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    ２０１７年７月４日 

 

 

 山  口  県  知  事  村 岡 嗣 政  様 

 厚生労働省山口労働局長  金 刺 義 行  様 

 

 

                山口県労使雇用対策協議会 

                    会  長  楠    正 夫 

 

                山口県経営者協会 

                    会  長  楠    正 夫 

                山口経済同友会 

                    代表幹事  川久保  賢 隆 

                    代表幹事  山 田  正 敏 

                山口県商工会議所連合会 

                    会  頭  川 上  康 男 

                山口県商工会連合会 

                    会  長  藤 村  利 夫 

                山口県中小企業団体中央会 

                    会  長  和 田  卓 也 

                日本労働組合総連合会山口県連合会 

                    会  長  中 繁  尊 範 

 

 

若年者の早期離職対策に関する提言について 

 

 貴職におかれましては、山口県の景気・雇用対策等に積極的に取り組まれる

とともに、山口県労使雇用対策協議会の諸活動に格別のご支援ご協力を賜って

おりますことに対し厚くお礼申し上げます。 

 さて､県内中小企業等で高卒者の早期離職が問題となっており､その主な原

因として､就職時における生徒と企業とのミスマッチ等があげられております。 

 このため、当協議会では、若年者の就職後３年以内の離職対策に関し、①高

等学校卒業者の就職をめぐる慣行制度、②企業の人事施策について、今般、提

言として取りまとめました。 

 県・山口労働局におかれましては、本提言を踏まえ、若年者の早期離職問題

を打開するために、最大限に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 
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  はじめに 

厚生労働省が公表する「新規学卒者の卒業後３年以内の離職状況」によると、

新規高校卒業者の就職後３年以内の離職率が２００４年３月卒から改善傾向

にあったものが、２０１０年３月卒で反転し、２０１１年３月卒以降は悪化し

ており、就職後３年以内で約４割が離職しています。 

また、事業所規模別で見ると１，０００人以上の事業所の離職率が約２割で

あるのに対し、５人未満の事業所の離職率が約７割と最も高く、規模が小さい

ほど高くなっています。 

 

若年者の離職問題は、単に労働者（若者）側の早期離職によるデメリットに

とどまらず、企業側のデメリットも相当なものとなり、昨今の人手不足も相ま

って地域経済にとって看過できない深刻な問題と捉える必要があります。 

 

現在、若年者の職場定着支援として、山口県では「山口県若者就職支援セン

ター」を中心に、若者の職場定着のための各種セミナーの開催や就労に関する

悩みの相談窓口を記載した「就労相談カード」の配布等を行っていますが、そ

れらに加え、より効果的な対策を講じていくことが、若年者の県内定着に資す

るものと考えられます。 

 

こうしたなか、当協議会では、２０１４年６月、とりわけ新規高校卒業者の

３０％弱（全国１５％程度）が就職し、かつ県内産業のうち就業者比率の高い

製造業（全体の約１７％）に多くの新規高校卒業者が就職するという山口県の

特色を踏まえ、製造業における新規高校卒業者の離職問題について調査・研究

を行いました。 

 

この調査結果については、２０１５年６月に「若年者の職場定着にかかわる

調査報告書」としてまとめましたが、それ以降、セミナーの開催等を通じて提

起された意見等を踏まえ、さらに問題を掘り下げて具体的な解決策を検討する

ことを目的に、昨年１１月には実務担当者による研究会を設置し、３回にわた

って議論を重ねてきました。 

 以上の経過を踏まえ、製造業に限らず全産業でも共通している若年者の就職

後３年以内の離職対策に関し、①高等学校卒業者の就職をめぐる慣行制度、②

企業の人事施策等について、今般、提言として取りまとめました。 

 

厚生労働省山口労働局、山口県（知事部局・教育委員会）、関係団体、企業

におかれては、本提言を踏まえ、若年者の早期離職問題を打開するために、最

大限に取り組まれることを期待します。 
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１．高等学校卒業者の就職をめぐる慣行制度 

