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平成 26年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の

就職 。採用活動に係る取扱い等について

大学、短期大学及び高等専門学校 (以下 「大学等」という。)卒業予定者の求人求職の秩

序の維持等につきましては、日頃より格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 26年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動につきましては、企業側は従前

の 「採用選考に関する企業の倫理憲章」 (以下 「倫理憲章」という。)91添 1)に基づく

こととし、大学等側においても、従前 (平成 24年 10月 22日 付)の 「大学、短期大学及

び高等専門学校卒業 0修了予定者に係る就職について (申合せ)」 (以下「申合せ」という。)

(別添 2)の とおりとすることとされています。

これを受けて、京都労働局といたしましては、公共職業安定所において下記 1の とおり取

り扱うとともに、この倫理憲章及び申合せを踏まえ、大学等卒業予定者の適正な採用・就職

活動が行われるよう、下記 2の とおり公平 。公正な採用の確保等に努めていくこととしてお

ります。貴団体におかれましてもこの趣旨についてご理解いただき、大学等卒業予定者の採

用・就職活動が円滑に行われるようご協力をお願いするとともに、貴団体傘下の会員企業等

に対する周知につきましてもお願いいたします。

また、平成 27年度以降大学等卒業予定者の就職 。採用活動に当たっては、平成 25年

4月 19日 の内閣総理大臣からの採用活動時期の後倒 しに係る要請 (以下 「総理要請」と

いう。)及び 「日本再興戦略」 (平成 25年 6月 14日 閣議決定)を受け、企業側は倫理

憲章の見直しを行い、平成 25年 9月 13日付けで 「採用選考に関する指針」 (別添 3)

を公表し、大学等側は平成 25年 9月 27日 付け「大学、短期大学及び高等専門学校卒業 。

修了予定者に係る就職について (申合せ)」 (別添 4)において総理要請に基づく就職活

動時期の変更を公表しました。

つきましては、就職 0採用活動開始時期変更の円滑な実現に向けて、別添 5「就職・採用

活動開始時期の変更について」等を活用いただき、周知等にご協力だきますよう重ねてお

願いいたします。

木下省三
四角形



言己

1 公共職業安定所における取扱い

申合せ及び倫理憲章の内容を踏まえ、平成 26年度の公共職業安定所における取扱いは、

次のとおりとする。

(1)求人票等の展示・公開の取扱いについて

平成 26年度大学等卒業予定者に係る求人票及び求人要項等については、平成 26年

4月 1日以降に展示・公開する。

なお、平成 26年 4月 1日 前に求人を受理する場合においても、当該求入者に求人票

展示 。公開日等について説明し、了解を求めておく。

C)公 共職業安定所が作成する求人情報誌、ガイ ドブック等について   '
大学等卒業予定者を対象とした求人要項記載のある求人情報、ガイ ドブック等の発行

は、平成 26年 4月 1日 以降とする。

侶)公 共職業安定所が主催する学生対象の就職面接会について

公共職業安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小

企業等と学生等とのマッチングに大きな効果があるため、求人の展示・公開開始以降、

大学等の学事日程等に最大限配慮しつつ、積極的に開催する。

14)専修学校等の取扱いについて

申合せ及び倫理憲章は、平成 26年度専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設

等長期間訓練課程修了予定者を対象とするものではないが、公共職業安定所においては、

これらも大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。

2 公平・公正な採用の確保等

公共職業安定所は、事業主に対 し、公平・公正な採用が確保されるよう、次の点につい

て理解の促進を図る。

(1)高校卒業予定者等の安定的な採用の確保を図ること

(2)男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと。

3)学 生の自由な就職活動を妨げないようにすること。

に)募 集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し並びに入職時期繰下げが生じないよ

う、的確な採用計画に基づいて採用内定を行うこと。

(5)新規学卒者以外にも多くの若年者が応募できるよう、応募機会の確保に努めること。
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2014年度入社対象の「採用選考に関する企業の倫理憲章」につぎて

2012年 7月 17日

(―社)日 本経済団体連合会

経団連では、最近の就職活動の早期イヒゆえの長期イヒの是正を図るため、2011年

3月 15日 に、倫理憲章 と参考資料の大幅な改定を行いました。改定後初めてとな

った 2013年度入社対象の採用選考活動は、多くの企業が倫理鮮 を選守 したこと

で、早期イしの歯止めに一定の効果が見 られています。

≪2044年度入社対象の倫理憲章について》

2013年度入社対象の採用選考活動は現在も行われており、倫理憲章改定の影響

を十分に検証するには時期尚早であることに加え、頻繁に改定することは関係者

に滉乱をきたすこと等から、現行の倫理憲章の見直しは行わないことといたしま

したので、ここにお知らせいたします。
・
会員企業の皆様におかれましては、倫理慾軍の実効性を高め、秩序ある採用選

考活動を実現
°
していくために、引き続 きご協力のほどをお願い申し上げます。

《学生に対するメッセージ》

倫理憲章に賛同している・ie団連会員企業は、学生め皆さんが学業に励み、充実

した学生生活を送ることによつて、様ン な経験を積みながら知性・能力・人格等

に磨きをかけ、社会人として活出する気概を持つてもらうことを期待しています。

職業観の醸成は、倫理憲章で規定している企業の広報活動開始時期 (学部 3年 。

修± 1年次の 12月 1日 以降)に関わらず、自身の日々 の生活の中で行うことが可

能です。
'様

々な経験を積みながら養V｀ うる幅広い知見や経験を通じて、将来の自

分の臓業人生を意識して考え、それに向けて積極的に行動されていくことを望み

ます。

以上





採用選考に関する企業の倫理憲章

2011年 3月 15日 改定

(社)日 本経済団体連合会

企業は、2013年度入社以降の、大学事業予定者・大学院修士諜程修了予定者等の採用選考にあ

たり、下記の点に十分配慮しつつ自己責任原則に基づいて行動する。

記

1.公平・公正な採用の徹底

公平。公正で透明な採用の徹底に努め、男女雇用機会均等法に沿つた採用選考活lfnを行うのはも

ちろんおこと、学生の自由な就71L活動を歩げる行為 (正式内定日前の誓約書要求など)は一切しな       ´

い。また大学所在地による不利が生じぬよう留意する。

2.正常な学校教育と学習環境の確保

在学全期間を通して知性、能力と人格を磨き、社会に貢献できる人材を育成、十出する高等教

育の趣旨を踏まえ、採用選考活動にあたつては、正常な学校教育と学習環境の確保に協力し、大学

等の学事日程を尊重する。

3.採用選考活動早期開始の自粛

学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始は自粛  .

