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令和２年度由利地域社長会議（概要）

日 時 ： 令和３年３月２２日（月）

１４：００～１６：００

場 所 ： 由利地域振興局大会議室

１ 開会

２ あいさつ（由利地域振興局 佐藤局長）

本日は年度末のお忙しい中、また、コロナ禍で大変な状況の中で日々ご努力されてい

る皆様の貴重なお時間を頂戴いたしましてお集まりいただき、感謝する。

本来であれば昨年度末に、管内企業の若手リーダーにより企業間交流イベントの提案

を議論する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となり、コロ

ナ禍において、イベント開催の提案というのは難しいと事務局で判断し、今年度は、一

旦イベントの開催については保留という形にさせていただいている。

そこで今回は、高卒者、大卒者の人材確保と定着を議題として意見交換をさせていた

だく。若者の定着に関しては従来から長年の課題だが、コロナ禍において少しいろいろ

な変化が出てきているように感じている。

本日はハローワーク様、地元秋田県立大学様からも情報をいただきながら、具体的な

データを踏まえて、どういう形で若者の定着を進めていけばいいかということをご意見

ご討議いただきたいと思っている。

皆様には、是非最新の情報や経験に裏打ちされたアドバイスをご提供いただいて、私

ども行政の施策に反映させていただきたいとは思うが、個人的には多忙な企業のトップ

の方々にお集まりいただいているので、本会議を通じて何らかのヒントや情報など、有

益な事柄をお持ち帰りいただいて皆様方の事業にご活用いただければありがたいと考え

ている。

３ これまでの社長会議の討議概要と経緯について（事務局説明）

これまでの社長会議について概要意見等を説明。

第３回の会議で、次回は各企業の若手リーダーによる企業間交流イベントを提案する

よう提言があり、令和２年３月に各企業の若手リーダーにより、企業間交流イベント等

の提案を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在に至るまで

延期となっている。

過去３回の社長会議では、特にインターンシップの重要性について多く意見があった。
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４ 議事

(1)高校卒業者の人材確保及び定着について

①新規学校卒業者職業紹介状況等について

〇今野（本荘公共職業安定所企画開発部門長）

有効求人倍率について、令和３年１月の本荘公共職業安定所管内では１．０５倍

で、全県の１．２８倍を下回っている。令和２年２月に全県平均倍率を上回ったが、

以降は下回って推移している。要因は、令和２年４月から令和３年１月の新規求人

受理件数が減少しているため。

新規高卒者対象求人受理状況を前年同月と比較すると、求人提出事業所数はほぼ

前年同月並みだが、求人数は減少しており、１社あたりの求人数が減少している。

また、就職希望者数も減少しているが、これは生徒数の減と進学希望者の増による

もの。

令和３年３月卒では、県内就職希望者が就職希望者全体の８割を超える高い状況

となっている。県内企業の早期求人が好結果につながっていると考えている。

令和３年３月卒では選考スケジュールが１カ月後ろ遅れだったが、令和４年３月

卒の選考は例年どおりの予定。引き続き早期求人の協力をお願いしたい。

②中学生と管内企業のふれあい PR事業、高校生の進路に関する意識調査について

〇事務局

今年度の中学生と管内企業のふれあい PR事業は、にかほ市では３つの中学校で開
催したが、由利本荘市では新型コロナウイルス感染症の影響により資料配付のみ。

にかほ市では、生徒１８６人、延べ３６企業が参加している。

説明を聞きたい企業を選んだ理由は、自分の興味と結びついた業種であるとか、

身近な人が働いている、近所に会社がある、CMでよく目にするといった理由が多い。
説明を受けた後の感想では、その企業に関心や興味を持ったり、印象に残ったと

いう好意的なものが多く、将来、就職を考える際に選択肢の一つとして検討される

可能性もあるものと考えられる。

高校生の進路に関する意識調査の資料は、今年度、県次世代・女性活躍支援課が

実施したものを由利管内分のみ抜粋している。

アンケートでは、高校卒業後就職すると回答した割合は約３５％。そのうち、県

内就職の割合は約８０％。

県内または県内就職を選んだ理由については、県内県外とも「希望する企業、職

種だから」という回答が多いが、県内就職で「親の意見」と回答している割合は男

性で１７．３％、女性で２３．３％となっており、親に対しても企業を知ってもら

う工夫が必要かと思われる。
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〇小島（株式会社秋田新電元代表取締役社長）

