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1. ハローワーク山形 就職支援業務報告（平成２９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、所内のハローワーク評価に係るプロジェクトチーム（以下、「ＰＴ」という。）による毎月の進捗管理、四半期ごとのＰＤＣＡ管理

を徹底し、課題や問題点の早期把握に努めるとともに、課題等に対しては速やかに取り組みの見直しを行いました。さらに、ワーキングチーム

（以下、「ＷＴ」という。）により、毎月のスモールＰＤＣＡを実施し取組みに反映しました。 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

 当所では、毎年度当初に、全体ＰＴ（所長、全部長、各統括官）、ＷＴ（職員・相談員各２人組）を設置し、戦略会議を行っています。中長

期的な職員の育成を図る観点から、ＷＴに若手人材や相談員を積極的に参画させ、ＰＤＣＡサイクルを廻していく工夫を行いました。 

また、職業紹介関係業務の充実・強化及び雇用管理指導援助業務の積極的な実施を図るため、新規採用１年目・２年目・相談員を対象に研修

を実施し、職業紹介業務における基本スタンスと取組の方向性等について確認を行いました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

求人数の高止まりや求職者の減少傾向が続き、求人充足支援が重要な課題となっていることから、求人充足会議（選定した求人の充足支援を

協議）の充実を図ること、事業所訪問を積極的に実施することで、事業所への求人充足支援や雇用管理改善に繋がる助言や提案を行いました。 

また、高年齢者の就業ニーズの高まりを背景に、生涯現役社会の実現を目指した取組を図る足がかりとするため、６０歳以上歓迎求人の求人

一覧表の作成（月２回）、求人情報提供端末（求人を検索するパソコン）への「６０歳以上歓迎求人」（特化した項目のボタン）を設定するなど

積極的な情報提供に取り組みました。 

さらに、職業相談窓口への誘導を図るため、求人情報提供端末にハローワーク就職支援メニューを掲示し、相談窓口利用のメリットについて

周知を図りました。 

 

（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 

 求人充足支援の一環として、所内におけるミニ選考会・会社説明会を週３～４回開催しましたが、求職者のニーズとミスマッチがあるなど、
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事業成果や効率性の観点から実効性のある取組とはなりませんでした。 

 今後は、求人・求職者の総合的なニーズを踏まえ、企画・実施することとします。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

 現下の雇用失業情勢の下、求人数の増加、求職者の減少から有効求人倍率は右肩上がりで推移しており、企業の人手不足は更に深刻化してい

ます。 

このような状況にあって、人材不足分野の人材確保対策など求人充足支援サービスの強化が重要な課題となっており、それらをより効果的に

実施するためには、事業所訪問を積極的に実施し事業所ニーズを把握するとともに、求人票以上の情報を的確に把握すること、併せて、求職者

ニーズをより詳細に把握し、職業相談やきめ細かな支援に活かしていくことがマッチング機能の強化に繋がることから、更に推進していきます。 

 
 

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 
 
 

良好な成果 
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３ 特記事項 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

実績 7,775 7,833 1,689 

目標 7,646 7,822 1,700 

目標達成率 102% 100% 99% 

 



1 
 

ハローワーク米沢 就職支援業務報告（平成２９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、幅広い業種で人手不足感が強まっていることから、求人充足支援を最重要課題と捉え重点的に進めることとしました。その方策

