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　明けましておめでとうございます。昨年中は当協議会の運営に関しまして格段のご
協力を頂きまして誠に有り難うございました。昨年６月の役員改選にて会長に選任さ
れ、半年が経過致しました。まだまだ不慣れではございますが、地域の雇用促進・安
定のため、微力ながら尽力させて頂く所存ですので、本年も皆様方のご協力をよろし
くお願い致します。
　さて、本年は震災復興の加速、円高・デフレからの脱却、エネルギー問題、悪化し
た外交関係の改善など、日本にとっては乗り越えなければならない難題が山積してい
ます。先の総選挙で圧倒的な議席を獲得した新政権には、安定的・継続的な政権運営
を期待すると共に、人口減少・少子高齢化が進み、疲弊する地方財政の現状打破に有
効な施策の数々も期待したいと思います。
　そのような厳しい現状にある昨今の経済情勢ではありますが、昨年の当管内の求人
状況を見てみますと、11月末現在での有効求人倍率が0.72倍となっており、一昨年の0.63
倍から改善傾向にあります。また、同じく11月末の新規学卒者につきましても前年同
月比で142.3％という多くの求人を頂いており、就職内定率も前年を上回る経過となっ
ています。これも皆様方のご努力とご理解があってのことと感謝申し上げます。
　本年も当協議会では、新規学卒者を対象とした就職ガイダンスや新入社員や中間管
理職向けのスキルアップセミナーの開催など、皆様に有益な事業の数々を展開して参
りたいと思います。ぜひ積極的なご参加を頂けますようお願い致します。
　結びに、会員企業様の社業の益々のご発展と皆様方のご健勝を祈念し、年頭のご挨
拶とさせて頂きます。

岩船郡村上市雇用対策協議会　会 報

岩船郡村上市雇用対策協議会
ハ ロ ー ワ ー ク 村 上

平成㉕年１月号

雇 用 だ よ り

年 頭 の ご 挨 拶

岩船郡村上市雇用対策協議会

会　長　永　田　政　義
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高校就職希望者59人内定
～新卒者採用のご協力に感謝申し上げます～

　平成25年３月の管内新規高等学校卒業予定者の就職希望者は65人と、昨年より若干高水準で推
移しています。12月末現在の内定率は90.8％（対前年同月比1.9ポイント増）と、昨年に比べ微増
となっております。
　事業主の皆様には、新規高等学校卒業予定者の採用についてご協力いただき感謝申し上げます。

平成25年３月新規高校卒業予定者職業紹介状況（平成24年12月末現在）
  区　　分
項　　目 合　　計 男 女 前年同月 増 減 数 増 減 率

求 職 者 数 65 30 35 54 11 20.4
求 

人
管　内 150 105 45 42.9

就
　
　
職

合　　計 59 26 33 48 11 22.9
管　　内 46 22 24 31 15 48.4
管　　外 10 4 6 14 ▲4 ▲28.6
県　　外 3 0 3 3 0 0.0

求 人 倍 率 2.31 1.94  ※  0.36
就 職 内 定 率 90.8％ 86.7％ 94.3％ 88.9％  ※  1.9
県 内 就 職 率 94.9％ 100.0％ 90.9％ 93.8％  ※  1.1

注）※印はポイントで増減を表示　就職内定率＝就職数／求職者数　県内就職率＝就職数（管内＋管外）／就職総数

～公正、迅速な採用選考をお願いします～
　今年度も９月16日から新規高等学校卒業予定者の採用選考が開始され、多くの生徒の採用内定
をいただくことができました。事業主の皆さまには感謝申し上げます。
　さて、採用選考については、従前より公正な採用選考をお願いしているところですが、残念な
ことに今年度の採用選考においても一部不適切な事例が見受けられました。その事例を具体的に
あげますと、採用面接時において、親の勤務先や、兄弟の出身校を聞く、面接の実施無しに書類
選考のみで不採用とする等でした。例年不適切な事例件数については減少しておりますが、依然
としてこのような事例が見受けられたことは残念でなりません。
　又、採用選考や選考結果の連絡についても、理由もなく応募書類提出後選考日時の連絡が遅れる、
選考実施後選考結果の連絡が遅れるという事例も見受けられました。
　こういった事例については、今後の新規学校卒業者の職業生活に大きく影響を与えるものであり、
あってはならないものです。事業主の皆さまにおかれましては、公正かつ迅速な採用選考につい
てご協力をお願いいたします。
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日　　　時：平成25年３月28日㈭・29日㈮
会　　　場：村上市民ふれあいセンター　村上市岩船3270
参加対象者：今春採用される学卒新入社員及びこれに準ずる者
　　　　　　（卒業後概ね３年以内に入社した者）
定　　　員：50名（先着順）
受　講　料：雇対協会員 5,000円　非会員 15,000円
　　　　　　（会員企業で３名以上参加の場合は全員1,000円引き ＊１名の料金）
内　　　容：�昨年に引き続き㈱ビジネスコンサルタント社が実施することと

