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地方職業指導官 斉藤富士昭
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新規学卒求人早期提出のためのキャンペーンを実施します
―――現役高校生が「一日ハローワーク所長」として求人要請を実施！―――
もりた ひろし

山形労働局（局長 森田啓司）は、平成２８年３月高校卒業予定者の求人受理が６月２０日に開始されるのに合
わせ、事業主の皆様に早期に求人票を提出していただくためのキャンペーンを実施します。
来春卒業予定の高校生のうち就職を希望する生徒は、約３０００人でその多くが県内就職を希望しています。こ
のため、求人を予定する県内の事業主へ求人票の早期提出をお願いすることが極めて重要です。
このような中、就職希望者全員が自分の希望や適性に合った職業に就くことができるよう、県内求人の確保及び
求人票の早期提出を目的とした、「求人早期提出のためのキャンペーン」を行うことにしました。
なお、主な取組内容は下記のとおりです。（別添参照）
主な取組
１．山形県知事と山形労働局長の連名による求人要請について
県内約８，０００事業所と４８経済団体に対し、新規学卒者を対象とした求人票の提出について、県知事と
労働局長の連名による要請文書を郵送し広く周知を行います。（別添１）
２．県内８ハローワークにおける商工団体等への求人要請訪問について
各ハローワークでは、所長、県の総合支庁幹部、学校長等と連携しながら地元商工団体や主要企業を訪問し
直接求人要請を実施します。（別添２）
なお、やまがた新卒応援ハローワークは、高校生に一日ハローワーク所長を委嘱し、商工団体や主要企業を
訪問し直接求人要請を実施予定です。なお、この取組みは、初めての取組みとなります。
■「一日ハローワーク所長」委嘱生徒
学校

山形学院 高等学校

食物調理科 ３年

菅野史香 さん

■報道機関による撮影及び取材可能日時・場所
平成 ２７年 ６月１０日（水）
（１）午前９時３０分～９時４５分 「一日ハローワークやまがた所長」委嘱状交付式
山形市桧町２－６－１３ハローワーク山形 所長室 ℡023-684-1521
（２）午前１１時１５分～３０分 「第一貨物株式会社」求人要請
山形市諏訪町2-1-20

℡023-623-1411

３．学卒ジョブサポーターによる求人開拓について
各ハローワークに配置している学卒ジョブサポーターは、来春卒業予定者の求職動向調査結果を踏まえて、
就職希望者が多いが、例年求人が少ない事業所を中心に求人開拓を行います。

（参考資料）

新規学卒求人早期提出のためのキャンペーンの実施について
《２７．６．１～６．３０》
山形労働局職業安定部
１． 安定所長等による求人要請の実施

管内商工団体や主要な企業等に、山形県総合支庁幹部、学校長、管内の高校生と
ともに、山形労働局長及び県知事の連名による要請書、ポスター等手交し早期の求
人提出の要請をする。
なお、要請する日は周知効果を高めるため、ハローワーク８所が同一日(６月１０
日(水))に実施するものとする。
但し、山形所においては高校生による一日ハローワーク所長を実施するものとし、
取組内容は同様とする。
２．学卒ジョブサポーター等による求人提出依頼のための事業所訪問
学卒ジョブサポーター等は、求職動向結果を見据えて、就職希望職種の少ない求人
を中心に、求人確保のため事業所訪問を実施すること。また、他の部門において事業
所を訪問する場合は、併せて学卒求人の提出依頼を行うよう調整すること。
３．新規学卒求人の早期提出の要請文郵送による周知・啓発
山形労働局において、山形県と調整しながら、県知事との連名による要請文を作成
し、県内８０００社に郵送し早期求人提出、採用選考ルール等について周知啓発を行
う。
４．モンテディオ選手を起用したポスターの制作
ポスターに今年高校を卒業したモンテディオ選手を起用し、少しでも注目される
ように制作予定。
５．プレスリリースについて
山形労働局において、早期求人提出のためのキャンペーンを広く周知するために、
上記について５月２８日前後に報道発表する。
６．山形新聞に学卒関係の記事を掲載
山形労働局で取組む事業等を、山形新聞に Q&A 方式により５月から掲載する予定で
あるが、６月に学卒関係の取組内容を盛り込み、周知する。
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（別添２）

