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　新年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つきましては、
格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は８本の法律を改正した働き方改革関連法が成立し、本年４月１日から
2024年４月１日まで段階的に施行されます。企業そして従業員にも大きな影響を与え
る重要な改正です。企業にとってこの働き方改革をどう人材不足の解消と経営の安定
に結び付けるかは、大きな課題です。
　また、改正入管難民法が成立し本年より施行されます。深刻化する人手不足に悩む
中小企業にとって歓迎する一方で、４月１日施行にもかかわらず、在留期限や雇用契
約基準など具体的な仕組みを定めた省令等の整備はこれからで、不安を残すものとな
りました。
　当管内の雇用情勢につきましても、依然として人手不足感が強くなっているところ
です。このような中、昨年７月12日に開催された「アクセス2019・就職ガイダンス」
には、38事業所、高校生114名から参加いただき感謝申し上げます。少子高齢化・人
口減少が著しい当地域において、持続可能な地域社会づくりを見据えた人口減対策と
して、若者の地元定着は喫緊の課題です。企業は若者が働きやすい魅力ある職場づく
りを進め、良いところを積極的にアピールし、１人でも多くの人材確保に努めなけれ
ばなりません。このため、地域の多くの企業、行政等で構成されている当協議会が果
たすべき役割は重要です。本年も当協議会では、セミナーの開催など皆様に有益な事
業を展開し、地域の雇用の安定のため尽力させていただく所存です。皆様のご協力を
よろしくお願い致します。
　最後となりましたが、会員企業様のますますのご繁栄と皆様のご健勝を祈念し年頭
のご挨拶とさせていただきます。

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㉛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　齋　藤　　　研



― 2 ―

　去る11月に村上地域で初となる中小企業大学校のサテライトゼミ（出張講義）が開講されました。
　講師には㈱ナレッジ・ジャパン代表の松澤宏一氏をお招きし、隔週で全４回、合計24時間に及ぶ本格
的な講義でした。
　受講者は、村上市内の企業をはじめ近隣地域の企業、12社
18名の経営幹部、管理者、管理者候補など、年代性別を超え
た受講者が集まりました。
　今回の研修は、職場のリーダーとしてチームをまとめ上げ、
業務を自律的に遂行するための考え方やスキルを中心に、管
理者としての役割、部下指導、育成問題解決方法など演習を
交えながら実践的に学ぶ講義となりました。
　受講者は時折談笑を交えながら、講義にグループワークに
集中していました。

　10月12日㈮に新入社員フォローアップセミナーを開催しました。
　講師には、新入社員セミナーと同様に株式会社ビーコンラーニングサービスから、松下寛氏をお迎えし
ました。
　新入社員にとっては入社してから約６ヶ月が過ぎ、職場環境や仕事に慣れてきたところではと思います
が、一方では新たな課題や悩みなども持ち始める時期でもあり、職場定着等を目的として毎年開催してい
ます。
　セミナーは、ビジネスマナーの再確認、入社してからこれまでの振り返り、また、多くの新入社員が課
題とするコミュニケーション等について、グループ実習形式で進められました。
　新入社員は少しでも早く先輩社員に追いつきたいと頑張っていますが、少なからず、仕事の進め方や人
間関係などで悩みを抱えている場合も少なくはありません。ぜひ、職場定着に向け、声掛けなどによりコ
ミュニケーションを図っていただきますようお願いいたします。

「新入社員フォローアップセミナー」を
開催しました

「中小企業大学校 サテライトゼミ 村上校」を
開講しました

セミナー受講の風景

※�当協議会の主催する各種セミナーについて、ご多用のところ多くの受講者を送り出していただき
有難うございました。

★セミナー終了後のアンケートから抜粋

○�業務をきちんとこなしていけるか、仕事に追いつい
ていけるか。
○�新しい仕事を担当することになった時にやっていけ
るか。
○人間関係

働いていく中で不安に思っていることはありますか。

サテライトゼミの風景
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日　　　時：平成31年３月26日㈫・27日㈬
会　　　場：生涯学習推進センター　村上市田端町4-1
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方
　　　　　　（卒業後概ね３年以内に入社した方）
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：�㈱ビーコンラーニングサービス社が実施します。

新入社員セミナー

　平成32年３月卒業者用「2020・企業ガイドむらかみ（仮称）」の掲載事業所を募集しています。
　今までは冊子版でしたが、今後はスマートフォンにも対応可能なWeb版に移行し、今まで以
上に多くの学生や求職者に広く企業をＰＲします。村上地域ブランドの発信力を高める有効なツー
ルとしてもご活用いただけると思います。

■申込締切　平成31年２月１日㈮
■申 込 先　村上商工会議所（☎53ｰ4257）
■掲 載 料　  5,000円（会員企業）
　　　　　　15,000円（非会員企業）

企業のＰＲ、応援します！
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新規高等学校卒業者の職業紹介状況
(各年11月末現在)

