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群馬県中小企業団体中央会長　殿

平成3 0年3月新規中学校･高等学校卒業者の就職に係る推薦

及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について

労働行政の運営及び学校教育に対する支援につきましては､日頃から格別の御理解､御

協力を賜り厚く御礼申し上げます｡

さて､新規学校卒業者の就職問題につきましては､学校教育の充実を図り､職業紹介を

円滑に推進するため､求人秩序の確立並びに採用選考等の適正化について､例年､特別の

御協力をいただいているところですが､このたび､平成30年3月新規学卒者の就職のた

めの推薦及び選考開始期日並びに文書募集開始時期等の取扱いについて､文部科学省初等

中等教育局長及び厚生労働省職業安定局長通知に基づいて､平成2 9年4月2 6日(水)

に｢群馬県就職問題検討会議｣を開催し､別添1及び2のとおり決定し実施することとな

りましたので､御承知のうえ､貴団体傘下企業に対しての周知等について格別の御配慮を

お願い申し上げます｡

なお､新規学校卒業者の採用にあたっては､本人の適性､能力等を中心としてこれを行

い､定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや

同和問題に係る差別的取扱いが行われないよう､また､男女雇用機会均等法の趣旨に添っ

た採用活動が行われるとともに､障害者に対しては格別の考慮がなされるよう､周知等に

ついて特段の御配慮を併せてお願い申し上げます｡

おって､文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省職業安定局長連名による､主要経

済関係団体代表者あての通知文写しを参考のため添付いたします｡
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記

1　推薦及び選考開始期日並びに採用内定

(1)新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については､平成3 0年1月1日以降とし､

積雪地の関係からやむを得ない事情があるときは､次の地域に限り､平成2 9年1 2月1日

から行っても差し支えないこと｡

北海道､青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県､福島県､新潟県､富山県､石

川県､福井県､長野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る｡ ) ､島根県(松江公

共職業安定所隠岐の島出張所管内の地域に限る｡ )

(2)新規高等学校卒業者の推薦開始期目については､推薦文書の到達が平成2 9年9月

5日(沖縄県については平成29年8月30日)以降となるようにすること｡

(3)新規高等学校卒業者の選考開始期目については､平成2 9年9月1 6日以降とすること｡

(4)採用内定の開始については､従前と同様､選考開始と同日以降に行うことができるもので

あること｡

群馬労働局職業安定部職業安定課

担当　地方職業指導官　橋爪

電話　027 (210) 500

群馬県教育委員会事務局高校教育

担当　教科指導係指導主事　今

電話　027 (226) 464



別添1

平成30年3月新規学校卒業者に係る募集について 

関係各位

群　馬　労　働　局

群馬県教育委員会

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます｡

さて､新規高等学校卒業者を取り巻く就職環境は､改善されているところですが､就職希望者の

応募機会を確保するとともに､新規学校卒業者に対する就職支援が円滑に推進されるよう今年度も
｢群馬県就職問題検討会議｣を開催し議論を重ねてきたところです｡その結果｢高校生の就職出願

に係る応募･推薦のあり方｣及び｢新規中学校･高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期

日等並びに文書募集開始時期等に関する実施方策｣について､次のとおり申し合わせることといた

しましたので､趣旨を十分ご理解の上､格別のご協力を賜りますようよろしくお願いいたします｡

高校生の就職出願に係る応募･推薦に関する申し合わせについて

平成29年4月26日(水)に開催した｢群馬県就職問題検討会議｣において､平成30年

3月卒業予定の群馬県内高校生の就職出願に係る応募･推薦に関する申し合わせについて､下

戸のとおり決定しました｡ (内容は昨年を継続)