求人要請訪問一覧
ハローワー
ク

日時

要請者
一日ハローワークやまがた所長（高
校生の代表者）

要請先

学校名

山形県商工会議所連合会
山形県商工会連合会
中小企業団体中央会
第一貨物㈱

一日ハローワークやまがた所長
山形学院高等学校

マスコミ取材先、対応者、連絡先
●ハローワーク山形（山形市桧町）（電話）023-684-1521 ５１♯
対応： 所長、部長 （9:30～9:45）
担当 ハローワークやまがた 庶務課長 井場
●第一貨物㈱（山形市諏訪町）（023-623 -1411）
（11：15～11：45）人事部 細谷様
担当：ハローワークプラザやまがた 職業相談部長 太田
（023-646 -7360）

６月１０日（水）
９：００～１１：３０

村山総合支庁産業経済部長
ハローワークやまがた所長

村山総合支庁産業経済部長
ハローワークやまがた所長

天童商工会議所
上山市商工会
中山町商工会
山辺町商工会

なし

６月１７日（水）
１３：００～１６：３０

●マスコミ対応可。
村山総合支庁産業経済部産業経済企画課
対応 課長補佐 小野寺
（電話）023-621-8443

所長
置賜総合支庁長
学校長

米沢商工会議所
置賜地区雇用対策協議会
置賜地区商工団体協議会

米沢商業高 校長
（進路指導部会会長）

●ハローワーク米沢
米沢市金池３－１－３９ （電話）０２３８－２２－８１５５
対応：所長 担当：学卒担当 横山

所長
置賜総合支庁長
学校長

山形県建設業協会米沢支部
米沢電機工業会

米沢商業高 校長
（進路指導部会会長）

●マスコミ対応不可

所長
庄内総合支庁長
学校長

酒田商工会議所
花王㈱酒田工場
向島流通
サービス㈱酒田営業所

酒田光陵高校 校長
指導部会 飽海支部長）

所長
庄内総合支庁長
学校長

鶴岡商工会議所
出羽商工会
北日本羽黒食品(株)

鶴岡工業高 校長
（進路指導部会 田川支部長）

●ハローワーク鶴岡
鶴岡市道形町１－１３ Ｔｅｌ：０２３５－２５－２５０１
対応：所長 担当：学卒担当 三浦
取材可能場所：鶴岡商工会議所、出羽商工会、

所長
最上総合支庁長・部長
学校長

もがみ南部商工会
新庄中核工業団地立地企業協議会
新庄商工会議所
山形県工業会最上支部
山形県もがみ北部商工会
山形県建設業協会最上支部
新庄横根山工業団地協議会

新庄神室産業高等学校 校長

●マスコミ対応可

所長
置賜総合支庁産業経済部長
学校長

長井商工会議所
西置賜雇用対策協議会
西置賜産業会
（一社）西置賜建設業協会

米沢商業高 校長
（進路指導部会会長）

●マスコミ対応不可

所長
村山総合支庁産業経済部長

東根市商工会
村山市商工会
大石田町商工会
尾花沢市商工会

なし

●マスコミ対応可
ハローワーク村山
村山市楯岡五日町14-30 Ｔｅｌ：０２３７－55－8609
対応：所長 担当：学卒担当 伊藤

所長
村山総合支庁産業経済部 産業経
済企画課長

寒河江市商工会
河北町商工会
西川町商工会
朝日町商工会
大江町商工会

なし

●マスコミ対応可
ハローワーク寒河江
寒河江市西根石川西３４０ Ｔｅｌ：０２３７－８６－４２２１
対応：所長 担当：学卒担当 渡邊

山形

６月１２日（金）
１１：００～１１：３０

生徒名：菅野史香
引率教諭：進路指導部就職主任
酒井 宏

米沢
６月１５日（月）
１３：００～１３：３０ 他

酒田

鶴岡

新庄

６月４日（木）
１３：３０～１５：３０

６月４日（木）
９：００～１１：００

６月9日（火）
１０：００～１６：００

長井

６月１９日（金）
１３：３０～

村山

６月１９日（金）
９：４０～１４：００

寒河江

６月１０日（水）
９：５０～１４：３０

（進路

●ハローワーク酒田
酒田市上安町１－６－６ Ｔｅｌ：０２３４－２７－３１１１
対応：所長 担当：学卒担当 松田
取材可能場所：酒田商工会議所、花王㈱酒田工場