2016年
3月卒

2017年
3月卒

2018年
3月卒

2019年
3月卒 男 女

求人数（管内企業） 234 261 221 227
充足数 81 78 59 45
管内高校から 34 38 31 20
県内高校から 41 34 18 24
県外高校から 6 6 10 1

求人充足率（％） 34.6 29.9 26.7 19.8
卒業者予定者数（管内高校） 533 507 477 487 230 257
就職希望者数（民間企業） 57 66 52 44 23 21
内定者数 56 64 48 39 20 19
管内企業へ 34 38 31 20 10 10
県内企業へ 14 17 11 14 8 6
県外企業へ 8 9 6 5 2 3

就職内定率（％） 98.2 97.0 92.3 88.6 87.0 90.5
（注）卒業予定者数の管内高校は、村上高校・村上桜ヶ丘高校・荒川高校・村上中等教育学校です。

　従業員の高齢化や人手不足を反映して、管内企業から申込まれた求人数は227人と高水準で推移しています
が、充足数は管外高校からの受入れを含め、３年前の81人から45人に減少し、求人充足率は19.8％まで低
下しています。
　背景としては、少子化の影響で高校生が減少傾向にあることに加え、生徒の大半が進学を希望しており、管
内高校においては卒業予定者（487人）に占める民間企業への就職希望者が約１割（44人）となっています。

◦ �日本経済団体連合会から、2020年度以降の大学卒業・修了予定者については、「採用選考に関する指針」
を策定しない方針が示されました。

◦ �このため、政府としては、関係省庁連絡会議において「2020年度卒業・修了予定者の就職・採用活動
日程に対する考え方」をとりまとめ、2020年度採用活動日程については、現行と同じ日程（広報活動
３月、採用選考活動６月）の遵守を経済団体等へ要請することになりました。

◦ �2021年度（2022年３月）以降に卒業予定の学生の取り扱いは、来年度以降に改めて検討。なお、当
面は現行の日程を変更する必要が生ずる可能性は高くないであろうという認識を、関係省庁連絡会議
で共有しました。

卒業時期 広報活動 選考活動
2018年度（2019年３月）現４年生　　

３月 ６月
2019年度（2020年３月）現３年生　　
2020年度（2021年３月）現２年生　　 ３月 ６月
2021年度（2022年３月）現１年生以降 来年度以降に検討

※�ハローワークにおける求人の取扱いは、2019年度（2020年３月）卒業予定者の求人受理開始は�
２月１日、求人の公開は４月１日となります。

新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について
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厚生労働省・都道府県労働局 厚生労働省・都道府県労働局 厚生労働省・都道府県労働局 

 学生等を雇用しようとするすべての事業主の方に職場情報を「若者雇用促進総合サイト」へ無料で登
録・ＰＲしていただくことができます。本サイトに職場情報等を登録・開示することで、より多くの学
生等に自社をＰＲすることができ、学生等の応募の増加につながることが考えられます。この機会にぜ
ひ、本サイトをご活用ください。 

＜ユースエール 
   認定マーク＞ 

① 登録企業の就労実態等の職場情報 
② ユースエール認定企業などの各種認定の取得状況 
③ 国が実施する若者雇用関連施策 
④ 国や地方自治体が運営する就職相談窓口 
⑤ ユースエール認定企業に対するインタビュー 

パソコンから｢若者雇用促進総合サイト｣に 
アクセスします。 若者雇用促進総合サイト  検 索 

登録に必要な情報 
仮登録 法人番号、企業名、所在地、担当者名･部署、TEL、

FAX、メールアドレス、企業･採用ホームページURL 
本登録 採用者・離職者数、平均勤続年数、研修制度、 

有給休暇の取得実績、育児休業の取得実績 など 

自社の職場情報を 
無料でPR 

新卒者の 
応募意欲向上 

早期離職を防ぎ 
定着率向上 

情報の見える化で 
信用力アップ 

｢事業主の方へ｣ ページの ｢新規事業主様登録｣ を 
クリックします。 

仮登録の後、本登録画面で職場情報を登録します。 

ご登録の際は、パソコンからアクセスを 
お願いします。  
※スマートフォンからは閲覧のみ可能です。 

学生たちが就職活動を行う際に役立つ、以下の情報をまとめたポータルサイトです。 
若者雇用促進総合サイトは、 

 
４つのメリット 

サイトに職場情報を 
登録・公開する 職場情報の登録方法 

※詳細はサイトの「事業主登録の流れ」をご確認ください。 

１ 

２ 

３ 

※ユースエール認定
企業については、労
働局で登録作業を行
いますので、登録は
不要です。 

厚生労働省の ｢若者雇用促進総合サイト｣ に 
 職場情報を登録しませんか？ 

新規学卒者募集・求人の申込みをお考えの、事業主の皆さまへ 

クリック！ 

LL301210開若01 
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