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アンケート概要

■調査概要

新聞や各種メディアでも報道されている「新就職協定」に関することも

含め、昨今の「就職と採用環境」について日本経済界を代表する企業

各社の経営層の方々が、どのような考えをお持ちであるかを調査する

ことを目的とする。

■依頼対象

2009年3月16日（月）「日本経済新聞・来春採用」に掲載された企業

及び その他の上場（新興市場含む）企業

■回答社数

３０社
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問１ 就職活動の早期化により起こる学生にとってのことがらで、当てはまると思わ
れる項目をお選びください。（複数回答可）

その他

特に弊害はない、もしくは早期
化が起こるのはやむをえないと

思う。

学生の就業意識や社会参加意
識が早めに芽生えることにな

り、むしろ好ましいと思う。

学生の能力・資質を高めるため
の貴重な時間を奪っている。

長い内定期間中に企業業績の
変化があり内定取り消しなどの

可能性が増えた。

学業以外のさまざまな社会経験
をする機会を奪っている。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

33％

27％

15％

13％

10％

2％
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問2 就職活動の早期化により起こる企業にとってのことがらで、当てはまると思わ

れる項目をお選びください。（複数回答可）

その他 2%

特に弊害はない、もしくは早期が
起こるのはやむをえないと思う。

長い内定期間中に、働く意識を
一定のレベルで維持することが

難しい。

より多くの学生と接触できること
で採用の幅が広がり、質の向

上にも繋がっている。

内定期間が長期化することによ
り、内定辞退の可能性が増え

た。

採用期間が長期化することによ
り、マンパワーやコストが増大し

ている。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

35%

31%

12%

12%

8%
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問3 新就職協定についてのお考えで、当てはまると思われる項目をお選び下さい。

（複数回答可）

新就職協定を定めたとしても、
かつての「就職協定」と同様、
形骸化するのではないか。,

新就職協定を定めるなら、法
令化、罰則規定等を盛り込ま

ねば難しい。

新就職協定は、学生が勉学
に集中できるようにするため

にも必要である。

新就職協定は必要ないと思
う。　5%

その他,　3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

59%

16%

16%
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■就職協定の遵守
・ 期間を決めるのであれば、各企業がキチンと守ること。これまでの経緯からすると、必ず抜け

駆けをする企業が出てきている。守れないのなら協定は不要。大学生の本分は勉学にあり、
それを妨げるようなことは企業側はするべきではない。

・ 採用活動に関する、全ての開始時期を就職協定に定める通りに統一する。

・ 大学3年生夏のインターンシップを含めた企業の青田買いはやめるべき。
少なくとも、大学３年間はしっかり勉強し４年次に活動するスケジュールが良いのではないか。

■大学との連携
・ 大学側との連携が必要。

・ 大学と企業が協力し、キャリア教育の講義の充実をはかり、学生生活の中でインターシップ
以外での教育を単位制として組み込む必要があると思う。
大学へ行き、企業がセミナーや講演を実施していくだけでは情報が不足している。

問4 早期化による弊害を防ぐために、企業がなすべきこととして、どんなことがある
と思われますか。 （記述式） ①



問4 早期化による弊害を防ぐために、企業がなすべきこととして、どんなことがある
と思われますか。 （記述式） ②

■取り組みの工夫や努力

・ 母集団形成は止むを得ないとしても、選考や内定だしを早期に行わない。 また、オープンセミナーなど
を開催し、学生さんの職業観や就職観などを醸成するような、非営利的な活動も行う。

・ 就職活動を通じて、学生自身の中に、企業人としての意識が醸成されるよう、面接などでのやりとりを
工夫する。企業側がおこしている行動等が早期化につながっているのではないか。
今の状況では弊害を防ぐのは難しい。

