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「特別チーム」による労働時間制度の周知・指導の集中的な実施など (P9)
年次有給休暇の取得促進等に向けた周知徹底・導入支援・相談支援の実施 (P3～4)
働き方改革推進支援センターの活用促進など

働き方改革推進支援センターの活用、助成金の活用による事業主への支援 (P3)

●

●

●

山形労働局の最重点施策

労働参加率と労働生産性の向上が必要

1. 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底

1. ハローワークのマッチング機能の強化等

２. 人材不足分野等における人材確保・育成支援対策の推進　

３. 雇用管理改善、職業能力の向上への支援

景気動向・少子化を反映し、雇用情勢が着実に改善している中で、
一定の分野で人手不足が顕著になっている。具体的な課題は次のとおり。

人材不足分野等における人材確保対策の推進

２. 同一労働同一賃金による均等・均衡待遇や非正規雇用労働者の正社員転換の取組

女性活躍推進法の履行確保と中小企業の取組への支援 (P4～5)
仕事と家庭の両立支援対策の推進 (P5～6)、ライフステージに対応した活躍支援 (P17)

●

●

最低賃金・賃金引上げに向けた助成金等の活用促進 (P8、15）
生産性向上人材育成支援センターによる生産性向上支援訓練の活用促進 (P14)

●

●

新規求人数89,299人（前年同期比8.0%増。H29・12累計）
新規求職者数42,431人（前年同期比5.1%減少。H29・12累計）
有効求人倍率1.64倍（平29・12）、正社員求人倍率1.10倍（同）（参照P14、P16）

●

●

●

重篤な災害を防止するための重点業種に対する取組 (P11～12)
過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 (P12)
就業構造の変化及び働き方の多様化に応じた対策の推進 (P12)

●

●

●

ハローワークのマッチング機能及び地方自治体等との連携の強化　
人材不足分野等での雇用管理改善、マッチング機能強化、能力開発の総合的な展開
生産性向上に資する人材育成の強化

●

●

●

職業紹介業務の充実強化 (P14) 
ハローワークが保有する求人情報等の地方自治体等への提供 (P19)

積極的かつ計画的な事業所訪問の実施 (P14)●

●

雇用管理改善を図る事業主への助成による支援 (再掲 )(P15)
生産性向上人材育成支援センターによる生産性向上支援訓練の活用促進 (再掲 )(P14)

12次防の達成状況　(平成30年1月末現在)

●

●

人材不足分野等における人材確保等の総合的な推進・マッチング支援の強化 (P16)

・雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進
・ハローワーク山形に設置する「人材確保対策コーナー」による就職支援・求人充足支援

●

ＵＩＪターンの推進 (P17)●

重点業種における死亡災害等の防止、冬期特有災害、転倒災害、非正規雇用労働者等の
災害防止、過重労働による健康障害防止、メンタルヘルス対策が必要

●

●

３. 女性の活躍推進

４. 最低賃金等の引上げに向けた生産性向上等への支援、
　  生産性向上人材育成支援センターの活用

⇒これらを阻む様々な問題点を見直そうというのが「働き方改革」

山形県における人口の将来推計現状

最重点施策Ⅰ 「働き方改革」などを通じた労働環境の整備と生産性向上

最重点施策Ⅱ

最重点施策Ⅲ

課題

現状

現状

課題

課題

施策

施策

施策

長時間労働(H28)の是正 非正規労働者(H27)の処遇改善

・非正規労働者の割合29.5%
・一般労働者と短時間労働者の賃金格差66.22%

（全国34.9%）

（全国58.0％）

・労働生産性690万円
・製造業付加価値額933万円

（全国37位、Ｈ25）

（全国1,428万円、H26）

労働生産性(就業者1人当たり)の向上

・年間総実労働時間2036時間
・年休取得率49.7％

(全国2020時間)

(全国49.4％)

・女性(25～44歳)の就業率79.8％
・管理的職業従事者割合15.2％

(全国65.9％)

(全国16.4％)

女性(H27)の活躍推進

●

死亡災害 :
死傷災害 :

〈目標〉15%以上減少(11人以下)
〈目標〉20％以上減少(996人以下)

〈結果〉64.3%減少(5人)
〈結果〉9.5%減少(1,128人：推計値)　

人材不足分野における人材確保対策の推進

第13次労働災害防止計画に基づく労働災害の防止と健康確保対策の推進

目標達成

目標未達成

【重点施策の該当箇所に◎を付しています】
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雇用環境・均等室

1

同一労働同一賃金の実現に向けた均等・均衡待遇や非正規雇用労働者の正社員転換の取組

●均等・均衡待遇に関する相談支援の実施と、ガイドラインの周知による職務分析・職務評価
の普及促進。また、「働き方改革推進支援センター」の周知による活用促進
●「キャリアアップ助成金」の周知による活用促進
●パートタイム労働法の確実な履行に向け、計画的な報告徴収の実施、法違反企業に対する
迅速かつ厳正な指導の実施
●同一労働同一賃金に関する法制度の周知

　企業において、労働者が働きやすい雇用環境を実現するために働き方改革と女性活躍の推進
を一体的に取り組むことが重要であり、これらについて企業が行う取組を一体的に支援

　女性活躍推進法に基づいて策定された一般事業主行動計画の着実な実行など法の実効性の
確保、法に基づく取組が努力義務である300人以下の中小企業における取組の加速化を図る必
要がある。

　非正規雇用で働く労働者の正社員転換・待遇改善を進めるため、同一労働同一賃金など非正
規雇用労働者の処遇改善の取組について、周知と支援が必要である。
　また、パート労働法の周知・指導及びパートタイム労働者の均等・均衡待遇の推進等を図る必要
がある。

　労働者のワーク・ライフ・バランスを改善し、働きやすい社会の実現のため、生産性を高めながら
労働時間の短縮等に取り組む事業主等の支援、年次有給休暇の取得促進に向けた普及啓発に努
めるとともに、地域のイベントなどの特性を活かした取組や平成30年度から実施される学校休業
日（キッズウィーク）による取組の推進に向け、地方自治体等と連携を図っていく必要がある。

