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第１ 雇用維持・人材育成・人材確保に向けた支援・推進及び周知

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持・継続のための取組のほか、職業
訓練などによる人材育成・就職支援を推進。中小企業などの人材確保にも対応。

雇用の維持・継続に向けた支援

〇 休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持に取り組む事業主を、「雇用調整助成
金」の活用により支援。雇用調整助成金の支給対象とならない者に対しては「休業
支援金・給付金」の活用により支援。いずれも申請から２週間以内に支給決定。

〇 件数は減少の傾向も、不正受給の対応を厳格化。

雇用調整助成金（※） 休業支援・給付金

申請件数 支給決定件数

２年度月平均 2,133 2,098

３年度月平均 1,765 1,769

４月 1,446 1,476

５月 1,434 1,257

６月 1,234 1,474

７月 1,036 1,043

８月 1,177 1,167

９月 1,106 1,011

申請件数 支給決定件数

２年度月平均 604 506.6

３年度月平均 713.2 648.2

４月 551 548

５月 509 359

６月 425 545

７月 464 414

８月 310 335

９月 343 224

※被保険者以外の労働者の休業を対象とする緊急雇用安定助成金の件数を含む。
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富山県雇用対策協定に基づく雇用対策の推進等

・求職者向け「オンデマンドセミナー」を特設ホームページで公開（9月20日）
・就職氷河期世代の再評価による人材確保戦略セミナーの開催

10月19日（水） 富山県民共生センター サンフォルテ 定員15社
・就職氷河期世代の方を対象とした企業説明会の開催

11月12日（土）新川文化ホール、11月13日（日）高岡商工ビル、
12月３日（土） 富山国際会議場 各会場15社程度

・就職氷河期世代支援の周知を目的としたメディアツアー11月30日（水）に開催予定

〇 産業雇用安定助成金により、出向元と出向先双方の企業を一体的に支援し在籍型
出向を活用し雇用維持を促進。 ・産業雇用安定助成金の支給決定件数（4-9月）40件

〇 令和４年度の実施計画に基づき、県と一体となった雇用対策を実施。
１ 雇用の維持・継続及び人材確保支援や生産性向上に資する人材育成の促進
２ 誰もが働きやすい職場づくりの推進
３ 若者の移住・ＵＩＪターン・Ｔターンの促進
４ 多様な人材（女性、高年齢者、障害者、外国人材、就職氷河期世代）の活躍

促進
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人材育成の推進

〇 積極的な求人開拓による求人確保と充足サービスの充実による再就職の促進。

〇 離職者の安定的な早期再就職を図るため、試行雇用期間中の賃金の一部を助成。

〇 富山県、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構富山支部との連携により、公的
職業訓練の周知及び的確な受講をあっせん。(4-9月)

〇 訓練実施機関と連携した訓練受講者に対する就職支援を実施。

〇 関係機関と連携した人材開発支援策の積極的な周知・活用促進。

「トライアル雇用助成金」の支給決定件数59件 （4-9月）

・ハローワークで受理した求人の充足件数（4-9月）7,369件

年間目標15,412件

・公共職業訓練 受講者数407人 開講定員充足率66.1％
・求職者支援訓練 受講者数190人 開講定員充足率72.0％

・公的職業訓練の修了３か月後の就職件数（4-９月） 440件

年間目標566件

「人材開発支援助成金」の計画受理193件 支給決定118件（4-９月）
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〇 ハローワーク窓口で、求職者の立場に寄り添った懇切丁寧な職業相談、的確な
マッチングを強化。