として、求人者に対し、求人条件の緩和及び正社員求人の拡大など、求職者のニーズに合致した求人内容となるよう働きかけを行いました。

また、新たなハローワーク利用者の確保も視野に入れながら大規模就職面接会並びに所内におけるミニ就職面接会を体系的に実施しました。

特に大規模就職面接会開催時においては、事業所との将来的な信頼関係の構築・継続を目的に、「事業所訪問強化月間」と銘打ち、職員によ

る事業所訪問を強力に推進した結果、良質な求人内容の参加企業を確保することができ、平成３０年２月に開催した大規模就職面接会では、

過去最高となる２３２名の求職者が来場し、４５人の就職に結び付けることができました。   

・ 正社員就職件数・フリーターの正社員就職件数においては、毎日、ダイレクトメールチーム（５人１チーム編成で情報提供などの支援に集 

中して取り組む時間を設定）が前日受理した求人や求人充足会議等で選定した求人に対し、ダイレクトメール等のアクションを起こす求人担

当者制（求人の担当者を決めた充足支援）による集中支援を実施しました。さらに、雇用保険受給者に対する求職者担当制（担当者を決めた

就職支援）の実施、給付制限中の方に対する働きかけを能動的に行いました。これらの取組により、正社員就職件数は目標値１,４７９人を

上回る１,６４６人（達成率１１１％）、フリーターの正社員就職件数についても目標値５００人を上回る６９３人（達成率１３９％）の就職

実績をあげることができました。 

・ 一般求職者及び雇用保険受給者がともに減少を続ける中、確実に来所が見込まれる雇用保険受給者に対しては、早期の再就職を促す支援に

重点を置き、雇用保険受給者に係る認定日（雇用保険の来所指定日）全員相談の確実な実施や、給付制限期間中の職業相談来所勧奨を実施し

た結果、早期再就職件数は目標値７９０件を上回る８７７件（達成率１１１％）の実績をあげることができました。    

・ 新規高卒者（平成３０年３月卒）職業紹介状況については、地方自治体・地域雇用対策協議会・管内学校等の連携のもと、早期に求人要請

を行う等早期確保対策に取り組んだ結果、８３５人（前年同期７１１人、１７. ４％増）の求人を確保することができました。また、高校生

の就活支援として、模擬面接会や就職実現セミナー等の開催により職業意識啓発が促進され、個別支援の強化もあり３月末現在において９９.

８％（前年同期９９.８％）の内定率となりました。 
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（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 所内ミニ就職面接会（会社説明会）について、従来の求人者からの希望による開催ではなく、安定所が主体的に正社員求人に特化したり、

誘致企業や新店舗オープンに伴う求人企業に対し開催を働きかけ、年間を通じて開催することにより、求人充足はもとより事業主との信頼性

の確保に寄与することができました。 

・ 大規模就職面接会の実施では、２回目（Ｈ３０．２）の実施の際、事前に県・市・町、商工会議所・各商工会の各関係団体の担当者による

企画段階での会議を開催することで、共催機関として主体的に関わっていただくことができました。とりわけ周知方法においては、広報誌へ

の専用広告掲載をはじめ、ＳＮＳでの情報発信など積極的に実施していただいた自治体もあり、連帯感をより強めることができました。また、

大規模就職面接会や所内ミニ就職面接会をはじめ、他の関係機関が実施した就職面接会においても、当ハローワークの「適職到来」という統

一したアイコンを使用したことで、ハローワークが関係している面接会であること等を求職者・求人者双方がイメージしやすくすることがで

きました。 

・ 各スタッフが求職者担当制による支援のメリットを共有できるよう、各スタッフから好事例を集め、資料としてまとめて業務に活用してい

ます。 

・ 雇用保険部門と職業紹介部門との連携を強化するため、若手・中堅職員による検討会議を開催し、その結果を踏まえ従来から実施してきた

取組のブラッシュアップを図りました。 

・ 平成２９年１２月からシニア向けの求人情報紙の発行並びに求人情報提供端末（求人を検索するパソコン）へのシニア向け特化ボタンを設

定することにより、シニア層への就職支援をより強化しています。また、平成３０年２月から「会社見学可能求人」の特化ボタンを設定し、

応募前に会社見学を可能とすることにより応募しやすくする取り組みを開始しています。 

・ 所内環境整備として、広報媒体整備要領を定め、所内掲示物に関するルールを策定し、期限を設けてのポスター掲示やリーフレット類を分

類、仕分けして掲示することにより、各種広報物の訴求効果を高めています。 

                

（３）今後のサービス・業務改善の取組について 

・ 求人担当者制によるマッチング支援の在り方について、従来方式のメリット・デメリットを検証しながら見直しを行い、充足率の向上を図

っていきます。 

・ 在職求職者が増加している中にあって、離転職支援のみならず、定着支援を強化するなど、窓口相談スキルの向上を図ります。  

       