長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進等

女性の活躍推進等

働き方改革と女性活躍の推進の一体的な取組支援

重点施策

●積極的な指導等による男女雇用機会均等法令の履行確保、法違反に対しては迅速・厳正な
是正指導を実施
●ポジティブ・アクションに取り組む事業主に対する支援の実施
●女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画策定等が義務となる労働者数301人以上
の企業に対する策定・届出等の履行確保、同法に基づく報告徴収の実施による取組の実効
性の確保

重点施策

●長時間労働を前提とした職場慣行を変革し、定時退社や
年次有給休暇取得促進の取組をはじめとする働き方改革
に取り組むよう、主要企業トップ等に対する要請の実施
●年次有給休暇の取得しやすい時季を捉えた取得促進の
周知・広報
●「改正労働時間等見直しガイドライン」の周知啓発、働き
方・休み方改善コンサルタント等による労働時間等の設
定の改善のための助言・指導等の実施

●「山形県正社員転換・働き方改革等実現会議」を通じた、
地方公共団体、労使団体及び金融機関等、地域の関係者
との協力推進と気運醸成

重点施策

年次有給休暇の取得率等の推移

管理的職業従事者に占める女性の割合(全国・東北)

◎

◎

◎
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雇用環境・均等室

職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進　

柔軟な働き方に関する普及促進等

総合的ハラスメント対策の一体的実施

●「えるぼし」認定についての周知と、認定申請に向けた企業の取組を支援
●取組が努力義務とされている労働者数300人以下の中小企業に対する周知・啓発と助成
金等の活用を通じた取組支援の実施

認定マークは「女性活躍推進企業」の証です
認定マーク

愛称 「えるぼし」

女性の年齢階級別労働力率の変化(全国・山形県)

●改正育児・介護休業法の確実な履行確保等

●男性の育児休業取得等の促進

●両立支援に取り組む事業主に対する支援

一般事業主行動計画の策定・届出及び認定取得への取組の更なる促進
くるみん認定及びプラチナくるみん認定のメリットや、認定基準の周知

「パパ・ママ育休プラス」や、「育児休業等制度の個別周知」及び「育児目的休暇の創設」に
係る努力義務などの制度や助成金の周知等による男性の育児休業の取得促進

両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に取り組む事業主を支援する両立支援等助
成金の活用促進

●次世代育成支援対策の推進

重点施策

●雇用型テレワーク「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のため
のガイドライン」の周知
●「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知
●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知

重点施策

●職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント、パ
ワーハラスメントの未然防止と相談への迅速な対応
●事業主の妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント防止措置が着実に講じられるよう
「全国ハラスメント撲滅キャラバン」の実施による周知徹底

重点施策

次世代認定マーク「くるみん」は
子育てサポート企業の証です

2 安心して働くことができる環境整備の推進
　男性の育児休業の取得促進、育児・介護等により離職した者の復職支援のため、助成金の支給
等により、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む事業主等を支援する必要がある。

　育児休業や介護休業等を取得しやすい環境を整備するため、改正育児・介護休業法の周知と
確実な履行の確保及び有期契約労働者が多く雇用されている業種等に重点を置いた育児休業
制度等の規定整備の促進、介護離職が多い業種等に重点を置いた介護休業制度等の規定整備
の促進

「仕事と介護を両立できる
職場環境」整備促進のた
めのシンボルマーク

◎
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雇用環境・均等室

職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進　

柔軟な働き方に関する普及促進等

総合的ハラスメント対策の一体的実施

●「えるぼし」認定についての周知と、認定申請に向けた企業の取組を支援
●取組が努力義務とされている労働者数300人以下の中小企業に対する周知・啓発と助成
金等の活用を通じた取組支援の実施

認定マークは「女性活躍推進企業」の証です
認定マーク

愛称 「えるぼし」

女性の年齢階級別労働力率の変化(全国・山形県)

●改正育児・介護休業法の確実な履行確保等

●男性の育児休業取得等の促進

●両立支援に取り組む事業主に対する支援

一般事業主行動計画の策定・届出及び認定取得への取組の更なる促進
くるみん認定及びプラチナくるみん認定のメリットや、認定基準の周知

「パパ・ママ育休プラス」や、「育児休業等制度の個別周知」及び「育児目的休暇の創設」に
係る努力義務などの制度や助成金の周知等による男性の育児休業の取得促進

両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に取り組む事業主を支援する両立支援等助
成金の活用促進

●次世代育成支援対策の推進

重点施策

●雇用型テレワーク「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のため
のガイドライン」の周知

●「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知
●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知

重点施策

●職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント、パ
ワーハラスメントの未然防止と相談への迅速な対応
●事業主の妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント防止措置が着実に講じられるよう
「全国ハラスメント撲滅キャラバン」の実施による周知徹底

重点施策

次世代認定マーク「くるみん」は
子育てサポート企業の証です

2 安心して働くことができる環境整備の推進
　男性の育児休業の取得促進、育児・介護等により離職した者の復職支援のため、助成金の支給
等により、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む事業主等を支援する必要がある。

　育児休業や介護休業等を取得しやすい環境を整備するため、改正育児・介護休業法の周知と
確実な履行の確保及び有期契約労働者が多く雇用されている業種等に重点を置いた育児休業
制度等の規定整備の促進、介護離職が多い業種等に重点を置いた介護休業制度等の規定整備
の促進

「仕事と介護を両立できる
職場環境」整備促進のた
めのシンボルマーク

◎
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雇用環境・均等室

個別労働関係紛争の解決の促進

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

適正な労働条件の整備男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法関係の紛争解決の援助

労働条件の確保・改善対策（周知・啓発等）

●総合労働相談コーナーでの適切な相談対応、ワンストップサービスの実施
●円滑かつ迅速な解決に向けた助言・指導及びあっせんの実施
●労働紛争の未然防止、労働紛争解決制度の周知・啓発
●国、県、労働組合及び民間の紛争解決機関との連携強化

●紛争の円滑かつ迅速な解決に向けた男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタ
イム労働法に基づく労働局長の紛争解決の援助又は調停の実施

重点施策 ●中小企業等への労働契約法に基づく無期転換ルールの周知・啓発と、専門的知識等を有す
る有期雇用労働者等に関する特別措置法の円滑な施行
●「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実施