高校生へのアンケートで、秋田での就職を検討する際、「秋田で働く先輩の経験談

などの情報」があればいいとの回答があるが、この情報はプライベートな付き合い

で得る情報なのか、企業説明会や就職説明会などの場で得る情報か。

〇事務局

設問ではそこまで分けていないので不明だが、地元就職で近所に住んでいたり、

学校でのつながり等がある関係と思われるので、プライベートで得られる情報も多

いと推測する。

〇佐藤（由利地域振興局長）

学校の OBや OGがいるから後輩が入社したという企業はないか、丸大機工さん
ではこういう形で入社した人がいると聞いたことがあるが。

〇菊地（丸大機工株式会社代表取締役社長）

当社はにかほ市にあり、高校は仁賀保高校がある。インターンシップ、工場見学

は会社の内容を知ってもらえるよい機会と捉え、積極的に受け入れている。

社員にはいろいろな地域活動に積極的に参加するよう呼びかけており、例えば、

にかほ市には神楽があるが、そこで、OB・OGという話ではないが、神楽に参加し
ている先輩、後輩の関係があって入社した人もいる。

中途採用では、出身校が分かればその学校の OB・OGを面接に参加させている。
社長はオブザーバーとして面接に参加し、最後に質問させてもらっているが、面接

官は女性、OB・OG、若手社員がやっている。本音を話してもらうため、若い人に
対しては若い面接官が対応している。

クラブ活動、特に運動部系は、先輩のいる会社に入りたいという話も面接で結構

出ている。

このように、OB・OGはいろんな場面で前面に出てもらい、紹介するという取り
組みをしている。

〇畠山（由利地域振興局総務企画部長）

丸大機工様、池田様には、中学生と管内企業のふれあい PR事業にご参加いただい
ているが、担当者から何か感想など聞いているか。

〇菊地（丸大機工株式会社代表取締役社長）

就職が差し迫っていない中学生向けの事業だったが、会社の説明をするいい機会

だった。工場見学などをすると働く姿が見られて、誰々のお父さんだとかお母さん
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だとか距離感が近くなることもある。

〇池田（株式会社池田代表取締役社長）

担当者からは、いい会だったと聞いている。中学生なので、具体的な仕事の専門

的な話ではなく、仕事とはどういうことかを教えるような形で説明している。

単発では終わらず、２回、３回と続けてやる必要があると思っている。

〇斎藤（にかほ市商工政策課長）

今のお話にあったように、生徒達は細かい一社一社の仕事の内容だけでなく、業

種への関心が高い。今年度３回目となるこの事業に参加する企業側も説明が上手に

なっており、生徒の笑いが聞こえてきたり、地元の企業を身近に感じるいい機会だ

ったと感じている。

また、この事業は先生方の評判がとてもいい。

中学校の先生は高校の進路指導の方と違い、企業と接する機会が皆無であるため、

地元にこんな会社ががあったのかとか、生徒が一生懸命聞いていたとか、先生方の

評判が非常によく、また来年もやってくれと言われている。

キャリア教育と共に地元愛を育む機会として子供達に伝わっていくものと感じて

いる。

〇畑中（由利本荘市商工観光部長）

本市においては、人口減少に歯止めをかけることを最重点課題とし、若年者の地

元定着への取り組みにも重点を置いている。

事業として、大学等卒業後の進路選択の参考としてもらうために、大学進学予定

者への企業説明会を行っている。また、高校２年生を対象とし、就職に関する心構

えや地域の経営者の皆様、地域の企業の特徴等を紹介し、理解していただく高校生

就職活動サポートセミナーを実施している。また、将来の進路選択の一助となる効

果を目的に、先ほど話のあった中学生と管内企業のふれあいＰＲ事業も行っている。

子供だけでなく、親も参加できるこれらの事業は、よい反応をいただいており、

継続して参りたいと思っている。

これらの事業を行いながら学卒者の地元就職へつなげて参りたいと考えているの

で地域の事業者の皆様には今後もよろしくお願いする。

〇畠山（由利地域振興局総務企画部長）

高校生の進路に関する意識調査において、親の意見が進路決定に大きな影響があ

るとの回答が一定程度ある。県の事業でも親も参加できる形としているが、なかな

か参加されていない。移住・定住促進課では何か取り組んでいるか。
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〇杉田（県移住・定住促進課班長）

