎求人」を掲示するコーナ

ーを設置いたします。                                                          

 
 
 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

良好な成果 
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３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する紹介

率 

求職者に対する紹

介率 
障害者の就職件数 正社員求人数 正社員就職件数 

生涯現役支援窓口

での 65 歳以上の

就職件数 

実績 2,770 件 1,952 件 999 件 23.5% 56.2% 136 件 14,074 人 1,432 件 61 件 

目標 2,900 件 2,220 件 823 件 29.3% 58.7% 133 件 13,550 人 1,505 件 52 件 

目標達成率 95% 87% 121% 80% 95% 102% 103% 95% 117% 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 
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ハローワーク十日町 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

当所では、「就職件数」の目標を達成することが最重要と考え、下記の項目に重点的に取組みました。その結果、就職件数は目標を達成

することができました。 

①  安定所が行う就職支援に対する期待度が高く、支援の必要性が高い求職者については、担当職員を決めて求職者のニーズに合った各種

の支援サービスを組み合わせて実施する「求職者担当制」の取組みを行いました。 

   この取組みを促進するため、相談事例の振り返りや好事例の共有化を図りながら取組んだ結果、「求職者担当制」により支援した方の

49.4％の方が 3か月以内の支援期間中に就職決定となりました。 

②  就職相談窓口で適格求人の提供や職務経歴書作成等の各種セミナーの参加をお勧めし、また求人説明会や会社見学会等を積極的にご提

案することにより早期の就職に結びつくよう支援しました。 

今後も職業相談・紹介に関する効果的なノウハウを全職員で共有する、所内でキャリアコンサルティング研修を開催するなど就職相談 

のスキルアップに努め、就職支援に積極的に取り組んでまいります。 

 ③ 障害者の活躍促進については、管内企業の雇用率向上と障害者雇用への更なる理解の促進を図るため、法定雇用率未達成企業を中心に 

  所長以下幹部職員が訪問指導を実施しました。この結果、管内企業の障害者雇用率は 2.77（前年度より 0.22 ポイント増）と県内雇用率の 

2.12 を大きく上回っています。 

 また、「障害者就職面接会」や「障害者雇用管理セミナー」を開催し、関係機関と連携したきめ細やかな就職支援を行い、障害者の就職

件数は 61 件と目標達成率 101.1％となりました。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

   求人者から、「応募が少ない」といったご意見をいただき、求人者、求職者の的確な機会を提供する会社見学会や会社説明会を積極的に

開催し、実施回数を増加させました。（30 年度 38 回、元年度 40 回） 

求人者から提出いただいた求人については、応募しやすい求人となるように求人条件の緩和（改善）指導を行い、条件が改善された求 

  人票については、庁舎玄関ホールの掲示板や屋外求人展示コーナーに掲示し応募拡大につないだほか、前年に引き続き求人者に自社紹介 

の DVD の提供を求め、待合室での放映による企業 PR も行っております。 
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（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

   有効求人倍率は平成 26 年度に 1.03 倍と 1倍を超え、平成 30 年度の 1.21 倍まで上昇傾向にありましたが、令和元年度は 1.10 倍と前年

度を 0.11 ポイント下回りました。 

   このような状況の中でも建設、介護といった人手不足分野の求人倍率は高止まりしており、就職者数を増加させるため、所内での会社 

  説明会や会社見学会を充実させてまいります。 

（４）その他業務運営についての分析等 

   管内は県内でも少子高齢化が先行している地域となっています。当所並びに十日町市、津南町や主な商工・事業団体で構成される「十 

  日町地区雇用協議会」と連携し、就職ガイダンスの開催や求人情報の提供等による管内就職支援に努めてまいります。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職数 

障害者の 

就職件数 

所で選択 

して記載 

所で選択 

して記載 

実績 1,267 1,094 359 45.5％ 60.5％ 2,297 551 61   

目標 1,220 1,050 301 46.0％ 60.5％ 2,240 550 60     

目標達成率 103.9％ 104.2％ 119.3％ 98.9％ 100％ 102.5％ 100.2％ 101.7％     

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク糸魚川 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

① 各指標に対する取組 

当所では、主要指標の目標達成のため、求人充足支援、求職者就職支援のための適格求人の提供に積極的に取り組み、求職者一人一人に

寄り添った職業相談を行った結果、就職率が５３.０％（平成３０年度は４８.３％）と対前年比で４.７ポイント改善しました。また、仕

事理解や求人応募の促進を図るため、求人者に応募前職場見学の働きかけを行い、若年者や未経験職種に応募する求職者には、「応募前の

職場見学」を積極的に勧めました。 

雇用保険受給者の早期再就職を促進するため、再就職支援セミナーへの参加を積極的に勧奨し、就職活動に不安を抱える方へ早期の再

就職に向けた働きかけを行った結果、早期に就職した方が２０６人（平成３０年度は２１２人）となりました。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