●労働能率増進の設備導入等を行い、事業場内最低賃金引上げを行う中小企業等を支援
する業務改善助成金制度の周知
●「働き方改革推進支援センター」（委託事業）において、賃金引上げのための業務改善等
に関する相談支援、各種セミナー等への専門家の派遣を実施
●中小企業から構成される事業主団体に、時間外労働等改善助成金の中に新設された団
体推進コースの周知

重点施策

重点施策

●職務、勤務地、勤務時間を限定した「多様な正社員」の普及・拡大
●山形県の「医療勤務環境改善支援センター」における医療労務アドバイザーによる医療従
事者に対する勤務環境の改善に向けた取組の促進

重点施策

　中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境の整備のため、中小企業・小規模事業者の生産
性向上に向けた支援措置を推進する必要がある。

勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員

多様な正社員とは？

・勤務地限定正社員

・職務限定正社員

・勤務時間限定正社員

・いわゆる正社員

転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤
が一切ない正社員
例えば、全国転勤のない営業職

担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されて
いる正社員
例えば、ディーラーなど、特定の職務のスペシャリスト

所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されている正社員
例えば、短時間勤務（１日６時間程度）の事務職

平成29年(1～12月)における個別労働関係紛争の相談内容(速報値)

◎

◎
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雇用環境・均等室

個別労働関係紛争の解決の促進

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

適正な労働条件の整備男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法関係の紛争解決の援助

労働条件の確保・改善対策（周知・啓発等）

●総合労働相談コーナーでの適切な相談対応、ワンストップサービスの実施
●円滑かつ迅速な解決に向けた助言・指導及びあっせんの実施
●労働紛争の未然防止、労働紛争解決制度の周知・啓発
●国、県、労働組合及び民間の紛争解決機関との連携強化

●紛争の円滑かつ迅速な解決に向けた男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタ
イム労働法に基づく労働局長の紛争解決の援助又は調停の実施

重点施策 ●中小企業等への労働契約法に基づく無期転換ルールの周知・啓発と、専門的知識等を有す
る有期雇用労働者等に関する特別措置法の円滑な施行
●「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実施

●労働能率増進の設備導入等を行い、事業場内最低賃金引上げを行う中小企業等を支援
する業務改善助成金制度の周知
●「働き方改革推進支援センター」（委託事業）において、賃金引上げのための業務改善等
に関する相談支援、各種セミナー等への専門家の派遣を実施
●中小企業から構成される事業主団体に、時間外労働等改善助成金の中に新設された団
体推進コースの周知

重点施策

重点施策

●職務、勤務地、勤務時間を限定した「多様な正社員」の普及・拡大
●山形県の「医療勤務環境改善支援センター」における医療労務アドバイザーによる医療従
事者に対する勤務環境の改善に向けた取組の促進

重点施策

　中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境の整備のため、中小企業・小規模事業者の生産
性向上に向けた支援措置を推進する必要がある。

勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員

多様な正社員とは？

・勤務地限定正社員

・職務限定正社員

・勤務時間限定正社員

・いわゆる正社員

転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかったり、あるいは転勤
が一切ない正社員
例えば、全国転勤のない営業職

担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定されて
いる正社員
例えば、ディーラーなど、特定の職務のスペシャリスト

所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されている正社員
例えば、短時間勤務（１日６時間程度）の事務職

平成29年(1～12月)における個別労働関係紛争の相談内容(速報値)

◎

◎
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労働基準部

1 「働き方」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上

2 最低賃金制度の適切な運営

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底

　依然として長時間労働の実態が認められる中「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）において、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対
する全社的な是正指導の実施など、法規制の執行を強化するとされたことを踏まえ、引き続き、
長時間労働が行われている企業等に対する取組を徹底していく必要がある。

●過重労働が行われているおそれのある事業場に対する、適正な労働時間管理及び健康管
理に関する窓口指導、監督指導の徹底
●３６協定が適正に締結されるよう、協定当事者に係る要件も含めた関係法令の労使に対す
る周知、不適正な３６協定が届け出られた場合の指導の徹底
●１１月を「過重労働解消キャンペーン」（仮称）期間として、集中的な周知・啓発等の実施
●「労働時間の適正な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」を周知
●過労死等防止啓発月間（11月）における「過労死等防止対策推進シンポジウム」等の取
組、啓発等の実施

●県内すべての労働基準監督署に特別チーム「労働時間改善指導・援助チーム」及び「労働
時間相談・支援コーナー」を編成、設置し、法制度等の周知、助言等の窓口対応を実施

重点施策

労働条件の確保・改善対策

●労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に対しては、厳正に
対処
●解雇、賃金不払等に関する申告事案について、早期解決のために迅速かつ適切に対応
●監督指導時における「労働時間の適正な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」に基づく労働時間管理の確認、賃金不払残業の防止
●外国人労働者、技能実習生、自動車運転者、介護労働者、障害者等の特定の労働分野につ
いて、関係行政機関と連携しつつ、労働基準関係法令遵守の徹底を図るための監督指導
等の実施
●労災かくしの疑いのある事案の把握及び調査を実施するとともに、その存在が明らかに
なった場合には、司法処分を含め厳正に対処

重点施策

●山形県地方最低賃金審議会の円滑な運営
●最低賃金額の改正等について、労使に対して
周知し、遵守の徹底を図るとともに、最低賃金
の履行確保上問題があると考えられる業種等
を重点とした監督指導の実施

重点施策

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果（平成28年度）

3 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり

第13次労働災害防止計画(2018年度～2022年度)

　重点業種における死亡災害等の防止、冬期特有災害、転倒災害、非正規雇用労働者等の災害
防止、過重労働による健康障害防止、メンタルヘルス対策の推進が必要である。

一般労働者の年間総実労働時間の推移(パートタイム労働者以外)

監督指導の実施事業場　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  371
1か月80時間を超える違法な時間外・休日労働が認められた事業場　　　　　84（22.6％）
うち、1か月100時間を超えた事業場 　　 　　　　　　　　　　　　　　　54（14.6％）