する。具体的には、広報活動ならびに選考活動について、以下の期日より早期に行うことは厳に

慎む.

なお、以下の開始時期に関する規定は、日本国内の大学 。大学院等に在籍する学生を対象とす

るものとする.

(1)広報活動の開始

インターネット等を通した不特定多数両けの情報発信以外の広報活動については、卒業・修了

学年前年の 12月 1日 以降に開始する。それより前は、大学が行う学内セミナー等への参力1も 自粛

する。また、広報活動の実施にあたつては、学事日程に十分配慮する。

(2)選考活動の開始

面接等実質的な選考活動については、事業・修了学年の4月 1日 以降に開始する。

4.広報活動であることの明示

12月 1日 以降の広報活動の実施にあたつては、当該活動への参カロの有無がその後の選考に影響

しないものであることを学生に明示する.

5.採用内定日の連守

正式な内定日は、事業 '修了学年の 10月 1日 以降とする。



6.多様な採用選考機会の提供

海外留学生やt未就職卒業者への対応を図るため、通年採用や夏季・秋季採用等の実施など、

多様な採用選考機会の提供に努めるぶ

フ。その他

(1)高校卒業予定者については教育上の西こ血を最優先とし、安定的な採用の確保に努める。

(2)イ ンターンシップは、産学連挑による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供

するために実施するものである。したがつて、その実施にあたってprt、
採用選考活動 (広報活動・

選考活動)とは一切関係ないことを明推にして行うこととする.

※本倫理鱗章の内容は、2013年度入社以降の採用選考活動を対象としている.2012年度入社まで

の採用選考活動については、2009年 10月 20日 改定の「倫理想章J及び 2010年 9月 14日 改定

の「参考資料」を参照されたい。                      `

以 上



採用選考に関する企業の倫理憲章の理解を深めるための参考資料

(社)日 本経済団体連合会

2009年 10月 20日 制定

2011年 3月 15日 改定

日本経団連では、1997年に 『採用選考にF98す る企業の倫理憲章」を定めて以降、毎年、採用通

考活動の早期fヒの自粛を呼びかけてきた。本資料は、倫理懸章の理解を一層深めていただくため

に作成 したものであり、20H年 3月 の倫理憲章改定を踏まえて必要な修正を行った.各社の実情

に応 じ、採用選考活動の早期開始の自粛など、倫理憲章の選守への一層のご協力をお願いしたい。

日本経団連は、今後も倫理露章のさらなる周知徹底を|まかり、産業界が二体となつた取り組み

となるよう努めていく。
′

記

1.広報活動について

(1)広報活動とは ,

企業が行う採用選考活動は、一般に広報活動と選考活動に大311す ることができる。

広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報などを学生に対して広く発信していく

活動を指す。本来、こういつた情報は可能な限 り速やかに、適切な方法により提供していくこと

が、ミスマッチによる早期離職の防上のためにも望ましいものである。しかし、昨今の早期化ゆ

えの長期化による過熱化が著しいことに鑑み、倫理憲寧では、インターネット等を通した不特定

多数向けの情報発信以外の広報活動の開始時期について規定したものである。

一方、こうした広報活動の実施に際 しての制約は、それが実質的な選考とならないものとする

ことである。具体的には、会社説明会などのように、選考活動と異なり学生が自主的に参加また

は不参加を決定することができるものが該当すると考えられォ実施にあたつては、その後の選考

活動に影響しない旨を明示するとともに、土日・祝日や平日の夕方開催など、学事日程に十分配

慮することが求めらキる。 .

(2)広報活動の開始時期について

倫理憲章では、「3.採用選考活動早期開始の自粛」において、「学生が本分である学業に専念

する十分な時間を確保するため、インターネット等を通じた不特定多数向けの情報発信以外の広

報活動については、卒業・修了学年前年の 12月 1日 以降に開始する。Jと している。  .
この開始期日の起点は、自社の採用サイ トあるいlt就職情報会社の運営するサイ トで学生の登

録を受け付けるプレエン トリーのFJD夕台時点とする。したがつて、12月 1日 より前には学生の個人

情報の取得や、それを活用した活動は一切行えない。

また、12月 1日 より前に行うことができる活動は、HPにおける文字や写真、動画などを活用し

た情報発信、文書や冊子等の文字情報によるPRな ど、不特定多数に向けたものにとどまる。なお、

12月 1日 以降に実施予定の広報活動のスケジユールを事前に公表することは可能である。

(3)広報活動であることの明示について

12月 1日 以降にイ予う広報活動については、学生が自主的に参カロの可否を判断できるよう、その

後の選考活動に影響を与えるものではないこと
｀
を十分周知した上で実施することが求められる.

具体的には、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が



広報活動として行われる旨を、ホームベージや印刷物への明記、会場での掲示や、∩頭による説

明などの形で学生に周知徹底する必要がある。

なお、広報活動であることを示す場合の内容としては、以下のような例が考えられる。

I会社説明会の場合の明示例1

0明示する場面                       ′

①JII催の告知 '募集段rtt                ,

②開催当日の案内 (口 頭、会場における掲示など)            ヽ

;  ○具体例                            、

例 1)「 この説明会は、学生の皆さまに今後の就職活動を行う上での参考として、当社や業界の

状況をご理解いただくための広報活動の一環として闘催するものであり、本説llJ3会への参

加2有盤″i今後の採用戯壺2ズヱたこに膨趣主うもφ工はふユニ世々J

(あるいは、破線部分に替えて)

参加しなかつたからといつて、今後の採用選考上不禾1に働くことはありません

例2)「この説明会lt、 広報活動の一環として、当社の事業やCSRへ 9取組みなどについて理解     ・

を深めていただくために行うものです。説明会への参加は任意であり、参JJIサ の方々を対

象に選考を行うことはいたしません」

2.選考活動について

(1)選考活動とは                        、

選考活動とは、一定の基準に達した学生を選抜することを目的とした活動を指す。

(2)選考活動の開始時期について

倫理憲章では、「面接等実質的な選考活動については、卒業・修了学年の4月 1日 以降にllB始す

る。Jと している。

ここで言う早期Ell始を自輩すべき「実質的な選考活動Jと は、活動の名称や澤式等を問わず、

実態で判断すべきものであり、具体的には、O選考の意思をもつて学生の順位付けまたは避抜を

行うもの、あるいは、②当該活動に参力‖しないと選考のための次のステップに進めないものを言

う.                                   .

