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しずおか就活サポートシステムとは？ 

「しずおか就活サポートシステム」とは？ 

学生が安心して気軽に選考が受けられ、 
知らなかった企業をより発見しやすくなるシステムです。 

 
①簡易なエント
リー方法で受付 

 

②選考前に若手 
社員または経営
者と直接対話 

 
③内定理由の 

伝達 
 

しずおか就活サポートシステムの３つの対応（企業様に対応していただくこと） 

手間がかからず 
気軽にアプローチ 

できる 

会社・仕事の理解度が
高まる 

納得して就職先が決め
やすくなる 

安心して気軽に選考が受けられる（行動が起こしやすい） 
今まで知らなかった企業を発見することが出来る（視野が拡がる） 
企業の理解度が高まる（志望動機が明確になる） 

応募 選考 内定 

≪しずおか就活サポートシステム開発の背景≫ 
昨今の就職戦線は、大手企業の採用意欲が高く“売り手市場”であることや、
選考スケジュールの前倒しによる学生の企業研究期間の短縮から、学生と
地域企業の接点が減少しています。 
「しずおか就活サポートシステム」とは「学生目線」に立った３つの対応
（①簡易なエントリー方法で受付②選考前に必ず若手社員経営者と直接対
話できる③内定理由の伝達）を採用活動に取り入れることにより、地域企
業と学生の新たな出会いのカタチを形成し、双方のマッチングが促進する
ことができることが期待できるシステムです。 

学生のメリット 
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しずおか就活サポートシステム採用のメリット  

「しずおか就活サポートシステム」導入を申請※ 

静岡商工会議所にて受理・承認 

大学等就職担当※ 行政各機関 

進路担当者からの学生への 
 直接案内 
 
学内キャリアセンター内 
 の専用ファイル、掲示コー   
 ナーへの企業情報の掲載 

主催イベントでの専用告知 
 ブース設置 
 
県外学生への案内強化 

 
行政各WEBサイト登録学生へ 
 の直接告知 

申請 

企業 
情報提供更新 

しずおか就活サポートシステム採用企業の露出度UP! 

↓ 
大学および行政機関における案内優先度UP!  

↓ 
学生の安心度UP! 

↓ 
しずおか就活サポートシステム採用企業の学生認知UP！ 

※別頁 
「申請シート」参照 

承認 

■システム採用のメリット 

■システム採用の具体的なフロー 

※静岡県内の大学等および静岡県就職協定先の県外大学等へご案内します 



しずおか就活サポートシステムの３つの対応 その①－解説  
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   初回接触の手間はできる限り簡単にする！ 
    

   まずは、お互いに選考を意識せず一人でも多くの学生と 

   接触できる機会を増やしましょう。 
 
    ❖企業情報が未だ十分に伝わっていない学生に対し、志望動機などを問う 
     履歴書等の持参を条件とすることは控えましょう。 
    （志望動機の確認は学生の受験意思が確認できてからにしましょう。） 
 
    ❖また応募の際に「まずはお気軽にお電話ください」はNGワードです。 
     学生にとって応募ツールとして「電話」はかなりハードルが高くなって 
     います。 
      
 
     
    

１ 簡易なエントリー方法で受付 

初回接触（会社説明会の参加）の際に、エントリーシートや 
志望動機などの記入が必要な履歴書の提出が条件であるために、

エントリーをあきらめた学生は少なくありません！ 

出典：しずおか産学就職連絡会 2013年 就職活動時の実態調査 

約75％の学生が影響ありと回答 

＜参考データ＞ 



【しずおか就活サポートシステム共通受付シート】     年    月    日 

御中               

                        

以下、希望いたします。 

□まずは会社・仕事のことを知りたい ＊具体的に希望があれば↓ （複数可） 

 □会社見学をしたい        □社員と話をしたい     □経営者の話を聞きたい   
   □会社説明会に参加したい   □インターンシップに参加したい 

□選考を受けたい（選考日程を知りたい）※大学3年次3月1日以降の方のみに限る 

                        

ふりがな   性 別 
学校卒業年次 
（予定含） 

氏 名   男・女 年  

学校名   
  

学部学科 
専攻 

  
  

ふりがな                       

現住所 
〒 

                  
  

ＴＥＬ 
  

E-mail   

※希望する連絡手段があればチェックしてください （ ＴＥＬ ・ Ｅ-mail  ） 

「簡易なエントリー方法で受付」チェックポイント 
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学生が気軽に応募できる 
「しずおか就活サポートシステム共通受付シート」を活用しましょう！ 

ポイント１ 

学生の意向が 
確認できます 

ポイント２ 

学生との連絡のやり
取りに最低限必要な
情報が入手できます 

一般的に多くの就活生は、企業へのエントリーには「就活ナビサイト等」が
設定している、エントリーフォームを活用しています。 
従って「就活ナビサイト」に掲載していない企業へのエントリーは学生に
とって分かり難く、手間に感じることもあります。就活サポートシステムで
は「就活ナビサイト」に掲載していない企業にも簡単にアプローチしエント
リーを分かりやすくするための、以下の専用フォームの利用を勧めています。 