保護者向けの取り組みとして、以前は秋田市に会場を借りて「保護者向けセミナ

ー」をやっていたが、人が集まらなかったため方向転換した。

現在は高校とタッグを組み、大学２、３年生の子供を持つ全ての保護者宅に保護

者向け就職情報誌を配布する取り組みを行っている。子供が帰省した際に、保護者

向け情報誌を共有し、県内企業の情報や県の行っている就職活動イベントの情報を

親子で話し合いながら県内就職に意識を向けてもらっている。

また、首都圏の大学は地方で保護者会を実施しており、移住・定住促進課もその

保護者会に参加し、県の奨学金返還助成の取り組みや就職活動イベントの情報提供

をしている。

〇菊地（廣瀬産業株式会社顧問）

当社では北東北、北海道にある四年制大学を卒業している人を４人中途採用して

いるが、首都圏の大学出身はゼロ。首都圏に転出し、秋田に戻ってきて就職してい

る人がどの程度いるかが分かるデータはあるか。

〇杉田（県移住・定住促進課班長）

県内大学出身で就職した方は秋田労働局の統計情報で把握しているが、一旦県外

に出た人が戻ってきて就職する場合の統計的な情報は持っておらず、苦労している

ところ。県内大学卒業者の県内就職率は４５％位であり、推測になるが、県外大学

卒業者の県内就職率はそれよりも低いと思われる。

(2)大学卒業者の人材確保及び定着について

①関係する県事業の説明

〇杉田（県移住・定住促進課班長）

こっちゃけは県が運用する情報サイト。平成２６年から運用開始しているが、毎

年アクセス数が伸びてきている。

こっちゃけには、５９２社の個別企業情報、４４０社の採用情報、２５０社の企

業動画が掲載されている。

県内外の大学生が秋田にどんな企業があるのかを調べるときに、一つ一つの企業

ＨＰを探すのではなく、こっちゃけで検索できる。業種でも検索できるほか、マッ

チングイベントの情報やインターンシップの受け入れ状況、インターンシップの申

込みもできる。

県の東京事務所に学生就活サポーターという専門の相談員が二人配置されている。

平成２９年から令和３年１月まで９４８件の学生からの相談を受け付けている。今
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年はコロナ禍でなかなか行けないが、首都圏等の大学訪問も学生就活サポーターが

