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事業の実施方法の振り返り

22

①採用力強化事業

【内容】
佐世保市内に本社もしくは事業所を有する中小企業の個別採用支援を実施

【目標】
採用方法の立案のサポートと、自社で採用が成功する為の型作り

【目標支援社数】
4社 ※うち「女性活躍応援宣言」登録事業所を最低1事業所選定

【支援方法と支援すべき項目】
①2018年6月～2019年3月までの10ヶ月間で毎月採用会議の実施
②いつでも電話・メール等で連絡の取れる体制構築
③各社の課題抽出後、下記7項目の支援を実施
Ⅰ.採用ターゲットの選定、採用スケジュールの企画立案
Ⅱ.採用ツールの確認
Ⅲ.母集団形成の方法と進捗確認
Ⅳ.説明会の実施内容と対応
Ⅴ.選考会の内容と歩留り向上
Ⅵ.内定者フォロー
Ⅶ.定着率向上

※適正な予算などもご説明し、採用の規模や課題に合わせて企業の費用負担も発生する可能性があります。
また弊社有料サービスを案内する際は、不平等とならないよう、相見積もりを必ず取って頂き、
企業様へご決定をして頂きます。

【支援企業選定方法】
下記抽出条件からＤＭを送付し、支援希望企業の中から佐世保市様と協議の上で選定。
・リクナビ2019、マイナビ2019に掲載があり、且つ佐世保市内に事業所がある企業約250社
・女性活躍応援宣言登録事業所一覧へ記載されている企業約80社



事業の結果

【目標支援社数】
4社 ※うち「女性活躍応援宣言」登録事業所を最低1事業所選定

【支援企業選定方法】
下記抽出条件からＤＭを送付し、支援希望企業の中から佐世保市様と協議の上で選定。
・リクナビ2019、マイナビ2019に掲載があり、且つ佐世保市内に事業所がある企業約250社
・女性活躍応援宣言登録事業所一覧へ記載されている企業約80社

【実施支援社数】
4社
・建設会社
・商社および小売販売会社 ※ 「女性活躍応援宣言」登録事業所
・携帯販売会社
・建設土木コンサル会社

【実施支援企業選定方法】
佐世保市内に事業所がある297社へＤＭを送付

支援希望企業：12社
希望企業の中から佐世保市様と協議の上選定の実施
※協議方法は別紙①をご参照

33
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具体的支援と結果
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①建設会社様

【訪問日時】
第1回：2018年7月19日 10時～
第2回：2018年7月27日 10時～
第3回：2018年8月22日 10時～
第4回：2018年9月25日 10時～
第5回：2018年10月24日 10時～
第6回：2018年11月26日 10時～
第7回：2018年12月14日 13時～
第8回：2019年1月16日 13時～
第9回：2019年2月20日 10時30分～
第10回：2019年3月20日 10時30分～

【担当者様】
・執行役員様
・次長様
・専務取締役様 ※第4回、6回にご参加
・取締役様 ※第4回、5回、6回、7回にご参加

【2019年卒採用目標数と結果】

目標数：3名 結果：4名
※大卒0名、専門卒1名、高卒3名

【採用手法】
マイナビ2019

▼過去の採用人数▼
2017年卒採用：4名（高卒3名）
2018年卒採用：3名（高卒3名）
2019年卒採用：4名（専門卒1名、高卒3名）

▼企業情報▼
・佐世保本社、中小企業
・総合建設業
・売上40億弱
・社員数90名弱
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具体的支援と結果

55

【建設会社様が考えていた採用における課題】

①採用ノウハウ不足
②母集団形成
③マンパワー不足
④採用ツール

【コンサルティングに入ってみての実際の課題】

①採用における計画性がない（採用への意思が弱い）
②マイナビの操作で不備が多い（使いこなせていない）
③学生目線のツールになっていない
④行動量が少ない
⑤分析が出来ていない

マイナビを使った採用をすべきではない企業
【理由】

①採用ターゲットが明確で、ターゲットが理系であること
②知名度がなく、マイナビやリクナビなどの媒体では埋もれてしまうこと
③操作の手間とコストを考えた時に費用対効果に合わないこと
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具体的支援と結果
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【行った支援】