チェックポイント  

 □ HPなどの応募受付方法に上記共通受付シートのダウンロード先※を明示し、メール等で応募できる 
   ようにする   (例）しずおか就活サポートシステム共通受付シートにてご応募ください。 

 □ 上記共通受付シートを受理した即日に応募者へ連絡する 

 □ 上記共通受付シートからエントリーがあった学生には全員接触機会を設ける 

 □ 新卒NAVIサイトによる応募受付の場合においても、必要最低限の情報記入に留めておく。 

注意事項 

大学3年時2月以前の本シートによ
る個人情報の取得は、学生が申し
込みをした職場見学等の日程調整
に必要な連絡のためにおこなうも
ので、採用選考を目的として取得
はできません。 

共通受付シートダウンロード先➤➤➤URL：https://sizu-ren.wixsite.com/mitsukaru 
                    しずおか就活サポートシステム“みつかる” 

https://sizu-ren.wixsite.com/mitsukaru
https://sizu-ren.wixsite.com/mitsukaru
https://sizu-ren.wixsite.com/mitsukaru
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   採用は全社員が一丸となって取り組む！ 
    

   お互いの「顔が見える」採用活動により、会社・仕事の 

   理解を深めることができます。 
   

   ❖学生が選考を受ける企業を決める際に最も大きな影響力のあるのは実際に 

     働いている社員です。多くの学生は際に働いている社員、あるいは経営者の 
     話を直接聞いて、会社の強みや仕事のやりがいなど、企業の魅力を具体的に 
     理解しています。 
 
    

２ 選考前に若手社員・経営者と直接対話 

しずおか就活サポートシステムの３つの対応 その②ー解説  

アンケート
データ貼付け 

若手社員または経営者との交流機会により 
説明会の満足度を上げることができます。 

静岡市内企業との交流会アンケート結果（2015年7月11日 東京開催） 

97.４％の学生が役に立ったと回答 

＜参考データ＞ 

中小企業に対する志向の変化 
中小企業に対する志向が高まった学生の割合は8割を超えた 

 

 

交流型説明会の有効度 
双方とも9割以上が「役に立った」と回答。 

学生は「たいへん役に立った」が7割超。 
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「選考前に社員と直接対話」チェックポイント  

選考・入社後のミスマッチを防止するためにも、 
選考前に採用担当者以外の社員との交流会機会を設け 

企業・仕事理解を深めてもらいましょう！ 

学生にとって企業・仕事理解を深めてもらうためには、人事部からの情報だ
けでなく、実際に働いている社員との対話を持つことが重要です。対話の際
には、学生からの質問や話をしっかり聞くことが、学生の志望度アップにつ
ながるので、1回あたりの時間は最低でも30分程度は確保することを勧めて
います。 

■社員との交流イメージ 

チェックポイント  

 □ 入社歴の比較的浅い（入社3年以内程度）若手社員をできる限り同席させる 

 □ 双方向の対話に注力し、学生からの質問を積極的に促してみる 

 □ １回あたりの交流時間は最低でも30分程度は確保する 

企業のこと ＜ 社員のこと 
企業概要の説明は簡単に済ませ、あくまで対応する社員の“人となり”を 

理解してもらうことで、親近感を醸成させます。 

ねらい 

自己紹介 

学生の 
相談対応 

社員側も自己開示を積極的に行い、共通点を見つけながら親近感を醸成する。 

就活に関することや学生時代に取り組んでおいた方が良いことなど、学生
の関心度合いの程度に合わせ、対応する社員の体験談なども交え助言やド
バイスなどを行うことで信頼関係を構築する。 

企業情報の 
提供 

まずは質問を促し学生の関心度合いに応じて対応する。また、特に“気にな
る学生”には選考アドバイス（応募・選考に向けて準備しておくべきことな
どの助言）をすることで応募動機を醸成させてみる。 



大いに影響が

あった

23.2%

ある程度は

影響があった

44.9%

あまり影響

はなかった

18.1%

まったく影響

はなかった

8.0%

不明

5.8%
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   応募者一人一人に丁寧に対応する！ 
    

   採用選考を通じて理解したことを一人一人に対しフィード 

   バックするだけで、選考辞退や内定辞退を減らすことが 
   できます。 
   

   ❖選考を受けた学生は自分がどのように評価されたのかを気にしています。 

     そのため評価の結果だけでなく、その理由をフィードバックするだけで 
     選考に対する満足度が上がるだけでなく、志望意欲を喚起することが 
     できます。 
 
    