ただし、鵬Bテ ストやテス トセンターの受検、エン トリーシー トの提出など、日程・場所等に関

して学生に大幅な哉 fl・ が与えられているものについては、学事日程への影響がない場合もあるた

め、当該活動が早llJ開始を自粛すべきか否かの検討を行 う際には、倫理憲章の趣旨を十分に踏ま

えた上で、各企業が活動の実態に合わせて適切に・IJ断することが求められる。

3.多様な採用選考機会の提供について

倫理想章では、海外留学生の帰日後の就職活動への対応が求められていることや、2010年 11

月に「青少年の屁用機会の確保等に関して事業主が適切に4・l処するための指針」が改正され、未  ・

就職事業者の新卒採用扱いでの応募機会提供への努力規定が設けられたことを受けて「6.多様

な採用選考機会の提供」の項目を追加している。企業はこれらの対応にあたり、各社の実態に応

した努力を継続していくことが求められる。なお、卒後 3年以内の朱就業者の取り扱いについて

も、上記の指針を踏まえつつ、自社の実情や採用方針に則り、適切な対応を行うことが望ましい。



4.その他                        ′

◇インターンシップにういて                    '

倫理憲章では、「7.そ の他」において、・インターンシップについて、「産学連携による人材育

成の観点から、学生の就業体験の機会を提供す るために実施するものである。したがつて、その 、

実施にあたつては、採用選考活動 (広報活動・ 選考活動)と は一切関係ないことを明確にして行

うこととする。」としている.

現状行われているインターンシップをみると、就業体験の提供を行うもののほか、企業の広報

が申心になつているものも実施されており、従来の本参考資料では、両者を含めて広報活動の一

環であると位置付けていたところである。しか し、今般、就職・採用活動の過熱化の是正に向け

て、12月 1日 より前の広報活節の自粛を倫理憲章上で規定したことに基づき、インターンシップ

と称 して企業広報の一環で行つているものは、コ2月 1日 以降に実施するよう求めることと
。
した。

したがって、今後は混乱を避けるためにも、12月 1日 以降に行う企業広報としてのプログラムに

ついてlt、 インターンシップの呼称を使わないことが望ましい。    、

なお、「インターンシップの推進に当たつての基本的考え方 (平成 9年 9月 18日 文部省・通商

産業省・労働省)J、 「インターンシップの導入と運用のための手引き (平成 21年 7月 文科省)」 等

を踏まえて考えると、本来の趣旨である就業体験 として 12月 1日 より前に実施するインターンシ

ップは、以下のような条件を満たしたプログラムであることが求められる.   `

【就業体験としてのインターンシップの在り方】

学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該プ

ログラムは、5日 間以上の期間をもつて実施 され、学生を企業の職場に受け入れるものであ

ること。

加えて、就業体験の提供であることを明確化するために、実施の際には、採用選考活動と

関係ない旨をホームページ等で宣言した上で、以下の取り組みを併せて行うことが求められ

る。

・採用選考活動と明確に区別するため、告知・募集のための説明会は開催せず、また、合同

説明会等のイベン トにも参加しない。また、告知・募集は、ホームページなどT田 上や、

大学等を通じて行 う。

・募集から実施までを通して、喘該活動が就業体験の提供であり、採用選考活動とは無関係

である旨の周知徹底を図り、参カロする学生か ら活動の趣旨について書面等での了解を得る。

・学生の就業体験の提供を通 じた産学連携による人材育成を目的としていることが分かるよ

う、可能な限り詳細にプログラム内容を一般に公開する.

・インタ上ンシップに際して取得した個人情報をその後の採用選考活動で使用しなし、

。大学等のカリキュラム上、特定の午次に行 う必要がある場合を除き、募集対象を学部 3年

/修±1年次の学生に限定しない。

《本件問い合わせ先》

倫理憲章及び参考資料に関するお問い合わせは、

日本経団連労働政策本部 TEL.03-6741-0181

以下までご連絡 ください。

FAX.03-6741-0381

以  上
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平成 24年 1

、就 職 問 題

大学、短期大学及び高等専門学校事業・修了予定者

に係る就職について (申 合せ )

大学、短期大学及び高等専門学校 (以下 「大学等」という。)は、学生に高い学力と

豊かな人間性を身につけさせた上で卒業生・修了生 として、グローパル化をはじめ複雑

多様化 した社会に送り出すという、本来果たすべき社会的使命と責任を十分に認識 し、、

その責務を果たすため、就職活動の秩序を維持するとともに、正常な学校教育と学生の

学修環境を確保することが重要である。

この度、回公私立大学等で構成する就職問題懇談会は、こうした大学等の社会的責任

を全 うするとともに、学生がその個性や適性 とともに大学等で身につけた資質能力を十

分に生かして、社会に貢献することのできる適切な職業選択を行 う機会を確保するた

め、また高等学校卒業予定者の就職活動にも配慮 し、平成 25年度以降卒業・修了予定

者の就職活動について、下記のとおり申し合わせる。各大学等においては、全教職員が

協力 し、全学的にこれを実行す ることを確認する。 ,
各大学警においては、大学等関係団体の総本である「平譜書」の目指す ところをあ

らためて確認 し、学生の健全な学修猟境を確保するため、足並みをそろえ、良、識のあ

る対応・行動の徹底をお願いする。特に、学生の動労観 。職業観の育成等の取紙を行

うため、企業関係者の協力を求める場合は、企業の採用活動とは切 り離 l′ た形での特

段の教育的配慮をもつて行動するようお願いする。

記

1.就職 `採用活動の早期化是正について

(1)・ 就職 。採用活動の早期化是正について

学校教育上重要な時期である卒業 `修了年次当初及びそれ以前は、学内及び学外

、で企業が実施する採用選考のための 「企業説明会」 (名 称に関わらず、実質的に採

用選考のための説明会を指す。)に対して会場提供や協力を行わない。

一方で、企業の採用情報等の発信・を目的とした採用広報のための説明会等を大学

等の協力の下に実施する場合は、参カロの有無がその後の選考に影響 しないことを学

生に対 して明示する。さらに、卒業・修了前年度の 3月 より前に行 う企業の活動に

っいては、採用に直結 しない、学生の職業観や動労観の育成を図るための業界研究

や企業研究に資する企業の一般的な広報活動であることの確認をすること。

これ らの趣旨を踏まえ、学生に対する就職指導を適切に行 う。

(2)学校推薦の取扱いについて

学校推薦は、原則 として 7月 1日 以降 とする。

(3)正式内定開始について

正式内定日は、10月 1日 以降である旨学生に徹底する。正式内定に至るまでの

日
△
富

２２
談

嘲

懇



間においては、複数の内々定の状態が縦続 しないよう、学生を指導するとともに、
9月 30日 以前の内々定は学生を拘束 しないものである旨徹底する。

2,就職・採用活動の公平・ 公正の確保について

(1)学生の応募書類について

学生の応募書類は、『大学等指定書類 (『履歴書・写真・自己紹介書』、『 成績

証明害 《卒業見込証明書を含む》』)」 とし、企業に対 して、就職差別につながる
恐れのある項 目を含む 「会社指定書類 」 《エン トリーシー ト等を含む》、「戸籍謄
(抄)本 J、 「住民票」等の提出を求 めないよう,要請する。