・ハローワークの職業紹介による就職件数（4-９月）7,525件

・ハローワークで受理した求人の充足件数（4-９月）7,369件

・ミニ説明会の実績 （4-９月）237回開催

年間目標15,852件

〇 企業ＰＲシートを活用した求人票以上の情報の発信、ミニ面接会の定期開催等、
求人事業主に対する充足支援サービスを実施。

〇 「人材確保・就職総合支援コーナー」（富山所）及び「人材確保コーナー」（高
岡所）において、業界団体（福祉・建設・警備・運輸）と連携した取組を実施。

・上半期（4-9月） 就職説明会・面接会46回
求職者セミナー18回

年間目標15,412件
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第２ 多様な人材の活躍促進

企業における人材不足感を解消すべく、女性、就職氷河期、高年齢者などの多様な人
材が活躍できる支援を実施。仕事と家庭生活を両立できる雇用環境を整備。

女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

〇 産後パパ育休をはじめとする男性の育児休業取得のため、環境整備に取組む
企業を支援。

〇 改正育児・介護休業法の周知徹底を図るほか、企業に対する報告徴収を実施し、
育児・介護に関する規程等の是正・改善指導を実施。

4月から富山県知事政策局働き方改革・女性活躍推進室との連携を開始。

・4-9月 報告徴収を50社に実施。10月以降は約70社に実施する予定。
・説明会を4-9月は２回開催（643名参加）。10月以降に２回開催する予定。
・説明会でのアンケートの結果、回答企業243社のうち男性の育休取得ありは73社。

73社の男性の育休取得期間は右表のとおり。
男性の育休が進まない要因としては、人手不足
のため代替要員の確保が困難であり、ぎりぎりの
人員の中、育休を取らせることが困難との回答が
多数を占める状況。

・「両立支援助成金（出生時両立支援コース）」の支給決定件数35件（4-9月）

男性の育児休業取得期間 企業数 割合(%)

10日未満 26社 35.6

10日以上１か月未満 13社 17.8

１か月以上３か月未満 23社 31.5

3か月以上 11社 15.1

（参考値）
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〇 企業に対する報告徴収により、男女雇用機会均等法に基づく対応を指導するとと
もに、妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇等の相談に対し、事業主に行政指
導や紛争解決援助を実施。

〇 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の届出につき、計画
期間満了前に企業に連絡するとともに、認定申請を勧奨。

・4-9月 報告徴収 22社、10月以降も約60社に実施する予定。
・紛争解決援助 １件
・不利益取扱い相談件数 15件

・届出 労働者数101人以上の企業 554社（届出率99.1％）
労働者数100人以下の企業 1,773社

・認定 プラチナくるみん認定企業 4社
くるみん認定企業 53社（４年度新たに3社認定）

〇 子育て中の女性等に対する就労支援として、「マザーズコーナー」（富山所、
高岡所）での担当者制等による個別支援や「富山県女性就業支援センター」との
連携によるマッチング支援を実施するとともに、子育て中の女性等に対する職業
訓練を設定。

時間的制約のある女性向けの短時間訓練（4-9月）
3コース受講者数計19人 開講定員充足率63.3％
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〇 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」について、本年4月から義務
化された101人以上の企業のうち、未届の企業に対し速やかな届出を指導。
また、7月8日から301人以上の企業に義務化された男女の賃金の差異の公表

について周知を徹底するとともに、認定申請を勧奨。

・届出 労働者数301人以上の企業 144社（届出率100％）
労働者数101人以上300人以下の企業 413社（届出率99.5％）
労働者数100人以下の企業 297社

・認定 えるぼし認定企業15社（令和４年度認定 ０社）

・「両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）」の支給決定件数1件（4-9月）
・「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」（うち、不妊治療

のための休暇を導入するとしたもの）の交付決定件数4件（4-9月）

〇 不妊治療と仕事の両立支援として、相談窓口や事業主に対する助成金などの
支援制度があることを記載した周知用リーフレットを富山県医師会と連携して
県内97か所の病院に配置。
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新規学卒者等の就職支援