行っている。今年度は延べ７０校訪問している。

学生就活サポーターは、基本的にはこっちゃけを見ながら企業を紹介している。

学生からの相談も多くなっており、こっちゃけで情報収集している人が多いと思う

ので、是非こっちゃけに学生が喜ぶ情報を載せていただき、活用をお願いしたい。

移住・定住促進課で様々なマッチングイベントを開催している。特にコロナ禍と

いうことでオンラインでのマッチングイベントを様々展開してきた。学生はオンラ

イン授業もあり、オンラインに対する垣根が非常に低いため、次年度もやっていき

たいと考えている。

②秋田県立大学の就職状況について

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

本学でも県内就職、若者の県内定着が喫緊の課題。今日は令和２年度卒業予定者

の就職内定状況について説明する。

システム科学技術学部の学生２２６人のうち、１５６人、約７割が就職希望。残

りの３割が大学院への進学だが、現時点では、就職内定率は１００％。大学院希望

者も１００％進路が決定した。

生物資源科学部の就職希望者も内定率１００％となっている。

県内出身者が大学院へ進学した場合、学生はほとんど県内に残らない。大学とし

て、大学院進学者の増加にも力を入れているが、大学院へ進んだ県内出身者は就職

時には県外へ出てしまうことになり、悩ましい側面がある。

コロナ禍で公務員志望者が増えている。特に本学は理系なので、公務員を志望す

るほとんどの学生が専門職として公務員を目指している。

システム科学技術学部の県内就職志望者は４４人おり、全員内定が決定している。

内定者全体に占める県内内定率は２８．４％であり、内定率・人数とも過去５年間

で最も高く、全学では、２９．９％となっている。

業種別の就職内定状況について、システム科学技術学部では、製造業、建設業、情

報通信業の３業種に集中しているが、これは学科構成と密接に関連していると思われ

る。県内企業内定に絞ると、製造業が多いことに変わりないが、建設業、情報通信業

の割合が下がり、卸・小売業、金融業･保険業、医療･福祉が増えている。これについ

ては、経営学科卒業予定者の就職先の業種が多岐にわたることも影響としていると考

えている。ここ１～２年では、公務員志望が高まってきている。

生物資源科学部でも製造業が最も多いが、同じ製造業でも食品系や医療系の製造業

が大半を占めている。県内企業内定に絞ると製造業の割合は大きく下がり、複合サー

ビスの割合が高くなる。公務員については農業系専門職希望の学生が多い。

就職活動が終わってから全学生に対してアンケート行っているが、「秋田県内就職を
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考えましたか」という質問に対し、「条件次第」と回答しているのがシステム科学技術

学部で２５．４％、生物資源科学部で３２．２％となっている。うち、その条件を「仕

事内容」としているのがシステム科学技術学部では４７．９％、生物資源科学部では

４３．４％となっている。「条件次第」と回答している学生をいかにして県内就職に導

いていけるのかが大きな課題。

学生が就職先を選ぶ条件として、理系の学生は自分の学びを活かせる仕事を選ぶ傾

向にある。

県内就職推進に向けた秋田県立大学の取り組みとして、１年次の前期に「あきた地

域学」を必修で実施している。秋田の文化や産業等を学んで、地域の課題を学ぶこと

としている。

また、「ジョブシャドウイング」を１、２年生向けに実施している。例年、夏休み、

春休みに実施しており、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により夏休みは見

送り、春休みに実施した。１１社へ訪問し、延べ６６名が参加した。

３年次の１０月から就職活動が本格化するが、３年生に対しては、１０月の早い段

階で「秋田県内業界研究セミナー」を実施し、県内企業の強みや求人情報を伝えてい

る。今年度は昨年１０月６日に実施済み。

今年度は昨年１１月５日に「ＯＢ・ＯＧ懇談会」を開催、開催して３年目、県内就

職希望者と本学のＯＢ・ＯＧが本音で語り合う場として１９名の OB・OGが参加した。
昨年１２月県主催「秋田県業界研究会」には、会場まで大学で交通手段を手配して

参加している。

２月に「県内企業限定合同セミナー」を就職実績やニーズのある企業２３社に参加

していただき、県外企業に先駆けて対面で実施している。

県内企業については、学生からの距離が近いというのが大きなアドバンテージと考

えている。今年度は２～３月にかけて学生から要望を募り、直接現場を見る「企業見

学ツアー」を実施中であり、先週まで１９社を見学している。

「県内出身学生との個別面談」は去年から実施している事業。県内出身学生限定で

面談を実施している。学生から詳細な状況と希望を聞き取りながら適切な県内就職に

関する情報を提供している。

去年からＡターン支援ということで、県外に就職した本学卒業者向けの情報提供を

行っている。実績として現状では年１件程度だが、県外に就職した人が秋田に戻ると

いうニーズとしては相当数があるものと思われる。大学が知らないところで、ＯＢ・

ＯＧが県内に戻って就職しているという話もあると聞いている。

昨今、動き出しの早期化と選考期間の短期化の傾向が顕著。就職活動をしていても

１社から内定が出ればそれで決めてしまい、就職活動を終了するケースもあるため、

企業におかれては、書類選考から最終面接までをスピーディーに、時間が空いてしま

う場合はまめな連絡により学生に不安を与えないようにしていただければと思う。
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最近の学生は気になった企業があればインターンシップに参加するのが常識となっ