◎
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労働基準部

1 「働き方」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上

2 最低賃金制度の適切な運営

長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底

　依然として長時間労働の実態が認められる中「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）において、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対
する全社的な是正指導の実施など、法規制の執行を強化するとされたことを踏まえ、引き続き、
長時間労働が行われている企業等に対する取組を徹底していく必要がある。

●過重労働が行われているおそれのある事業場に対する、適正な労働時間管理及び健康管
理に関する窓口指導、監督指導の徹底
●３６協定が適正に締結されるよう、協定当事者に係る要件も含めた関係法令の労使に対す
る周知、不適正な３６協定が届け出られた場合の指導の徹底
●１１月を「過重労働解消キャンペーン」（仮称）期間として、集中的な周知・啓発等の実施
●「労働時間の適正な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」を周知
●過労死等防止啓発月間（11月）における「過労死等防止対策推進シンポジウム」等の取
組、啓発等の実施
●県内すべての労働基準監督署に特別チーム「労働時間改善指導・援助チーム」及び「労働
時間相談・支援コーナー」を編成、設置し、法制度等の周知、助言等の窓口対応を実施

重点施策

労働条件の確保・改善対策

●労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に対しては、厳正に
対処
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労働基準部

重点施策

●災害の増加傾向にある業種等への対応

●業種横断的な災害防止対策

・ 労働災害防止団体等と連携した「STOP！転倒災害プロジェクト」による啓発・指導
・ 腰痛を防止するため、介護労働者の身体的負担軽減に効果的な機器の導入の促進
・ 熱中症予防対策として、WBGT測定器の普及等
・ 交通労働災害防止対策として、関係機関と連携した「交通労働災害防止のためのガイドライン」
による指導

・ 派遣労働者を始めとした非正規雇用労働者や外国人労働者（技能実習生を含む。）に対する安
全衛生教育の徹底、職場における「危険の見える化」の推進等安全衛生活動の活性化

・ 第三次産業について、多店舗展開企業等の本社・本部に対する指導による全社的な労働災害防
止活動の取組の促進

・ 陸上貨物運送事業者に対する「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」
の周知・指導等の実施

重点施策

●建設業
　法令に基づく墜落災害防止措置の遵守徹底、墜落防止措置用保護具の構造を原則フルハーネ
ス型安全帯とする労働安全衛生規則等の改正（平成30年度中公布予定）の周知

●製造業
　機械等に起因する災害の防止、機械の包括的な安全基準に関する指針に基づく製造時のリスク
アセスメントの確実な実施、ユーザーに対する残留リスク等の情報の確実な提供等の周知

●林業
　「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」等の周知

重点施策

●労働者の健康確保対策の強化（長時間労働者に対する医師による面接指導の実施の徹底等）
●職場におけるメンタルヘルス対策等の推進（ストレスチェックの実施とその集団分析・職場環境
改善の取組の指導等）

重篤な災害を防止するための重点業種に対する取組

過労死等の防止対策、労働者の健康確保対策等の推進

就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

治療と仕事の両立支援

重点施策

●山形産業保健総合支援センターと連携し「事業場における治療と職業生活の両立支援のための
ガイドライン」等の周知

●「地域両立支援推進チーム」の活動を通じた地域企業、医療機関等関係者との連携の促進
●治療と仕事の両立支援に取り組む事業者に対する助成金制度の周知と利用勧奨

計画の目標

●死亡災害を5年間で15％以上減少

●死傷災害（休業4日以上）を5年間で５％以上減少

●その他の目標

労働災害発生状況

建設業・製造業   ：　死亡者数を15％以上減少
林          　業　：　各年とも死亡災害ゼロを目指す
陸上貨物運送事業・小売業・社会福祉施設・飲食店　：　死傷年千人率で5％以上減少

仕事上の不安・悩み・ストレスの相談先が職場にある労働者の割合 ： 90％以上

メンタルヘルス対策に取組む事業場の割合 ： 80％以上

ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合 ： 60％以上

化学物質のラベル表示と安全データシートの交付を行っている譲渡提供者の割合 ： 80％以上

腰痛による労働災害（第三次産業・陸上貨物運送事業）の死傷災害 ： 死傷年千人率で5％以上減少

熱中症による死亡災害 ： 2018-2022年の各年ともゼロを目指す

●重点業種の目標

◎

◎

◎
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労働基準部
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●「地域両立支援推進チーム」の活動を通じた地域企業、医療機関等関係者との連携の促進
●治療と仕事の両立支援に取り組む事業者に対する助成金制度の周知と利用勧奨
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●死亡災害を5年間で15％以上減少

●死傷災害（休業4日以上）を5年間で５％以上減少

●その他の目標
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建設業・製造業   ：　死亡者数を15％以上減少
林          　業　：　各年とも死亡災害ゼロを目指す
陸上貨物運送事業・小売業・社会福祉施設・飲食店　：　死傷年千人率で5％以上減少

仕事上の不安・悩み・ストレスの相談先が職場にある労働者の割合 ： 90％以上

メンタルヘルス対策に取組む事業場の割合 ： 80％以上

ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合 ： 60％以上
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労働基準部 職業安定部

化学物質等による健康障害防止対策の推進　

自主的な安全衛生活動の促進

重点施策

重点施策

●化学物質の取扱い事業場に対する特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の遵守
徹底等

●ラベル表示と安全データシート（SDS）の交付の徹底、リスクアセスメントの実施及びリスク低減対
策の取組促進

●建築物解体作業に対する石綿障害予防規則及び技術上の指針に基づく指導
●石綿に関する届出等の改正についての地方自治体との連携等
●労働安全衛生法により努力義務化された受動喫煙防止対策の必要性及び助成金制度の周知
●粉じん障害防止規則その他関係法令の遵守、第9次粉じん障害防止総合対策に基づく取組の推進

重点施策

●災害防止団体等主導の「事業場参加型の災害防止運動」「（仮称）山形ゼロ災運動」の実施
●労働災害防止団体等との連携による「冬の労災をなくそう運動」の実施

「事業場参加型の災害防止運動」（仮称：山形ゼロ災運動）、「冬の労災をなくそう運動」等を通じ
て、自主的な安全衛生管理活動の促進

　ハローワーク、民間人材ビジネス、地方自治体などの外部労働市場全体のマッチング機能を強化
するため、国の雇用対策の基軸をなすハローワークが率先してマッチング機能を更に強化し、雇用
のセーフティネットとしての機能を高める必要がある。