 



3 
 

（４）その他業務運営についての分析等 

・ 就職件数については、月間有効求職者数が前年度比で８.５％と大きく減少したなかで、求職者担当制を始め、能動的なマッチングによる

積極的なダイレクトメール等情報提供の実施など、きめ細かな就職支援に努めた結果、目標値（３,２７０件）を若干下回ったものの３,１６

７件（９７％）の実績を得ることができました。  

・ 充足数については、月間有効求職者数が前年度比で８.５％と大きく減少したなかで、求人充足会議の積極的な実施、求人条件緩和指導の

実施、積極的なミニ面接会の開催、求職者担当者制の実施など、きめ細かな充足支援に努めた結果、目標値（３,０５０件）を若干下回った

ものの２,９９８件（９８％）の実績を得ることができました。  

 

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 特記事項 

雇用保険受給者の早期再就職について、雇用保険課との連携のもとに、認定日全員相談の確実な実施や給付制限中の来所勧奨等により早期

再就職に向けマッチングに取り組みました。その結果、早期再就職件数は年度目標値７９０件を既に上回る８７７件の実績をあげたところで

す。 

 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 

実績 3,167 2,998 877 

目標 3,270 3,050 790 

目標達成率 97% 98% 111% 

 

非常に良好な成果 
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ハローワーク酒田 就職支援業務報告（平成２９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、主要指標の就職件数の目標を達成することを最も基本ととらえ、所重点指標を正社員就職件数の他、正社員に結びついたフリー

ター等の件数と介護・看護・保育分野の就職件数を選択し積極的に推進しました。職員 1 人 1人が個別に支援する求職者担当制では、平成 28

年度の実績を超える 288人を支援し就職率が 75.3％（＋28.0 ﾎﾟｲﾝﾄ）となりました。また、これまで実施していなかった介護のミニ面接会や

施設見学会等の取り組みを年度後半から行い、求職者の誘導を図ったことから、介護等の就職件数目標を上回ることが出来ました。求職者が

減少する厳しい雇用動向の中、就職件数の目標達成には至りませんでしたが、これらの取組が、就職件数の目標達成への進捗率を 99％まで引

き上げることが出来たと捉えています。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

サービスの改善・業務改善は、現在取り組んでいる業務を職員全員が同じ方向に向かって確実に実施し、その上で実効性を検証し、利用者

ニーズに沿った改善・提案を全職員が意思統一して行いました。そのことが、取り組んでいる業務の効果をアップ（新たなサービスへの挑戦）

する事に繋がり、その結果として、福祉分野の就職促進で、会社見学可能求人の取組を中心に山形県福祉人材センター等の関係機関との連携

が強化され、介護のミニ面接会や施設見学会に繋がり、介護・看護・保育分野の就職件数の目標達成に繋がりました。 

 

（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 

当所管内の人手不足感は業種全体に広がっています。業種別のミニ面接会の開催や求人説明会を企画することの他、管内市町と連携した地

域毎の会社見学ツアーを企画することにより、地域の事業所へのマッチング効果を考慮したものとして、これまでには参加できなかった求職

者も取り込んだ多数の参加者を募っていきたいと考えています。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

  求職者の数が伸びていない現状の中で、45歳以上の求職者は増加しており、特にシニア層の求職者の伸びは顕著なものがあります。これら

のシニア層への支援の強化が必要と考え、平成 29 年度後半にシニア対象の面接会を 2 回開催しました。参加した企業の方からは、次回以降
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も参加したいと好評価を受けていますので、新たな企画と併せ継続して支援していきます。 

 
 

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 特記事項 

 特になし。 

 

 

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 

実績 3,010 3,009 694 

目標 3,033 3,022 713 

目標達成率 99% 100% 97% 

 

良好な成果 
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ハローワーク鶴岡 就職支援業務報告（平成２９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 