ているので、企業は、インターンシップを積極的に受け入れてほしい。

先輩と接することで、その企業と学生の距離は縮まるので、企業は、ＯＢ・ＯＧを

活用してほしい。ＯＢ・ＯＧがいなくても、年齢が学生と近い若手社員を活用してほ

しい。

最近は給料よりもワークライフバランスを考える学生が多い。給与水準を上げるの

は既存の従業員との兼ね合いもあって容易ではないと思うが、手当を厚くする等、待

遇の見直しを考えてほしい。

県内就職に向けて出来ることとして、より早い段階から県内企業の魅力を伝えてほ

しい。

学生との距離が近いことが県内企業のアドバンテージと思っている。

〇須田（秋田精工株式会社代表取締役）

生物資源科学部の内定者のうち、自営が４人いるが、家業を継いだということか。

それとも創業したのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

ほぼ農業で家業を継いでいる。起業は２～３年に１人いるかいないかの状況。

〇須田（秋田精工株式会社代表取締役）

卒業するタイミングで起業したいという学生がいた場合、起業する上で必要な知識

などは大学で学ぶ機会はあるのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

起業に向けた知識を学ぶ講義がある。

〇畠山（由利地域振興局総務企画部長）

県内出身者の県内就職が多いとのことだが、他県の地方出身者は出身地に就職する

志向が強いのか、出身地に関係なく、自分の経験を活かせる企業を目指すのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

一概には言いづらいところがある。地方出身で地元に帰りたいという人もいるし、

自分のやりたい仕事を求めて首都圏に行く人も多い。県別に見ると、例えば、愛知県

出身者など、地元に大きい企業がある地域であれば出身地に帰る傾向があるのははっ

きりしている。
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〇畠山（由利地域振興局総務企画部長）

秋田新電元様では県立大学システム科学技術学部出身の学生を採用している実績が

あるが、採用してみての感想とか採用活動の苦労とかあれば教えていただきたい。

〇小島（株式会社秋田新電元代表取締役社長）

空く年もあるが、年に１名は入社している。入社しているのは地元の方で、県外出

身者はいない。秋田県立大学は県外出身者が多いんですよね？

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

現状はシステム科学技術学部の約８割、生物資源科学部の約６割が県外出身者。た

だし、今回の入試から制度を変え、県内出身者の定員枠を増やしたため、割合は変わ

るかなと思っている。

〇小島（株式会社秋田新電元代表取締役社長）

県外出身者が多いので、なかなか由利本荘市へ就職する人は少ない印象がある。た

だ、入社後の会社定着率は高い。

〇畠山（由利地域振興局総務企画部長）

池田様では両学部から採用実績があるが。

〇池田（株式会社池田代表取締役社長）

お聞きしたいが、学生が企業に求めることや、逆に、企業が学生に何かできること

はあるか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

理系の学生は大学時代に学んだものを活かせるような職種や業界に目を向ける傾向

が強いため、そういった学生は県内に合致した企業があればいいが、それ以外の分野

だと県内定着は難しい。

最近、ＩＴ系の企業が秋田県に進出してきており、電子情報などソフト系を学ぶ学

生の県内就職に係る選択肢が増え、県内定着につながっているとは思うが、他の業種

となれば現状なかなかしい。

〇池田（株式会社池田代表取締役社長）

先ほど起業という言葉が出たが、我々の会社のことを言うのは恥ずかしいが、現状

我々の会社でやっている仕事に、今の若い人を当てはめること自体がナンセンスだと

思う場面が出てきている。若い人達の感覚の中で、何か新しい技術だとか、サービス
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などに対して、出来る範囲というものはあると思うが、地元の企業が何か支援できる

ことがあれば一緒にやりたいとは思っている。

〇佐藤（株式会社三栄機械代表取締役社長）

県立大学、秋田大学出身の社員も何人かいるが、定着率はいいと思う。

県外から秋田大学に入学し、社員となった人もおり、助かっている。

資料を見て、思ったよりも県内就職志望者が多いように感じる。新型コロナウイル

ス感染症の影響があったのか。

昔は就職活動というと、どちらかというと学校の就職支援課でとのイメージを持っ

ていたが、今は学生本人がスマホで登録し、自分で就職先を探しているイメージ。

先ほど福利厚生面でアピールした方がいいというアドバイスを頂いたが、インター

ンシップ以外による学生を呼び込むアイデアはないか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

新型コロナウイルス感染症の影響は、現場の感覚ではあまりなかったと感じている。

それよりも、２年ぐらい前から県内出身者の県内就職の施策を大学として打ち出し

ており、その効果が出てきていると思う。特に、個別面談は効果がある。

県内出身学生と我々職員が面談などを通じて密接な関係にある。県内就職のために

やり過ぎではと思う面もあるが、県内就職を増やすためにはそれぐらいやらなければ

学生は情報量の多い県外の大手企業に流れてしまい、県内就職増に結びつかない。

〇佐藤（株式会社三栄機械代表取締役社長）

学生を呼び込むため、ＯＢ・ＯＧはどのように活用したらいいのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