なりました。

　会員企業の皆様には既に別途ご案内させていただいておりますが、平成26
年３月卒業者用「2014・企業ガイドブックむらかみ」の掲載事業所を募集し
ています。
　一昨年より、全面リニューアルの上、掲載料金を大幅に値下げし、オールカ
ラーにて作成しています。
　また、同じ内容をホームページでも無料掲載し、新卒者の採用予定のない企
業におかれましても、企業・事業のＰＲに有効なツールとしてご活用いただけ
ると思いますので、村上地域ブランドの発信にご協力をお願いします。

１　名　　　称　「2014・企業ガイドブックむらかみ」
２　形式・部数　Ａ４版フルカラー　1,000部発行
３　発行予定日　平成25年４月頃
４　配　布　先　�平成26年３月卒業の大学・短大・専修・高校生及び

県内外の学校と関係機関
５　掲　載　料　会員企業�5,000円・非会員企業�15,000円
６　申�込�締�切　平成25年２月22日㈮

企業ガイドブックの掲載事業所を募集しています！

新入社員セミナー
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障害者の法定雇用率が引き上げになります。
平成25年４月１日から

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、障害のある人が能力を最大限発揮し、適
性に応じて働くことができる社会を目指し、さまざまな制度について規定しています。

　常時雇用している障害者の数が雇用義務数を下回っている事業主は、不足する人数に応
じて障害者雇用納付金を納める必要があります。また、この納付金を財源に、雇用義務数
を上回っている事業主に対しての障害者雇用調整金・報奨金や各種の助成金の支給をして
います。

　○　障害者雇用納付金（法定雇用率未達成事業主）
　　　　不足１人につき 月額50,000円（※）納付
　　　　※従業員200人超300人以下の事業主は、平成27年６月まで月額40,000円
　○　障害者雇用調整金（法定雇用率達成事業主）
　　　　超過１人につき 月額27,000円支給

　　※障害者雇用率制度の算定対象となる障害者は、
　　　原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。

　従業員56人以上（注１）の事業主は、従業員の1.8％（注２）に相当する数以上の障害
者（※）を雇用しなければなりません。

【従業員200人超（注１）の事業主】

　雇用義務を履行しない事業主は、ハローワークから雇入れ計画作成命令などの行政指導
を受けるとともに、その後も改善が見られない場合は、企業名が公表されます。

障害者雇用率制度

障害者雇用納付金制度

平成25年４月１日からは
　　（注１）＝ 50人以上になります。
　　（注２）＝ 2.0％（法定雇用率）になります。

平成27年４月１日からは
　　（注１）＝ 100人超になります。

※従業員100人超200人以下の事業主の納付金は、平成27年４月から平成32年３月まで月額40,000円

従業員50人以上56人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。
　　 ※この改正に伴い障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が拡大します。

！

！
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村上特別支援学校では
現場実習の受け入れ先を探しています

企業・事業主の皆様へ現場実習のお願い

新潟県立村上特別支援学校 進路指導部　　

現場実習とは
　村上特別支援学校高等部２・３年生が６月と11月に行っている学習活動です。学
校内の職業学習だけでなく、実際に現場で仕事をする体験をとおして、就業するた
めに求められる知識・技能・態度を体験的に学ぶ機会として教育課程に位置づけら
れています。３年生にとっては就職活動の意味合いも含まれています。

【担当】：新潟県立村上特別支援学校 進路指導主事　二宮　直輝
　　　　 〒958-0853　村上市山居町２丁目16番29号
　　　　 TEL 0254-53-1417　FAX 0254-53-6769　E-Mail school@murakamiyou.nein.ed.jp

本年度の現場実習の様子です。製造、販売、清掃、介護、事務補助等、たくさんの職場の皆様からご協力をいただきました。

【現場実習の概要】
○ 対　　象：村上特別支援学校の高等部の生徒
○ 実習期間：６月・11月の１週間から３週間で可能な期間
○ 実習内容：職場の担当者様と相談の上で決定

　※�実習は教育活動の一環ですので、賃金・報酬等は一切いただきません。通勤費
等実習に必要な経費は実習生徒が自己負担します。

　※�事前に打合せを行い、実習中は必要に応じ、学校職員が訪問支援を行います。
　※�通勤途中や実習中の災害には、学校で加入している保険を適用します。実習先
の皆様が責任を負うことはありません。