群馬県においては､高校生の就職出願に係る応募･推薦に関して､平成3 0年3月卒業予定者

の取LJ扱いを､次のとおLJとすることを申し合わせ､確認する｡

応募･推薦方法については､推薦開始の時点(9月5日)では1人1社とし､ 1 0月1日以降

は1人2社までの複数応募を可能とする｡

平成29年4月26日

｢群馬県就職問題検討会議｣
一般社団法人群馬県経営者協会

群馬県中小企業団体中央会
一般社団法人群馬県商工会議所連合会

群　馬　県　商　工　会　連　合　会

群　馬　中　小　企　業　家　同　友　会

群　　馬　　県　　総　　務

群　馬　県　産　業

群　馬　県　中　学

群馬県私立中学高
群　馬　県　高　等

群　馬　県　教

群　　　馬　　　労

公　共　職　業

学
育
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｢群馬県就職問題検討会議｣の申し合わせに係る

推薦･応募･選考の具体的な取扱いについて

1　9月5日から9月30日までの取扱い

従来どおり(1人1社)とする｡

2　10月1日からの取扱い

(1)　1 0月1日は複数応募･推薦に係る選考開始日とする｡

(2)　複数企業への応募･推薦を希望する生徒の意向及びその可否(企業)の確認に係る取扱い｡

(丑　複数企業への応募･推薦を希望する生徒の意向を､企業に示す｡

※　調査書(推薦事由等の欄)に単麻･併願の別等を記載する｡

②　複数企業への応募･推薦を希望する生徒に対して､企業の意向を示すo

※　求人受理時に安定所にて､企業の意向を確認し､求人票の複数応募欄の可否について､チェ

ックを入れる｡

(3)　運用に当たっての留意点

①　生徒･保護者に対して

複数応募･推薦を可能とする趣旨等の理解の徹底と､学校と企業の間の新たな信頼関係の必要

性について理解を図る｡

②　学校に対して

ア　10月1日時点で未内定の生徒については､ 1 0月1日から企業選考に複数(1人2社まで)

同時に応募できる｡

イ　9月30日以前に応募し､応募先の選考を終えていない生徒についても､ 10月1日から複

数応募可とするが､一次応募の結果が届いているか未着か､単願･併願の別等､個々の生徒に

関する正確な事情を企業に示し､信頼関係の中で選考が行われるよう連携を密にする｡

り　内定を得た生徒は他の企業へは応募できないこととし､特別な事情が生じない限り､内定の

辞退はできないものとする｡

③　企業に対して

ア　選考日については､生徒が応募先を複数選定することに鑑み､早期に計画し､学校に対して

連絡するよう努めることとする｡

イ　企業の採否結果連絡については､できる限り速やか(採用試験後概ね7日以内)に学校長を

通じ､応募生徒本人に通知することとする｡

り　複数企業応募生徒の採用内定に対する生徒の意向確認については､他の応募企業からの採否

結果連絡待ちも想定されることから､検討期間を与えるものとする｡



別添2

平成3 0年3月新規中学校･高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等

並びに文書募集開始時期等に関する実施方策について

1　平成3 0年3月新規中学校･高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について

は､次のとおりとする｡

(1)中学校については､公共職業安定所(以下｢安定所｣という｡ )における求人申込みの受

理は平成2 9年6月1日以降､推薦及び選考開始時期は平成3 0年1月1日以降に行う｡

(2)高等学校については､安定所における事業所の求人票受付の開始は平成2 9年6月1日以

降､求人票の返戻は同7月1日以降とする｡なお,高等学校に直接求人申込みをする場合は､

安定所の確認印のある求人票により､平成2 9年7月1日以降に行う｡

推薦開始は,推薦文書の到達が平成2 9年9月5日以降となるようにし,選考開始は､平

成29年9月16日以降とする｡なお､ 10月1日以降は1人2社までの応募･推薦を可能

とするものとし.これに基づく選考開始は1 0月1日以降とする｡

(3)事業所の求人活動のための学校訪問については､原則として安定所において確認を受けた

求人票により学校に求人申込を行った日以降に行うこととするが､学校の事前の了解の下に､

安定所に求人申込を行った日以降についても行ーうことができるものとする｡

訪問に当たっては､校長の了解のもとに､学校運営に支障をきたさないよう事前に学校と

訪問時間等の打合せを行うなど適切な配慮をする｡

2　申し合わせた期日より早期に選考又は推薦を行うなど､求人秩序を乱す事業所又は学校に対

しては､関係機関及び関係諸団体の連携のもとに厳に自粛を促す｡なお､生徒の勉学の安定を

図るため､事業所及び学校に対して､就職内定生徒の就業開始(実習､研修､講習等を含む)