(2)男 女雇用機会均等について         ・

採用活動は、男女雇用機会均等法及 びその指針の趣旨に則つて行われるべきであ

り、その旨を企業側に徹底するよう要籠する。特に、総合職採用における女キ学生
への配慮を要請する。                       ・

3.その他のTT項 について

(1)職業観や動労観の酒養について

学生個々人の個性や適性 に′
応 した職業を学生自ら選択できる能力の育成や学修

―意欲を高めるため、学生の職業観や勤労観を洒養することは重要であり、大学等に
おいては教育課程の実施や写生補導を通 じてキャリア教育やインターンシップを

推進する。
また、大学等において学生の職業観 。勤労観の育成等の取組等を行 う場合には、

企業の採用活動とは切り離 した形での特段の教育的配慮をもつて行 う。

(2)・ r申 合せ」の同知について

各大学等は、学内の教職員はもとよ

等に求人依頼文書を発送す る際、この

り、学生への周知徹底を図るとともに、企業
「申合せ」を添付 し、その趣旨の理解を図る。

(3)就職・採用活動の改善に向けて

正常な学校教育と学生の健全な学修環境を確保するため、就職問題懇談会は、大
学等が要講する就職・採用活動の改善に向け、引き続き企業側との協議を行 うこと
とする。



平成 24年 11月 1'日
企 業 等 代 表 者

経済・業界団体代表者

就職問題懇談会座長
演 目 道 成
(名 古 最 大 学 長 )

大学、短期大学及び高等専F5学校卒業・修了予定者に係る就職に関する要請

国公私立の大学、短期大学及備 等専門学校 (以下「大学等」という。)で構成する就職
問題懇談会においては、大学等事業・修了―~P定者の就職 ,採用活動の秩序を維持し、正常な
学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己の能力や適性に応 じて適切に職
業を選択できるようにするため、次の通り要請いたします。

一就職・翻 活動の現状の再認識一

わが国が平和で安定した社会を維持し、厳 しい国際競争においてその地位を失することの
ないようにするために、学士力や社会人基礎力等を担保した豊かな人間性を有する人材を育
成することは、我々教育機関に課せられた使命であると認識しています。

しかし、我々がこの使命を達成するために、学生に対 し様々な教育指導を展開する一方で、
現実には、採用活動の早期化・長期化により、学生が学業に専念できない等、学生生活や学
事 日程への影響が生じています。

また、中央教育審議会答申「新たな未来を集くための大学教育の質的転換に向けて』(平

成 24年 8月 28日 )においても、学生が十分な学修時間を確保し、主体的に学修する力を
確実に身につけさせるために、企業には、大学における学修を尊重する立場から、大学側
との協議によつて採用活動の開去台時期を更に見直すなど、就職活動の早期化・長期化の是
正を図ることが求められる、としています。        .

■就職・採用活動の早期化・長期イとがもたらす影響―     .

大学等では、学生の基礎学力の低下がFpl題視される中、グロー六ルスタンダー ドに基づ
く知識基盤社会に向け、教育の質保証のため様々な改革をしており、その成果を期するた
めには学生の健全な学修環境の確保が不可欠 となつています。           1
また、これまでも経済界からは、大学等に対し、十分な学力と国際性やコミュニケーシ

ョン能力を修得 したス トレス耐性に優れた学生を育成されたい旨の要望が寄せられてい
ます。しかし、早期の就職 =採用活動の影響から十分な学業の成果をあげられないばかり
でな <、 海外留学を聯躇した り、クラブ活動やポランティア活動等を途中で切 り上げる学
生が後を絶たないという実態は、一方的に学生のみを責めることはできません。本来なら
ば、大学等の正課教育とともに、課外活動等を含ゅた、在学期間を通した貴重な体験から
もたらされる人間的成長は、経済界がもっとも望むところではないかと考えます。
大学等における教育の到達点から見ると明らかに未成熱な学生を早々に就職・採用活動



に導く行為は、事実上学生から学ぶ機会を奪い、大学等の教育の空洞化を引き起こすこと
となり、ひいては人材育成における負のスパイラルを生み出すものと懸念します。このよ
うな営みを積み重ねることは、将来におい て国力を損なう重大な結果をもたらしてしまう
という認識を、教育に携わる者と学生を人材として選考する者の立場を越えて、真摯に受
け止めるべきです。

一倫理憲章見直し内容の問題点―

近時、各経済団体・業界団体が、採用活 動のあ り方について一定の方針等を提案された
ことは歓迎いたしますが、その内容はいま だ、大学等の学事日程や学生の就職活動におけ
る問題点などに対 し十分な配慮がなされて いないところがあり、協議すべき課層が多く残
されています。

とりわけ平成 23年 3月 に公表された (社)日 本経済団体連合会 (現 :(―社)日本経

済団体連合会)の 「採用選考に関する企業 の倫理憲章」(以下「倫理憲章]と いう。)に対
しては、大学等としての問題 ,点 を指摘し、 改善の検討を要請していたにもかかわらず、大
学等と協議もなく平成 24年 7月 に見直 しを行わないことを表明したことは誠に残念で
なりません。                         ・

また、現行の 「倫理想章」では「広報活 動」を「選考活動」と区別 しはその開始時期を
12月 1日 以降と.していますが、その内容 はインターネット上で学生の登録を受け付ける
プレエントリーを起点としてお り、我々力ま定義する「採用選考活動」が実質的に行われる
ものであると認識せざるを得ませれ 更に、倫理憲車の「広報活動」が本格イヒする時期が、
大学等が実施する後期試験の日程に重なつていることも事実です。
一方で、倫理憲章の「広報活動Jの徹底 のために、各企業の12月 1日 より前の大学訪

