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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・既卒者の就職支援情報の掲載について 

 

～「マイナビ 2012」「就活ナビ 2012」「学情ナビ 2012」「Re就活」 

「リクナビ 2012」「日経就職ナビ 2012」「［en］学生の就職情報 2012」 

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～ 

 

 

今春の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

相談いただく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、昨年度に引き続き、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、新規学校卒業予定者等（平

成２４年３月卒業）に対する新卒応援ハローワークなどの広報を行うこととしました

（別添２～８参照）。 

厚生労働省では、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 24年１月 17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
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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 

 

 



 

 

 

○ 「マイナビ 2012」（1月 1日より） 

（運営） 株式会社マイナビ 

（ＵＲＬ）http://job.mynavi.jp/2012/  (別添 2参照) 

 

 

○「就活ナビ 2012」（1月 4日より） 

   （運営） 株式会社ダイヤモンド・ビッグアンドリード 

（ＵＲＬ）https://navi12.shukatsu.jp/12/ (別添 3 参照) 

 

 

○「学情ナビ 2012」（1月 5日より） 

 （運営） 株式会社 学情 

（ＵＲＬ）http://www.gakujo.ne.jp/2012/   (別添 4参照) 

※ 同社の運営する第二新卒・既卒・若手社会人を対象とする「Ｒｅ就活」 

にも掲載中 

（ＵＲＬ）http://re-katsu.jp/   (別添 5参照) 

 

 

○「リクナビ 2012」（1月 6日より） 

 （運営） 株式会社 リクルート 

（ＵＲＬ）https://job.rikunabi.com/2012/      (別添 6 参照) 

 

 

○ 「日経就職ナビ 2012」（1月 6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/2012/top (別添 7 参照) 

 

 

○ 「［en］学生の就職情報 2012」（1月 10日より） 

 （運営）エン・ジャパン 株式会社 

（ＵＲＬ）http://enjapan2012.com/    (別添 8参照) 

 

※ 掲載開始順 
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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））→2,103人（平成23年度一次補正）→2,203人（平成23年度三次補正））
し、きめ細かな支援を行っています。 

 

【実績】 平成22年度は59,903人（平成22年９月～23年３月末）の就職が決定。 
平成23年度は90,238人の就職が決定。（平成23年４月～23年11月末・速報値。） 

 

（大学・大学生等への主な支援内容） 
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 
（高校・高校生への主な支援内容） 
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23年７月1日現在5７カ所）を設置しました。お気軽にご利用ください。 

【実績】 平成22年度はのべ 228,952人が利用し、30,485人が就職決定（平成22年９月～23年３月末） 

 平成23年度はのべ 350,508人が利用、40,656人が就職決定（平成23年４月～23年11月末・速報値） 
 

（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～ 
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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。また、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。さらに、
2月1日より、卒業前の未内定者にも特例的に適用いたしました（平成22年度限りの措置） 

【実績】平成22年度は17,221人が雇用開始（平成22年９月24日～平成23年3月31日）  

      平成23年度は35,582人が雇用開始（平成23年４月１日～平成23年11月30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】 
       トライアル雇用開始者数 31,631人 （平成23年4月1日～11月30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】       既卒者育成雇用開始者数 49人 （平成23年4月1日～11月30日）     
 

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】 

     採用者数 3,902人 （平成23年4月1日～11月30日） 2 
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卒業後も、引き続き新卒応援ハローワーク、ジョブサポーター等による支援を継続しています。  
 

 ● 平成２３年４月～６月の実績  
 

   平成23年３月卒の未内定卒業者について、１９，８１５人の就職が決定  

～未内定のまま卒業された方に対する支援も継続しています～ 
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 大学を１年で退学し、社会人を経験した後、他