ＯＢ・ＯＧについては大学側でお膳立てすることもあるが、それ以外は、基本的に

大学内は自由に出入りできるので、教員と継続してコンタクトを取っているＯＢ・Ｏ

Ｇは直接教員に連絡をして研究室に行き、自社のＰＲをするなどの活動をしている。

本学の場合、他大学に比べ教員の就職への関わりが薄く、我々キャリア情報センタ

ーが窓口になっているので、できるだけ情報を集約した形で学生に提供したいと考え

ている。企業からも情報があれば是非我々に教えていただきたい。

〇橋本（菊地建設株式会社代表取締役）

県立大学とは、サークル活動や経営学のサンプルとして選んでもらったりとつなが

りがない訳ではないが、インターンシップの希望を受けたことは一度もない。

県立大学はやはり建築系の専門技術を学んでいる学生が多く、土木メインである当
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社は厳しいと思う。

秋田大学はインターンシップや採用の実績がある。そういう意味ではＰＲ不足を痛

感しているが、同業者間でも県立大学出身社員の話は聞かない。恐らく専門的に学ん

だことを活かすために、設計関係や大手企業に就職しているのではないかと推察して

いる。

〇須藤（株式会社協和工業代表取締役社長）

システム科学技術学部の学生から見れば製造業は就職対象になると思うが、県内就

職者数を見れば、由利本荘市の大企業が就職先になるのかと思う。

県内の就職先は本荘由利地域でもＯＢ・ＯＧがいる大企業が対象になるであろうか

ら、当社のようなＯＢ・ＯＧがいない会社だと敷居が高い。

小さな会社が学生の対象となる企業となるにはどうしたらいいか質問したい。

先ほど移住・定住促進課から、首都圏の大学の地域保護者会から情報をいただいて

との話があったが、新型コロナウイルス感染症の影響で県外の大学に進学し、地元に

帰りたい人は相当数いるのではと思う。そういう中で情報が少ないという話があった

ので、由利地域の行政には、そういった活動に力を入れてもらえればありがたい。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

３月以降、学内で個別説明会の場を設けているが、学生の申込みがなく、説明会自

体が成立しないという状況がある。

合同説明会やセミナーに参加するとか、また、こっちゃけの話になるが、情報化社

会で学生は情報をインターネット環境で収集しているので、そういった所の情報を集

約し、学生の目に触れるようにすることが一番効率的なのではと思う。

〇杉田（県移住・定住促進課班長）

県外大学生に県内企業情報を届けるというのは非常に大変だというのは重々承知し

ている。当課では、こっちゃけ自体のＰＲを一生懸命しているが、各企業の情報を載

せるとき、学生がどういう所、どういった企業に興味を持つのかというところを考え

ている。

こっちゃけの情報を更新したらサイトの上部に表示されるようになる。

学生は生の情報を求めているので、先ほどからＯＢ・ＯＧの話もあるが、結局、学

生は、自分がどういう仕事をするのかイメージが欲しいというのが一番。こっちゃけ

を使って、動画とか、インターンシップの受け入れとかイメージを持ってもらうよう

にしていくのがいいかと思う。

〇新田（株式会社新田製作所代表取締役）
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当社の大卒は女性が２名いるくらい。