職員の資質向上のため、相談事例をベースとした研修を実施し、相談技法の向上に努めました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

来所された方が落ち着いて求人情報を閲覧できるスペースを確保するとともに、気軽に利用できる雰囲気となるよう笑顔で挨拶するこ

とを心掛けてサービスの改善に取り組みました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

求人者からの人材確保の要望に対して、求人説明会及び職場見学会の実施に積極的に取り組んでまいります。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

求職者に対する相談率が昨年と比べ減少したことから、多くの方に窓口に来所いただけるよう、職業相談技法の向上に努めてまいりま

す。 
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２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

障害者の 

就職件数 
  

実績 ７７２ ７３７ ２０６ ３５．８ ６２．２ １，８７０ ３６８ ４２   

目標 ７５５ ６７９ １６１ ３６．９ ６２．２ １，９８２ ２９５ ４０   

目標達成率 １０２％ １０８％ １２７％ ９７％ １００％ ９４％ １２４％ １０５％   

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク巻 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

①各指標に対する取組 

  当所では、求職者が減少している中、就職件数・充足件数の目標達成のため、求人事業所からご協力をいただき、応募をためらう求職 

者に対し応募前職場見学を促し、積極的な職業紹介を展開しました。その結果、１，５７３件の職場見学に７２９件が紹介に繋がり、そ 

のうち３９７人の就職が決定しました。 

  また、求人充足のため求人説明会・面接会を１１回開催し、参加企業数４０社、参加求職者１１４人、うち就職者が１１人と、参 

加企業からは好評をいただきました。 

②中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

  業界の動向、職務内容、関連職種等に関する知識の蓄積といった職員の専門性の向上や、相談窓口で提供できる求人票以上の事業所情 

報の収集のため、事業所訪問を積極的に行いました。（年間訪問件数７１件） 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った取組 

  高齢の新規求職者が増加していることから、求人受理の際に 60 歳以上の方の採用の可能性について聞き取りを行っています。60 歳以上

応募可能求人の検索方法を解説したマニュアルを作成し求人情報提供端末に配置しました。 

また、「60 歳以上応募可能求人情報」については、文字を大きくし仕事内容欄を追加するなどの改善を行いました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

  令和元年度は、就職件数の目標達成率が９５％に留まったことから、今後は担当者制（専属の職員による個別就職者支援）による年間支 

援対象者数を年間 60 件、就職件数 30 件以上から、支援対象者数を 120 件、就職件数を 60 件以上の目標とし、来所される求職者の方にき 

め細かな就職支援を行っていきます。令和２年度は、高年齢求職者に対応するため「生涯現役支援窓口」を設置し、高齢者向け情報の提 

供や担当者制による個別支援、シニア世代の就職傾向や履歴書・面接の注意点などを内容とした生涯現役セミナーの開催を図っていきます。 
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（４）その他業務運営についての分析等 

 令和元年度は、当所の主要産業である製造業の求人が海外情勢の悪化や新型コロナウイルスの影響により減少したため、正社員求人 

を７，２５０件受理する計画が６，７５６件に終わりました。今後は、窓口での求人受理時や事業所訪問により正社員求人を確保し、求 

職者にわかりやすく魅力のある求人票の作成について努めます。また、求人充足件数の目標達成率が９８％になったため、未充足求人 

のうち求人者担当者制（専属の職員による個別求人充足支援）により充足に向けた継続的な支援の拡充を行うとともに、正社員求人や人手 

不足業種・職種を中心とした求人説明会・面接会を開催し充足件数の向上に努めます。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する 

   紹介率 
障害者の就職件数 

フリーター等の 

正社員就職件数 
正社員求人数 正社員就職件数 

実績 2,511 2,355 820 46.0 57.1 127 547 6,756 1,427 

目標 2,620 2,400 743 46.3 59.1 124 355 7,250 1,500 

目標達成率 ９５％ ９８％ １１０％ ９９％ ９６％ １０２％ １５４％ ９３％ ９５％ 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 
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ハローワーク南魚沼 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