の大学に再入学し卒業したＡさん。他の既卒者と

比べて年長であることや社会人経験があること

からか、背伸びした発言・態度が顕著だった。 
 当初は自分の考えに固執し、ジョブサポーター

のアドバイスに聞く耳を持たず、来所回数も減っ

てきたが、郵送による求人情報の提供や電話

による来所勧奨などを粘り強く継続。次第に

「謙虚さ」や「素直さ」の重要性を本人も気づき、

強みである「押しの強さ」「打たれ強さ」で力を発

揮できる職種は一般的な営業職ではないかとの

アドバイスを聞き入れるようになった。 
 その結果、ジョブサポーターとの相談回数７５

回、職業紹介回数４４回を経て、人材ビジネスの

営業社員として採用となった。 

事例1 

 大阪の大学に通いながら大阪での就職を目
指していたＢさん。在学中に採用が決まらず、
卒業後は実家のある福岡で就職活動を続けて
いた。 
 福岡の企業に応募するもののうまくいかず、
従来の希望であった「大阪で就職したい」と
いう気持ちが強くなり、「福岡新卒応援ハ
ローワーク」に相談。ジョブサポーターは履歴
書添削、面接アドバイスなど継続的な個別支援
をしながら大阪の企業を紹介するが、面接の日
程調整に苦戦し、また福岡からの応募を懸念す
る企業もあり、なかなか採用に至らず。このた
めジョブサポーターと相談し、大阪で２週間程
度の集中した就職活動を決意。担当ジョブ
サポーターから連絡を受けた大阪新卒応援
ハローワークは、面接企業の選定・紹介等大
阪滞在中のＢさんを集中的に支援。大阪滞在
中に７社面接を受け、金属製品卸売の中小企
業に採用。現在、営業職として勤務している。 

 大学在学中には５社ほど事務で応募したが
採用が決まらず、今年３月に大学を卒業した
Ｃさん。北海道の新卒応援ハローワークに来
所。初回来所時は身だしなみが子供っぽい
印象だったため、アドバイスを実施。 
 翌月来所時に、担当のジョブサポーターが
素敵になったねと伝えると、Ｃさんは自
分を覚えてくれていたことに感激し、信
頼関係も築くことができた。また、書類な
ども丁寧に作るなど、なんでも器用にこなせ
るようだが、本人にその自覚がないことから、
何度も相談を繰り返すことにより自信を持た
せ、Ｃさんに自分の新たな一面を気付かせた。 
 さらに、グループワーク等の支援で自らどん
どん行動できるようになり、その結果、希望職
種の幅を広げ、食品製造会社に採用となっ
た。 

事例２ 事例３ 



新規オープン ： 0社
新規エントリー可 ： 0社
バージョンアップ ： 1社

マイナビのみでエントリー可能
（現在3,600社以上）

年始内定スタート奪取！大手グループ専門職
追加募集が決定！受発注の管理業務：東京
■女子積極採用■1カ月で内定出します！
追加【2012卒向け最終】会社説明会開催決定

編集部が独自に取材した情報を掲載！

キャリアステップが知りたい

製品・商品・サービスが知りたい

会社のことをもっと知りたい

今週のテーマは？（毎週金曜更新）

今からでもまだ間に合いますか？

どんな学生なら“欲しい”と思います
か？

貴社が輝いている理由って何？

就活最新情報局
才木先生による『お悩み相談』
『時事解説』などを公開中！
『本当に頑張れば内定は取れ
る？』など

厚生労働省新卒応援ハロー
ワーク主催イベント(全
国)のご案内

検索 全掲載企業 ： 8755社 全エントリー可能企業 ： 6058社

機電系も文系も活躍中！「石油化学業界特集」はこちらです。
社会を支える日立グループ各社を紹介！「日立グループ特集」はこちらです。
初心者にもわかりやすい、「鉄鋼業特集」はこちらです。

オリジナル採用サイト

ログイン

 

