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ハローワークの役割と必要性についての検討 

2015 年 10 月 4 日 

 

 

１．はじめに 

 

 私は 2014 年から 2015 年の間にハローワーク（公共職業安定所。以下、ハローワークと

いう呼称で統一する）を利用する機会が何度かあった。対応いただいた職員の方々には何

かと親切にしてもらい感謝しているのだが、民間の人材紹介会社とは異なる業務の仕組み

や進め方にあれこれと疑問を感じていた。それがこの小論を書く契機となっている。ハロ

ーワークで真摯に働いておられる職員の方々を非難する意図は全くないことは、まずご理

解しておいていただきたい。 

 

 

２．ハローワークの役割 

 

 ハローワークは、厚生労働省設置法第 23 条［※１］に基づいて、国民に安定した雇用機会

を確保することを目的として国（厚生労働省）が設置する行政機関である。全国の 544 カ

所に設置され、職員数 11,140 人、相談員数 16,737 人を擁する［平成 26 年時点］。 

 

 ハローワークには次の３つの役割があるが、以下でそれぞれの必要性を検討する。 

 

 (1) 職業紹介 … 職業紹介・職業相談・求人開拓 

 (2) 雇用保険／求職者支援 … 失業認定・給付、職業訓練の受講の指示 

 (3) 雇用対策 … 障害者の雇用率達成指導、雇用維持に係る支援・指導 

 

 

３．職業紹介 

 

 職業紹介とは、転職を希望する労働者「求職者」と労働者を求める企業「求人者」との

仲介を行い、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを指す、行政に

おける呼称である。民間では一般に人材紹介と呼ばれている。 

 

 求職者が職業紹介を受ける手順は次の通りである［※２］。 
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 (1) 初めて来所した場合、求職申込書に必要事項を記入して窓口に提出する。 

 (2) これが済むとハローワークカードが発行される。 

 (3) 求人検索用のパソコンで求人を検索し、気に入った求人があれば求人票を印刷する。 

 (4) その求人票と、ハローワークカードを窓口に提出する。 

 (5) 職員が会社に電話をし、面接の予約をする。 

 (6) ハローワークカードと求人票が返却され、紹介状が発行される。 

 (7) 履歴書・職務経歴書・顔写真などの応募書類に紹介状を添えて、面接先が指定する 

住所に送付するか、面接先に持参する。 

 

 (1)と(2)が初回に行う事項で、それ以降が会社を探す度に行う事項である。 

 

 (1)では、求職者が自分の履歴書と職務経歴書を「手書き」で所定の用紙に記入する。そ

れなりの項目があるので手間がかかるが記入場所は狭く「立ったまま」での記入を強いら

れる。例えば JR などの定期券を申し込むための用紙を記入するのと同じような感じである。 

 

 (2)で発行されるカードは半年間有効。 

 

 (3)で検索する際には(2)のカードが必要になる。窓口にカードを出すと検索するパソコン

を「指定」されるので、そのパソコンで検索を行う。検索結果は、会社の求人情報が紙に

書いたイメージで１枚ずつ画面に表示される。必要があれば情報を紙に印刷できるが１回

の来所で「5 枚まで」という制限があるので、興味のある求人情報が多数ある場合は、閲覧

しながら対象を絞る必要がある。 

 

 (4)～(6)の後、(7)では各種書類を封筒に入れて会社に「郵送」する。それから会社側で書

類選考が実施される。書類選考に通れば面接に進む。 

 

 ハローワークでの職業紹介は、このような面倒な手順になる。一番問題なのは必ずハロ

ーワークを訪問しなければならないことだ。自宅から離れていたら行くのに時間がかかる。

しかも休みが多い。私の自宅から最寄りにあるハローワークは、「平日」の「朝 8 時 30 分

から 17 時 15 分まで」しか開いていない。失業者ならともかく働きながら次の仕事を探す

求職者の事は考慮されていない。 

 

 次に、検索結果が紙のイメージでしかないこと。パソコンで検索できるとはいうものの、

紙の求人票をはさんだバインダがパソコンに置き換わっただけだ。他の業務の流れはほと

んど手作業である。 
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 それから会社への求職の応募も紙ベースなので、求職者が郵送しなければならない。手

間はもちろん郵便代も馬鹿にならない。 

 

 多くの民間の職業紹介企業は求人用のサイトを設けていて、インターネットでの求職が

可能だ。ハローワークの手順に合わせて書いてみる。もちろん「自宅のパソコンで可能」

だ。［※３］ 

 