時期を､新規中学校卒業者については､平成3 0年4月1日以降､新規高等学校卒業者につい

ては､卒業後(卒業式の翌日以降)とする｡このことについて､周知徹底を図る｡

3　各学校は､平成2 9年1月24日付け文部科学省初等中等教育局長･厚生労働省職業安定局

長通知の趣旨を尊重し､自校における進路指導の充実と就職業務の適正を期するよう努める｡

(1)学校･生徒に県内産業等について正確な理解を徹底させるとともに､県内企業への関心を

高め､職場への定着を図るよう指導を充実する｡



(2)職場見学や就業体験は､生徒が職業に関する理解を深めるための体験的な学習として､

学校の教育計画に位置付けて行う｡その際､採用選考につながる方法等で行うことのない

よう十分留意する｡

(3)学校は､全職員の共通理解のもとに､特に就職内定後における生徒の指導に留意し､心

のゆるみから学習･生活態度をはじめ学校生活全般にわたって好ましくない影響を受ける

ことのないよう､学習指導･生徒指導の徹底に万全を期する｡

(4)特別支援学級･特別支援学校の卒業予定者の就職については､適正な職業選択の機会が

確保されるよう､学校と事業所､関係機関との十分な連携を図る｡

4　各事業所は､次のことに十分配慮する｡

(1)学校が未就職者に対する職業指導を早期に実施できるよう､できる限り速やか(採用試

験後概ね7日以内)に採否を決定し､学校長を通じ,応募生徒本人に通知することとする｡

また,選考に当たっては､採用内定取消しが生じないようにする｡

(2)就職のための選考等に際して､不合理な差別的取扱いのないよう､また,男女雇用機会

均等法の趣旨に沿い､男女とも均等な機会を与えるように努める｡また,学校に対しても

個々の生徒について就職の機会均等の確保が図られるようにする｡

5　文書募集は､新規中学校卒業者については行わないこととし､新規高等学校卒業者につい

ては文書募集の開始時期は平成2 9年7月1日以降とする｡また､新規高等学校卒業者に対

して､文書募集を行う場合の条件は､以下のとおりとする｡

(1)安定所で確認を受けた求人で､求人票記載内容と同じである｡

(2)事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号が掲載された広告等である｡

(3)応募の受付は学校又は安定所を通じて行う｡

[群馬県就職問題検討会議]
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平成29年1月

文部科学省初等中等教育局長

藤　原

厚生労働省磯業安定局長
生　田　　正

主要経済関係団体代表者　殿

平成30年3月新規中学校･･高等学校卒業者の故殺に係る推弟
及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について(通知)

新規学校卒業者の就職については､種々御協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます｡

さて､薪競中学校及び高等学校卒業者に対すさ早期選考の防止について
は､貴EEI体を始め各経営者EE件等の御協力により､平成28年度においても

適切な取扱いが図られました｡
文部科学省及び厚生労働省において柱､今後も､学校教育を充実し､就

磯希望者の適正な嘩業選択を確廃するとと心こ､求人秩序の確立を図るた
め､平成29年度においても選考開始期日等の完全遵守をお顔いする次第で
あ.Dます｡

?いては､貴団体におかれましても.､下寵の事項に御留意の上､選考開
始期日等及び女'%募集開始時期等の準守について､会員事貴所-の周知徹
底を図られるよう格別の御配慮をお廉いします｡-

また､新規学校卒業者の採用に当たって性､本人の適畦と能力のみを基
準としてこれを行い､定時制課程及び通倍制課金の卒業者と牟日制琴海の
卒業者との間の差別的な取扱いや同和問題に係る差別的取扱いが行われな
いよう､また､男女雇用枚会均等汝の趣旨に沿った壊用捨動を行うとと●も

に､障事者に対しては格別の考慮がなされるよ5.御配慮廟います｡
さら暗､薪革学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内

定取消し及び入職時期の換下げは､･決してあってはならない重大な問題で
す｡このためr青少年の雇用磯会の確保及び藤巻-の定着に関して手套主､
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職業解介事葉音等その他の関係者が適切に卦勉するための指針J~に沿った
清正な募集･採用等が行われますよう､併せて御配慮をお厭いします｡

なお､●新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者(中等教育

学枚の前期汲程修了者を含む｡以下同じ｡ )哀び新規高等学校卒轟音(蘇
規中等教育学校卒業者を-含む｡以下同じ｡ )に係る採用選考よりも早期に
行われてl.さる･ところですが､それにより､新規中学校卒美音及び新患高等

学硬卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮をお願いするところであ
ります二
･新規学卒者をめぐる就職環境削原調に回復していると考えられるものの.