・ 当所では、専任の職員がマンツーマンで求職者に寄り添って就職支援にあたる求職者担当者制や応募前職場見学に重点をおき求職者支 

援を実施しました。 

求職者担当者制では選定対象者数９１人に対して就職件数は５８件となり、就職率は目標 48.4％を大きく上回る 63.7％の実績を残すこ

とができました。また、応募前職場見学は年間 526 件実施し、紹介件数 206 件、就職件数 105 件に結びつき、効果が上がった取組となり

ました。 

・ 求人の充足対策としてはわかりやすい求人票の作成に重点を置き、特に仕事内容のより詳細な理解を深めるため、求人充足のための

検討会で取り上げた求人事業所を中心に職場見学会（ジョブウオッチング）や求人説明会（ジョブインフォメーション）を開催しまし

た。その結果、充足支援に効果はあったものの、参加事業所が特定の事業所に偏ることが見られるなど今後に向けた課題も見つかりま

した。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 利用者サービス向上を図る目的で、若手職員で構成されるメンバーでハローワークサービス推進委員会を毎月１回定期開催して、

「わかりやすい情報提供のあり方」について検討しました。自所ホームページにおける内容の検討や週刊求人情報における項目の見直

しを行ったほか、若手職員の意見や利用者アンケートに基づく改善提案について検討し、高齢者向けに関係機関の情報を集約する高年

齢者情報コーナーを設ける等利用者サービスに努めました。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

・ 職員がマンツーマンで求人充足に向け支援する求人担当者制については、求人者サービスの要として誰もがわかり易い内容の求人票 

の作成と求人説明会、応募前職場見学を効果的に提案して充足支援に取り組んでいきます。                                                                                                  

また、応募前職場見学については見学希望者が増加傾向にあって就職決定率も高い取組みであることから、求人者、求職者双方への 

積極的な利用を図っていきます。 
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さらに、求人充足のための検討会を確実に開催して、職業相談窓口で聴取できた情報を職業紹介担当者と求人受理担当者全員で情報 

共有し、職業紹介担当者による職場見学や事業所訪問で得られた画像情報等を参考に求職者ニーズに合った求人開拓や求人記載内容の 

充実につなげ、就職率および充足率の向上を図っていきます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

・ 求職者の減少傾向が続いている中、年度後半には在職中の求職者も減少しており、景気の先行き不透明感から非正規求職者を中心に 

 安定志向を求めて正社員への早期転職を考えている者が多くなっている現状にあります。このことから、ニーズの高い正社員求人等 

を数多く確保することに加えてニーズに合った求人条件に向上させ、少しでも多くの応募に結びつくよう支援を行っていきます。                                                                             

また、60 歳以上の高年齢求職者の割合が高くなっているため、より多くの高年齢者向け求人の確保に加えて、新たに設置された生 

涯現役支援窓口を中心として求職者担当者制による個別支援で高年齢者の就職促進を図っていきます。 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者

早期再就職件数 

求人に対す

る紹介率 

求職者に対

する紹介率 

学卒ジョブサ

ポーターの

支援による

正社員就職

件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

６０歳以上の

就職件数 
    

実績 1,952 1,804 576 33.6% 55.7% 181 5,024 896 337     

目標 1,970   1,848    547  33.9%   59.1%     82  5.588    915 263       

目標達成率    99%  97%   105%    99%  94%  220%     89%    97% 128%      

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

標準的な成果 
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ハローワーク佐渡 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

①  各指標に対する取組 

当所は離島を管轄しており、過去 10 年間は年間有効求人倍率が 1倍を下回っていたことから求人数確保（特に正社員求人）の目標達成

を最重要と考え取り組みを行い、昨年ようやく年間有効求人倍率が 1倍を上回りました。併せて、いただいた求人を求職者に分かり易く情

報提供することを念頭に置き、仕事内容がより具体的にイメージできるよう求人票以外の企業情報を掲載した「佐渡プラス企業情報」を作

成し、所内掲示のほか、求人説明会（ジョブセッション）・企業見学（ジョブ・ツアー）等の参加をお勧めする際に活用しました。 

この「佐渡プラス企業情報」はハローワーク職員が求人企業を訪問して、作業風景等の画像情報や採用担当者からの「生の声」を紹介し

ているため、利用者（求人者、求職者）からは「分かり易い」「仕事のイメージが湧いた」などの好評価を得ました。 

なお、佐渡プラス企業情報作成件数は 57 件、求人説明会（ジョブセッション）には 84 人、職場見学（ジョブ・ツアー）には 16 人の参

加がありました。 

②  信頼されるハローワークづくりの取組 

当所では、利用者満足度の向上を意識し業務に取り組みました。そのため傾聴を基本とした対応を行う接遇やキャリアコンサルティン

グ等の研修を実施しました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

待合スペースを有効に活用するため、求人票以外の企業情報（佐渡プラス企業情報）と求人票をセットで掲示しました。 

週刊求人情報は、職種別に整理して作成し、さらにセミナーの開催予定など各種イベント情報を表紙に掲載して分かり易く提供しまし

た。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

当所管内は離島であり他所管内との行き来は基本的にないことから、就職（求職者サービス）＝充足（求人者サービス）との認識の下で

業務に取り組んで参ります。 
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このため紹介窓口職員が地元企業をより理解するために、求人担当部門と連携して事業所訪問を積極的に行ってサービスの向上に努め