別紙②をご参照

【2019年卒からの改善点】

①採用費用の使い方の変更
⇒ナビ利用廃止し、大学訪問や新卒紹介など費用対効果が明確なものへ変更

②採用条件の見直し
⇒休日数：85日⇒90日（100日以上になるように社内交渉中）
みなし残業：45Ｈ⇒25Ｈ
初任給：19万円⇒20万円

③意識改善
⇒待ちで採用出来る時代ではないことへの気づき

【結果】

支援スタートの際にはエントリー者が10名とナビサイトを利用しているにも関わらず
手遅れな状況でしたが、行えることは最大に行い、2020年卒の採用に切り替えた
支援をおこなって参りました。
新卒紹介会社と大学訪問から採用を成功させるよう支援しております。
4社の新卒紹介会社とまた大学訪問のスケジュールも立てておりますので、
2020年卒採用では採用が成功すると思われます。
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具体的支援と結果
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②商社および小売販売会社様

【訪問日時】
第1回：2018年7月19日 13時～
第2回：2018年7月30日 10時～
第3回：2018年8月22日 13時～
第4回：2018年9月26日 10時～
第5回：2018年10月24日 13時～
第6回：2018年11月27日 17時～
第7回：2018年12月13日 17時～
第8回：2019年1月17日 13時～
第9回：2019年2月21日 13時～
第10回：2019年3月14日 13時～

【担当者様】
・取締役様 ※7回のみ欠席
・課長様
・採用担当者様 ※9回、10回にご参加

【2019年卒採用目標数と結果】

目標数：5名 結果：7名
※大卒4名

【採用手法】
新卒紹介会社の利用

▼過去の採用人数▼
2017年卒採用：7名（大卒1名、高卒6名）
2018年卒採用：1名（高卒1名）
2019年卒採用：7名（大卒4名、高卒3名）

▼企業情報▼
・佐世保本社、中小企業
・商社および小売販売
・売上18億弱
・社員数100名弱
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具体的支援と結果
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【商社および小売販売会社様が考えていた採用における課題】

①採用ノウハウ不足
②母集団形成

【コンサルティングに入ってみての実際の課題】

採用人数に合わせて、紹介orナビの選択が重要
【理由】

①採用単価が紹介の利用で全国平均よりも20万円も高いこと
②採用ターゲットがないので、多くの学生へ見てもらえるナビで集める方が効果的
③小売業界は採用が会社のブランディングにもつながる可能性が高いこと

①採用における計画性がない
②採用人材の見抜きが出来ていない
③入社後のフォローが行えていない
④採用単価が高い（全国平均1名：50万程度）
⑤ツールの見直しが必要
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具体的支援と結果
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【行った支援】

別紙②をご参照

【2019年卒からの改善点】

①ナビの利用開始
⇒リクナビ、マイナビのＷ掲載の提案であったが、マイナビのみの掲載を開始

②採用選任者の配置
⇒12月に中途で採用選任者の採用と配置を行い、片手間でない採用を。

③意識改善
⇒他の企業の採用手法や採用単価、研修教育内容などを理解し、
採用の重要度の確認。

【結果】

支援スタートの際には紹介会社を通じ採用を行っており、結果4名の採用を行えてはいる
ものの、採用単価が高く、費用対効果に見合っているとは言えない状況でした。
2020年卒の採用に早期に切り替え支援をおこなって参りました。
ナビサイトを利用し2020年卒は採用を行うように支援しております。
会社の規模や知名度を考えリクナビ、マイナビの2媒体を活用し採用を行うように提案は
しましたが、マイナビ2020のみの利用に留まり、現在エントリー数が7名と苦戦をしております。
現在スカウトを配信と大学訪問を依頼しており、ナビ＋足で稼ぐ採用を検討して頂いて
おります。進捗共有はこれからも随時受け時期に合わせた指示をして参ります。
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具体的支援と結果
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③携帯販売会社様

【訪問日時】
第1回：2018年7月19日 16時～
第2回：2018年7月27日 13時～
第3回：2018年8月23日 15時～
第4回：2018年9月26日 15時～
第5回：2018年10月26日 10時～
第6回：2018年11月29日 13時30分～
第7回：2018年12月20日 10時～
第8回：2019年1月17日 10時～
第9回：2019年2月21日 10時～
第10回：2019年3月14日 10時～

【担当者様】
・代表取締役様
・採用担当者様 ※2回目より参加

【2019年卒採用目標数と結果】

目標数：3名 結果：0名
※留学生2名採用

【採用手法】
マイナビ2019

▼過去の採用人数▼
2017年卒採用：11名（高卒11名）
2018年卒採用：5名（高卒5名）
2019年卒採用：2名（高卒2名）

▼企業情報▼
・佐世保本社、中小企業
・携帯販売
・売上14億弱
・社員数50名弱
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具体的支援と結果
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【携帯販売会社様が考えていた採用における課題】