放散が決まら●ない学生･生徒も一定数おられます｡仮に鹿職未駄畠のまま

卒業を迎える考が多数にのぼるとすれば､本人にとって若年期に就葉を通

qた知敢･技能の蓄積が図れず､将舞のキャリア形成の支韓となるととも
に､我カ重囲の産業や社会を支える人材の育成が図られないなど深刻な問題
を引き起こしかねません｡将来にわたる日本経済の競争力･生産性の向上
を図るため､こうした帝組に御理解をいただき､平鹿30年3.月卒業予定者

やための採用枠わ拡大に向けた努力をお顧いします｡

記

第1 ◆新規中学校･高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考罪始期El等
1推薦及び遠考開始期日並びに採用内定
(1).新顔中学校卒業者の推薦及び選考開始期目について.は､平成io

.年1月1日以降とし､積雪地の関係からやむを得ない事情があると

きは､次の地域に限り､平成29年12月1日から行っ-Tも差し支え

ないこと｡

北緯道､'青森県､岩手県､宮城県,･秋田県､山形痕､福島県､薪

鴇県､富山県'.石jI順､有井県､長野県(食山公共城東安定所管
内の地域に限る｡).､島根県(扮江公共嘘菓安定所隠岐の島出張所

管内の地域に限考｡)
I (2)新規高等学校卓葉音の推薦開始期日に加,､て臥準薦文書の到達

が平成29年9月5日(沖縄尉こつい七は平成29年8月30日)以降

となるようにすること｡

. (3)新親高等学校卒業者の選考開始期日収?いて駄平成29年9月
.19日以藤とすること｡

(4)採用内定の開始にうV.､ては､従前と同様､-選考閃.95'と同日以降に.

行うことができるものであること｡
. 2　帝人申込みの手続き等･

(1)職業安定泣く昭和.22年法律集141号)第27条又は第33条の2

の競走に基づい七､新規高等学校卒貴著に係る求人申込みを要理す
'.る高等学校(中等教育学校を含む･.以下同じ｡)に求人申込みを行う



場合においても､当面､適正な求人条件の確保､早期推薦･選考の
防止及び円滑な労働力■需給調整の実施等の見地から､求人申込みを

行おうとする事業所は､当該事業所を管轄する公共職業安定所(以
下｢安定所｣という｡)に求人申込書を提出して､選考期日､求人内

容等について適正であることの安定所の受理･確認(求人票-の受

理･確認印の押印)を受けた後､当該求人票により高等学校に求人

申込みを行わなければならないこととすること｡

したがって､この手続きによらない求人申込みのあった場合には､

高等学校は､生徒の推薦を行わず､確認印の押印のある求人票の提
出を求め､その提出後､推薦を行うものとすること｡

(2)求人申込みの受理の期日等については､安定所の確認事務の的確
な実施等適正な求人の確保を図るため､次のとおりとすること｡

ア　新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等

(ア)安定所における求人申込みの受理は､平成29年6月1日から

開始するものとすること｡

(イ)安定所の他安定所への求人連絡は､平成29年7月1日以降開

始するものとする.=と｡

イ　新規高等学校卒葉音に係る求人申込みの受理の期日等

(ア)安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の

受付は､平成29年6月1日から開始するものとすること｡

(イ)安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は､平成29

年7月1日から開始するものとすること｡

(卯　学校における求人申込みの受理は､平成29年7月1日以降開

始するものとすること｡

また､安定所で受理した求人の学校への提示についても､平

成29年7月1日以降に行うものとすること｡

(3)求人活動のための学校訪問については､原則として安定所におい

て確霞を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行

うこととするが■､学校の事前の了解の下に､安定所に求人申込みを

行った日以降につタ､ても行うことができるものとすること｡

3　就業開始期日

(1)新規中学校卒業者の就業開始(実習､研修等を含む｡)時期は､

労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定により平成30

年4月1日以降とすること｡

(2)新規高等学校卒業者の就業開始時期については､卒業後とするよ

う事業所`を指導すること｡

4　選考の通知

選考後は､採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ､できる

限り速やかに廃否を決定し､選考を受けた生徒にその旨を通知するこ
と｡

第2　新規中学校･高等学校卒業者の文書募集の取扱い



1　新規高等学校卒業者を対象とする.文書募集の取扱い

新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は平成29午
7月1日以降とすること｡

なお､文書募集を行う場合は次の条件によることとすること｡

(1)安定所において確藩を受けた求人であって､当該求人の求人票記

載内容と異なるものでないこと｡

(2)広告等掲載に当たっては､事業所を管轄する安定所名及び求人の

求人番号を掲載すること｡

(3)応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと｡

また､求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であって

も､推薦開始知日､採用選考期日については､上記第1の1(2)から

(4)の取扱いと同様である.=と｡

2　新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い

新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと｡


