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前 書 き 

 

我が国の雇用失業情勢は、平成 20年秋以降の世界的な景気後退の影響を受けて急速に悪

化し、厚生労働省発表の「一般職業紹介状況」によると、21年７月、８月、９月及び 11月

の有効求人倍率（季節調整値。新規学卒者を除きパートタイムを含む。）は、いずれも昭和

38 年以降、最も低い 0.43 倍（求職者 100 人当たりに 43 人分の求人が公共職業安定所に登

録）を記録した。その後、雇用失業情勢は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、依

然として厳しい状況となっている。 

また、就職率及び求人の充足率については、平成 14 年１月から 23 年９月までの期間で

みると、就職率は 23.9％から 33.2％、充足率は 20.1％から 35.1％の幅で増減を繰り返し

ており、景気の動向にかかわらず、いずれも高くとも３割台にとどまっており、求人の約

７割ないし約８割が、未充足のままとなっている。 

このような状況が生じている原因の一つとして、いわゆる雇用のミスマッチ（求人者と

求職者の間における職種、求人（採用）条件、求職者の資質などの不一致）が挙げられて

おり、これを解消することが、若年者雇用、高齢者雇用、障がい者雇用等と並び職業安定

行政における大きな課題の一つとなっている。 

これに対し、厚生労働省は、従前から、雇用のミスマッチの解消に向けた取組として、

公共職業安定所を中心に、情報提供の充実、求人開拓の推進、スキル不足や年齢等が就職

のネックとなっている求職者への支援などを講じてきているが、依然としてミスマッチに

よるとみられる未充足求人が多数あるとされている。 

一方、職業紹介事業に参入する地方公共団体及び民間事業者は、近年、増加傾向にあり、

それらの中には、公共職業安定所と連携するなどにより、職業紹介事業や就労支援に積極

的に取り組む例がみられる。  

この行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、公共職業安定所における雇用のミス

マッチの解消を図り、求人・求職者の結合を促進する観点等から、公共職業安定所におけ

る職業紹介業務の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。 
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