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「東京労働局・正社員化集中支援キャンペーン」の概要
●実施期間 平成２６年１２月１日から平成２７年３月３１日までの４ヶ月間
●実施主体 東京労働局・都内ハローワーク

① 正社員求人の確保
② 若年者・新卒者に対する就職支援の強化
③ 人手不足分野のマッチングの強化
④ 雇用保険受給者に対する就職支援の強化

Ⅰ ハローワークの就職支援の強化による正社員就職の実現
厚生労働省が実施する「正社員実現加速プロジェクト」で掲げる、平成２６年度の全国ハローワーク
による正社員就職者数の目標９０万人の達成に向けた各種取組を行う。

Ⅱ 助成金等の活用による非正規雇用労働
者の正社員化の実現

企業に雇用される非正規労働者を正社員化、
労働者のキャリア形成のための職業訓練実施事
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これらの取組により、平成２６年度、都内ハローワークの
支援により６８，４００人の正社員就職を実現する！

これらを実現するために・・・

⑤ 職業訓練受講者に対する就職支援の強化

⑥ 事業主に対する非正規雇用労働者の
正社員化支援の取組強化

労働者のキャリア形成のための職業訓練実施事
業主に対し助成金を支給し、取組の推進を図る。

⑦ 「魅力ある職場づくりキャンペーン」の推進による職場の魅力アップの支援強化

Ⅲ 「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の推進
企業が必要な人材を確保するためには、「働きがい・働きやすさ」といった、職場の魅力を発信する

必要があることから、これらを実現するための雇用管理改善について指導援助を強化する。



＜都内ハローワークにおける正社員求人開拓の強化＞
○ キャンペーン期間中に２０万人分以上の求人を確保するため、各ハローワークが積極的に求人開
拓を実施。

※ 都内ハローワークにおけるキャンペーン期間中の正社員就職者数の目標は２２，０００人であるが、都内のハ
ローワークが受理する求人は全国に就業地があるため、東京の役割として地方向け求人を含め、２０万人分以
上の求人確保を目指し、全国目標の就職９０万人の達成に貢献する。

①正社員求人の確保

②若年者・新卒者に対する就職支援（１）

＜若者応援企業宣言事業の一層の推進による就職支援の強化＞
○ 若年者・新卒者の正社員就職の実現を推進するため、若者応援企業確保数１，１５５社、就職数
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１，５００件を目標に各ハローワークが積極的な取組を実施する。この取組を積極的に展開するため、
キャンペーン期間中に次の面接会を開催する。

■若者応援企業限定就職面接会（１２月１日～５日）【年内就職内定プラン】
今年度３か所に拡充した都内の「わかものハローワーク」が持ち回りで、５日連続の面接会を開催。
特徴① 参加企業大幅アップ（昨年５９社→９３社）、面接時間も拡大。
特徴② 日中フリーターやアルバイトをしている若者に配慮し、開催時間を夜間に設定。
特徴③ 参加企業は、年内に正社員として内定を出す若者応援企業に限定。

■若者応援企業限定就職面接会（３月５日～６日）【まだ間に合う！４月入社プラン】
まだ内定の得られていない学生が４月に正社員となれるよう大規模面接会を開催（既卒も参加ＯＫ）。
特徴① 参加企業大幅アップ（昨年１５３社→２００社）。
特徴② 日中フリーターやアルバイトをしている若者に配慮し、開催時間を昼・夕の２部制に設定。
特徴③ 参加企業は、３月中に内定を出し、４月中に正社員として採用する若者応援企業に限定。



平成２６年１２月末現在内定率目標：８３．０％ （昨年７９．４％）
同 内定者数目標：５，１００人（昨年４，６６０人）

②若年者・新卒者に対する就職支援（２）

＜都内ハローワーク・わかものハローワーク・新卒応援ハローワークにおける就職支援の強化＞
○ 就職希望の高校生が全員正社員として職業生活の第一歩を踏み出せるよう、１２月末までに、都
内ハローワークにおける高校生の就職内定率の大幅アップを目指す。

○ 新卒者の正社員就職支援を強化するため、キャンペーン期間中に切れ目なく、次の集中支援を実
施する。
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■年内就職強化月間（１２月）
高等学校と連携して、未内定生徒に対し、職員及び学卒ジョブサポーターが学校に訪問するなどして個別相談