間をも制約されていますが、大学等のキャ リア教育において、学生の産業や職業に関する
理解を深める取組みの実効性を高めるためには、採用選考と直接結びつかない企業の協力
も不可欠です。

また、倫理憲章における「選考活動」:こ ういては、「採用選考に関する企業の倫理憲章
の理解を深めるための参考資料J(平成 23年 3月 15日 (社)日本経済餞体連合会 (現 :

(一社)日 本経済団体連合会)改定)(以 下「倫理籍章参考資料」という。)において、「―

定基準に達した学生を選抜することを目的 とした活動」と定義し、従来通 りの4月 1日 以
降としていますが、∫選考活動」を4月 1日 直後から開始した場合には、卒業・修了前年
度における学業成績を踏まえた採用選考が困難となります。

倫理憲章について1資証をしていただくこ とは重要ですが、今後とも大学等の意見を十分
にお汲み取 りいただき、就職・採用活動の改善に資する改定を切にお願いいたします。

一あらためてのお願い一

つきましては、上記事備をごEAR察 いただき、平成 24年度大学等卒業・修了予定者の採用
活動にあたり、下記の事項についてあらためてご検討をお願いいたします。

あわせて学生の就職・採用活動の秩序を絣 し、未来ある学生の将来を保障するため、新
規学校卒業・修了者 (以下「新卒者jと い う。)はもとより、新卒者に限定することなく、
諸般の事情により就職未決定のまま卒業・修 了した者の採用枠の拡大など積極的な採用に向
けた特段のご配慮を引き続きお願いいたします。



記

l。 採用活動の早期化 。長期化の是正について

(1)卒業・修了年次に達しない学生に対1~る「採用選考活動」を厳に慎み、それぞれの教

育機関や分野等の学事日程に配慮したスクジュールとしていただきたいこと.

また、少なくとも卒業・修了前年度の学業成果 (成績)を適切に評価した上で、採用

選考を行つていただきたいこと。:

(2)「採用選考活動」は、事業・修了年次 の夏期休暇以降に行 う等、大学等の教育活動

に支障の生ずることのないように行われ ることが望まれること。

その際、大学等でlt概ね7月 第 2週か ら8月 第 1週において前期試験等を実施して

いること等に特段の配慮をいただきたい こと。

(3)「採用広報活動』は、卒業・修了前年度の3月 以降とし、「企業説明会J等の就職支

援イベントについては、原則として休 日又は長期体暇期調に行う等、大学等の教育活動

を尊重していただきたいこと.

なお、これらに参加することが、採用選考につながるものではないことを学生に対し
てしっかりと明示していただきたいこと.特に近時、ソーシャルメディアを千1用 した活

動が増加しているが、これについても、同様の慎重な配慮がなされるよう注意いただき
たいこと。′

また、一般的な「広報活動」については、時期を制約するものではありませんが、あ
くまでも学生の動労観・職業観の育成を図るための情報提供であることを明確にし、後
述する大学等のキャリア教育との連携に留意していただきたいこと。

(注)我々が定義する「採用選考活動」 とは、プレエント.リ ーやソーシャルメディア
を活用した選考、エントリーシー ト:こ よる選考、各種検査など実質的な採用選考に
つながる全活動を指し、倫理憲章参考資料において「一定の基準に達した学生を選

抜することを目的とした活動Jと 定義 されている「選考活動」とは異なります。
また、「採用広報活動」とは、説明会.日 程、採用予定数、選考スケジュールなど

採用情報を広く学生等に発信することを目的として行われる活動を指します。
更に、「広報活動」とは、学生の業界研究や企業研究に資する一般的な企業情報

や業界情報を提供することを目的として行われる活動を指します。  _

2.大学等のキャリア教育への協力について

(1)学生の勤労観・職業観の育成や学修意欲の喚起を促すキャリア教育の観点から重要な'意
義を有するインターンシップについては、今後も積極的に受け入れていただきたぃこ

と。
ただし、インターンシップは、あくまでも教育の一環として位置付けられた就業体験

であり、採用選考と直結した取組みは、本来の趣旨にそぐわないものであることに留意
していただきたいこと。

(2)大学等のキャリア教育は、学生自らカミ視野を広げて進路を具体化し、社会的・職業
的な自立をするために極めて重要ですので、大学等が取り組む「次代を創造する礎と



なる業界研究」については、厳に採用選考と結びつけることなく特段の配慮をもつてご
協力をいただきたいこと.

3.採用活動の公平・公正の確保について

(1)学生の応募書類は、「大学等指定書類 (『履歴書・写真 。自己紹介書』、『成績証明
書 《事業見込証明書を含む》』)Jと し、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会
社指定書類」 《エントリこシート等を含む》、「戸籍謄 (抄)本」、「住民票」等の提
出を求めないようにしていただきたいこと。

(2)男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に則つた採用活動を行っていただきたいこと。
特に、総合職採用において女子学生への特段の配慮をいただきたいこと。

(3)採用情報の提供にあたつては、求める人材の能力や資質を大学等の教育において修得

麟F翠籍黙言麟だi霧朧覇裸纂:舞tttT営彎ξ暑曇P嬌濾
`供や採用選考に差異を設けない等、就職の機会均等について,層の改善を図つていただ

きたいこと。

(4)「採用選考活動Jにおいては、採用基準等の開示を図るなど採用決定プロセスの透
明性の向上を図り、大学等での学修歴等を踏まえた人物本位の採用の徹底を図つてい
ただきたいこと。

(5)正式内定開始前の9月 30日 以前に内定承諾書、誓約書、連帯保証書の提出を求める
等、学生の自由な就職活動を妨げ、心理的な負担となる拘束を行わないでいただきたい
こと。また、内定後に内定式や入社前研修等を行う場合には、学生の学修に支障がない
よう配慮していただきたいこと.

4.新卒要件の緩和について            ｀

卒業・修了の際に、未就職や非正規雇用となった既卒者が、新たな就職洗を求め、再チャ
レンジできるよう配慮していただきたいこと。その際、新卒者と同じ扱いをするよう百己慮し
ていただき、少なくとも、卒業・修了後 3年程度は新卒者として扱うなど、新卒要件の緩和
に引き続き努めていただきたいこと。                .