・ 学生の働くことへの意識のギャップをできるだけ少なくする必要がある。長い内定期間時期に。

・ 当社も実施しているが、内定を出すタイミングを少しずつ後ろ倒しにするなどで対応する。
会社側の弊害の対応としては、個別に対応する。（内定者対応の強化など）

・ 業務の効率化、内定学生とのコミュニケーション（辞退防止策）

・ １、webエントリー開始時期も要検討（現在１０月、早すぎる）
２、説明会開始時期をおくらせる。
３、推薦応募学生を優秀者に限定させる。

■その他意見
・ 就職媒体ビジネスがある限り、別の協定を作ってもまたそのウラをかくようなことの連続になる。

イタチごっこを繰り返しても無意味に思う。
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問5 インターネットを利用した就職・採用活動により起こっている、学生にとっての弊

害または問題で、当てはまると思われる項目をお選びください。（複数回答可）

その他

社会人との接点が少なくなり、
働くことの実感を持てない学生

が増えた。

大量の情報が簡単に得られる
ようになり、自分で考える習慣

が身につかなくなった。

0% 5% 10% 15% 20% 25%

広告型（就職ナビなど）の企業紹介により、一定企業にしか目を向けられな
かったり、選択肢が増えすぎたことで逆に企業を選べなくなり「名前」のみでの
企業選択をするなど、視野が狭くなった。

無責任な第三者情報（掲示板など）に左右される学生
が増え、実体を伴わないイメージ先行の企業判断に
よって、ミスマッチの多い会社選びに繋がっている。

22％

21％

20％

9％

2％



問６ インターネットを利用した就職・採用活動により起こっている、企業にとっての弊
害または問題で、当てはまると思われる項目をお選びください。（複数回答可）

その他

一部の大手企業にエントリーが
集中するようになった。

気軽にエントリーが可能なた
め、セミナーや選考の無断欠席

者が増えるようになった。

気軽にエントリーが可能なた
め、志望度の低い、あるいは動

機の曖昧な学生が増えた。

必要以上の母集団が集まり、
初期選考に多大な労力を要す

るようになった。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

27％

28％

30％

12％

3％



問７ 企業における採用ツールとしてのWebをどう使っていくのか、
今後の貴社の取り組み予定やお考えについて、もっとも当てはまると思われる項目を１つお選びください。

当てはまるものがない場合には、その他にお書き下さい。

採用ツールとして使わざるをえ
ないので、今後もこれまでと同

程度使っていきたい。

採用ツールとして妥当とは思え
ないので、今後は代替案があ
れば積極的に移行したい。

採用ツールとして効果が大き
く、今後も積極的に利用していく

予定。採用ツールとしてある程度の効
果は認めるが、今後は必要最

小限の利用にとどめたい。

その他

17社(55%)

8社26%

6社19%

0社(0%)

0社(0%)



問８ 就職サイトを運営する就職情報会社に対しては、今後どのような取り
組みを期待しますか。（記述式） ①

■期待はない
・ 希望しても思い通りに変わる事はないので、特に希望はしない。

与えられた環境に順応するのみ。
情報会社数が年々増加、それぞれ独自色が強くなっているのは、ありがたいが、
多様な価値観を持った学生を採用するために、独自色が無い無色透明なサイトを求めている。

■スタンス（バランス）の適性化
・ 就職情報会社は学生の良き相談相手であり、その存在は貴重なものと思うが、学生を「あおる」

傾向も無きにしもあらず。その辺りをバランス良くお願いしたい。
・ 学生さんと企業とを結びつけるサイトとして、大手志向に偏らないようなサイト作りを期待。

双方向コミュニケーションが可能になる事を望む。
・ 単なる就職サイトの内容のバージョンアップだけでなく、学生の自己理解と、

働くこの大事さを企業理解を通じて深めていくことを浸透させてほしい。



問８ 就職サイトを運営する就職情報会社に対しては、今後どのような取り
組みを期待しますか。（記述式） ②

■サービス、機能の向上
・ 利便性の高いツールと考えるので、就職サイトサービスの向上をお願いしたい。
・ 営利団体ではあるが、公共性の高いサービスを提供しているという自覚をもって、学生にとって、