を開催する。

①就職ガイダンス ②面接指導 ③個別求人開拓やハローワーク職員同行の事業所見学

■未内定就活生への集中支援2015（１～３月）
学校等と連携して、未内定者をハローワーク、新卒応援ハローワークへ誘導し個別支援を実施する。

① 未内定者を「ひとりにしない」「あきらめさせない」をスローガンとして個別支援を実施
② 未内定者を対象とした就職面接会の開催

ア ２月 ４日 大卒等就職面接会（新宿ＮＳビル） 参加企業１７０社
イ ２月１３日 高卒者就職面接会（東京新卒HW） 参加企業 ２０社



③人手不足分野のマッチングの強化

＜介護・看護・保育・建設分野への正社員就職支援の強化＞
○ 福祉（介護・看護・保育）分野については、キャンペーン期間中に都内５か所の「ハートフルワーク

コーナー」を中心に、ツアー型面接会の開催等、職場の魅力を事業主から直に得る機会を多数設
けるなど、積極的に正社員就職の支援を実施する。
また、自治体が設置するナースセンター等の関係機関とも連携し、就職支援を一層強化する。
⇒ １２月の行事予定は９ページを参照。

※ 「ツアー型面接会」とは、職場見学会と面接会をセットで行う面接会で、実際の就業場所で施設
長等から、運営方針や特徴、利用者の状況、就業条件等の説明を受け、施設見学を行った後、面
接希望者のみその場で引き続き採用面接を行うもので、就業先をよく理解した上で応募することに
なることからマッチング効率が高い。
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○ 建設分野については、特に若年労働者の不足が顕著であることから、都内３か所のわかものハ
ローワークに専用展示ブースを設置し、建設業の魅力を強力に発信するほか、キャンペーン期間中
に建設業界団体と連携し、次の会社説明会等を開催する。

■「若者のための就職面接会in中央区」 （１２月１０日:中央区役所、１月・３月にも別会場で企画予定）
ハローワークのブースを設置し、建設業への就職希望者に対する職業相談等の支援を実施。

■「みんなの建設業☆就職フェスタ ～建設業界への就職をめざす学生のための合同企業説明会」
（３月２０日:東京都産業貿易センター浜松町館）
建設業団体と連携した企業説明会に新卒応援ハローワークブースを設置し、参加者に対する就職相談等の支

援を実施。



④雇用保険受給者に対する就職支援の強化

＜担当者制の個別支援、きめ細かなキャリア・コンサルティング等による早期再就職支援の強化＞
○ 前職を離職し、求職活動を行う雇用保険受給者が早期に再就職を果たせるよう、求職者個々の状
況に応じたハローワークの就職支援メニューにより強力に支援する。

⇒ 期間中１１，９００人の就職を目指す。

■職業相談

職業相談窓口では、専門スタッフによる求人内容の詳細な情報の提供、応募状況の確認、キャリア・コンサルタン
トなどにより求職活動をより強力に支援する。

■求人情報提供・職業紹介
全国のハローワークで受付けた８０万件の求人をタッチパネル式パソコンで提供。求職者自身で求人選定ができ

なくても、相談窓口でハローワークのスタッフが一緒になって、希望にあった求人選定をサポート。
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■再就職手当
雇用保険の受給手続きをとって基本手当受給中に早期に安定した職業に就いた場合で、所定給付日数の３分の

１以上【又は３分の２以上】を残して再就職した場合に、支給残日数の50%【又は60%】に基本手当日額を乗じた額を
一時金として支給。

■就職促進手定着手当
再就職時点での賃金低下を補填し、早期再就職を更に促進する。再就職手当の支給を受け、再就職後６カ月の

賃金が、離職前の賃金より低下した場合に、低下した賃金の差額の６カ月分を一時金として給付。

■キャリア・コンサルタント、応募種類の作成支援
都内のハローワークには、キャリア・コンサルタントによる職業相談が受けられる窓口を設置。完全予約制・マン

ツーマンによる履歴書・職務経歴書の作成方法や面接の受け方などの個別支援を強力に実施する。

＜就職促進給付制度の周知＞



⑤職業訓練受講者に対する就職支援の強化

＜公的職業訓練制度を活用した正社員就職支援の強化＞
○ 未経験の職種への就職を希望する方や、これまで専門的な知識・技能を習得する機会が十分に
得られなかった方に対して、キャリア・コンサルティングを通じて、職業生活の設計を支援するとともに、
安定的な就職の実現に向けた公的職業訓練（公共職業訓練・求職者支援訓練）の受講機会を提供し、
身に付けた技能・知識を活かして早期再就職できるようハローワークが訓練受講中から担当制個別
支援を中心に正社員就職の実現に向け強力に支援する。