 (1) ユーザ登録後、履歴書・職務経歴書を画面から入力する。 

 (2) （不要） 

 (3) パソコンで求人を検索する。検索結果は文字情報だけではなく、写真や図なども 

含まれる。更に求人情報誌のように自由なフォーマットで企業が自社の良さを 

アピールしている。当然だが、必要があれば自分で好きなだけ印刷できる。 

 (4) （不要） 

 (5) （不要） 

 (6) （不要） 

 (7) 画面の［求職］ボタンを押すと、会社に情報が送られ、書類審査が行われる。 

 

 ハローワークと比べたら効率の良さは一目瞭然だ。ハローワークの業務の流れは昔から

変わっていないのだろう。他のシステム化の利点は紹介状の宛先（会社名）と求職者名が

手書きではなく印刷されるという事だろうか。業務の流れそのものを見直して作業効率を

高めるという考えは皆無といえる。民間企業と同じ方法にすればかなりの費用、特に人件

費を削減出来ると思われる。しかし税金で運営され利益や効率を考えないお役所だから、

現状で構わないのだろう。職業紹介については、ハローワークなど不要で、解体するか民

営化しても構わないだろう。 

 

 民間企業の職業紹介には問題があるという意見がある。民間企業では顧客（費用を負担

する人）は求人をしている会社であり、求職者ではない。そのため会社に有利になるよう

に運営されるのではないかというのである。例えば、いわゆるブラック企業でもその素性

を隠して求人できるのではないか。 

 

 しかし、それは正反対だ。民間企業がブラック企業の求人情報を出していたら、求職者

の信用を失い休職が減って業績が悪化するに違いないからだ。質の悪いサービスを提供し

ていれば企業が成り立たないのは他の民間企業と同じである。しかしハローワークならど

うか。たとえブラック企業であっても法律上問題なければ求人情報を掲載せざるを得ない。

私は実際にハローワークの求人で「給与遅配」、「残業代不払」などが常態化している会社

の求人を何度も見た事があるし、実際に「退職妨害」も経験もしている。ハローワークな
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ら求職だけでなく求人も「無料」なので、ブラック企業であっても幾らでも求人情報を出

すことが出来るのだ。同じブラック企業が部署名や仕事の内容を変えて同時に多数の求人

を出している場合もある。民間の人材紹介会社に求人を出すのであれば、費用を考えれば

このような手口は難しくなるだろう。 

 

 

４．雇用保険 

 

 雇用保険は、雇用保険法に基づいて国（日本政府）によって運営されている。雇用保険

法第１条には次のようにある。「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇

用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関

する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定

を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の

安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開

発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」。また第５条には「労働者

が雇用される事業を適用事業とする」とあり、原則として民間企業に雇用される労働者は

強制的に雇用保険に加入させられる（第６条に適用除外の規定がある）。 

 

 さて、何らかの理由で労働者が失業した場合、失業する直前に勤務していた企業から受

け取った「離職票」［※４］をハローワークに持参した日から失業状態が認められる。会社都合

で退職した場合はその日から、その他自己都合などの場合はその３カ月後から、失業手当

を受給することができる。 

 

 失業者が手当を受け取るためには、４週間ごとにハローワークに行き、失業認定を受け

なければならない。この期間の間、求職活動を行っていたけれども職に就くことができず、

ずっと失業状態であることを、配付された書類に記載して提出するのである。提出する日

と時刻はハローワークから指定され、変更することはできない。もしその日時に行かなけ

ればその期間の手当は受け取れない（病気で行けなかった場合は医師の診断書を出せばよ

い場合などもある）。失業しているのだから暇だろうというのはその通りかもしれないが、

一方的に日時を指定するというのはいかがなものかと思う。民間のサービス業ではおよそ

考えられない。 

 

 就職が決まった場合、失業者は就業する前日にハローワークに行き、認定を受けなけれ

ばならない。そうすれば「就職する前日」までの失業手当を日割りで受け取ることができ

る。但し、前日は新たな勤務地に移動するなどの理由でハローワークに行けないという場

合もあるだろう。そうすれば前日よりも早くハローワークに行って手続きをせざるをえな
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い。ところがその場合は、「手続きをした日の前の日」までの手当しか受け取れない。就職

が決まっているのに手当を受け取る者を無くすためだとは思うが、よく分からないルール

だ。どのみち就職したという証明書は出す必要が無いのだし。ハローワークからそのよう

な事前説明は一切ないし、受け取った資料にも記載されていない。 

 

 失業手当を受け取れるということは、失業者にとってはありがたい仕組みかもしれない

けれども、その間に少しでも働いたら手当を受け取ることができないという非生産的な仕

組みでもある。失業手当を受け取っている間は、仕事をしない方が収入を得られるのであ

る。 

 