職業紹介業務の充実強化

●求職者に対する就職支援の更な
る強化

　予約制、担当者制を積極的に活
用するなどきめ細やかな就職支
援等の促進

●正社員求人等の確保及び正社
員就職の実現のための取組の
強化

●求人者に対する充足支援の更な
る強化

重点施策

積極的かつ計画的な事業所訪問の実施

●事業所との信頼関係「顔の見える関係づくり」に努め、良質で応募しやすい求人の確保及び求人
充足可能性向上のためのフォローアップを強化

1 ハローワークのセーフティネットとしての機能の強化

地域のニーズに即した公共職業訓練・求職者支援訓練の展開

2 人材開発関係業務の推進及び就職支援

重点施策

●山形労働局及びハローワークにおける求人者及び求職者の職業訓練ニーズの把握と、県及
び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部に体系的に提供

●地域訓練協議会の活用等による求職者の動向や訓練ニーズの的確な把握と、県と連携した
公共職業訓練及び求職者支援訓練に係る総合的な計画の策定

●ジョブ・カード及び人材開発支援助成金の活用促進、生産性向上人材育成支援センター等を
活用した在職者訓練の充実による労働者の職業能力の向上と企業の労働生産性向上のた
めの能力開発への支援

求人・求職・求人倍率の推移

◎

◎

◎
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労働基準部 職業安定部

化学物質等による健康障害防止対策の推進　
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のセーフティネットとしての機能を高める必要がある。
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重点施策
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職業安定部

生産性向上、賃金引き上げのための支援

3 「働き方改革」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上

適切な受講あっせん

重点施策

●職業選択やキャリア形成の方向付けの支援を必要とする訓練受講希望者に対するジョブ・カード
を活用したキャリアコンサルティングの積極的な実施

訓練修了（予定）者に対する就職支援の強化

重点施策

●公共職業訓練受講者について、ハローワークと訓練実施機関で受講者の就職状況等の共有を
図り、訓練修了時に未就職の者への積極的な就職支援の実施

●求職者支援訓練受講者について、指定来所日の効果的な活用、担当者制による集中的な支援、
訓練で身に付けたスキルが活用可能な求人の開拓など、安定した就職の実現に向けた積極的な
支援の実施

非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善

重点施策

●雇用環境・均等室と連携し、非正規労働者の企業内での正社員化や処遇改善といったキャリア
アップの取組を促進するための「キャリアアップ助成金」の積極的な活用の促進と支援の実施

人材確保・育成支援対策の推進や労働生産性の向上等による労働環境整備

重点施策

●雇用管理改善、生産性向上等に取り組む事業主等を支援する人材確保等支援助成金（仮称）の
周知や制度の活用促進を図り、事業主自身の主体的な雇用管理改善による「魅力ある職場づく
り」を推進

●福祉、建設、警備、運輸分野等について、ハローワーク山形に設置する「人材確保対策コー
ナー」を中心に、地方自治体や地域の関係機関とも連携し、当該分野への就職支援及び求人充
足を支援。特に介護分野については、山形県福祉人材センター、山形県ナースセンター、介護
労働安定センターや地方自治体と連携し就職面談会等の取組を一体的に実施

　中小企業等が事業展開を図るためには、技術力などの強みを引き続き強化しつつ、業務の合
理化・効率化を進めるなど、労働生産性の向上に向けた人材育成支援の充実・強化を図る必要が
ある。

　人材不足分野の人材確保等を図るためには、それぞれの職場の魅力を高め（雇用管理指導）、
そこに人を誘導する（マッチング機能強化）とともに、個々の能力を高める（能力開発）等の対策
を総合的に推進する必要がある。

重点施策

●雇用関係助成金について、地域の関係機関及び事業主団体等と連携し、事業主に対して制度の
積極的な活用を促し、企業の生産性向上の取組を支援

●金融機関と連携し、労働生産性向上に資する設備等への投資により雇用管理改善を図る事業主
に対する助成を実施

山形県及び基礎自治体との雇用対策協定による連携強化

4 地方自治体と一体となった雇用対策の推進

　地方自治体が実施する産業施策、福祉施策、雇用施策、教育施策等と緊密な連携を図ることが
重要である。

重点施策

●自治体の要望の把握、積極的な対応等相互の連携基盤の強化
●雇用対策協定に基づく事業計画による目標の策定及び進捗管理による雇用対策の推進

人手不足分野(職種)における求人・求職の状況 H30年1月分

一体的実施事業の推進

重点施策

●若年者、生活困窮者、東日本大震災避難者に対する生活から就労までの総合的な支援を実施し
ているトータル・ジョブサポート山形・酒田・米沢及び新庄の利用者拡大と「チーム支援」の実施

◎

◎

◎
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生産性向上、賃金引き上げのための支援

3 「働き方改革」の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上
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●雇用管理改善、生産性向上等に取り組む事業主等を支援する人材確保等支援助成金（仮称）の
周知や制度の活用促進を図り、事業主自身の主体的な雇用管理改善による「魅力ある職場づく
り」を推進

●福祉、建設、警備、運輸分野等について、ハローワーク山形に設置する「人材確保対策コー
ナー」を中心に、地方自治体や地域の関係機関とも連携し、当該分野への就職支援及び求人充
足を支援。特に介護分野については、山形県福祉人材センター、山形県ナースセンター、介護
労働安定センターや地方自治体と連携し就職面談会等の取組を一体的に実施

　中小企業等が事業展開を図るためには、技術力などの強みを引き続き強化しつつ、業務の合
理化・効率化を進めるなど、労働生産性の向上に向けた人材育成支援の充実・強化を図る必要が
ある。

　人材不足分野の人材確保等を図るためには、それぞれの職場の魅力を高め（雇用管理指導）、
そこに人を誘導する（マッチング機能強化）とともに、個々の能力を高める（能力開発）等の対策
を総合的に推進する必要がある。