〇 「地域若者サポートステーション」と連携した就職支援を実施。

〇 雇用管理の優良な中小企業に対し「ユースエール認定」の取得勧奨を積極的に
実施するとともに、県内認定企業のＰＲ冊子を高校、大学等に配布し、情報発信
を強化。

〇 就職活動に課題のある学生等に対し、就職支援ナビゲーターによる個別支援を
実施。 ・ナビゲーターの支援による正社員就職件数（4-９月）740件

年間目標2,181件

・「ユースエール認定」認定企業19社（令和４年度認定２社、辞退1社）

・サポートステーションでの事業実施状況（4-9月）

非正規雇用労働者等への支援

〇 派遣終了後の雇用を継続させるための雇用安定措置の指導監督。

年間目標248件

新規登録者数（年間目標） 就職等者数（年間目標）

富山地域サポステ 44人（150人） 37人（90人）

高岡地域サポステ 33人（140人） 24人（84人）
新川地域サポステ 43人（140人） 33人（84人）

指導監督件数（4-9月）126件
うち、雇用安定措置項目の不備に対する是正指導（4-9月）0件



〇 富山ハローワークに、昨年度から専門窓口「ミドル世代就職応援コーナー」を
設置し、就職の準備段階から職場定着まで一貫した支援を実施。

・392件の相談に対応したほか、54件の就職を支援（4-9月）

〇 地域の行政機関、経済団体、ＮＰＯ等で構成する「とやま就職氷河期世代活躍
支援プラットフォーム」を令和２年６月に設置、就職氷河期世代の支援に向けた
事業実施計画を同年10月に策定。
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就職氷河期世代の活躍支援

〇 就職氷河期に就職時期を迎えた不安定就労者等に対し、ハローワークの求職者
担当制による、きめ細やかな個別支援を実施。

・ハローワークの職業紹介で正規雇用に結びついた不安定就労者
や無業者（35～54歳）（4-8月）333件 年間目標933件



・「生涯現役窓口」での65歳以上の再就職件数（4-9月） 232件

高年齢者の就職支援の推進

〇「生涯現役支援窓口」（ハローワーク富山・高岡・魚津に設置）において、高年
齢求職者の就労支援やニーズを踏まえた再就職支援を実施。

年間目標387件

〇「とやま人材専門シニアバンク」（富山県との一体的施設）において、専門的知
識・技能を有する高年齢者の再就職支援を実施。

〇「生涯現役促進地域連携事業」により、富山県と連携し高年齢者向けの企業説明
会を開催。
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〇高障求機構と連携した高年齢者の継続雇用延長等に関する事業所訪問指導を実施。

・4-9月 30回実施 10-3月は41回を計画

・4-9月 新規求職者数268人 相談件数1,688人 就職件数226件

・9月までに富山・高岡で開催 8社 60人が参加

障害者等の活躍促進

〇 障害者雇用の状況 ・雇用率（2.3％）達成企業 56.9%（2年）→54.1％（3年）
・実雇用率：2.13％（2年）→2.18％（3年）

〇 法定雇用率未達成企業のうち障害者雇用数がゼロの企業を中心に、関係機関
と連携し、チーム支援を実施。

・障害者の就職件数（４-９月）：597件
年間目標1,107件



外国人労働者への支援

〇 県内の外国人雇用事業所数、外国人労働者数

・2,103事業所/12,027人（令和2年） → 2,163事業所/11,467人（令和3年）

〇 事業所訪問等により適正な外国人雇用管理のための指導・援助を実施。
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〇 ハローワーク高岡における、「外国人雇用サービスコーナー」において、就労
確保支援を実施。

・4-9月 事業所訪問による雇用管理指導件数 80件

・4-9月 新規求職者数41件 相談件数270件 就職件数17件

〇 「外国人労働者相談ダイヤル」（13か国語対応）により、富山労働局に配置
されている外国人労働相談員の不在日でも相談対応が実施可能。
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ハローワークの職業紹介業務のオンライン化の推進

○求職者マイページの状況
・求職者マイページ新規開設数（9月末） 3,451件（前年同期 2,064件）
・９月有効求職者のうち求職者マイページ利用者数 3,211人
・９月有効求職者に占めるマイページ利用者割合 23.3％
・オンライン登録者から利用登録者への切り替え割合 67.7％

（３年度60.4％）
○求人者マイページの状況
・求人者マイページ登録数（9月末）4,912件（前年同期3,695件）
・求人者マイページ新規開設数 604件（前年同期 685件）
・求人オンライン利用率（９月新規求人のうちオンラインによるもの） 45.0％