5.就職問題の解決に向けて

学生等の就職問題を抜本的に解決 していくためには、企業側団体・大学等関係団体及び関
係機関等1幅広い関係者FFlの共通認識を探める努力が不可欠であると考えます。このため、平
成 22年に設置された「新卒者等の就職採用活動に関する懇話会」をより積極的に活用し、

｀

可能な限り早期に一定の指針を示すべきであると考えておりますので、今後 ともご理解とご
協力をお願いいたします。        、

以 上
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採用選考に関する指針

一般社団法人 日本経済団体連合会

2013年 9月 13日 改定

企業は、大学卒業予定者 0大学院修士課程修了予定者等の採用選考にあたり、下記の点

に十分配慮 しつつ自己責任原則に基づいて行動する。なお、具体的に取 り組む際は、本

指針の手引きを踏まえて対応する。

記

1.公平・公正な採用の徹底

公平・公正で透明な採用の徹底に努め、男女雇用機会均等法や雇用対策法に沿った採用

選考活動を行い、学生の自由な就職活動を妨げる行為 (正式内定日前の誓約書要求など)

は一切 しない。また、大学所在地による不利が生じないよう留意する。

2.正常な学校教育と学習環境の確保

在学全期間を通 して知性、能力と人格を磨き、社会に貢献できる人材を育成、輩出す

る高等教育の趣旨を踏まえ、採用選考活動にあたつては、正常な学校教育 と学習環境の確

保に協力し、大学等の学事日程を尊重する。

3.採用選考活動早期開始の自粛

学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開

始を自粛する。

具体的には、政府が閣議決定 (平成 25年 6月 14日 )した 「日本再興戦略」において

示されている開始時期より早期に行 うことは厳に慎む。

広報活動 卒業・修了年度に入る直前の 3月 1日 以降

選考活動 卒業 0修了年度の 8月 1日 以降

なお、これ らの開始時期に関する規定は、日本国内の大学・大学院等に在籍する学生

を対象 とするものとする。

4.採用内定日の遵守

正式な内定 日は、卒業・修了年度の 10月 1日 以降とする。

5.多様な採用選考機会の提供

未就職卒業者への対応を図るため、多様な採用選考機会の提供 (通年採用等の実施 )

に努める。

※本指針の内容は、2016年度入社以降の採用選考活動を対象 としている。2015年度入社

までの採用選考活動については、2011年 3月 15日 改定の「倫理憲章」及び「参考資料」

を参照されたい。

以 上





「採用選考に関する指針」の手引き

一般社団法人 日本経済団体連合会

2013年 9月 13日 改定

1.広報活動について

(1)広報活動とは

企業が行 う採用選考活動は、一般に広報活動と選考活動に大別することがで

きる。

広報活動 とは、採用を目的として、業界情報、企業情報などを学生に対 して

広く発信 していく活動を指す。本来、こういつた情報は可能な限り速やかに、

適切な方法により提供 していくことが、ミスマッチによる早期離職の防止のた

めにも望ましいものである。しかし、早期化ゆえの長期化の問題に鑑み、開始

時期以前においては、不特定多数向けの情報発信以外の広報活動を自粛する。

広報活動の実施に際して留意すべきことは、それが実質的な選考とならない

ものとすることである。また、会社説明会などのように、選考活動と異なり学

生が自主的に参加または不参加を決定することができるイベン トなどの実施に

あたつては、その後の選考活動に影響 しない旨を明示するとともに、土日・祝

日や平日の夕方開催に努めるなど、学事日程に十分配慮する。

(2)広報活動の開始時期について

広報活動の開始期 日の起点は、自社の採用サイ トあるいは就職情報会社の運

営するサイ トで学生の登録を受け付けるプレエン トリーの開始時点とする。そ

れより前には、学生の個人情報の取得や個人情報を活用 した活動は一切行わな

いこととし、大学が行 う学内セミナー等への参加も自粛する。

また、広報活動の開始日より前に行 うことができる活動は、ホームページに

おける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報に

よるPRな ど、不特定多数に向けたものにとどめる。なお、広報活動のスケジ

ュールを事前に公表することは差し支えない。

(3)広報活動であることの明示について

広報活動の実施にあたつては、学生が自主的に参加の可否を判断できるよう、

その後の選考活動に影響を与えるものではないことを十分周知する。具体的に

は、広報活動を行 う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当

該活動が広報活動 として行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場

での掲示や、日頭による説明などの形で学生に周知徹底する。

なお、広報活動であることを示す場合の内容としては、以下のような例が考

えられる。



【会社説明会の場合の明示例】

○明示する場面

①開催の告知 0募集段階

②開催当日の案内 (口 頭、会場における掲示など)

○具体例

例 1)「 この説明会は、学生の皆さまに今後の就職活動を行 う上での参考として、

当社や業界の状況をご理解いただくための広報活動の一環 として開催す

るものであり、本説明会への参加の有無が今後の採星選考のプ_■主スに

影響する_も_2ではわり。ま」童々」

(あ るいは、破線部分に替えて)