・ 「正社員求人数」と「正社員就職件数」の目標達成を最重要取組とし、正社員求人の確保に向けた独自のチラシを作成、計画的な事業所

訪問の取組と正社員強化月間のキャンペーンを行いました。また、正社員に特化した就職面接会（ワークチャンス庄内鶴岡会場）、ミニ面

談会、求人説明会を開催した他、正社員求人一覧表を作成し紹介窓口で提供を行いました。また、確保した求人の早期充足を図るため、ス

ピード感を持って充足に向けたフォローアップの強化を図る等、メリハリをつけた取組を実施しました。 

・ この取組の結果、「正社員求人数」及び「正社員就職件数」は、年間目標を上回る実績となり、加えて、主要指標である就職件数、充足

件数についてもそれぞれ９９％、９８％とほぼ目標を達成することができました。 

② 地方自治体との連携強化に向けた取組 

   鶴岡市合同企業説明会（仙台市会場）では、市と共同による求人開拓を実施したほか、当日会場にて学生及び一般求職者に対するハロー

ワーク相談コーナーを開設するなど、連携を強化しています。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 引き続き、求職者支援の強化と職業相談窓口への誘導強化を図るため、ハローワーク支援メニューを明確化した「ハローワーク鶴岡ご利

用ガイド」の窓口における手交や、求人情報提供端末（求人を検索するパソコン：通称＝フラット）コーナー、記載台、ロビーに配置して

いるほか、「サポート・カード」を作成し、同様に設置することで窓口利用を働きかけている。 

・ 求人情報提供端末のトップ画面をハローワーク支援メニューとして窓口利用を働きかけています。 

・ 求職者減少の対応として「ハローワーク利用案内」（簡略版）を作成し、自治体、金融機関、スーパー等にも配置していただき、ハロー

ワークの利用促進を図っています。 

・ 雇用保険受給者に対する支援の充実を図るため、受給資格決定（雇用保険の受給手続き日）の約１週間後に受給者全員に対し、対象者ご

との「再就職手当シミュレーション」（手当受給見込み額）を、マッチングした求人情報と共に送付し、早期再就職の意欲促進と求職者担

当制（担当者を決めた就職支援）によるフォローアップを図っています。 
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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 

・ 取組の効果を意識しつつ結果を速やかに検証し、スピード感を持ちながら、「求人説明会」・「ミニ面談会」・「我が社の Good Point」（企

業 PR掲示ボード）の充実、「事前見学歓迎求人」の増加など、取組の精度の向上を図っていきます。 

 ・ 地域住民へのハローワーク利用促進強化のため、ハローワーク支援メニューリーフレットの全戸への配布などを検討していきます。 

   

（４）その他業務運営についての分析等 

 ・ 目標の明確化と目標に対する取組の強化に繋げるため、職員個々の進捗状況を共有したミーティングの実施を強化します。 

・ 求人及び求職者の担当者制による支援強化、求人充足会議の効果的な実施（スピード感を持った求人充足支援）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 特記事項 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

良好な成果 
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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 

実績 2,984 2,895 744 

目標 3,006 2,941 705 

目標達成率 99% 98% 106% 
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ハローワーク新庄 就職支援業務報告（平成 29 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、能動的マッチング支援に重点をおき、職員を中心に双方向の求職者担当制（担当者であることを告知して就職支援）と一方向の求

職者担当制（告知せずに支援）を組み合わせた「マッチングセレクション５５５」と銘打った独自の取組みを実施しています。早期再就職を希

望しハローワークに対する期待度が高く、職業的資産が高いと思われる一般求職者５人、雇用保険受給者５人、充足可能性が高い求人５件を選

定し、常時手元に置き（常に求職者１０人程度になるよう）、ハローワーク窓口利用後の初期段階から能動的マッチングを集中的に実施、統括

職業指導官が職員等の担当求職者リストを常に把握し、リストの共有を図り、困難事案へのアドバイスなども含め進捗管理を行ってきました。

この結果、職員による求職者担当制の目標値９６人に対して、実績が１２６人と目標を上回り、就職率も６４．３％を確保し、成果をあげてい

ます。また、「マッチングセレクション５５５」全体の取組みにおいても紹介件数７９４件、就職件数３９５件と平成２８年度を１８．３％上

回る実績をあげることができました。 

 