求職者に対しては、相談窓口において周知用リーフレットを配付し、マイ
ページの登録を促し、求人者に対しては、求人窓口におけるマイページの登
録、利用を呼びかけ。

○今後のとりくみ
オンラインを活用した職業相談、セミナー、事業所説明会、面接会、事業

所訪問等を全所で取り組む予定としている。



第３ 誰もが働きやすい職場づくり

〇 中小企業に対する働き方改革推進支援センターによる支援（長時間労働の是正
方法、賃金引上げ、同一労働同一賃金への対応、人手不足への対応策等に関する
技術的な相談）。

長時間労働の抑制
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〇 労働時間の縮減や賃金アップに向け、生産性向上に取り組む中小企業を各種助成
金により支援。

・「業務改善助成金」の支給申請件数31件（4-9月）
・「 働き方改革改善支援助成金」の支給申請件数47件（4-9月）

・4-9月 セミナー10回
相談524件（内 個別訪問申込266件）

・10-３月 セミナー30回を開催予定。

〇 労働基準監督署の「労働時間相談・支援コーナー」において、改正法や支援
策に関する説明会に対応するほか、個別訪問を通じたきめ細やかな支援を展開。

・説明会 上半期（4-9月）は18回実施 下半期（10-３月）は24回を計画。

・個別訪問 年間計画485件

年間総実労働時間が長いという実情を踏まえ、働き方改革に取り組む中小企業へ支援
を行う。併せて、過重労働、賃金不払残業や各種ハラスメントについて事業場に対す
る監督指導等を的確に実施。



〇 月80時間を超える時間外・休日労働が疑われる事業場等に対し、監督指導を実施
し、長時間労働の抑制や健康確保措置を指導。

〇 11月の過労死等防止啓発月間において、集中的な監督指導や「過労死等防止対
策推進シンポジウム」等、長時間労働の抑制に向けた取組を展開。
ベストプラクティス企業の取組事例を労働局HP以外にも周知広報。
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良質な雇用型テレワークの導入・定着促進

同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

〇 企業訪問時や各種説明会等、あらゆる機会を通じて、テレワークガイドラインや
テレワーク相談センターについて周知している。働き方改革推進支援センター富山
においても、テレワーク相談センターと連携した支援を実施している。

〇 企業に対し報告徴収を実施し、同一労働・同一賃金を含むパートタイム・有期雇
用労働法に関する周知や指導を実施。

・4-9月 報告徴収 35社、10月以降も約80社に指導を実施する予定

・令和3年度の監督実施件数は473件（うち、177事業場（37.4％）で違法な時間外労働を確認）
177事業場のうち、月100時間を超える時間外・休日労働が認められたのは36事業場（20.3％）
473事業場のうち、過重労働による健康障害防止措置が未実施であったのは96事業場（20.3％）

・今年度は、月80時間を超える時間外労働・休日労働が疑われる事業場に対する監督指導を513件実
施予定。
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副業・兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業等への支援

〇 副業・兼業における労働時間管理や健康管理等に関する相談がなされた場合には、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、パンフレット等を用いて説
明を行い、同ガイドラインに沿った取組を促すこととしている。

〇 あらゆる機会に好事例や、助成金の活用についての周知を図るとともに、「特別
相談窓口」において均等・均衡待遇にかかる相談支援を行う。

総合的なハラスメント対策等の推進

・パートタイム・有期労働者の正社員転換・待遇改善に取り組む企業を対象とする
支援制度（キャリアアップ助成金等）等の活用を呼びかけ。

キャリアアップ助成金申請件数（4-9月） 137件
・特別相談窓口での相談件数（4-9月） 10件

・相談件数(4-9月)20件

〇 本年４月に中小企業にも義務化されたパワーハラスメント防止対策のほか、
セクシャルハラスメント等の防止対策についてもあらゆる機会に周知するとともに、
企業に対し報告徴収を実施し、あらゆるハラスメントの未然防止のため総合的な
防止対策を行うよう助言・指導を実施。