高卒者の就職斡旋は、早期採用選考を防止し、学校での授業時間数を確保し、

生徒の適正な推薦・選考が行われることなどを理由にして選考開始期日等が決

められ、それに沿って行われている。この選考開始期日等は、全国高等学校長

協会や主要経済関係団体の意見を踏まえて決められ、厚生労働省と文部科学省

との共同通知という形で周知されている。この枠組みに沿って，高等学校とハ

ローワーク（公共職業安定所）の分担・連携によって就職斡旋が行われている。 

そのような就職斡旋が行われる過程で「校内選考」、「指定校制」、「一人

一社制」といった慣行が“学校と企業の信頼関係”を基本に大きな役割を果た

してきたが、その運用については「高校生の就職問題に関する検討委員会報告

書」（文部科学省 2001・2・1）や「高卒者の職業生活の移行に関する研究」

最終報告（文部科学省・厚生労働省 2002・3）などでもいくつかの問題が指摘

されている。 

山口県内の新規高卒者の競争倍率（２０１５年度実績）を見ると、求人以上

に募集していた企業が全体の３５%で、平均競争倍率は１．２２倍、多い企業

では３倍となっており、一次募集に不合格となる生徒が相当数あり、二次募集

に合格したとしても、多くの場合、本人が納得できる企業（あるいは職業）に

就職できていないことが明らかになった。また、学校と企業へのヒアリングに

よって、学校の推薦過程で企業が求める人材とのミスマッチが生じていること

も改めて浮き彫りになった。 

また、就職希望の生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択

および事前の理解不足による就職後の早期離職の防止に資することを目的に

導入された「応募前職場見学」についても、本来の趣旨からすると１人が複数

社を見学することが求められるが、教員の引率が原則必要となっていることが

ネックとなって、実際には１人１社程度しか行くことができないのが実態であ

る。加えて、昨年から導入された青少年雇用情報シートにより企業情報につい

ても充実が図られたものの、求人票の記載内容も不十分なものも多く、応募の

際に不足感があるとの指摘も多い。 

こうした実態を踏まえ、現行の慣行制度において新規高卒者が不利にならな

いよう配慮しつつ、一部運用の見直しが必要である。 

 

（１）競争倍率の適正化をはかる。 

〈学校・企業・県〉 

・一人一社制の堅持を前提に、学校はあらかじめ企業からの「詳細な選考基準」

に基づいて、生徒を選考する仕組みを再構築する。具体的には、企業の人事評

価（コンピテンシーなど）の基準を生徒の評価に取り入れることによって、企

業の求める人材選考が促進できるほか、選考基準の明確化も図られる。 

・そのうえで、企業は学校を信頼し、原則として採用人数と同数の応募者数に
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絞る。 

・なお、著しく競争倍率が高い企業についてはハローワークが指導できるよう

国に求める。（前提として許容範囲の競争倍率についての議論が必要） 

 

【採用時の評価ポイント】 

№ 項 目 定 義  

1 達成志向 
高い目標や困難な状況下にあっても、粘り強く取組み、最後までやり遂
げることができる。 

2 適応力 
考え方や価値観の相違を受け入れ、善処することができる。環境の変化
にも柔軟に対応することができる。 

3 リーダーシップ 
組織の中で、メンバーのやる気を引き出しながら、目標に向かって取組
むことが出来る。 

4 チームワーク 組織の中で、自分の役割を理解し、最後までやり遂げている。 

5 問題解決 
常に課題意識を持ち、問題の本質を捉え、解決・改善のための行動を起
こしている。 

6 コミュニケーション 
基本的な対応・応対マナーが実践されていて、相手の気持ちを理解し、
また自分の意見をわかりやすく伝えることができる。 

7 ストレスコントロール 
ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の
力を抜いて対応する。 

8 その他 （自由記入） 

 