 健康保険や損害保険のように病気や事故は本人の意思とは関係ないが、失業の場合は仕

事の内容や賃金に関わってくる。失業者が雇用条件に納得しなければ、いつまでも失業状

態でいられるのである。「失業に保険をかけることは、例えば商品が売れないことに保険を

かけるのとちょうど同じほど不可能である」。［※５］一時的な場合はともかく、長期にわたる

「非自発的失業」は存在しない。逆に強制的な雇用保険が長期的な失業を生み出している

のではなかろうか。 

 

 「失業保険は絶対に誤った呼び方である。そのような保険のための統計的な基礎は決し

てありえない。大多数の国では『保険』の名前を抜かすことによって、あるいは少なくと

もその意味合いを無視することによって、このことを認めている。それは今では隠しだて

のない『援助』になっている。それは、労働を求めるほんの一部の人々だけを雇うことが

できる率に、労働組合が賃金を高く保つことを可能にする。従って失業者の援助は、失業

を最初に永久的な現象として作り出すものである。現在では多くのヨーロッパ諸国は、そ

れらの公的金融の能力をかなり超える額をその目的のために向けている」。［※６］ 

 

 雇用保険に入っている労働者の大多数は失業することは無いだろう。にもかかわらず保

険料を強制的に徴収されている。保険料の半分を雇用主（企業）が負担しているが、この

費用も強制でなければ給与に加算される可能性がある金額であり、結局は労働者の負担に

なっている。任意加入ではいけないのだろうか。もしそのようにすれば保険料収入が不足

して保険制度そのものが成り立たないものと思われる。［※７］ 

 

 失業は保険の対象として不適切であることと、失業保険が労働者の費用負担を増やし趣

旨とは反対に長期的な失業を生み出していることから、廃止すべきであると考える。 
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５．雇用対策 

 

 障害者の雇用率を達成するよう企業を指導するのもハローワークの役目で、障害者雇用

促進法第 43 条［※８］に基づいている。企業を指導するとあるが、要は障害者の雇用を企業

に強制しているのである。また障害者を解雇する場合は同法第 81 条［※９］に基づき、公共

職業安定所長への届け出が義務付けられている。このような企業活動の自由を損ねるよう

な強制や規制をするのは問題である。たとえ身体の一部に障害があったとしても、何らか

の能力があればそれに応じて働くことができる。とはいえ明らかにハンディキャップを持

つ障害者の場合は、利益や効率を追求する民間企業で職を探すのは難しいだろう。であれ

ば現実的な解決策として、民間企業の負担を増やすのではなく、利益を追求しない国や自

治体が障害者を公務員として採用すればどうか。 

 

 「国家（自治体や特殊法人を含む）と営利企業の違いは、企業が利潤を追い求めるのに

対し、国家が国民の『幸福』の増大を目標とすることだ。（引用者略）国防や警察、消防な

ど、一定以上の身体能力を必要とする業務を除けば、障害者を雇用しない合理的な理由が

あるとは思えない」。［※１０］ 

 

 

６．民間の人材紹介企業との違いなど 

 

 その他、ハローワークと民間の人材紹介企業との違いなどについて、私が気になった点

を以下に列挙する。 

 

 (1) 履歴書・職務経歴書の記入 

 ハローワークの構造は、市役所などの構造と基本的に変わらない。たとえば台の前に立

って住民票の発行を依頼する書類を記入するのと同じ状態で、履歴書・職務経歴書を記入

して、ハローワークに提出しなければならない。所定の用紙に記入する必要があるので、

事前に記載して持ち込むことはできない。よって立ったままで 15～20 分かけて書類を書く

ことになる。 

 

 これが民間の人材紹介企業であれば、例えば Word や Excel などの電子媒体で未記入のフ

ァイルをもらうことができるので、自宅のパソコンや人材紹介企業にあるパソコンを使い、

椅子に腰掛けてゆっくりと必要事項を入力することができる。 

 

 (2) 相談窓口 

 失業者であれば求職の相談、失業認定、手当の受け取り、等々でハローワークの職員と
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窓口で話をすることになる。ところが窓口は市役所などの窓口と同じように横一列に並ん

でいる。申し訳程度の間仕切りがあるが個室ではないので隣の窓口で話している内容が丸

聞こえになる。個人情報も何もあったものではない。順番待ちをしていて自分の番が来た

ときも個人名で呼ばれるので、誰が失業しているのか知られてしまう。 

 