・ 4-9月 説明会への講師派遣４回、10月以降も3回実施予定。
・ 4-9月 報告の請求（労推法） 31社 、10月以降も約50社に実施する予定。

類型別：パワハラ（労推法）31社、セクハラ（均等法）22社、妊娠等ハラ50社
・ 8月 各企業によるハラスメント対策自主点検を実施 449社
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治療と仕事の両立支援

〇 がん診療連携拠点病院で、ハローワーク出張相談等による、就職支援を実施。

・今年度も４月以降、県内３病院（県立中央病院、富山市民病院、富
山大学付属病院）で月１回の出張相談を実施している。
また、砺波総合病院においては、相談の希望があれば、随時砺波公

共職業安定所に連絡する体制としている。

〇 労使団体・医療関係者・地方自治体等から構成される両立支援推進チーム会議
を開催。

・今年度は12月に会議を開催予定。（令和8年までの活動計画などにつ
いて協議することとしている。）



第４ 安心して働ける労働環境の整備

安全安心な労働環境の整備のため、最低基準である労働基準法等の履行確保を図ると
ともに、職場における新型コロナウィルス感染症拡大防止対策や死亡者数の多い建設
業や製造業を中心とした労働災害防止の取組を強化。

〇 「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
を監督指導、集団指導・説明会、窓口相談等様々な機会を通じて周知徹底する。

法定労働条件の確保・改善対策等
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〇 新型コロナウイルス感染症の影響による大量整理解雇などに関する情報収集に
努め、関係部署とも連携して適切な労務管理に向けた啓発指導を実施。その際、
雇用調整助成金などの支援策の周知、活用勧奨などを行い労使の不安払しょくに
努める。

〇 労働基準関係法令の履行確保ため、事業場に対する監督指導において法令違反
が確認された場合は確実な是正を指導するとともに、重大・悪質な事案は司法処
分も含め厳正に対処。

〇 学生アルバイトの労働条件確保のため、労働局及び各総合労働相談コーナーに
「若年相談コーナー」を設置するとともに、大学への出張講座を実施している。

〇 労働条件向上相談窓口での相談件数 （4-９月） 415件
11月は、「しわ寄せ」防止キャンペーンを実施予定。

・コーナーへの相談件数(4-9月) 7件
・高校、大学への出張講座（4-9月）3件



〇 最低賃金審議会の審議を経て改定された最低賃金（富山県※及び特定（産業
別））について業務改善助成金とあわせ周知広報を展開。

※９０８円：10/１発効
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〇 「労災かくし」の排除に係る対策の推進
・ポスター及びリーフレットによる周知啓発
・医療機関に対する周知・啓発
・全国健康保険協会から提供された情報に基づく労災保険給付の請求勧奨

〇 個別労働紛争に対し助言・あっせん等により解決を促進。
・総合労働相談件数 4,616件 ・民事上の個別労働紛争相談件数 1,324件
・労働局長の助言指導の申出受付 22件
・紛争調整委員会のあっせん受理 8件

※主要な相談内容（4-9月） 〔 〕は前年同期の数値
・いじめ・嫌がらせ 365件〔454件〕・自己都合退職 244件〔302件〕
・解雇 179件〔238件〕・労働条件引き下げ 155件〔128件〕
・退職勧奨 94件〔136件〕



〇 労働基準監督署において、災害を発生させた事業場に再発防止の徹底を指導する
ほか、災害動向等を踏まえた各種取組も実施。

〇 健康確保とメンタルヘルス対策を促進するために、研修会を県内各地域で開催。

労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
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・全国労働衛生週間説明会（9月）、衛生管理者研修会（11月予定）を県内4か所
（富山、高岡、魚津、砺波）で開催し、労働者の健康確保・メンタルヘルス対策
の周知を図る。