　ご要望がありましたら、個別にご説明にあがります。村上特別支援学校進路担当
までご連絡をお願いします。
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ハローワーク村上管内の雇用失業情勢（パートを除く常用）
　有効求人は、平成19年６月以降、対前年同月比で減少が続き、さらに金融危機以降はその減少幅も40%を超える
月があるなど、非常に厳しい状況が続きました。しかしながら、平成22年３月以降は増加へ転じ、その後平成24年
11月までは平成23年６月、平成24年11月を除き対前年同月比増加しています。
　一方、有効求職者は、事業主都合による離職者が減少傾向にあることなどにより、平成23年４月以降、対前年同
月比で平成23年９月、平成24年１月を除き減少しています。
　有効求人倍率は、求人数の増加と求職者の減少により、上昇傾向にあります。今年度においては、10月に0.71倍、
11月に0.72倍まで回復しています。
　雇用保険の基本手当受給者（実人員）は、平成23年度で対前年度比1.4%増加しました。昨年度は大規模な企業整
備があり増加しましたが、今年度は事業主都合による離職者が減少傾向にあることなどにより、４月以降、対前年同
月比減少しています。

　今年度４月から11月までの新規求人数の累計を前年度と比較すると、107人（前年同月比5.8%増）の増加となり
ました。増加した主な産業は、建設業（174人、48.7%増）、運輸・郵便業（56人、59.6％増）、他サービス業（24人、
21.8％増）となり、特に建設業は大幅に増加しました。一方、減少した主な産業は、製造業（91人、20.2%減）、医療・
福祉（47人、11.8%減）となり、前年大幅に増加したことにより今年度は減少しました。

有効求人・有効求職・求人倍率の推移（パートを除く常用）

ハローワーク村上管内の産業別新規求人状況

前年と今年の新規求人数の比較（４月〜11月、産業別・パートを除く常用）

年度別（平成19年度〜平成23年度） 月別（平成23年11月〜平成24年11月）
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産業別最低賃金 最低賃金額 適用除外業務及び年齢 効力発生
年月日

電子部品・デバイス・
電子回路、
電子機械器具、
情報通信機械器具
製造業
  電球製造業 及び
  電気計測器製造業 を除く

時間額  円

800
１．18歳未満又は65歳以上の者
２．雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中の者
３．次に掲げる業務に主として従事する者
　イ　清掃又は片付けの業務
　ロ�　操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械
器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバ
イス部品の組立て又は加工業務

　ハ�　組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、
穴あけ、曲げ、磨き、刻印打ち、かしめ、塗油、
検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、
箱詰め又は包装の業務

　ニ�　運搬（動力によるものを除く。）、用務員、賄い
の業務

24.
12/16

各種商品小売業
 �衣食住にわたる商品を小売
 �する百貨店、総合スーパー等

時間額  円

747
１．18歳未満又は65歳以上の者
２．雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中の者
３．清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

24.
12/29

自動車（新車）、
自動車部分品・附属品
小売業

時間額  円

801
１．18歳未満又は65歳以上の者
２．雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中の者
３．清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

24.
12/13

※　最低賃金は、公益・労働者・使用者の各代表委員からなる審議会の審議・答申を経て改正決定されています。
※　最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限定されます。
　�　なお、賃金が時間額以外の基準（日額、月額、その他）で定められている場合は、日額、月額等を時間額
に換算して比較することとなります。
　　また、次の賃金は対象になりません。
　　　①　臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　　　②　１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　　　③　時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金（割増賃金など）
　　　④　精皆勤手当、通勤手当、家族手当

新潟県の最低賃金
新潟県最低賃金 最低賃金額 適 用 の 範 囲 効力発生

年月日

長岡情報ビジネス専門学校　眞貝 佳幸氏 作品

時間額  円

689
新潟県内の事業場で働く
すべての労働者に適用
下記の産業別最低賃金が
適用除外となる者を含む

24.
10/5

最低賃金に関するお問い合わせは
新潟労働局賃金室 または最寄りの 各労働基準監督署 まで
（TEL0254-288-3504）

（ ）

（ ）

（ ）



― 8 ―

平成25年度の雇用保険料率
前年度から変更はありません

　平成25年４月１日から平成26年３月31日までの雇用
保険料率は、平成24年度と変わらずの次のとおりです。

平成25年度 雇用保険料率表
� 負担者

事業の
種類

①
労働者負担

（失業等給付の）保険料率のみ

②
事業者負担

①＋②
雇用保険料率

失業等給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

一般の事業 5/1000   8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000

農林水産
清酒製造の事業 6/1000   9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000

建設の事業 6/1000 10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000

厚生労働省／都道府県労働局／公共職業安定所（ハローワーク）