真に有益な情報を発信してほしい。
例えば、企業選びに対する様々な基準や見方を示唆するような切り口。

・ 学生の情報がもう少しわかりやすくなってほしい。
・ 企業によっては、サイトが分かりづらいものもあるので、もう少しシンプルに、誰が見ても分かり

やすいものにしてほしい。
・ 正しい情報のみをわかりやすく伝える仕組を考えてほしい。
・ 企業の本質や思いが伝わりやすい内容（情報）の提供、学生に不安やあせりを生じさせるような

情報発信の見直し
・ 学生が企業とのマッチ度を踏まえてエントリーを行う仕組みの構築。

（企業理解度、志望度の高い学生以外のエントリーは不要）

■コンテンツ
・ 挨拶や姿勢等の基本的人間力を磨くプログラム。
・ 仕事とは、社会に仕えることであり、自己主張から入る場所ではないことを理解するプログラム。
・ 学生の志向や価値観にマッチする仕事選びができるように、サイト内の工夫が必要。

現在でも本人の志向性は図れるが、範囲が広すぎる。



問８ 就職サイトを運営する就職情報会社に対しては、今後どのような取り
組みを期待しますか。（記述式） ③

■コストパフォーマンス
・ 使いこなせない機能を増やしてコストを上昇させるのは、極力抑えてほしい。
・ 金額の再検討が必要と思われる。

■フォロー
・ 営業ばかりかけるのではなく、サイトをアップした後のフォローもしっかりやってほしい。
・ 知名度の少ない企業に対しての細やかな対応。

■早期化の自粛
・ 受付開始時期を少なくとも１２月くらい後に遅らせて欲しい。
・ ３年１０月からのナビオープンは仕方がないとしても、「インターンシップ」に名をかりた、

これ以上の早期化は自粛してほしい。
・ Webが悪いとは思わないが、「早期化」が問題。大学・企業・就職サイトでの話し合いを

持ち３年の１０月以前の就職に関する、イベントや行事を一切止めるなど、足並みを
揃えなければいけないと思う。



問9 貴社が新卒採用を実施する意義として、もっとも当てはまると思われる項目を１つお選びく
ださい。

当てはまるものがない場合には、その他にお書き下さい。

将来の幹部候補生の獲得

労働力の確保

組織文化の維持や強化

組織活性化

将来の顧客やパートナー企業
の創造

「若者を社会に送り出し、育て
る」という企業の社会的責任

その他

2社(6%)
)

8社(26%)

5社(16%)

1社(3%)

4社(13%)

11社(36%)

0社(0%)



問10 景気後退局面における新卒採用について、貴社のお考えとしてもっとも当てはまると思

われる項目を１つお選び下さい。
当てはまるものがない場合には、その他にお書き下さい。

その他

積極採用／不況だからこそ
優秀な人材を確保できる機会

として積極的に採用。

採用自粛／人件費削減のた
め、採用数大幅減または自

粛を実施。

厳選採用／不況を乗りきるコ
ア人材として、優秀な人材の

み確保。
定量採用／景気に関わらず
これまでと同様に一定量を確

保。
20社(67%)

5社(17%)

3社(17%)

1社(3%)

1社(3%)



問11 将来の新卒採用を、企業・学生双方にとって健全でよりよい状態にしていくには、どんなことが必要だ

とお考えでしょうか。もっとも近いと思われる項目を１つお選びください。当てはまるものがない場合に
は、その他にお書き下さい。

企業・大学・就職情報会社が連
携を取っていくことが必要であ

る。

企業と大学が連携を取っていく
ことが必要である。

企業同士が連携を取っていくこ
とが必要である。

まずは自社内の新卒採用に対
する意識改革が必要である。

その他公的な制度、罰則、ガイドライン
などの策定が必要である。

18社(60%)