・熱中症、建設業での災害増加を受け、マスコミ発表や関係団体への要請、一斉監
督（114現場に監督指導）等を実施。（６－７月）

・小売業及び介護施設における労働災害防止に向けたより一層の取組を進めるため、
「＋Ｓａｆｅ協議会」を設立。（9月）

・転倒災害等の防止に向けた普及啓発のための冬季無災害運動を予定。（12-2月）

〇 労働災害の発生状況（１-９月）コロナ感染症によるもの370件（＋311件）を除く

・死傷災害817件（前年比＋39件） ・死亡災害8件（前年比－1件）
・建設業120件（＋8件）、製造業216件（－５件）、保健衛生業86件（＋28件）
・商業132件（－9件）、道路貨物運送業91件（＋14件）



労働保険制度の適正な運営

〇 労働保険加入促進業務の受託者、各関係機関と連携し、未手続事業の把握・手
続き指導を実施。

〇 収納未済歳入額の縮減のため、計画的な滞納整理を行うと共に、窓口でリーフ
レットを活用し「口座振替納付」を利用勧奨。
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・雇用保険受給者の早期再就職件数（4－8月） 1,923件

〇 適正な雇用保険の給付事務を実施するとともに、雇用保険受給者に対しては、
個別の就職支援や再就職手当により早期の再就職を促進。

〇 労働保険関係手続の電子申請について、雇用保険電子申請アドバイザーの事業
場訪問等、利用促進の取組を展開。 ・電子申請件数（4-9月）

雇用保険重点３手続関係 44,852件
年度更新関係 2,502件

年間目標4,026件

・令和３年度の新規受給者数 5,826人（給付額 69億140万円）
・精神障害に係る請求 10件 ・脳心臓疾患に係る請求 6件
・石綿疾患に係る請求 15件（石綿肺を除く）
・新型コロナウイルス感染症に係る請求 75件

・労働保険の適用促進計画による新規成立件数（4-9月）98件

年間目標361件

〇 被災労働者等からの労災請求に対し、迅速かつ公正な労災保険給付を行うため
の事務処理を実施。



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（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公表。

年間の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。

→労働市場の状況や業務量が同程度の
ハローワークをグループに分け、その
中で比較し評価

•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。

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。

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）
労働市場の状況や業務量が同程
度のハローワークによる交流会も開
催

短
期
的
な
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果
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向
上
だ
け
で
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く
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長
期
的
な
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務
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・
業
務
改
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を
図
り
就
職
支
援
を
強
化

主要業務
の成果の向上

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。

（参考）ハローワーク総合評価
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令和４年度 公共職業安定所のマッチング機能に関する業務目標 【９月末実績】

主要指標 局目標値 局実績 進捗率（前年同期）

(1) 就職件数（一般） 15,852件 7,525件 47.5%（47.8%）

(2) 充足数（一般、受理地ベース） 15,412人 7,369人 47.8%（48.0%）

(3) 雇用保険受給者の早期再就職件数（８月末） 4,026件 1,923件 47.8%（39.6%）

その他指標 局目標値 局実績 進捗率

(1) 生活保護受給者等就労自立促進事業の就職率 63.5% 63.9% 0.4ﾎﾟ（9.7ﾎﾟ）

(2) 障害者の就職件数 1,107件 597件 53.9%（45.4%）

(3)
新卒者支援に係る就職支援ナビゲーターの支援による新規卒業
予定者等（既卒者含む）正社員就職件数

2,181件 740件 33.9%（31.3%）

(4)
ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期
世代（35歳～54歳)の不安定就労者・無業者の件数（８月末）

933件 333件 35.7%（49.8%）

(5)
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
（おおむね35歳未満）の件数（８月末）

906件 409件 45.1%（44.7%）

(6) 公的職業訓練の修了３ヶ月後の就職件数 566件 440件 77.7%（65.0%）

(7)
マザーズハローワーク事業における担当者制による就職支援を
受けた重点支援対象者の就職率

94.0% 96.2% 2.2ﾎﾟ（0.4ﾎﾟ）

(8) 人材不足分野の就職件数 3,644件 1,655件 45.4%（52.3%）

(9) 生涯現役支援窓口での65歳以上の就職件数 387件 232件 59.9%（55.5%）


