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学生のための民間就職情報サイトへの 

新卒者・既卒者の就職支援の掲載について 

 

～「日経就職ナビ 2011」「［en］学生の就職情報 2011」「学情ナビ 2011」 

「Re就活」から厚生労働省の新卒者・既卒者の就職支援をご案内します～ 

 

 

新規大学卒業予定者等の就職環境が非常に厳しいことを踏まえ、１人でも多くの方

に、新卒者・既卒者専門に就職支援を行う「新卒応援ハローワーク」を知っていただ

き、就職活動でお困りの場合には、一人で悩まず、「ジョブサポーター」にご相談い

ただけるよう努めているところです（別添１参照）。 

今般、以下のとおり、学生向け・第二新卒向けの就職情報ポータルサイトを運営す

る民間企業に無償でご協力いただき、新卒応援ハローワークなどの広報を行うことと

なりました（別添２参照）。 

また、厚生労働省においては、未内定の相談機会を拡げるために、大都市圏での土

曜日の特別相談（別添３参照）などの取組も行うこととしており、こうした取組によ

り、１人でも多くの新卒者の皆様に各種の支援をご利用いただき、１日でも早く就職

できるよう努めてまいります。 

 

 

平成 23年２月２日 

【照会先】 

職業安定局 派遣・有期労働対策部 

若年者雇用対策室 

室   長  久
く

知
ち

良
ら

 俊二 (内線 5862) 

室長補佐  仙田   亮  (内線 5691) 

(代 表 電 話) 03-5253-1111 

(直 通 電 話) 03-3597-0331 

 

 



 

 

 

○ 「日経就職ナビ 2011」（１月 25日より） 

 （運営） 

       株式会社 日経ＨＲ  

      株式会社 ディスコ 

（ＵＲＬ） 

https://job.nikkei.co.jp/2011/  

 

○ 「学情ナビ 2011」（１月 28日より） 

 （運営） 

株式会社 学情 

（ＵＲＬ） 

http://www.gakujo.ne.jp/2011/ 

 

○ 「Ｒｅ就活」（１月 28日より） 

 （運営） 

株式会社 学情 

（ＵＲＬ） 

http://re-katsu.jp/ 

 

○ 「［en］学生の就職情報 2011」（２月７日より） 

 （運営） 

エン・ジャパン 株式会社 

（ＵＲＬ） 

http://enjapan2011.com/ 

 

 

注： 先般、菅総理大臣の指示のもと開催された新卒者雇用・特命チームにおける「卒業前最 

後の集中支援」（別添３）において、厚生労働省においては、主要な民間就職情報サイトに対

し、ジョブサポーターや新卒応援ハローワーク等の周知のためのバナー掲載について協力を

要請し、民間就職情報サイトも活用して周知を徹底することとしました。 

注： 学生のための民間就職情報サイトへの厚生労働省の新卒者・既卒者の就職支援の掲載につ

いては、本件のほか、平成 23年 1月 7日から「リクナビ 2011」（株式会社リクルート）及び

「マイナビ 2011」（株式会社毎日コミュニケ-ジョンズ）において実施しています。 

https://job.nikkei.co.jp/2011/top/�
http://www.gakujo.ne.jp/2011/�
http://re-katsu.jp/�
http://enjapan2011.com/�


ハローワークで新卒者の就職支援を進めています！
ハローワークにおいては、「経済対策」（平成22年９月10日閣議決定）及び「緊急総合経済対策」
（平成22年10月８日閣議決定）に基づき、新卒者支援を進めています。

○「ジョブサポーター」の倍増によるきめ細かな支援

「大卒・高卒就職ジョブサポーター」を倍増（928人→1,753人（経済対策（平成22年９月10日））→2,003人
（緊急総合経済対策（平成22年10月８日））し、きめ細かな支援を行っています。

【実績】 15,892人（平成22年9月～12月末）の就職が決定、
27,798人（平成22年10月～12月末）の求人を開拓

（大卒就職ジョブサポーターの支援内容）
大学等と連携した出張相談・就職支援セミナー、新卒応援ハローワークにおいて就職活動中の学生・既卒者
への個別支援（エントリーシートの作成相談、面接指導、応募先の選定など）及び求人開拓等を実施

（高卒就職ジョブサポーターの支援内容）
学校と密接に連携し、求人情報の提供、職業適性検査や各種ガイダンス・セミナー、求人開拓、未内定者に
対する一貫した個別支援（職業相談、応募先の選定、面接指導等）等を実施

○全都道府県にワンストップで新卒者を支援する「新卒応援ハローワーク」を設置

全都道府県に、就職活動中の学生・既卒者の皆様が利用しやすい専門のハローワークとして、平成22年９月24日か
ら「新卒応援ハローワーク」（平成22年12月１日現在56カ所）を設置しました。お気軽にご利用ください。

【実績】 のべ90,177人が利用、7,601人が就職決定（いずれも平成22年9月24日～1２月末）

（主な支援メニュー）
・全国ネットワークによる豊富な求人情報の提供、職業紹介、中小企業とのマッチング、求人開拓、求職活動に役立つ各種セミナー
・就職までの一貫した担当者制による個別支援（求人情報の提供、就職活動の進め方、エントリーシートの添削、面接指導等）
・臨床心理士による心理的サポート

※ 新卒応援ハローワークの所在地・連絡先はこちら→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/05.html