に参加 しなかったからといって、今後の採用選考上不利に働くことはあ

りません

例 2)「 この説明会は、広報活動の一環 として、当社の事業やCSRへ の取組み

などについて理解を深めていただくために行 うものです。説明会への参

加は任意であり、参加者の方々を対象に選考を行 うことはいたしません」

2.選考活動について

(1)選考活動とは

選考活動 とは、一定の基準に達した学生を選抜することを目的とした活動を

指す。

(2)選考活動の開始時期について

選考活動は、活動の名称や形式等を問わず、実態で判断すべきものである。

具体的には、①選考の意思をもつて学生の1贋位付けまたは選抜を行 うもの、あ

るいは、②当該活動に参加 しないと選考のための次のステップに進めないもの

を言 う。こうした活動は、時間と場所を特定して学生を拘束して行 う面接や試

験などの 「狭義の選考活動」と、エン トリーシー トによる事前スクリーニング

など多様な方法を含む 「広義の選考活動」に分類することができる。

この うち、ウェブテス トやテス トセンターの受検、エン トリーシー トの提出

など、日程 0場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられている「広義の選考

活動」に開始時期の制限を課すことは、効率的な選考に支障が生 じることや、

学事 日程への影響も少ないことなどを考慮すると適当ではない。そこで、開始

時期 (卒業・修了年度の 8月 1日 )よ り前に自粛すべき活動は、面接 と試験の

みとする。



3.イ ンターンシップについて

インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験

の機会を提供するものであり、社会貢献活動の一環と位置付けられるものであ

る。 したがつて、その実施にあたつては、採用選考活動とは一切関係ないこと

を明確にして行 う必要がある。

企業の広報を含むプログラムを行 う場合は、広報活動の開始日以降に実施す

べきであり、混乱を避けるためにも、プログラム名 としてインターンシップの

呼称を使わないことが望ましい。

広報活動の開始日より前に実施するインターンシップは、「インターンシップ

の推進に当たつての基本的考え方 (平成 9年 9月 18日 文部省・通商産業省・労

働省 )」 、「インターンシップの導入と運用のための手引き (平成 21年 7月 文科

省 )」 等を踏まえ、以下のような条件を満たしたプログラムであることが求めら

れる。

【就業体験としてのインターンシップの在 り方】

学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とするこ

とに鑑み、当該プログラムは、 5日 間以上の期間をもつて実施され、学生

を企業の職場に受け入れるものとす る。

就業体験の提供であることを明確化するために、実施の際には、採用選

考活動と関係ない旨をホームページ等で宣言 した上で、以下の取 り組みを

併せて行 うことが求められる。

・採用選考活動と明確に区別するため、告知・募集のための説明会は開催

せず、また、合同説明会等のイベン トにも参加 しない。また、告知・募

集は、ホームページなどウェブ上や、大学等を通じて行 う。

・募集から実施までを通して、当該活動が就業体験の提供であり、採用選

考活動とは無関係である旨の周知徹底を図り、参加する学生から活動の

趣旨について書面等での了解を得る。

・学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的としてい

ることが分かるよう、可能な限り詳細にプログラム内容を一般に公開す

る。

・インターンシップに際して取得した個人情報をその後の採用選考活動で

使用しない。

・大学等のカリキュラム上、特定の年次に行 う必要がある場合を除き、募

集対象を学部 3年/修± 1年次の学生に限定しない。



4.その他

(1)夏季における服装について

採用選考活動の実施期間において、クールビズ等の取 り組みを実施している

場合、学生に対して服装の取 り扱いを周知する。

(2)卒後 3年以内の未就業者について

卒後 3年以内の未就業者の取 り扱いについては、2010年 11月 に改正された「青

少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」の趣旨

を踏まえつつ、自社の実情や採用方針に則 り、適切な対応に努める。

(3)高校卒業予定者について

高校卒業予定者については教育上の配慮を最優先とし、安定的な採用の確保

に努める。

(4)指針及び手引きの見直 しについて

採用選考に関する指針及び手引きは、活動の実態や、取 り巻く環境の変化等

を踏まえて、適宜、必要な見直しを行 う。

以 上

≪本件問い合わせ先≫

採用選考に関する指針及び手引きに関するお問い合わせは、以下までご連絡

ください。

経団連労働政策本部

TEL:03-6741-0181    FAX:03-6741-0381  E一 ■lai l:koyou@keidanren.or。 」p
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平成 25年 9月 27日
就 職 問 題 懇 談 会

大学、短期大学及び高等専門学校卒業・ 修了予定者

に係る就職 について (申 合せ )

大学、短期大学及び高等専門学校 (以下 「大学等」 という。)は、学生に高い学力と

豊かな人間性を身につけさせた上で卒業生・修了生として、グローバル化をはじめ複雑

多様化 した社会に送 り出す社会的使命を負 っている。この本来果たすべき使命と責任を

十分に認識 し、その責務を果たすため、就職・採用活動の秩序を維持するとともに、正

常な学校教育と学生の学修環境を確保する ことが重要である。

特に、学生の就職・ 採用活動の早期化・ 長期化の是正については、これまで、国公私

立大学等で構成する就職問題懇談会においても、大学等関係団体の総意 として、経済団

体等に対 し要請を行 つてきたところであるが、平成 25年 4月 19日 に内閣総理大臣よ

り経済団体に対 し、平成 27年度卒業・修 了予定者か ら、広報活動の開始時期は卒業・

修了前年度 3月 、採用選考活動の開始時期 は卒業・修了年度の 8月 に変更するよう要請

(以下 「総理要請」 という。)さ れた。

また、大学等に対 しては、平成 25年 4月 22日 に文部科学大臣よ り、大学改革の着

実な実行 とともに、今般の就職・採用活動 開始時期の変更の円滑な実施に向け、学生に

不安 と混乱が生 じないよ う、きめ細か く丁寧な対応 を行 うよ う要請された ところであ

る。

我々大学等は、これ らの要請の趣旨を踏 まえ、学生の学修時間の確保や留学な どの多

様な経験を得る機会を確保するとともに、学生が大学等で身に付けた資質能力を十分に

生かして、社会に貢献す ることのできる適切な職業選択を行 う機会を確保することを責

務の一つとして取 り組む必要がある。

この度、就職問題懇談会は、その責務を果たすため、平成 27年度以降卒業・修了予

定者の就職・採用活動 について、下記のとお り申し合わせる。各大学等においては、全

教職員が協力し、全学的に これを実行する ことを確認する。

なお、平成 26年度卒業 0修了予定者の就職・採用活動については、従前の申合せの

とお りとすることを確認す る。

記

1.就職・採用活動開始時期変更の円滑な実施について

(1)初年次か らのキャリア教育 0職業教育の充実について

学生の職業観や勤労観を涵養 し、個 々人の個性や適性に応 じた職業を学生 自ら選

択できる能力の育成や学修意欲を高めるため、初年次か らのキャリア教育・職業教

育の充実を図る。

キャリア教育の実施 に当たっては、後述の 「企業説明会」 とは明確に区分 した上

で、幅広 く企業等の協力を得つつ、積極的な取組を行 う。



(2)「企業説明会」の取扱いについて

卒業・修了前年度 3月 1日 よ り前は、学内及び学外で企業等が実施す る「企業説
明会」 (「企業説明会」 「会社説明会」

′
「学内セミナー」等の名称に関わ らず、採

用を目的 として事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広 く学生等
に発信するための説明会を指す。)に対 して会場提供や協力を行わない。