重点施策

●雇用関係助成金について、地域の関係機関及び事業主団体等と連携し、事業主に対して制度の
積極的な活用を促し、企業の生産性向上の取組を支援

●金融機関と連携し、労働生産性向上に資する設備等への投資により雇用管理改善を図る事業主
に対する助成を実施

山形県及び基礎自治体との雇用対策協定による連携強化

4 地方自治体と一体となった雇用対策の推進

　地方自治体が実施する産業施策、福祉施策、雇用施策、教育施策等と緊密な連携を図ることが
重要である。

重点施策

●自治体の要望の把握、積極的な対応等相互の連携基盤の強化
●雇用対策協定に基づく事業計画による目標の策定及び進捗管理による雇用対策の推進

人手不足分野(職種)における求人・求職の状況 H30年1月分

一体的実施事業の推進

重点施策

●若年者、生活困窮者、東日本大震災避難者に対する生活から就労までの総合的な支援を実施し
ているトータル・ジョブサポート山形・酒田・米沢及び新庄の利用者拡大と「チーム支援」の実施
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職業安定部

5 女性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画

重点施策

●家庭環境に配慮した職業相談・職業紹介の実施
●特定求職者雇用開発助成金や職業訓練制度、トライアル雇用奨励金及び自治体が行う各種支援
制度の活用による職業相談、紹介の実施

●８月の児童扶養手当現況届提出時における「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャン
ペーン」（自治体へのハローワーク臨時相談窓口設置）の実施

重点施策

●ハローワーク山形及び酒田に設置する「生涯現役支援窓口」において、高年齢者に対する職業
生活再設計支援や高年齢求職者に対するチーム支援を実施し、65歳以上の高年齢求職者へ
の支援を強化

●年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働
くことができる「生涯現役社会」の実現に
向け、高年齢者雇用安定法に基づく高年
齢者雇用確保措置を講じていない事業主
に対して的確に助言・指導を実施するとと
もに、必要に応じて労働局・ハローワーク幹
部による指導を実施

●臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望
する高年齢者の受け皿としてシルバー人
材センター事業が十分に機能するよう、適
正な運営について指導するとともに「生涯
現役促進地域連携事業」による地域の高
年齢者就業促進

ＵＩＪターンの推進

重点施策

●県外の大学等に進学した学生等及び県内での就職を希望する県外在住者を対象に、自治体と連
携した地元及び首都圏での就職ガイダンスの開催

●子育てしながら働きたい親を支援する施設として、マザーズジョブサポート山形・庄内を展開し、
「チーム支援」を実施

母子家庭の母等の雇用対策の推進

重点施策

●マザーズコーナーにおいて、求職者の状況に応じた就職実現プラン策定によるきめ細かな職業
相談・職業紹介の実施

●山形県との一体的実施事業として設置した「マザーズジョブサポート山形」・「マザーズジョブサ
ポート庄内」における、「チーム支援」による仕事と育児の両立支援の推進

女性のライフステージに対応した活躍支援

重点施策

●「若者雇用促進法」に基づく、新卒者の募集を行う企業による職場情報の提供及び若者の雇
用管理が優良な中小企業を認定する制度（ユースエール認定制度）の周知及び取組の促進

●「ユースエール認定制度」や職場情報等、新卒者等若者に対し積極的
な情報発信や就職面接会等の実施

●フリーター等に対するキャリアコンサルティングを通じた職業訓練へ
の誘導及びあっせん機能の強化

●離学者に対する就職支援情報等の提供
●就職後の定着支援等を強化
●学校等の関係機関との連携による若年者への労働法制の周知

新卒者若者等への正社員就職の主な支援

高年齢者の雇用対策の推進

ア 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の推進

イ 若者の活躍促進

ウ 高年齢者・がん患者等・障害者の雇用対策の推進

がん患者等への就職支援

重点施策

●がん等の長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者について、がん診療連携拠点病院等と
の連携を図り、個々の患者の希望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介などの就職支援の
実施

希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合
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職業安定部

5 女性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画

重点施策

●家庭環境に配慮した職業相談・職業紹介の実施
●特定求職者雇用開発助成金や職業訓練制度、トライアル雇用奨励金及び自治体が行う各種支援
制度の活用による職業相談、紹介の実施

●８月の児童扶養手当現況届提出時における「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャン
ペーン」（自治体へのハローワーク臨時相談窓口設置）の実施

重点施策

●ハローワーク山形及び酒田に設置する「生涯現役支援窓口」において、高年齢者に対する職業
生活再設計支援や高年齢求職者に対するチーム支援を実施し、65歳以上の高年齢求職者へ
の支援を強化

●年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働
くことができる「生涯現役社会」の実現に
向け、高年齢者雇用安定法に基づく高年
齢者雇用確保措置を講じていない事業主
に対して的確に助言・指導を実施するとと
もに、必要に応じて労働局・ハローワーク幹
部による指導を実施

●臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望
する高年齢者の受け皿としてシルバー人
材センター事業が十分に機能するよう、適
正な運営について指導するとともに「生涯
現役促進地域連携事業」による地域の高
年齢者就業促進

ＵＩＪターンの推進

重点施策

●県外の大学等に進学した学生等及び県内での就職を希望する県外在住者を対象に、自治体と連
携した地元及び首都圏での就職ガイダンスの開催

●子育てしながら働きたい親を支援する施設として、マザーズジョブサポート山形・庄内を展開し、
「チーム支援」を実施

母子家庭の母等の雇用対策の推進

重点施策

●マザーズコーナーにおいて、求職者の状況に応じた就職実現プラン策定によるきめ細かな職業
相談・職業紹介の実施

●山形県との一体的実施事業として設置した「マザーズジョブサポート山形」・「マザーズジョブサ
ポート庄内」における、「チーム支援」による仕事と育児の両立支援の推進

女性のライフステージに対応した活躍支援

重点施策

●「若者雇用促進法」に基づく、新卒者の募集を行う企業による職場情報の提供及び若者の雇
用管理が優良な中小企業を認定する制度（ユースエール認定制度）の周知及び取組の促進