～新卒者（就職活動中の学生・既卒者）への支援を充実しました～

（
別

添
１

）
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○ 「青少年雇用機会確保指針」を改正しました（「卒業後３年間は新卒扱い」を明記）

雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」（※１）を改正（平成22年11月15日）し、事業主が取り組むべき
措置として、学校等を卒業後少なくとも３年間は新卒として応募できるようにすることを盛り込み、厚生労働大臣よ
り主要な経済団体等に協力を要請しました（※２）。また、労働局・ハローワークにおいても事業主の皆様への周知
を進めていきます。

※１ 雇用対策法第７条において事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保」が定められています。事業主が具体的に取り
組むべき事項を定めたものが「青少年雇用機会確保指針」です。

※２ 平成22年11月15日に245団体に厚生労働大臣より要請書を送付
（要請書全文：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1-img/2r9852000000wgut.pdf ）

○３年以内の既卒者を採用する企業への奨励金を創設しました

卒業後３年以内の既卒者を採用する事業主を支援するために、平成22年９月24日にこれらの方を採用する事業主へ
の奨励金制度を創設しました。さらに11月26日より長期に育成支援が必要な方への支援を充実させました。

【実績】 6,694人が雇用開始（平成22年9月24日～平成23年１月23日）

～３年以内の既卒者の新卒扱いの普及に取り組んでいます～

①３年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金（「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」）
卒業後３年以内の既卒者（高校・大学等が対象）を正規雇用へ向けて育成するため、まずは有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させ
る事業主に対し、ハローワークにおいて支給。（平成22年９月24日～）【有期雇用（原則３か月）１人月10万円、正規雇用から３
か月経過後に50万円】

対象求人数 178,014人 トライアル雇用開始者数 6,194人 （平成22年9月24日～平成23年１月23日）

②長期に育成支援が必要な３年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金（「既卒者育成支援奨励金」）
長期の育成支援が必要な既卒者（高校・大学等が対象）を有期雇用し、育成のうえ正規雇用に移行させる成長分野（健康、環境分野及
び関連するものづくり分野）の中小企業の事業主に対し、ハローワークにおいて支給。（平成22年11月26日～）【①に加え、有期
雇用期間を原則３か月のOFF-JT期間を含む原則６か月に延長。さらにOFF-JT期間は各月５万円を上限に教育訓練経費の実費を上乗
せ】

③新卒扱いで３年以内の既卒者を採用する企業への奨励金（「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」）
卒業後３年以内の既卒者（大学等が対象）も応募可能な新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおい
て支給。（平成22年９月24日～）【正規雇用から６か月経過後に100万円、１事業所１回限り】

対象求人数 20,805人 採用者数 500人 （平成22年9月24日～平成23年１月23日）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1-img/2r9852000000wgut.pdf�
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日経就職ナビ2011 TOP画面

ここに設置する

（ログイン後 画面）

（別添２）



学情ナビ2011 TOP画面

ここに設置する

・
・
・
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Ｒｅ就活 TOP 画面 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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ここに設置する 
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［en］学生の就職情報2011 TOP画面

ここに設置
する



大都市圏における土曜日（平成23年２月５日～３月２６日）の
『サタデー特別相談』の実施について

東京 大阪 名古屋

１ 実施施設
・ハローワーク品川庁舎
・東京都港区港南２－５－１２

品川ＮＢＳビル３Ｆ
・TEL ０３－３４５０－８６３７

２ 利用時間
１０：００～１７：００

３ 支援対象者
大学卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
○就活全般についての相談
・求人情報の提供
・応募書類の書き方・添削
・面接対策
○就職ミニ面接会の開催（毎土曜日、

参加企業２社程度を予定）

１ 実施施設
・愛知新卒応援ハローワーク
・名古屋市中区栄四丁目１番１号

中日ビル１２階

・ TEL ０５２ー２６４－０７０１

２ 利用時間
１０：００～１７：００

３ 支援対象者
大学等卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
○就活全般についての相談
・求人情報の提供
・応募書類の書き方・添削
・面接対策

※２月１９日は閉庁

１ 実施施設
・大阪新卒応援ハローワーク

（大阪学生職業センター）
・大阪市中央区南船場３－４－２６

出光ナガホリビル９Ｆ
・ TEL ０６－４９６３－４７０３

２ 利用時間
１０：００～１８：００

３ 支援対象者
大学等卒業予定者・既卒者

４ 支援内容
○就活全般についての相談
・求人情報の提供
・応募書類の書き方・添削
・面接対策
○学生等の希望に応じた個別求人

開拓専用相談窓口の設置
○「必勝！模擬面接」（５回）

他セミナーの実施
※２～３月以外も土曜日開庁を実施
※２月１２日は閉庁

東京新卒応援ハローワーク（照会先）
ＴＥＬ ０３－３５８９－８６０９

東京労働局職業安定部職業安定課
（若年雇用係）

ＴＥＬ ０３－３５１２－１６５８

大阪新卒応援ハローワーク（照会先）
ＴＥＬ ０６－４９６３－４７０３

大阪労働局職業安定部職業安定課
（若年者雇用対策係）

ＴＥＬ ０６－４７９０－６３０２

（照会先）

愛知新卒応援ハローワーク
ＴＥＬ ０５２－２６４－０７０１

（
別

添
３

）
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