卒業・修了前年度 3月 1日 以降、 「企業説明会」 を大学等の協力の下に実施する

場合は、参加の有無がその後の選考 に影響 しないことを学生に対 して明示する。ま

た、実施 に当たっては、土 日祝 日や平 日の夕方以降の実施な ど、可能な限 り学事 日

程に配慮する。

(3)学校推薦の取扱いについて

学校推薦は、原則 として卒業・修了年度 8月 1日 以降とする。

(4)正式内定開始 について

正式内定 日は、卒業 0修了年度 10月 1日 以降である旨学生に徹底する。正式内

定に至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続 しないよう、学生を指導

するとともに、 9月 30日 以前の内々定 は学生を拘束 しないものである旨徹底す
る。

(5)就職関連情報の積極的な提供について ,

学生が進路選択する際の検討に資す るため、各大学等の学部 0分野別 の就職実績

等や各大学等の職員採用についての採用方針や採用実績等の就職関連情報の積極

的な提供に努める。

2.就職・採用活動の公平・公正の確保について

(1)学生の応募書類について

学生の応募書類は、 「大学等指定書類 (『履歴書・写真・ 自己紹介書 』、『成績

証明書 《卒業見込証明書を含む》』)」 とし、企
∫
業に対 して、就職差別 につながる

恐れのある項 目を含む 「会社指定書類」 《エン トリーシー ト等を含む》、 「戸籍謄

(抄)本」、 「住民票」等の提出を求めないよう要請する。

(2)男女雇用機会均等について

就職・採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に則 って行われるべ

きであ り、その旨を企業側に徹底するよう要請する。特に、総合職採用における女

子学生への配慮を要請する。

3。 その他の事項について

(1)各大学等 における職員採用の対応 について

企業等への就職・採用活動のみな らず、各大学等における職員採用においても、

総理要請の趣旨に沿 った対応を行 う。

(2)学生の健康状態への配慮について



夏季に選考活動が開始す ることに鑑み、学生の健康状態に留意するとともに、

企業等に対 し、クール ビズな ど必要 な配慮を行 うよ う求める。

(3)「申合せ」の周知について

各大学等は、学内の教職員はもとよ り、学生への周知徹底を図 り、学生に不安 と

混乱が生 じないよ う適切に対応す る とともに、企業等に求人依頼文書を発送する

際、 この 「申合せ」を添付 し、その趣 旨の理解を図る。

また、企業等に対 し、総理要請の趣 旨を遵守するよう求める。
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就職・採用活動開始時期の変更について
平成25年4月 19日 に開催された「経済界との意見交換会」において、安倍内閣総理大臣

から経済界に対し、平成27年度卒業・修了予定者からの就職・採用活動開始時期変更を

要請しました。

この要請は、平成27年度卒業・修了予定者からの就職・採用活動のスケジュールを以下

のように変更することを求めたもので、その後、「日本再興戦略」(平成25年6月 14日 閣議

決定)において政府方針として決定されました。(裏面参照 )

一般社団法人日本経済団体連合会、就職問題懇談会 (大学、短大、高等専門学校で構

成)においても、この内容を踏まえた指針、申し合わせを決定しています。(裏面参照)

詳細は、
①首相官邸ホームページ「就職・採用活動開始時期変更に関するお知らせ」

http://www.kantei.go.ip/ip/singi/vwforum/zikihenkOu lnfo.html

②政府インターネットテレビ
「稲田大臣インタビュー～就職・採用活動開始時期の変更に向けて」

http://nettv.gov― online.go.ip/prg/prg8598.htrnl

をご覧ください。

平成27年度卒業・修了予定者(現在の大学2年生等)から、

広報活動は、卒業・修了年度に入る直前の3月 1日 以降に開始、
その後の採用選考活動は、卒業・修了年度の8月 1日 以降に開始となります。

|

(総理要請及び「日本再興戦略」の内容 )

※ 1)広報活動 :採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動.採用のための実質的な選考とならない活動。

※2)採用選考活動 :採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために参加が必須となる活動。

図表出所:政府インターネットテレビ「稲田大臣インタビュー～就職・採用活動開始時期の変更に向けて」htpプ /netv gov―onhne Aoい /prg/prg8598 html

10月 ～ 1月
授  業

1月 ～2月
後期 試験

4月～ 7月
授  業

攀廂

7月～ 8月
前 期 試 験

8月 ～ 10月
大 学 院入 試

広 報 活 動 ※1

広 報 活 動 採用選考活動



「 日本再興戦略」(抜粋) (平 成25年6月 14日 閣議決定 )

第 I.3つのアクションプラン

ー.日 本産業再興プラン

2.雇用制度改革口人材力の強化

⑤若者・高齢者等の活躍推進

○若者の活躍推進

学修時間の確保、留学等促進のための、2015年度卒業口修了予定者からの就職口採用活動

開始時期変更(広報活動は卒業口修了年度に入る直前の3月 1日 以降に開始し、その後の

採用選考活動については、卒業口修了年度の8月 1日 以降に開始)について、中小企業の魅

力発信等、円滑な実施に向けた取組を行う。

採用選考に関する指針 (抜粋 )

一般社団法人日本経済団体連合会

3採用選考活動早期開始の自粛                   2013年 9月 13日 改定

学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始を自粛
する。

具体的には、政府が閣議決定(平成25年6月 14日 )した「日本再興戦略」において示されている開始
時期より早期に行うことは厳に慎む。

広報活動…・卒業・修了年度に入る直前の3月 1日 以降
選考活動…口卒業・修了年度の8月 1日 以降

4採用内定日の連守
正式な内定日は、卒業・修了年度の10月 1日 以降とする。

大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修 了予定者に係る就職につ

いて (申 合せ )(抜粋 )

平成25年9月 27日

1 就職由採用活動開始時期変更の円滑な実施について           就職問題懇談会

(2)「企業説明会」の取扱いについて
卒業暉修了前年度3月 1日 より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企業説明会」(「企業説

明会」「会社説明会」「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的として事前に採用予定数や
選考スケジュールなどの採用情報を広く学生等に発信するための説明会を指す。)に対して会場
提供や協力を行わない。

(3)学校推薦の取扱いについて
学校推薦は、原則として卒業・修了年度8月 1日 以降とする。

(4)正式内定開始について
正式内定日は、卒業・修了年度10月 1日 以降である旨学生に徹底する。

【資料出所】

・ 日本再興戦略
・ 採用選考に関する指針
・「採用選考に関する指針」の手引き  httpプ/www.kedanren.onip/polにv/2013/081 tebib.pdf
・ 大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ )

http://Ⅷ M〃晩mext.Яo.ip/b menu/houdou/25/09/1340139.htm

(※ )いずれも、平成28年 3月 以降の卒業生を対象

httpノ/ⅥⅢwkanteigo.ipttp/singノ keレaLaLeノpdf/salkou ipn.pdf

http://www.keidanren.onip/policv/2013/081 shishin.pdf