 次回から自動でログインする
変更・退会・パスワード忘れ

ヘルプ・お問い合わせ
マイナビをスタートページに設定

適職診断MATCH
100万人の先輩が使った
自己分析定番ツール

今すぐ受検する

【お知らせ】社名変更のお知らせ
(2011年10月1日より)

マイナビ就活応援企画

新卒者・既卒者専門の『新卒応援ハ
ローワーク』をご活用下さい！

見学会・選考会を実施している病院
開催地＆日程から検索可能！

業種で検索 本社・勤務地で検索 セミナー検索
本日の人事担当者からのお知らせ

業種検索

メーカー / 商社 / 小売 / 金融 / サービス / ソフトウエア・通信 / マスコミ / 官公庁・公社・
団体

本社・勤務地で検索 職種で検索 先輩に聞く仕事の魅力で検索

説明会・セミナーで探す （カレンダー / 業種 / 場所） その他の検索

学生のための就職情報サイト
※2013卒業予定の方 既卒者の方

就職活動を有利にする資格を手に入れよ
う

新着情報（過去7日間） ヘルプ TOPICS（PR）

取材情報 学生の質問に企業が回答！

おすすめコンテンツ 詳細はこちら

いま、あなたを必要としている会社が
ここに！ 関心のある企業があれば、詳
細を今すぐチェックしよう！

タイアップ特集

検索一覧 ヘルプ

マイナビ2012　TOP画面  （別添２）
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http://job.mynavi.jp/12/pc/NSSearchMFwdBanner.do?banner=1914049
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2012年01月06日（金）

    ヘルプ

リクナビ
ID

パスワー
ド

 次回から自動でログインする

リクナビ2012へ登録済みの方 リクナビ2012へ未登録の方

Facebook×リクナビででき
ること

就職活動を継続中の学生の皆様へ  政府からの各活動支援のご紹介

新卒者・既卒者専門の『新卒応援ハローワーク』をご活用ください！

掲載企業： 9666社
新規掲載： 13社

エントリー受付中： 3994社 ／新規開始：30社
説明会受付中：931社 ／新規開始：157社

直近１か月で掲載開始した企業
78社 (1/6時点)

リクナビおすすめ情報

Googleを社会に出る前に
使ってみよう

これから開催予定の説明会

あけまして、最短1ヵ月以内で内定！

ログインすると、便利な会員専用
メニューを利用できます。

会員登録がまだの方はこちら

気になる企業の活動状況や更新情報
などをリスト管理することができます。

企業からの特別オファー、編集部から
就職活動お役立ち情報が届きます。

予約した説明会などをカレンダーで管
理できます。

あなたの仕事タイプやカルチャーを診断
できる無料自己分析ツール。診断結果
から企業を探すことがでます。

診断には会員登録
が必要です。

ログインするとあなたの登録内容に合
わせた検索や情報を利用できます。

関連サービス

就職ならリクナビ2012

※2013年以降に卒業予定の方はこちら

就職活動の前にリクナビ診断で自己分析しておこう

リクナビ2011の先輩45万人が受けたリクナビ診断。自分の仕事タイプや合う
組織風土がわかります。結果をもとに企業を探してみよう！  詳細はこちら

積極採用！今週の注目説明会(01/06UP)

ブログ特集  (1/6UP)

説明会に行こう！志望動機の始まりは説明
会。
面接で学生の自己PRに思うこと。

リクナビ特集   毎週木曜更新 (01/06 UP)

すべての特集を見る

エントリーシートなし。
社風に合う学生大募集

暮らしを豊かにする会
社

特集 積極採用！今週の注目説明会(01/06UP)

締切間近2週間以内

北海道・東北
関東
北陸・甲信越
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄

10月24日スタート 会員登録受付中

トップ 企業検索 マイページ イベント情報 お役立ち

TOPICS PR

採用ニュース

マイページ

ブックマーク

メッセージBOX

今後のスケジュール

リクナビ診断

登録内容から企業を探す

リクナビ2012　TOP画面 （別添６）
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