（２）応募前職場見学に複数（２か所）行けることを目指す。 

〈学校・企業・県・労働局〉 

・２０１７年度より、６月１日からハローワークの求人票受付がはじまること

から、各企業に対して６月２０日までには求人票をハローワークに提出するよ

う求め、原則７月１日、遅くとも７月５日には企業の求人が出そろうようにす

る。 

・求人票を直接学校に持参する企業に対しても学校がデータ整理をする関係で

求人票は極力７月１日には学校に提出するよう求める。 

・７月６日以降に先ずは応募前職場見学調査票を速やかに受付け、終業式(７

月２１日)後から８月上旬までに随時応募前職場見学を実施する。 

・８月５日以降に進路希望調査票を受付け、推薦先企業とのマッチングを調整

する。 

・応募前職場見学の教職員の引率については、必要に応じて行うよう運用を見

直す。但し、「採用活動の類似行為」を防止する観点で、①求人説明会での企

業側に十分な周知を行う、②見学時に禁止事項を書いたものを生徒に持たせる、

③見学後に「禁止事項は行っていない」との書類に企業側に署名をしてもらう

等の対策を講じる。 

＜※マッチングの日程は別紙１参照＞ 
 
〈補足説明〉新規高卒者の応募・推薦方法は、都道府県の高等学校就職問題検討
会において、それぞれ決めることになっている。 
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（３）応募者が欲している企業情報の積極開示を目指す。 

〈企業・労働局・県〉 

・求人票の職種や仕事の欄に出来るだけ詳細な内容を記載する。特に、特殊勤

務(交代勤務など)の場合は具体的なシフトを明確にする。また、賞与（ボーナ

ス）は昨年度の実績(*)、福利厚生面の条件の記載を徹底する。 
〈*注〉新入社員の夏季賞与（ボーナス）は制度上無い企業が多いことから、 
新規学卒者の昨年実績の欄には運用上２年目の実績を記入するよう求める。 

・現状の求人票（青少年雇用情報含む）に加え、企業情報詳細シート（仮称）

を作成する。とりわけ採用基準（人物像など）の明確化を図る。 

・企業情報詳細シート（仮称）の情報を山口県若者就職支援センターが運営す

る「YYジョブナビ」で情報提供し、生徒が閲覧するよう促す。 

 

＜※現状の企業情報[平成２９年度版求人票]は別紙２参照＞ 

＜※企業情報詳細シート（仮称）は別紙３参照＞ 

 

（４）国に選考期間の見直しを求める。 

〈労働団体・経営団体・県〉 

・タイトな日程のなか、実質的に２週間程度で希望する進路先を決めるケース

もあり、就職選考解禁日の見直しが必要なことから国に対して改善を求めてい

く。 

 

２．企業の人事施策 

労働政策研究・研修機構が２００６年に実施した「若年者の離職理由と職場

定着に関する調査」の結果によると、若年者の離職問題について下記のような

分析がされている。 

① 採用時の十分な情報提供…情報を「十分に入手できた」層は転職したい

と思う割合が１０．８％であるのに対し、「あまり入手できなかった」

（３２．１％）・「ほとんど入手できなかった」（４７．１％）など情

報取得が不十分な場合は転職したいと思う割合が３倍以上高い。 

② 入社当時のメンター（信頼のおける相談相手）の存在…入社当時「メン

ターがいた」層は転職したいと思う割合が１９．９％。これに対し「メ

ンターがいなかった」層は３１．０％が転職したいと思う傾向にある。 

③ 仕事の相談ができる上司・先輩の存在…「相談できる上司先輩がいた」

層は転職したいと思う割合が２０．８％。これに対し「相談できる上司

先輩がいなかった」層が転職したいと思う割合は４１．３％と倍近い開

きがある。 

 

協議会が実施した調査においても、定着率と関わりの大きい退職理由として

「職場に同世代(若手)の相談相手がいなかったとして」、「職場の人間関係が
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うまくいかないとして」、「仕事のストレスが大きいとして」が強い関係性が

あるという結果が得られた。とりわけ中小企業においては、毎年の定期採用が

難しく、大きな世代の違いが存在し、職場に相談相手がいないことが定着率を

低下させている原因の一つとなっている。 

こうした調査結果を踏まえ、関係行政や労使一体となった取組が必要である。 

 

（１）中小企業の若手社員が企業の枠を超えて、同世代のコミュニケーション

がとれるようにする。 

〈経営団体・企業・県・市町〉 

・商工会議所または商工会単位で新入社員歓迎会をはじめ、１年目（新入）・

２年目社員を対象とした合同研修会を開催するとともに、企業は積極的な参加

を促す。 

・商工会議所または商工会単位で若手社員がサークル活動等を行う場合に、商

工会議所または商工会がその活動に対して支援を行う。 

・こうした取組に対して、行政も財政面で支援を検討する。 

 

