
未内定就活生への集中支援2015の取組状況

未内定の学生・生徒に「就職をあきらめさせない」ためのジョブサポーターや
大学の就職相談員等の連携による個別支援の徹底（文科・厚労 ）

【実績（平成27年１月～３月末】 相談件数 のべ135,026件、就職者数 33,136人
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大学等から未内定者に新卒応援ハローワークを積極的

に周知。大学生の利用者のうち約６５％が大学等から
の送り込みにより、新卒応援ハローワークに来所。

【実績（平成27年1月～３月末）】
のべ利用者数 90,353人

新卒応援ハローワークと大学との連携が進み、 平成26年

12月末現在で743キャンパス※（平成25年12月時点では
736キャンパス）が新卒応援ハローワークと連携し、学生の
就職支援をしている。
※１大学に複数の校舎があり、それぞれ別の新卒応援ハローワークと
連携している場合は、別のキャンパスとしてカウント。

（校数）

出所：職業安定局業務統計「大学との連携状況」（26年12月）
（※） 大学が開催する面接会等へのジョブサポーターの派遣、参加企業のあっせんなど

（
別
紙
１
）出所：職業安定業務統計「新卒応援ハローワーク利用者アンケート調べ」

（27年2月）
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新卒者の就職環境は順調に回復している状況にありますが、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、就職未内定の学生・生
徒が１人でも多く卒業までに就職できるよう、平成27年１月２０日から３月末までを集中支援期間とし、「未内定就活生への集
中支援201５」を実施しました。

【実績】就職者数：約３．３万人（前年度約３．７万人）
※就職希望者数のうち未就職卒業者数（推計値）：約３．１万人（前年度約４．２万人）
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新卒応援ハローワークを知ったきっかけ

新卒応援ハローワークと大学等の連携状況
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中堅・中小企業中心の就職面接会の開催（厚労・経産）

未内定の学生・生徒や既卒者のために、中堅・中小企業を中心とした就職面接会を
開催。

【実績（平成２7年１月～3月末）】
◇大学生向け 232回／ 求人数 21,938人 ／ 参加者数 11,251人
◇高校生向け 62回／ 求人数 6,113人 ／ 参加者数 819人

保護者を通じた未内定の学生・生徒への就職支援の周知（文科・厚労）

未内定の学生・生徒や既卒者を持つ保護者に就職の現状に対する理解を求めるとともに、学生・生徒に
対して新卒応援ハローワーク等の就職支援について周知を実施。

【実績（平成27年１月～３月末）】
◇保護者への相談件数：8,253件、保護者対象セミナー：45回（548人）
◇啓発文書の送付： 40,376通（うち、学校を通じた送付29,172通）

地域の大学等との連携による中小企業と大学生等とのマッチング等の実施
（地域中小企業の人材確保・定着支援事業）

（文科・厚労・経産 ）

地域の中小企業と大学・ハローワーク等が連携し、中小企業と大学生等の交流の場の設定から新卒者等
の採用・定着までを一貫して支援する体制を構築しており、これを活用して、3月末までに新たに未内定
者向けに合同説明会を開催。

【実績（平成27年１月～３月末】 ２０回（約４,３００人の学生・既卒者等が参加）
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▼就職面接会の様子



※ 複数の省が連携して実施している支援メニューについての問い合わせ先は、＊印の省へお願いします。

民間就職情報サイトによるジョブサポーター・新卒応援ハローワーク等の周知（厚労）

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支援の周知のためのバ
ナー掲載について協力いただき、未内定の学生への周知を徹底。

○「就活ラボ2015」 ： https://www.ac-lab.jp/2015/top/index.php （運営） 株式会社 アクセスヒューマネクスト
○「［en］学生の就職情報2015」 : http://gakusei.en-japan.com/ （運営） エン・ジャパン 株式会社
○「朝日学情ナビ2015」 ：http://www.gakujo.ne.jp/2015/index.aspx?p0=99 （運営） 株式会社 学情
○「Ｒｅ就活」 ： http://re-katsu.jp/career/index.aspx （運営） 株式会社 学情
○「就職ウォーカーNet2015」 ： http://www.s-walker.net/2015/ （運営） 株式会社 ジェイ・ブロード
○「ダイヤモンド就活ナビ2015」 ： https://navi15.shukatsu.jp/15/ （運営） 株式会社 ダイヤモンド・ヒューマンリソース
○「日経就職ナビ2015」 ： https://job.nikkei.co.jp/2015/top/ （運営） 株式会社 日経ＨＲ、株式会社 ディスコ
○｢ISC就職支援センター」 ： https://www.ejob-flex.com/ （運営） 株式会社 フレックスホールディングス
○「ブンナビ！2015」 ： https://bunnabi.jp/2015/index.php （運営） 株式会社 文化放送キャリアパートナーズ
○「マイナビ2015」 ： http://job.mynavi.jp/2015 （運営） 株式会社 マイナビ
○「ユニクリナビ2015」 ： http://unicrenavi.com/ （運営） 株式会社 ユニバースクリエイト
○「リクナビ2015」 ： https://job.rikunabi.com/2015/ （運営） 株式会社 リクルートキャリア
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臨床心理士による未内定の学生・生徒の心理的ケアの実施（厚労）

就職活動の長期化等により心理的ケアが必要な未内定の学生・生徒や既卒者に対する新卒応援ハロー
ワーク等に定期的に配置した臨床心理士による心理的ケアを実施。

【実績（平成27年１月～３月末）】 相談件数：のべ987件
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