② 中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

 当所では、中長期的な職員の育成を図る観点から、ハローワークの職業相談場面における相談技法の向上を図るためのスキル向上研修を実施

し、加えて、各種労働関係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実施するなど、職員の資質向上に努めています。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

① 認定日（雇用保険の来所指定日）全員相談を効果的に実施するため、事前に来所予定者を把握することにより、希望職種に添った求人情報

を１件以上準備し相談に望む取組みを行いました。しかしながら、雇用保険受給者は中高年齢層が多く、提案できるような職種の求人が選定

できないケースも散見されたことから、シニア歓迎求人の求人情報一覧を毎月作成し、個別求人が提案できない場合にはこの求人情報を提案

し、求職者の意欲喚起につなげる取組みも行っています。 

 

② 求人者支援として、毎日実施している職員による求人充足会議により、早期あっせん対象として選択した求人を、求人担当者制（担当者を
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決めて充足支援）の取組として実績等の把握を行ってきたが、進捗管理が十分でなかったこともあり、選定求人を毎月リスト化し、紹介件数・

充足件数を把握する改善を図りました。その結果、月によっては、この選定求人の充足率が５０％を超えることもあり、求人担当者制の取組

みとして一定の成果をあげており、年間目標１２０件に対して実績２２１件と大幅に目標を上回りました。加えて、対象求人が３週間経過後

も未充足の場合、未充足求人会議において条件緩和指導や仕事内容の補足などの提案を求人者に行い、進捗管理も取り入れて求人者支援の充

実を図ってきました。この未充足求人会議で選定した求人については、まだ思うような充足率の向上にはつながっていませんが、事業所訪問

による画像情報の収集、求人者ニーズのなども加えたさらなる改善に取り組んでいます。 

 

（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 

 ２９年度は人手不足が著しい介護関係において、地方自治体とも連携した介護のミニ面接会を開催することができました。この地方自治体等

との連携では、看護師に係るネットワーク協議会にも参画し、人材確保に向けた課題や支援制度の周知などについて取りくんでいますが、他の

人手不足分野については目に見える形での連携が取れていない現状となっています。当所においても警備業の事業所からの要望に基づいて求人

説明会を週一回のペースで開催していますが、参加者も少なく実績も伴わない現状となっています。今後においては、警備業・運輸業・建設業

など人手不足分野の求人について、より効果的な求人説明会となるよう取り組んでいきます。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

 当所管内において、労働力人口の減少だけにとどまらず、総人口そのものが減少の一途をたどっている現状にあります。国勢調査の統計によ

れば、当所管内の最上地域人口は平成３０年１月現在７万５千人弱と約１００年前大正９年当時の人口にまで減少しています。昭和３２年には

１２万人の人口がありました。特に３０歳までの若年層の減少幅が大きく、危機的状況が続いています。このような中で、当所としても新規高

校卒業者の管内就職に力点をおいて学校とも連携し、地元企業情報の積極的な提供、高校２年生の仕事理解を深めるセミナーの開催、早期求人

提出の働きかけ、求人の量的確保などに取り組んでいます。 

 

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 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

実績 1,614 1,447 337 

目標 1,667 1,541 420 

目標達成率 97% 94% 80% 
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ハローワーク長井 就職支援業務報告（平成２９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 