＜求職者支援訓練＞
○ 年間毎月開講 / 就職実績（直近） 基礎コース７８％・実践コース８７％（受講者の就職率）

⇒ キャンペーン期間中の求職者支援訓練修了予定者は約２，２４０名
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＜公共訓練＞
○若年者向け「ものづくり体験」DAY １２月８・９日 東京都立城南職業能力開発センター

短期間で離転職を繰り返す若年者等を対象に、就業体験を通じ、就職意欲の喚起や職種選択の
幅を広げ職業訓練を通じて正社員を目指すことを目的に実施

○合同就職面接会（東京都と共催）
■１２月９日 中央・城北職業能力開発センター板橋校 ４０社程度
■１月２３日 すみだ産業会館 サンライズホール ４０社程度

⇒ キャンペーン期間中の求職者支援訓練修了予定者は約２，２４０名
訓練中からの就職支援を強化するとともに訓練修了時に就職未内定者の方の３５％の正社員
就職を目指す。



⑥非正規雇用労働者の正社員化支援の取組強化

＜ハローワークによる正社員就職の実現＞
○ わかものハローワークを中心とした各ハローワークのわかもの相談窓口において、若者応援企業宣言事業、
トライアル雇用制度などを活用し、未経験者、フリーター等の正社員就職の支援を強化する。（再掲）

＜正社員実現に取り組む事業主への支援＞
○ すでに企業に雇用されている非正規雇用労働者を正社員に転換したり、労働者のキャリア形成のために職業
訓練を実施する事業主に対し助成金を支給し、これらの取組の後押しをする。
キャンペーン期間中に次の説明会を開催し、企業への周知を強力に行う。

■キャリアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促

進するため正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を行う事業主に対して助成する。

助成金の種類 開催日 時 間 会 場

１２月１７日（水） ９：３０～１１：３０
東京労働局ハローワーク助成金センター分室

（文京区後楽２－３－１住友不動産飯田橋ビル３Ｆ）

１月２９日（木） ９：３０～１１：３０
飯田橋合同庁舎９階会議室
（文京区後楽１－９－２０）

３月１８日（水） ９：３０～１１：３０
東京労働局ハローワーク助成金センター分室

（文京区後楽２－３－１住友不動産飯田橋ビル３Ｆ）

１２月１５日（月） １３：３０～１６：３０
東京労働局ハローワーク助成金センター分室

（文京区後楽２－３－１住友不動産飯田橋ビル３Ｆ）

２月２日（月） １３：３０～１６：３０
飯田橋合同庁舎９階会議室
（文京区後楽１－９－２０）

３月１６日（月） １３：３０～１６：３０
東京労働局ハローワーク助成金センター分室

（文京区後楽２－３－１住友不動産飯田橋ビル３Ｆ）

キャリアアップ助成金

キャリア形成助成金

助
成
金
説
明
会
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■キャリア形成促進助成金
職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的

に促進する。



⑦「魅力ある職場づくりキャンペーン」の推進による職場の魅力アップの支援強化

＜雇用管理改善の取組推進＞
○ 事業主が人材確保を行うにあたり、職場自体の魅力が低ければ、求職者の応募は低調となるだけ
でなく、労働者を採用できても早期離職につながることになり、結果として良い人材の確保ができない
ことになる。
このため、人材確保の効果を高めるためには、事業主が「魅力ある職場づくり」に取り組むことが重

要であることから、これらの取組が積極的に行われるよう、労働局、ハローワークが事業主に対し、
気運の醸成、啓発活動を行うとともに、実際の取組にあたり必要な助言指導を行うもの。

＜正社員転換等の取組推進＞
○ 雇用情勢が改善する中で良質な人材を確保するためには非正規雇用に頼るのではなく、可能な
限り正社員として雇用した上で育成し、活用していく発想や優秀な非正規雇用労働者を正社員に転
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限り正社員として雇用した上で育成し、活用していく発想や優秀な非正規雇用労働者を正社員に転
換し、より一層能力を発揮してもらう発想を事業主が持つことが重要である。
このため、これらの取組が積極的に行われるよう、労働局、ハローワークが事業主に対し、気運の