【１年目(新入社員)研修会のイメージ】 

内  容 手 法 
１．社会人としての考え方 

～学生と社会人の違いについて～ 

（１）働くということ 

（２）社会人はチームの一員として働く 

【ワーク】やってはいけないことをチェック 

（３）コンプライアンス（法令遵守） 

＜参考＞個人情報保護・ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の使い方 

講義 
ワーク 

２．社会人としてのルールの遵守 
～職場のルール～ 

【ワーク】「気をつけるべきこと」「守るべきルール」を考える 

（１）出勤時のポイント 

（２）勤務中のポイント 

（３）外出・休憩時のポイント 

（４）退勤時のポイント 

（５）社外でのマナー 

（６）健康管理の徹底 

（７）休暇のとり方 

（８）遅刻しそうな時 

講義 
ワーク 

３．参加者交流会 
～企業の垣根を越えたコミュニケーション～ 
・仲良くなれるアトラクション 

飲み会 

 

【２年目研修会のイメージ】 

内  容 手 法 
１.よくある不安の解決方法① 
～「仕事がうまく回せない」を解決する 
（１）今後特に求められるのは主体性と実行力 
（２）仕事においてより高い主体性を発揮するために 
  ①仕事の流れを再確認する 

講義 
ワーク 
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  ②自ら仕事の目標を設定する 
～仕事には大きな目標と小さな目標がある 
  ③実行に向けた段取り／計画をたてる 
  ④優先順位をつけて仕事を進める 
【ワーク】目標を設定する 
（３）すぐにとりかからずにまずは段取りを考える 
（４）段取りに必要なもの 
  ①日常感じる問題点と対策 
 ②自分のワークスタイルを確認する 
③自分の時間の使い方を評価する（○×をつける） 

２．よくある不安の解決方法② 
～「この先どうしたら良いかわからない」を解決する 
（１）過去の経験から、今の自分に役立っていることを考える 
（２）上司・先輩から学ぶ 
（３）仕事のプロフェッショナルとしての心構え 

講義 
ワーク 

３．参加者交流会 
～企業の垣根を越えたコミュニケーション～ 
・仲良くなれるアトラクション 

飲み会 

 

（２）若手社員の意見・提案を積極的に受け入れる。 

〈経営団体・県・市町〉 

・ＱＣ活動の活性化や業務改善提案の促進、経営トップと若手社員の対話の場

が効果的であることについて、地場中小・零細企業では認識が十分ではない場

合も少なくなく、ノウハウを得る機会も限られていることから、中小企業支援

策としてインストラクターを各事業所に派遣する。 

・こうした取組に対して、行政も財政面で支援を検討する。 

 

（３）余暇がキッチリと取れるよう配慮する。 

仕事と家庭の両立支援策の充実、長時間労働の是正や有給休暇の取得率向上、

女性社員を積極的に活用できる労働環境整備などについては、「やまぐち働き

方改革推進会議」での議論に参画していくこととする。 

 

以 上 
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別紙 1  
マッチングの日程 

現 状 見直し案 

時 期 企 業 学 校（Ｘ高校の例） 時 期 企 業 学 校 

6月上旬 新規高等学校卒業者の就職に係る求
人説明会(ハローワークから求人票提
出の内容や日程について説明) 

 5月下旬 新規高等学校卒業者の就職に係る
求人説明会(ハローワークから求人
票提出の内容や日程について説明) 

 

6月 20日～ 
7月 1日 

ハローワークへの求人票の提出  6月 1日～ 
20日 

ハローワークへの求人票の提出  

7月 1日以降 学校への求人票の提出 
※概ね出そろうのが７月 10日くらいに
なっている。 

求人票の受付開始 
求人票の閲覧開始 
職場見学受入企業と日程公表 

7月 1日以降 
 
 

学校への求人票の提出 
※原則７月 1日とする。(遅くとも７月
５日まで) 

求人票の受付開始 
求人票の閲覧開始 
職場見学受入企業と日程公表 

7月 6日  期末考査終了 7月 6日 
(以降) 

 

 期末考査終了 
進路希望調査票配布 
職場見学希望調査票配付 

7月 11日  進路希望調査票配布 
職場見学希望調査票配付 

7月 19日～ 
 
 
20日 

 三者面談 
進路希望調査票(1)提出〆切 
職場見学希望調査票提出〆切 
終業式 

7月 15日  職場見学希望調査票提出〆切 

7月 16日 
～19日 

学校と職場見学受け入れ調整 
 

三者面談 
職場見学先のﾏｯﾁﾝｸﾞ調整 
職場見学先企業との調整 

7月21～25日 学校と職場見学受け入れ調整 推薦先企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ調整(1) 
職場見学先のﾏｯﾁﾝｸﾞ調整 
職場見学先企業との調整 