・仁速マッチングプロジェクトについて 

所独自のマッチングプロジェクト「仁速マッチングプロジェクト」を行っています。求職者担当制（担当者を決めた就職支援）を活かし

ながら、求人者・求職者双方へのサポートとして、「スピードマッチング（１週間以内にマッチング行動）」及び「個別サポート（早期就職、

早期充足対策として、初回認定日（１回目の雇用保険の来所指定日）或いは毎週の求人充足会議の後から４週間マッチング行動）」を両軸と

しているほか、給付制限が経過するまで個別にフォローを行うなど、主要三指標の目標達成に向けて取組を実施しました。 

・雇用保険受給者への初回講習会について 

雇用保険説明会とは別の日に、雇用保険の受給手続きした方に対し、翌週の水曜日 10：30から１時間かけて「初回講習会」を実施してお

り、①ハローワークの利用の仕方（35分）、②早期再就職について（20分）、③最近の労働市場について（5分）の時間配分で詳しく説明を

行っています。この取組が職業相談件数及び就職率のアップに繋がっていると捉えています。 

・職場見学会＆相談会の実施について 

 月 2 回のペースで実施しており、1 回につき 1 事業所の職場見学としていますが、毎回 5～10 名の求職者の参加があり、相談会も兼ねて

いるため、応募する前に自分の希望を確認でき、紹介に至る確率も高く、就職率及び充足率アップに繋がっていると捉えています。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

・ 雇用保険受給者の就職意欲の喚起、早期再就職喚起のため、失業給付認定日（雇用保険の来所指定日）の待ち時間を利用して、再就職手当

を活用して、早期再就職のメリットを訴える『ヤッピー劇場』というコントタッチの“いい話”を創作し、「インフォメーションディスプレ

イ」にて放映しています。黒地に白という「異様さ」から始まる印象的なもので、求職者の視線が日に日に多くなってきています。地味では

あるが、観ていると、＜早期就職したほうが得だな＞と思わせるような内容となっており、今後の主要三指標の数値の右肩上がりを期待して

いるところです。 

・ 60 歳以上でも応募ができる企業が知りたいという求職者からの要望により、＜60 歳以上の方も応募歓迎＞という求人を確保して、高年齢

者用求人一覧表「エルダー」を、月１回、毎月 15日を発行日として 75部作成し提供しています。この情報によって窓口相談が増加しており、
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今後の更なる意欲喚起や就職に繋がることを期待しています。 

 

（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 

    主要三指標のうち、雇用保険受給者の早期再就職件数の数値が、思いのほか伸び悩んでいることから、給付制限が経過するまでの個別 

フォローの強化として、初回認定日に際しての再就職意欲喚起の取組を検討し、実施に向け努力する必要があると考えています。 

 

（４）その他業務運営についての分析等 

・ 所内において、毎月行っている業務推進のための戦略会議である「所内ＰＴ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ）会議」のメンバーについて、より多くの意見

を反映させるため、三半期毎にメンバーを入れ替えています。 

・ 前述の職場見学会の広報のチラシには、企業からの協力を得て、作業環境の写真や、部品だけでは想像できない完成品の写真などを掲載し

たり、従業員からのメッセージを挿入するなど、応募意欲が高まる紙面に仕上げており、求職者からは好評を得ています。 

 

 

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 

非常に良好な成果 
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３ 特記事項 

 ツアー型面接会の「会社見学会＆相談会」の企画で、在職者を含め新たなハローワーク利用者の取り込みに効果があったと分析しています。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

実績 1,134 1,033 227 

目標 1,080 920 250 

目標達成率 105% 112% 91% 
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ハローワーク村山 就職支援業務報告（平成２９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 

