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による死傷者は829人…………………………2557・30

雇 用 管 理・対 策

2018年若年者雇用実態調査／若年社員定着…
対策は「職場での意思疎通の向上」…………2542・39
2019年障害者雇用状況／民間企業の雇用障…
害者数が過去最高……………………………2543・23
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