醸成、啓発活動を行うとともに、助成金等の活用等、具体的な取組にあたっての助言指導を行うもの。

「魅力ある職場づくり」とは
労働条件は？
評価や処遇は？
長期に活躍できる？
人材育成は？
人間関係は？

雇用管理改善が進むと・・・

☆従業員の意欲向上、定着
☆企業の業績向上
☆優秀な人材の確保 につながる「働きがい・働きやすさ」

が感じられる職場づくり



SUN SAT
11/30 6

池袋

(介護)

ミニセミナー

&ビデオ上映会

渋谷

(福祉全般)

施設見学会

「嬉泉」

墨田

(介護)

会社説明会

「(株)Caihome」

飯田橋

(介護)

ツアー面接会

「文京千駄木の郷」

八王子

(介護)

ミニ面接会

「グループホームあすなろ」

墨田

(保育)

会社説明会

「うさぎの夢」

八王子

(介護)

事業所説明会

「(株)エターナルキャスト」

大森

(保育)

大田区新設保育園

就職相談会

立川

(介護)
仕事セミナー

立川

(介護)

ツアー面接会

「(株)アスモ介護サービス」

新宿

(介護)

ツアー面接会

「聖母会聖母ホーム」

新宿

(保育)

【11/30(日)開催】
保育のしごと事業所説明会就職相談面接会

八王子

(介護)

ツアー面接会

「佐々木クリニック」

渋谷

(介護,看護)

【12/6(土)開催】

せたがや福祉合同就職面接会
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上野

(介護,保育)

ツアー面接会

「台東つばさ福祉会」

墨田

(保育)

会社説明会

「徳育会徳育保育園」

池袋

(保育)
保育面接相談会

立川

(介護)

ツアー面接会

「聖ヨハネ会」

渋谷

(介護,看護)

ミニ面接会

（5社参加予定）

池袋

(介護)
ビデオ上映会

八王子

(保育)

ツアー面接会

「栄光会栄光平山台保育園」

足立

(介護)

ｽﾏｲﾘｰﾊｰﾄﾌﾟﾁ面接会

「(株)日本デイケアセンター」

池袋

(保育)

ツアー面接会

「尚徳福祉会松が丘保育園」

立川

(介護)

ツアー面接会

「珠泉会」

墨田

(介護)

会社説明会

事業所未決定

足立

(保育)

保育のお仕事

面接・相談会

八王子

(保育)

ツアー面接会

「愛光学舎愛光大和田保育園」

八王子

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

１２月ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ（介護・看護・保育・建設）

MON TUE WED THU FRI

八王子

(介護)
ビデオセミナー

三鷹

(保育)

ツアー面接会

「東京弘済会おひさま保育園」

飯田橋

(建設)

若者のための

就職面接会in中央区

14 20
渋谷

(保育)

ツアー面接会

「クラルテ保育園」

渋谷

(介護)
介護入門セミナー

池袋

(介護)

ミニ合同面接会

（10社参加予定）

池袋

(介護)

ﾊｰﾄ&ﾊｰﾄ面接会

（事業説明会）「南風会」

池袋

(保育)

ツアー面接会

「わかたけ会かなえ保育園」

池袋

(介護)
ビデオ上映会

池袋

(介護)

ツアー面接会

「(株)トリードアート」

墨田

(介護)

会社説明会

事業所未決定

木場

(保育)

ツアー面接会

「安養寺光徳保育園」

池袋

(介護)

ツアー面接会

「慈誠会」

足立

(介護)

ビデオセミナー

（施設編）

足立

(介護)

ミニ面接会

「メディカルケアサービス(株)」

八王子町田

共催(介護)

ミニ面接会

（７社参加予定）

八王子

(保育)

ツアー面接会

「(株)パザパみのり保育園」

墨田

(保育)

会社説明会

「東京愛育苑さゆり保育園」

21
池袋

(介護)
ビデオ上映会

足立

(介護)

ｽﾏｲﾘｰﾊｰﾄﾌﾟﾁ面接会

「セントケア東京(株)」

足立

(介護)

ビデオセミナー

（技術編）

八王子

(介護)
ビデオセミナー

天皇誕生日

※開催時間等の詳細については各ハローワーク等のホームページを参照ください。

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

…集団面接会です。

複数の施設と一度に直接面接できるチャン

スをお見逃しなく！参加企業参加求人等の

詳細は主催ハローワークのホームページを

チェ ック！

○福祉関係イベント

…介護 …保育

…介護,看護 …介護,保育
…福祉全般 …建設
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