 民間の人材紹介企業の場合は、各地に事務所があり応接室や個室のミーティグルームを

用意しているので話す内容が外部に漏れ聞こえることはない。 

 

 (3) 失業保険説明会 

 上記では省略したが、失業後の数週間後にハローワークで失業保険説明会が行われ、日

時を指定されて強制的に参加させられる。1 つの部屋に数 10 人が集まって説明を受けるの

だが、学校のように 1 人ずつ出席を取られ、名前を呼ばれたら前に行って当日の説明資料

と書類を受け取らなければならない。ハローワークに来ているのは近隣の人が多いが、失

業していることが知られるのは感じが良くない。説明で重点を置かれているのは、失業認

定の用紙に嘘を書いてはいけないという事。こういう話を 2 時間以上聞かされる。しかも

パイプ椅子に座って。保険会社が保険料支払いの説明をするのにこんな事はしないだろう。 

 

 (4) 職業訓練 

 ハローワークが失業者に対する各種職業訓練を行っている。私がもらった資料には工場

管理、電気設備技術、機械加工技術、制御プログラム、ＯＡ事務、医療事務、介護職員な

どの訓練コースが載っている。受講期間は 2 か月から 12 か月まで様々だ。受講料は無料で、

受講者はテキスト代や教材費のみ負担すればよい。 

 

 訓練を行っているのは民間の企業や学校などだが、無償で行っているとは思えない。も

ちろんハローワークから費用が支払われているだろう。その元は我々の税金である。 

 

 職業訓練というのは労働者の将来の仕事のために必要なものであるから、その労働者が

負担すべきである。失業状態だから無収入で負担できない場合もあるだろう。であればハ

ローワークが低利で貸し付ければ済む話である。職業訓練が役立ち仕事に就くことができ

れば返済できるはずだ。奨学金を借りて進学するのと同じだ。また無料で学ぶのと自腹で

学ぶのとでは、訓練に対する真剣度が違ってくると思われる。無料であれば身につかなく

ても（時間以外は）損をしないのだから。 
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７．結論 

 

 以上のようにハローワークの役割について見てきたが、ハローワークが必要だという理

由が見いだせない。全国の約 28,000 人の職員・相談員のためにのみ存在する組織ではない

のだろうか。職業紹介や職業訓練は民間企業に任せ、雇用保険は廃止するのが全うである

と考えられる。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

※１ 「都道府県労働局の所掌事務（前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。）

の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く」 

 

※２ Wikipedia より抜粋 

 

※３ 実はハローワークの求人情報も自宅から検索できるが、検索結果は雇用形態、勤務地、職種、業務

概要、給与などが一覧表形式で表示されるだけで、実際にはハローワークに行って求人票を見ないと意味

がない。せいぜい求人があるかどうかが判断できるだけである。このシステムに民間の人材紹介会社並み

の機能を持たせればよいのだが、ハローワーク自身の雇用を維持するためには現行の作業を残さないとい

けないのだろう。 

 

※４ 離職票には従業員が退職した理由を雇用者が記載する欄がある。自己都合、会社都合、懲戒免職、

等の理由を選択するようになっている。ここに問題がある。私の場合は雇用者から「離職票を書かない」

「離職票の懲戒免職にマルを付ける」などと言われて脅され、不利な条件で退職したことがある。雇用保

険は日本国内での独占事業であるから、正しい情報が書かれた離職票がなければ、失業者は全く手当をも

らえなくなってしまうのである。雇用者から離職票を出してもらうために、場合によっては失業者が不利

益をこうむる事もありうる。 

 

※５ Ludwig von Mises, Socialism, An Economic and Sociological Analysis, Translated by J. Kahane 

B. Sc. , Yale University Press, 1951［岩倉竜也訳「社会主義 － 経済学・社会学的分析」（きぬこ書店）］

より。 

 

※６ 同上。 

 

※７ 平成 25 年度の収入は 1 兆 7903 億円で、支出は 2 兆 764 億円となっている。厚生労働省「雇用保険

の財政運営関係資料」の表「失業等給付関係収支状況」より。 
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※８ 「事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主をいい、国及び地

方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する

身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数

（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇

用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない」 

 

※９ 「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合（労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場

合その他厚生労働省令で定める場合を除く。）には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職

業安定所長に届け出なければならない」 

 

※１０ 橘明「知的幸福の技術」（幻冬舎文庫）、190 頁より。なお、引用元の注釈には次のようにある。「現

在の日本国の問題は、肥大化した公共部門が逆に国民の『幸福』を減少させていることだが、それについ

てはここでは触れない」 