去年あたりから就職活動が大変になったように感じる。

新型コロナウイルス感染症の影響で採用を控えている企業も多いのかと感じている。

我々の仕事は個人の技術が必要であり、誰でも１～２週間で出来る仕事ではなく、

モノになるまで２～３年かかる。

パワハラ、モラハラという時代だが、そういう中で、どのように仕事をしていくか、

教えていくかということを最近痛烈に感じてきた。私たちの若い頃は、車をほしいと

か、自分の趣味のためにお金は必要だったが、今はお金を無理して稼ごうという意欲

が少ない若者が増えてきた。このような中で、従業員に仕事を教えていくのが難しい

所と感じている。

〇菊地（廣瀬産業株式会社顧問）

県内企業と県外企業の大卒初任給はどれくらい差額があるのか。県内出身の他県の

大学に行った方を地元に連れてくる一つの問題点となるのは給与になると思うが。

〇今野（本荘公共職業安定所企画開発部門長）

雇用保険資格取得時のデータを基に新規学卒者初任給情報を HWや県単位で作成し
ているが、本日は資料を持ち合わせていないので、必要であれば連絡頂きたい。

〇佐藤（由利地域振興局長）

学生は初任給を就職の判断基準にしているのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

判断としていない訳ではないが、以前と比べると、給与と言うよりも、ホワイト企

業、ブラック企業ということをむしろ気にする。自分の時間を確保できるということ

で、年間休日日数とか時間外労働の多い少ないということを気にする学生が最近は増

えていると感じている。感覚的な話になるが、県内の学卒だと初任給は、１６～１７

万円だと安い、１９万円くらいがある程度県外企業と渡り合える、県外企業の高いと

ころだと２１万円以上とかがあるので。この差額は大きいかと思う。

〇佐藤（由利地域振興局長）

行政サイドでは移住定住を含め、秋田県は生活費のレベルで首都圏等と比べて安い

から給料がそこまでいらないよというようなアピールの仕方をしているが、大学でも

首都圏企業の大卒者給料の水準までの給料はいらないというような話しているのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）
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それらを含めて全体的な県内の仕事の話もしているが、それが学生にどれくらい響

いているのかはなんとも言えない。本学だと、県内出身でも郡部から来ている人が多

く、就職してからも一人暮らしをしている学生が多い。そこで、住宅手当や通勤費な

どを気にしている学生もいる。このような手当が厚いというのも一つの見せ方なのか

なと思う。

〇菊地（丸大機工株式会社代表取締役社長）

一概には言えないと思うが、学生は給与より休日や残業を重視しているか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

最近の傾向からいくと休日や残業を重視する学生が増えている。もちろん一定水準

の給与も必要なことは前提としてある。

〇佐藤（由利地域振興局長）

残業代、時間外勤務、休日と言った情報は就職情報にはなかなか出てこないのでは

ないか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

今は企業も開示するようにしており、ホームページや求人票の中でも年間休業何日

とかをアピールしているところが結構多い。

〇佐藤（由利地域振興局長）

学生は実際に比較するのか。

〇細山（秋田県立大学本荘キャンパス・キャリア支援チームリーダー）

比較する。学生は結構そこに目が行っている。

〇小島（株式会社秋田新電元代表取締役社長）

初任給は就職四季報という本に載っている。会社の福利厚生など基本的なデータが

載っている。企業各社のホームページにも載っているので、学生はそれを見て、比べ

ていると思う。ただこの情報は就職する一つの重要な要素ではあるが、何を重視する

かが問題だと思う。また、初任給は載っているが、その後どう昇給していくのかは見

えないので判断は難しい。

〇佐藤（由利地域振興局長）

私個人は大学を卒業して首都圏に就職し、転勤により関西で働いていたが、阪神淡
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路大震災の後に秋田へ戻ってきた。

その当時は秋田県内企業の中途採用情報はまったくなかった。情報が欲しいと言う

ことで、地元の同級生、先輩、知り合いに聞き回った記憶がある。

秋田に戻りたい気持ちのある人は、何とかして情報を探して戻ろうとする。

新卒の方々をできるだけ確保することも大事だが、すごく難しいのは、一度県外に

出た人で、秋田に戻りたいと思っている人に適切な情報を届けてアピールできている

かということ。

この点を行政もやっているが、企業としては、SNS等いろいろな情報発信をしつつ、
詳しくは OB・OGなどの人づてでという 2種類の情報提供が必要と思うので、それぞ
れの立場でご努力いただいて、この地域、学校を卒業してこの地域に定着してもらっ

たり、戻ってきてもらう状況を作っていただければ非常にありがたい。

５ 閉会