３ 内定理由の伝達 

しずおか就活サポートシステムの３つの対応 その③ー解説  

内定理由を伝えることにより 
入社意欲を高めることができます。 

約70％の学生が影響ありと回答 

出典：しずおか産学就職連絡会 2014年 就職活動時の実態調査 

＜参考データ＞ 



「内定理由の伝達」チェックポイント  
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合否結果だけの通知はＮＧです。 
直接会って内定理由を 

具体的にフィードバックすることが必須です！ 
 

選考を通過し内定を出した学生に対し避けたいことは「なぜ自分は採用された
のだろうか？」という疑問を持たれることです。実は多くの学生は内定が出て
はじめて「本当にこの会社でいいのだろうか？」ということを真剣に“悩み”は
じめます。したがって、企業からのフィードバック、特に内定を出した理由を
伝えることは、学生にとって入社を決める理由を改めて考えることができる唯
一の手掛かりになります。また、フィードバックにより「自分のことをちゃん
と見てくれた」というように感じ、入社意欲も高まる効果があります。 

内定後面談の際にフィードバックする３つのポイント 
 
   
 

チェックポイント  

 □  選考結果はなるべく、早い時期（2・3日以内）に直接電話で伝える。また、直接会って内定理由  
    を説明する旨を伝え個別面談機会を設定する。 

 □  内定理由の詳細（上記内容を中心）は直接会って説明する。 

 □  内定承諾期日は焦らずに、学生の都合を確認したうえで設定する（相談に乗る姿勢） 
    また学生からの要請があれば、不安解消のため社員あるいは他の内定者との面談機会を設ける。 

さらに 

③入社後に期待していることと成長課題 
 「強みについては●●について期待しています！」 

  「弱みについては●●を通して育成します！」など 

 

①学生の強みであると理解したことと、具体的な根拠 
 
②学生の弱みであると理解したことと、具体的な根拠  
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しずおか就活サポートシステム採用申請シート（見本） 

しずおか就活サポートシステム導入申請書 

          年    月    日 

当社は新卒者の採用活動において、今後以下の対応を行うことを申請します。 

申請内容 

◆「しずおか就活サポートシステム共通応募シート」の活用または新卒NAVIサイト 
  などを通じて学生からのエントリーを簡易な方法で受け付けます。 
 
◆選考前に若手社員等と学生が双方向で直接対話できる機会を設けます。 
 
◆選考または内定後に、選考結果のみならず選考通過および内定の理由について、 
 本人に直接フィードック致します。 

会社名 

  

住所 

〒 

連絡先TEL   Mail   

担当者名 
（役職名含） 

  
担当 
部署名 

  

簡易 
エントリー 
受付方法 

 ※何れか該当するほうへチェックをお願いします。 
 
 □「しずおか就活サポートシステム共通応募シート」を活用 
 
 □新卒採用NAVIサイトなどを活用 

申請先 

しずおか産学就職連絡会事務局 
静岡商工会議所 産業振興・地方創生部 就職支援課  
FAX ０５４－３５２－０４０５ 
Mail shushoku@shizuoka-cci.or.jp 
※問合せ先：TEL 054－353-3401（9:00～17:00） 

エントリー受付 
方法について 
何れか選択を 
お願いします 

 

以下の申請書に必要事項を記入の上 
下記までお送りくださいませ。 

申請書ダウンロード先➤➤➤URL：●●●●●●●●●● 
（しずおか産学就職連絡会ホームページまで） 



【まとめ】しずおか就活サポートシステムと活動のポイント 
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わかり易く簡易なエントリー方法  
で受け付ける（志望動機は選考時に
確認する） 
学生からの要望を受けて個別対応   
の機会を設ける（なるべく全ての学
生との接触機会を持つ） 
エントリー受付後はなるべく「早
く」「必ず」対応する。 

しずおか就活サポートシステム 活動のポイント 

母 
集 
団 
の 
形 
成 

 
実際に働いている若手社員との接
触機会を設ける 
会社の事よりも社員の人となりが
伝わる対話機会を設ける 
対話の際は一方的にならないよう
に「双方向」のコミュニケーション
を意識する 
就活の事など、学生が関心のある
テーマについて相談を受ける 

 
 

 
学生との接点の設定 

志 
望 
動 
機 
の 
形 
成 

 
内定者との面談機会を設ける 
面談機会は内定後「早く」設定し
「直接」伝える 
内定結果だけでなく内定理由を 
具体的にフィードバックする 
（強み、弱み、入社後の期待） 
学生が不安に思っていることに対
し親身に対応する（社員あるいは内
定者との面談機会の設定など） 
 
 

 
選考開始 

 
 
 

内定出し 

入 
社 
意 
欲 
の 
醸
成 

簡易なエントリー方法
で受付 

※共通受付シート 
の活用 

選考前に 
社員と直接対話 
出来る機会の設定 

内定理由の伝達 