できるだけ短い失業期間で安定した仕事に就いていただくために、雇用保険受給者の早期再就職件数の目標達成を最重要と考え、早期に

就職した時のメリットを説明することで就職意欲を喚起し、求職者担当制（担当者を決めた就職支援）による個別支援の強化、失業認定日

（雇用保険の来所指定日）や給付制限期間（雇用保険の支給のない期間）中における綿密な職業相談等の取組を実施しました。 

こうした取組が、就職件数及び充足件数に反映され、２つの目標は達成することができましたが、受給者が減少していることから雇用保険

受給者の早期再就職件数については、目標値に若干及びませんでした。 

 ②中長期的な職員の資質向上に向けた取組 

  職員の専門性の向上を図るため、労働基準法、労働契約法及び個別労働紛争解決制度等の研修を実施しました。 

また、所長等の幹部職員による事業所訪問に若手職員及び非常勤職員を同行させるＯＪＴを積極的に実施し、事業主とのコミュニケーショ

ンスキルの向上を図りました。 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

平成２９年７月に『ハローワークご利用ガイド』を改訂（分かりやすい支援メニューへ変更、相談窓口における相談の内容やメリットを

記載等）し、求職活動を全面的にバックアップするとのメッセージを求職者に伝えるなど、信頼関係の構築に努めました。 

（３）今年度見えてきた課題と今後のサービス・業務改善の取組について 

雇用保険受給者の早期再就職件数が目標に及ばなかったことから、求職者ニーズを十分に把握することにより求人とのマッチング精度を

高め、提案型の職業相談等個別支援を強化します。 

（４）その他業務運営についての分析等 

   業績が好調である管内の主幹産業である製造業において、技術者（理系の学生を含む）の人材確保が難しくなっていることから、首都圏

の学生・在職者のＵＩＪターンを図るために、「山形県Ｕターン情報センター」及び地方自治体等との連携を強化しました。平成３０年度は、

更にＵＩＪターン歓迎求人の確保を強化し、人材確保に努めて参ります。 
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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 特記事項 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

実績 1,780 1,689 411 

目標 1,720 1,580 440 

目標達成率 103% 107% 93% 

 

非常に良好な成果 



1 
 

ハローワーク寒河江 就職支援業務報告（平成２９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、求職者ニーズを的確に把握しそのニーズに応じた就職支援を実施し、特に正社員就職を促進することを重点として職業紹介業務

を運営しました。良質な正社員求人等を確保するため計画的な事業所訪問を実施し、求人確保のほか求人条件の緩和指導、事業所ニーズの把

握及び画像情報を含む事業所情報を収集し、その情報を的確に求職者に提供することにより正社員就職の促進を図りました。また、正社員求

人を中心とした就職面談会を年３回実施し、求職者に対し就職機会を提供するとともに求人者の充足支援を図りました。就職面談会には、延

べ 129事業所と 504人の求職者が参加し、118人の就職（就職率 23.4％）が決定し、事業所、求職者双方から評価される取組となっています。 

このほか、双方向型求職者担当者制の実施、求人充足会議の充実、ミニ面接会の開催等により、マッチング機能の強化を図り就職促進に努

めました。特に人手不足感の強い福祉・介護分野では、職場見学を含むミニ面接会を開催し求人充足支援を図りました。 

  また、大学卒業予定者、ＵＩＪターン希望者向けの「山形ワークフェス in 東京」に積極的に参加し、地方の課題である人材確保に管内自

治体と共同で取り組みました。 

 

（２）サービス改善・業務改善を図った事項 

求人情報提供端末（求人を検索するパソコン：愛称＝ほっと・ナビ）利用者に対して、利用終了後の窓口利用を呼び掛けるメッセージの表

示等により窓口利用を呼び掛けるとともに、館内放送を活用して窓口利用のアナウンスを行いました。 

  また、雇用保険受給者の就職促進のため、雇用保険認定日（雇用保険の来所指定日）に最新求人情報を配付するほか、認定日全員相談を実

施し早期の再就職支援を実施しました。 

 

（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 

求人者の人手不足感が強くなってきていることから、平成 29年度３回実施した就職面談会を次年度も継続して開催することします。また、

人手不足分野を中心とした職場見学会つきのミニ面接会を求人者のニーズを踏まえながら継続して実施していきます。併せて、求職者に対し

職業相談窓口への誘導を行い、双方向型求職者担当者制を積極的に実施することにより、正社員求人への応募等を呼び掛け正社員就職の促進

を図ります。 
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（４）その他業務運営についての分析等 

  平成 29年度の新規求職者数は前年度と比較し 7.0％の減、新規求人数は 8.1％の増となりました。また、新規求職者の減少が影響し就職件

数は 11.9％の減となり、従来からの介護・福祉、建設分野以外でも人手不足感は広がっています。求人は一定数確保できている状況であるこ

とから、雇用保険受給者を中心とした求職者に対し、積極的なマッチングによる情報提供等により早期就職を支援することとします。 

 
 

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 
 

３ 特記事項 

 特になし。 

 

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 

実績 1,511 1,548 406 

目標 1,600 1,520 365 

目標達成率 94% 102% 111% 

 

良好な成果 
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