●「ユースエール認定制度」や職場情報等、新卒者等若者に対し積極的
な情報発信や就職面接会等の実施

●フリーター等に対するキャリアコンサルティングを通じた職業訓練へ
の誘導及びあっせん機能の強化

●離学者に対する就職支援情報等の提供
●就職後の定着支援等を強化
●学校等の関係機関との連携による若年者への労働法制の周知

新卒者若者等への正社員就職の主な支援

高年齢者の雇用対策の推進

ア 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の推進

イ 若者の活躍促進

ウ 高年齢者・がん患者等・障害者の雇用対策の推進

がん患者等への就職支援

重点施策

●がん等の長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者について、がん診療連携拠点病院等と
の連携を図り、個々の患者の希望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介などの就職支援の
実施

希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合

◎

◎

17 18



職業安定部 総務部

障害者の雇用対策の推進

重点施策

●事業主に対する障害者トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の活用促進及び職場定着に向け
た支援と各種助成金の効果的な周知を実施

●法定雇用率引き上げに伴う就労支援として、障害者雇用ゼロ人企業をはじめとする法定雇用
率の未達成企業に対して、企業ごとのニーズを踏まえ、ハローワークと関係機関の「チーム支
援」により、採用前から採用後の定着支援までを一貫して実施

●広く一般労働者を対象に、精神・発達障害
者の応援者となる「精神・発達障害者しごと
サポーター」を養成し、職場における精神・
発達障害者を支援する環境づくりを推進

●山形県発達障がい者支援センターや山形
県難病相談支援センターと連携し、発達障
害者・難病患者に対する就労支援を実施

●雇用の分野における障害者差別禁止及び
合理的配慮の提供義務の履行確保のた
め、事業主への助言・指導等を実施

6 民間・地方自治体を活用した就職支援

重点施策

●外部労働市場全体のマッチング機能の最大化を図るため、ハローワークが保有する全国ネット
ワークの求人情報・求職情報をオンラインで民間職業紹介事業者や地方自治体等へ提供する
ことにより、官民が連携したマッチング機能の強化と自治体独自の雇用対策の環境整備の充
実強化

7 労働力需給調整事業の適正な運営の促進

重点施策

●労働者派遣事業の適正な運営、派遣労働者の保護及び雇用の安定を確保するため、労働者派
遣法制度の周知・徹底及び派遣元事業主・派遣先事業所等に対する適切な指導監督と是正指
導の実施

●ハローワークと民間による効果的な労働力需給調整により、職業紹介事業の適正な運用と求
職者の適正な就業条件の保護及び雇用の安定を図るため、職業紹介制度の周知・徹底及び職
業紹介事業所等に対する適切な指導監督と是正指導の実施

主な施策

労働保険制度

労働保険制度の的確な運用

●労働保険未手続事業の把握と加入勧奨の実施
●労働保険料の年度更新の円滑な実施
●労働保険料等の実効ある滞納整理の実施
●労働保険料算定基礎調査の効果的な実施
●労働保険料等口座振替制度の利用拡大に向けた積極的な勧奨の実施
●労働保険各種手続きでの電子申請の利用促進
●労働保険率（労災保険率及び雇用保険率）の周知徹底
●労働保険事務組合制度の効率的な運営のための指導の実施

　労働保険制度は、労働者のセーフティネットであるとともに各種施策を推進する財政基盤と
なるものです。
　この運営にあたっては、費用の公平負担を図る観点から、労働者を雇用するすべての事業主
の労働保険への加入と労働保険料の確実な納付がなされるよう取り組みます。

平成30年4月1日より
労災保険率等が
改正されます

労災保険率 30年度 改正

詳しくは、ホームページで

障害者法定雇用率達成企業の割合
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職業安定部 総務部

障害者の雇用対策の推進

重点施策

●事業主に対する障害者トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の活用促進及び職場定着に向け
た支援と各種助成金の効果的な周知を実施

●法定雇用率引き上げに伴う就労支援として、障害者雇用ゼロ人企業をはじめとする法定雇用
率の未達成企業に対して、企業ごとのニーズを踏まえ、ハローワークと関係機関の「チーム支
援」により、採用前から採用後の定着支援までを一貫して実施

●広く一般労働者を対象に、精神・発達障害
者の応援者となる「精神・発達障害者しごと
サポーター」を養成し、職場における精神・
発達障害者を支援する環境づくりを推進

●山形県発達障がい者支援センターや山形
県難病相談支援センターと連携し、発達障
害者・難病患者に対する就労支援を実施

●雇用の分野における障害者差別禁止及び
合理的配慮の提供義務の履行確保のた
め、事業主への助言・指導等を実施

6 民間・地方自治体を活用した就職支援

重点施策

●外部労働市場全体のマッチング機能の最大化を図るため、ハローワークが保有する全国ネット
ワークの求人情報・求職情報をオンラインで民間職業紹介事業者や地方自治体等へ提供する
ことにより、官民が連携したマッチング機能の強化と自治体独自の雇用対策の環境整備の充
実強化

7 労働力需給調整事業の適正な運営の促進

重点施策

●労働者派遣事業の適正な運営、派遣労働者の保護及び雇用の安定を確保するため、労働者派
遣法制度の周知・徹底及び派遣元事業主・派遣先事業所等に対する適切な指導監督と是正指
導の実施

●ハローワークと民間による効果的な労働力需給調整により、職業紹介事業の適正な運用と求
職者の適正な就業条件の保護及び雇用の安定を図るため、職業紹介制度の周知・徹底及び職
業紹介事業所等に対する適切な指導監督と是正指導の実施

主な施策

労働保険制度

労働保険制度の的確な運用

●労働保険未手続事業の把握と加入勧奨の実施
●労働保険料の年度更新の円滑な実施
●労働保険料等の実効ある滞納整理の実施
●労働保険料算定基礎調査の効果的な実施
●労働保険料等口座振替制度の利用拡大に向けた積極的な勧奨の実施
●労働保険各種手続きでの電子申請の利用促進
●労働保険率（労災保険率及び雇用保険率）の周知徹底
●労働保険事務組合制度の効率的な運営のための指導の実施

　労働保険制度は、労働者のセーフティネットであるとともに各種施策を推進する財政基盤と
なるものです。
　この運営にあたっては、費用の公平負担を図る観点から、労働者を雇用するすべての事業主
の労働保険への加入と労働保険料の確実な納付がなされるよう取り組みます。