5社(17%)

3社(10%)

0社(0%)

1社(3%)

3社(10%)



■学生の特性・質
・ 思考、志向、嗜好などかなり似通った学生ばかりになって来ているように感じている。

常識の中での「見た目（服装など）」でなく行動や考え方で個性を発揮できる学生と会える
ことを期待している。

・ 学生の小粒化、社会状況が厳しくなると『チャレンジ精神』を持った学生が少なく、
無難に内定を獲得したいと言う学生が増えてきている。
第一志望会社にこだわらず、就職活動を早期終了してしまう学生も目立つ。
そんな風潮では、ますますチャレンジ精神を失った学生が就活に臨むことになると予想される。

・ ある限られた範囲でのコミュニケーション力を有している学生は多いが、会社における人間関係
構築という点では視野が狭い。

・ 勉強は一生懸命行っているが、知識力のみで応用力、解決する力が弱まっている
・ セミナーの無断欠席者の増加
・ 早期化とWebの影響で『就職活動』を勉強する学生が増えてきているのが気になる。

将来を見据えるためにある程度は必要であろうが真面目な学生ほどその傾向が強いように思う。
・ 学生の対応として「突然のキャンセルや連絡なし等」のモラルが欠けている点。

学生のモラル面について、大学サイドでの教育も必要と考える。

問12 将来の新卒採用において、懸念していることがら（現在の就職・採用
市場における問題点でも結構です）をお書きください。（記述式） ①



問12 将来の新卒採用において、懸念していることがら（現在の就職・採用

市場における問題点でも結構です）をお書きください。（記述式） ②

■学校教育について
・ 高校・大学での教育が不十分であるため、現在の学生は社会に出る準備が出来ていない。

好景気時であればいいが、今回のような不景気時では企業を選べる優秀な学生と選べない
学生の格差が広がる。それが続くと日本は今以上に格差社会が増大し、国際競争に加わる
ことができない弱い国になってしまう。

・ 働くことの意味や目的を学生の時にもう少し理解させるべきだと思う。
時期が来たからとりあえずという人材が多い。
自分の将来やキャリアプランについて、学校教育の中で深く掘り下げて欲しい。

■産学間の問題
・ 企業側と大学側の採用に関する考えにずれがおきているため、それを解消することが必要。

■新卒採用市場
・ 労働人口が減少する中で、新卒採用市場は競争が激しくなっていくと考えられることから、

新卒採用が今以上のパワーゲームとならないように、企業側も大人の対応が必要になる。
・ IT化による情報の氾濫

・ 少子化が進む中での人員の確保。その後の年齢層のアンバランス化。



問12 将来の新卒採用において、懸念していることがら（現在の就職・採用

市場における問題点でも結構です）をお書きください。（記述式） ③

■理系・外国人採用等
・ グローバル化に伴い、外国人（特に英語圏）の採用をどう考え、進めていくか。
・ 技術系社員の採用が厳しい環境なため、技術系学生との接点を多く持つ。

■就職活動のあり方
・ 学生さんは、いつも不安や不満を抱えて就活を行っている。

もう少し、就活が自分自身を成長させる素晴らしい活動だと感じてほしい。
・ 就職活動に関する情報が氾濫しているため、長い企業人生活には目がいかず、目の前の就職

活動を乗り切ることが目的化する点。
同様に、企業サイドも採用活動そのものが目的化し、その後の育成を怠る可能性が懸念される。

・ 内定取得の格差の拡大と、就職活動におけるノウハウの重要性の上昇。
これにより、学生が本来獲得できる筈の経験や体験を学ぶ時間・機会が奪われ、就職活動での
人間的成長の機会も奪われてしまう事。

■新入社員の育成の問題
・ 新人の育成教育体制（メンター制度、OJTトレーナーの育成など）