7月 20日  終業式 

7月 21日 
～8月 9日 

応募前職場見学の受入  

7月下旬～ 
8月末 

応募前職場見学の受入開始  8月 5日  進路希望調査票(1)提出〆切 

8月 6日 
～9日 
 

 
 

推薦先企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ調整(1) 
進路希望調査票配付（推薦先調整で調整
がつかなかった生徒向け） 8月 1日  進路希望調査票配付（推薦先調整で調

整がつかなかった生徒向け） 

8月 8日  進路希望調査票(2)提出〆切 8月 10日  進路希望調査票(2)提出〆切 

8月 9日以降  推薦先企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ調整(2) 8月11日以降  推薦先企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ調整(2) 

8月中旬  推薦選考会議 
（学校長の承認により、推薦先が決定） 

8月中旬 
 

 
 

推薦選考会議 
（学校長の承認により、推薦先が決定） 

9月 5日以降 学校推薦の受付 学校推薦の提出 9月 5日以降 学校推薦受付 学校推薦の提出 

9月16日以降 高卒求人採用の選考 
内定通知者の送付 (選考後 1週間以
内に学校宛に内定通知または不採用
通知と応募書類の返送) 

 9月16日以降 高卒求人採用の選考 
内定通知者の送付 (選考後 1週間
以内に学校宛に内定通知または不
採用通知と応募書類の返送 

 

⇒１人１事業所しか見学できない。                     ⇒１人２事業所まで見学できる。（希望者のみ）
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別紙 2 

現状の企業情報（平成２９年度版求人票） 
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別紙 3 

企業情報詳細シート（仮称） 
 

事業所名  求人番号 〇〇〇〇〇-××××× 記入日  

 

１．仕事内容（配属先が複数ある場合は職務(業務)毎に記載）  

①やりがい、魅力 

 

②つらいこと、大変なこと、苦労  

 

③入社後に必要となる資格・免許（取得時期も含めて） 

 

２．福利厚生 

①福利厚生施設（寮・社宅の有無と料金、社員食堂の有無と料金） 

寮 有 ・ 無  [料金] 

社宅 有 ・ 無 [料金] 

②社内行事(文化祭、運動会、その他レクリェーション行事) 

 

③文化・スポーツ部（同好会）の活動 

 

３．採用基準 

①選考基準（求める人物像と適正の評価ポイント） 

採用時の評価ポイントの中で特に重視するもの３位以内を番号でご記入ください。 

№ 項  目 定 義  

1 達成志向 
高い目標や困難な状況下にあっても、粘り強く取組み、最後までやり遂げることができ
る。 

2 適応力 
考え方や価値観の相違を受け入れ、善処することができる。環境の変化にも柔軟に対応
することができる。 

3 リーダーシップ 組織の中で、メンバーのやる気を引き出しながら、目標に向かって取組むことが出来る。 

4 チームワーク 組織の中で、自分の役割を理解し、最後までやり遂げている。 

5 問題解決 常に課題意識を持ち、問題の本質を捉え、解決・改善のための行動を起こしている。 

6 コミュニケーション 
基本的な対応・応対マナーが実践されていて、相手の気持ちを理解し、また自分の意見
をわかりやすく伝えることができる。 

7 ストレスコントロール 
ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の力を抜いて対応
する。 

8 その他 （自由記入） 
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順位  １位 

    ２位 

    ３位 

 

 

 

*8 を選択された場合は下記欄に内容をご記入ください。 

 

 

②選考試験の流れ (適性試験ＳＰＩなども含めて) 

（例）所定の筆記試験（60分）→適性試験（30分）→マンツーマンによる面接（15分） 

４．働き続けるために 

①入社～将来の展望（スキルアップ・役職・転勤・異動・給与のモデルなど） 

（例１）入社後〇カ月程度（期間）は、〇〇の業務についての知識と技能を習得します。その間、社内研修や〇〇資格
取得の支援を行い、〇〇のレベルまでのスキルアップを目指します。その後は、本人の能力や適性を踏まえて、他の
業務（〇〇や〇〇など）への配置転換や業務リーダーへの登用などを行い、当社の中核を担う人材になっていただくこ
とを期待しています。 