平成30年4月1日より
労災保険率等が
改正されます

労災保険率 30年度 改正

詳しくは、ホームページで

障害者法定雇用率達成企業の割合

◎
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労災保険の円滑・適正な運営

雇用保険制度の安定的運用

●労災保険給付の迅速・適正な処理
●過労死等事案（脳・心臓疾患事案及び精神障害事案）に係る迅速・適正な処理
●石綿関連疾患に係る補償（救済）制度の周知徹底、請求事案に係る迅速・適正な処理
●労災保険の相談者に対する懇切・丁寧な対応

山形労働局の組織及び主な業務など
［所在地］
〒990-8567　山形市香澄町三丁目2番1号山交ビル3階

・労働局の庶務・会計、国有財産等の管理に関する業務
・情報公開・個人情報保護に関する窓口

TEL023-624-8221
FAX023-624-4864

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/

・労働保険関係の成立・申告・消滅に関する業務
・労働保険料の徴収に関する業務
・労働保険事務組合に関する業務

TEL023-624-8225
FAX023-624-8231

・適正な労働時間管理及び健康管理に関する業務
・労働条件の確保・改善に関する業務

TEL023-624-8222
FAX023-624-8345

・労災保険給付に関する業務
・社会復帰促進等事業に関する業務

TEL023-624-8227
FAX023-624-8235

・最低賃金・最低工賃に関する業務
・賃金制度改善に関する業務
・統計調査に関する業務

TEL023-624-8224
FAX023-624-8345

職業安定課
・職業紹介及び職業指導に関する業務
・雇用保険の給付等に関する業務
・雇用統計調査に関する業務

TEL023-626-6109
FAX023-635-0580

・労働者派遣事業に関する業務
・職業紹介に関する業務

・高年齢者、障害者等の雇用の確保等に関する業務
・雇用管理の改善に関する業務

・労働局の所掌する業務に関する企画・立案
・職場の男女均等取扱い、女性活躍推進に関する業務
・総合労働相談業務及び職場の各種ハラスメント対策に関する業務
・働く女性の母性健康管理に関する業務
・育児・介護休業に関する業務
・次世代育成支援対策に関する業務
・パートタイム労働法に関する業務
・賃金制度改善に関する業務
・福祉人材確保対策における関係機関等に対する周知・広報

TEL023-626-6109
FAX023-635-0580

山形労働局のホームページ

TEL023-624-8228
FAX023-624-8246

需給調整事業室

職業対策課 TEL023-626-6101
FAX023-635-0581

・求職者支援制度に関する業務
・職業訓練に関する業務

TEL023-626-6106
FAX023-635-0580訓練室

総務部

総務課

労働保険徴収室

雇用環境・均等室

労働基準部

監督課

・職場の健康管理、労働災害防止に関する業務
・労働安全衛生法等に基づく各種届出に関する業務

TEL023-624-8223
FAX023-624-8235健康安全課

労災補償課

賃金室

職業安定部

山形労働局

重点施策

●改正雇用保険法に基づく制度改正の周知・広報
●局労働保険適用徴収部門との連携による遡及適用の取扱い等の適正な運用
●雇用保険部門と職業紹介担当部門が連携した、より効果的・積極的な雇用保険受給者早期再
就職の促進

●電子申請の利用促進のため、社会保険労務士会との定期的な意見交換会の実施及び電子申
請未利用事業所等に対する説明会・相談業務等の実施

●電子申請による各種届出の、原則３.２日以内（繁忙期除く）の返戻処理の実施
●各種届書等へのマイナンバーの記載が必要である旨の周知及び窓口等におけるマイナン
バー関係届出書の適正管理と情報漏えい防止の徹底

重点施策
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新庄労働基準監督署

ハローワーク新庄

TEL 0233-22-0227　FAX 0233-22-0240
〒996-0011 新庄市東谷地田町6-4　新庄合同庁舎3F
TEL 0233-22-8609　FAX 0233-22-7849
〒996-0011 新庄市東谷地田町6-4　新庄合同庁舎1F

村山労働基準監督署

ハローワーク村山

TEL 0237-55-2815　FAX 0237-55-2827
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号 村山合同庁舎2F

TEL 0237-55-8609　FAX 0237-53-3138
〒995-0034 村山市楯岡五日町14-30

山形労働基準監督署

天童ワークプラザ

山形労働局

TEL023-624-6211　FAX 023-624-8220
〒990-0041 山形市緑町1-5-48　山形地方合同庁舎4F

TEL 023-654-5848
〒994-0034
天童市本町1-1-2　天童ターミナルビル（パルテ）1F

ハローワークやまがた TEL023-684-1521　FAX 023-684-2448
〒990-0813 山形市桧町2-6-13

ハローワークプラザやまがた

やまがた新卒応援ハローワーク
TEL023-646-7360
〒990-0828 山形市双葉町1-2-3　山形テルサ1F

庄内労働基準監督署

ハローワーク鶴岡

TEL 0235-22-0714　FAX 0235-22-0892
〒997-0047 鶴岡市大塚町17-27　鶴岡合同庁舎4F
TEL 0235-25-2501　FAX 0235-25-2504
〒997-0013 鶴岡市道形町1-13

ハローワークさがえ TEL 0237-86-4221　FAX 0237-86-7723
〒991-8505 寒河江市大字西根字石川西340

ハローワーク長井 TEL 0238-84-8609　FAX 0238-84-2342
〒993-0051 長井市幸町15-5

ハローワーク酒田

ハローワークプラザさかた

TEL 0234-27-3111　FAX 0234-27-3575
〒998-8555 酒田市上安町1-6-6

TEL0234-24-6611
〒998-0044 酒田市中町1-4-10酒田市役所中町庁舎2F

(ジョブプラザさかた内)

米沢労働基準監督署

ハローワーク米沢

ハローワークプラザ米沢

TEL0238-23-7120　FAX 0238-23-4597
〒992-0012 米沢市金池3-1-39　米沢地方合同庁舎3F
TEL0238-22-8155　FAX 0238-22-8158
〒992-0012 米沢市金池3-1-39　米沢地方合同庁舎1・2F

TEL0238-22-8103
〒992-0045 米沢市中央1-3-11　ハートランド1F

県内の労働基準監督署とハローワーク