ます。 

当所管内の課題である「若年労働力の確保・定着」を進めるため、地域の企業をもっと知ってもらうことが必要です。このため求人説明

会（ジョブ・セッション）や職場見学会（ジョブ・ツアー）を有効に活用し、より多くの参加者の確保に努めます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

令和元年度において当所の求人数は微増傾向、求職者数は減少傾向です。求人倍率は年度平均で 1.26 倍となりましたが県内他地域と比

較すると依然大きな開きがあることから、今年度も引き続き、正社員求人の確保に重点を置き、求職者ニーズを踏まえた求人内容の見直し

や要件緩和をお勧めし、利用者が応募しやすい求人票の作成に努めます。 

管内の主要産業の一つが観光関連事業であり、年間を通しての就労が難しい業種もありますが、労働力人口が年々減少している現状か

ら「人を集めるための工夫」を求人者とともに考えていきたいと思っております。そのため、高年齢者の活用や障害者雇用の提案、正社員

就職・正社員転換への求職者・労働者ニーズの高まり、労働基準監督署との連携による働き方改革の推進など、地域自治体等と連携して情

報発信に努めて参ります。 

 

 

２ 総合評価（※） 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 
充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障害者の 

就職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 

実績 855 792 235 40.2% 62.9% 38 1,603 289 

目標 765 700 150 41.7% 61.3% 31 1,470 255 

目標達成率 111% 113% 156% 96% 102% 122% 109% 113% 

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

非常に良好な成果 



1 
 

ハローワーク村上 就職支援業務報告（令和元年度） 

１ 所長による分析（業務運営の総括） 

（１）特に重点的に取り組んだ事項 

主要指標の目標達成のため、職員がマンツーマンで求職者に寄り添い支援にあたる「求職者担当者制」や人手不足に悩む企業の人材確保

を支援するため職員がマンツーマンで求人充足に向けて支援する「求人担当者制」や「求人説明会」を開催しました。求人説明会について

は、求職者に個別に声かけするほか、QR コードを週刊求人情報に掲載し、スマートフォンから各種情報収集が容易にできるように幅広く周

知を図りました。 

その成果として、就職件数、充足件数、雇用保険受給者の早期再就職件数は目標を達成することができました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

  求職者に対するきめ細かな個別支援のため、窓口職員の職業相談のスキルアップ研修などに取り組みました。なお、窓口職員の資質の向

上のため、引き続き研修の実施、研修内容の充実を図ってまいります。 

 

（３）今年度見えてきた課題とそれを踏まえた今後のサービス・業務改善の取組について 

  求人・求職の的確なマッチングを推進するため、より一層サービスの質の向上が求められており、相談事例の検討や研修に取り組み、窓

口職員のスキルアップを図るほか、高齢者の占める割合が多くなってきていることから、高齢者向け求人説明会等を充実しサービスの改善

に努めてまいります。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

  障害者の就職支援については、当所の重点指標の一つとして取り組み、障害者支援機関とチーム支援を実施するなど連携を図り取り組ん

だ結果、就職数の目標を達成することができました。就職を希望する障害者の就職を進める有効な手段として引き続き取り組んでまいりま

す。 
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 総合評価（※） 

 
※  業務量や業務の特徴などが同じようなハローワークとの比較による評価 

 

３ マッチング関係業務の成果（主なもの） 

  就職件数 

 

充足件数 

（受理地） 

雇用保険受給者 

早期再就職件数 

求人に対する 

紹介率 

求職者に対する

紹介率 

障害者の 

就職件数 

正社員 

求人数 

正社員 

就職件数 
  

実績 1,381 1,086 393 43.2% 59.9% 70 2,774 762   

目標 1,215 1,000 311 45.0% 62.3% 66 2,704 740   

目標達成率 113% 108% 126% 96% 96% 106% 102% 102%   

※ 「目標達成率」は年度当初に設定した目標値に対する達成率 

良好な成果 