 （例２）入社後は、先輩社員が担当となって OJTを中心に仕事に必要な知識を習得していただきます。〇～〇年後に
は、〇〇の資格取得を目指し、より高度で専門的な仕事の経験を積んで、職人としての技能を高めていただきます。 
＜当社の給与モデルケース＞ 

（例３）〇〇を経て〇歳で〇〇業務のリーダーに登用。月給〇円（年収〇〇円）の実績あり。〇年間〇〇の業務に従事
し、〇〇〇（技能大会とかコンテストとか表彰とか）で〇〇位入賞。 
 （例４）〇〇〇～な人材を育成するため、OJTの他、〇〇研修や〇〇研修などの制度を設けています。〇〇ができる
人材については、〇年後を目途に、積極的にリーダーや管理職への登用を行っています。 

 

 

②生活・勤務時間・休日（交代勤務などの特殊勤務がある場合などは、学生時代と生活が大きく変わるの
で、生活面も含めた就職後のイメージが持てる情報提供） 

 

 

③応募する生徒へのメッセージ（先輩社員の声） 

 

④結婚・子育てしながら続けられるかどうか（女性の応募者へ） 

 

 

⑤子育て支援、女性・若者活躍応援に係る認定を受けている制度（別紙の子育て支援、女性・若者活躍応
援に係る国または県の制度一覧を参照） 
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〈別紙〉子育て支援、女性・若者活躍応援に係る国または県の制度一覧 

  制度名 マーク 概  要 届出先、所管等 

国 

子育てサポート企業

（くるみん）認定制度 

 

企業の自発的な次世代育成支援に関する

取組を促すため、一定の基準を満たした企

業を厚生労働大臣が認定 

山口労働局 

雇用環境・均等室 

プラチナくるみん（特

例）認定制度 

 

くるみん認定を受けた企業が、より高い水

準の取組行い一定の基準を満たす場合に

厚生労働大臣が認定 

山口労働局 

雇用環境・均等室 

えるぼし認定制度 

 

「女性活躍推進法」に基づき、一般事業主

行動計画策定の届出を行い、女性の活躍

推進に関する取組の実施状況が優良な企

業を厚生労働大臣が認定 

山口労働局 

雇用環境・均等室 

ユースエール認定制

度 

 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇

用管理の状況などが優良な中小企業を厚

生労働大臣が認定 

山口労働局職業安

定課部職業安定課 

子育て支援パスポー

ト事業 

 

子育て世帯に優しい社会の実現のため、

子どものいる家庭に各種割引・優待サービ

ス・外出サポートを提供する制度(全国共

通) 

内閣府子ども・子育

て本部  

県 

やまぐち子育て応援

企業宣言制度 

 

男女がともに働きながら安心して子どもを

生み育てることができる雇用環境づくりの

推進を宣言する事業者を支援する制度 

山口県商工労働部

労働政策課 

やまぐちイクメン応援

企業宣言制度 

 

やまぐち子育て応援企業のうち、男性従業

員の育児参加の取組を宣言する事業者を

支援する制度 

山口県商工労働部

労働政策課 

やまぐち男女共同参

画推進事業者認証制

度 

 

男女共同参画に向けた自主的な活動に積

極的に取り組む事業者を認証する制度 
山口県環境生活部

男女共同参画課 

やまぐち女性の活躍

推進事業者宣言制度 

 

やまぐち男女共同参画推進事業者のうち、

女性労働者に対する活躍の推進に関する

取組を積極的に行うことを宣言する事業者

を支援する制度 

山口県環境生活部

男女共同参画課 

やまぐち子育て応援

パスポート 

 

満 18歳未満の子供及び妊娠中の方がい

る家庭を対象とした、各種割引・優待サー

ビス・外出サポートを提供する制度 

山口県子ども・子育

て応援局こども政策

課 
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≪付帯資料≫ 

 

2015年に提言した若年者の職場定着対策 

 

近年の若年失業問題の深刻化の中で、若年者の離職問題を解明するにあたり、 

① 高等学校卒業者の離職率と人事施策に関する現状調査→「なぜ辞めたのか」と

いう原因を探り、企業が実施している定着率向上対策を検証する。 

② 高等学校卒業者の就職をめぐる慣行制度に関する現状調査→応募倍率の現状

と、企業、学校のニーズを探り、就職斡旋のプロセスを検証する。 

という２つの切り口で調査を行った結果に基づき、以下のとおり提起している。 

 

１．会社の人事施策に関して 

（1）問題点 

会社が定着対策として力を入れている施策と、実際に定着率に寄与している施策と

が必ずしも一致していない。 

会社が特に力を入れて 

実施している施策 

実際に定着率に 

寄与している施策 

1.若者が職場で話しやすい雰囲気を作る 

2.企業内訓練を実施する 

3.職場の作業環境を改善する 

1.本人の希望を活かした配置を行う 

2.女性社員を活用する 

3.仕事と家庭の両立支援策を充実させる

（女性のみ） 
※男性でも男女合計でも「女性社員を活用する」施策が上位にあることから、女性社員の活躍を促進
する施策がひいては全体の定着率に寄与することが伺える。 

 

（2）対策 

以下の点を踏まえて人事施策を実行する。 

①余暇がキッチリと取れるよう配慮する。（自分自身を取り戻す、活力を養う） 

・仕事と家庭の両立支援策を充実 

・長時間労働の是正 

・有給休暇の取得率向上 

・女性社員を積極的に活用できる労働環境整備 

②若手社員の意見・提案を積極的に受け入れる。（褒める、称える） 

・ＱＣ活動の活性化 

・業務改善提案の促進 

・経営トップと若手社員の対話の場 

③同世代の対話を促進する。（ストレスを溜めない） 

・若手社員同士の対話の場 

・サークル活動への支援 
*上記取り組みが難しい中小企業においては、商工会議所単位等で合同開催・支援するととも
に、行政もこれを積極的に支援する。 
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２. 高等学校卒業者の就職をめぐる慣行制度に関して 

（1）問題点 

2015年度では、求人以上に募集していた企業が全体の 35%で、平均競争倍率は 1.22

倍、多い企業では 3倍（2013年度の最高倍率は 8倍）という実態が明らかになった。 

これらの実態を踏まえると、一次募集に不合格となる生徒が相当数あり、二次募集に

合格したとしても、多くの場合、本人が納得できる企業（あるいは職業）に就職でき

ないことから、このことも就職後 3年以内の離職問題につながっているのではないか

と推測される。 

一方で、大手の一次募集に生徒が殺到する状況は、中小企業の採用活動に支障（長

期化）をきたしている。 

 

■会社と学校の本音?? ～なぜ応募倍率が高まるのか～ 

 それぞれの事情と思惑が混在している。 

【会社側の言い分】 

・学校側への不満 → 本当に我が社のニーズに合った優秀な生徒を推薦しているのか。 

・生徒への不満 → 元気が無い者が多い。 

【学校側の言い分】 

・選考の公平性の難しさ → 選考の過程で会社ニーズを考慮しようとするも、明確な説明

責任が果たせるまでに整理できず、どうしても成績順になる傾向が強くなってしまう。 

・保護者からの圧力 → 選考結果にクレームをつけられる  → 推薦枠以上の受験を会

社に求めてしまうことがある。 

 

（2）対応策 

①競争倍率の適正化をはかる。 

・一人一社制の堅持を前提に、学校はあらかじめ企業からの「選考基準」を聞き、そ

れに合わせて合格可能な生徒を選考する仕組みを再構築する。その際、保護者に対

する説明責任が果たせるよう工夫する。 

・そのうえで、企業は学校を信頼し、原則として採用人数と同数の応募者数に絞る。 

・著しく競争倍率が高い企業についてはハローワークが指導する。（前提として許容

範囲の競争倍率についての議論が必要） 

②応募前職場見学を拡充する。 

・より多くの企業見学に行けるよう、教員の引率を廃止する。 

・応募前職場見学の日程が重ならないよう調整業務は、行政が担う。 

・そのうえで、生徒の希望に応じ複数企業に行けるようにする。 

③企業情報を積極的に開示する。 

・就職してどういう仕事（働き方）をするのか、どういう生活パターンなるのか、将

来的な年収はどの程度なのか等が分かるパンフレットを作成する。 

 

以 上 