①母集団形成
②選考の歩留り
③マンパワー不足
④採用ノウハウ
⑤採用ツール

【コンサルティングに入ってみての実際の課題】

リクナビ、マイナビＷ利用にて学生第一での選考
【理由】

①母集団形成をマイナビのみに頼るのは危険なこと
②学生目線での選考や説明会が行えていないこと
③マイナビへ費用をかけすぎていたこと（相見積を取らず、言い値で購入をしている）

①採用における計画性がない
②マイナビの操作での不備が多い（使いこなせていない）
③分析が出来ていない（採用活動のタイミングミス）
④予算配分が悪い
⑤学生への対応が悪い
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具体的支援と結果
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【行った支援】

別紙②をご参照

【2019年卒からの改善点】

①リクナビ、マイナビのＷナビ利用開始 ※予算は上げない
⇒2019年 マイナビ2019：130万円
2020年 マイナビ2020＋リクナビ2020：130万円

②採用選任者の配置
⇒12月に中途で採用選任者の採用と配置を行い、片手間でない採用を

③意識改善
⇒他の企業の採用手法や採用単価、研修教育内容などを理解し、
採用の重要度の確認

【結果】

支援スタートの際にはエントリー数は少なくないものの、説明会や選考会の案内のタイミングと
手法が悪く、3年連続内定者が0名の状況で、取れないことが当たり前になっておりました。
2020年卒の採用に早期に切り替え支援をおこなって参りました。
ナビサイトの値下げにより、1媒体から2媒体に増やし、母集団形成を昨年よりも強化しました。
また説明会を佐世保、長崎、福岡で開催し、採用計画を綿密に組み、採用活動をおこないました。
過去3年間内定者が0でしたが、4月10日時点で2名の内定者と1名最終選考を控えている状況で
す。内定者フォローの強化を行い、内定者の確保と毎月3エリアでの説明会を開催し、これからも内
定者数を増やすようにしております。
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具体的支援と結果
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④建設土木コンサル会社様

【訪問日時】
第1回：2018年7月23日 13時～
第2回：2018年7月30日 13時～
第3回：2018年8月22日 16時～
第4回：2018年9月25日 14時～
第5回：2018年10月25日 10時～
第6回：2018年11月26日 14時～
第7回：2018年12月25日 10時～
第8回：2019年1月16日 15時30分～
第9回：2019年2月20日 13時～
第10回：2019年3月14日 15時～

【担当者様】
・次長様
・課長補佐様

【2019年卒採用目標数と結果】

目標数：1～2名 結果：0名
※大卒0名、高卒2名

【採用手法】
マイナビ2019

▼過去の採用人数▼
2017年卒採用：0名
2018年卒採用：1名（高卒1名）
2019年卒採用：2名（高卒2名）

▼企業情報▼
・佐世保本社、中小企業
・建設土木
・売上8億弱
・社員数40名弱
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具体的支援と結果
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【建設土木コンサル会社様が考えていた採用における課題】

①採用ノウハウ不足
②母集団形成
③マンパワー不足
④採用ツール

【コンサルティングに入ってみての実際の課題】

マイナビを使った採用をすべきではない企業
【理由】

①採用ターゲットが明確で、ターゲットが理系であること
②知名度がなく、マイナビやリクナビなどの媒体では埋もれてしまうこと
③操作の手間とコストを考えた時に費用対効果に合わないこと

①採用における計画性がない
②マイナビの操作での不備が多い（使いこなせていない）
③行動量が少ない
④ナビの必要性を感じない
⑤採用の準備不足
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具体的支援と結果
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【行った支援】

別紙②をご参照

【2019年卒からの改善点】

①採用費用の使い方の変更
⇒ナビ利用廃止し、大学訪問へ変更

②ツールの作成
⇒予算の関係もあるが、手作りで会社説明会資料やパンフレットを作成

③意識改善
⇒待ちで採用出来る時代ではないことへの気づき、動かなければ採用は成功しない

【結果】

支援スタートの際にはエントリー者が17名とナビサイトを利用しているにも関わらず
手遅れな状況でしたが、行えることは最大に行い、2020年卒の採用に切り替えた
支援をおこなって参りました。
大学訪問でしっかり関係性を築き、足で採用活動を行うようにしております。
既に3校での学内説明会の開催が決まっており、計画的に訪問数を増やし、学生管理
もしっかりとおこなうようにサポートしております。
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アンケート
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大変良い 良い 普通 悪い

【事業の内容】

大変良い 良い 普通 悪い

【事業実施の時期】

大変良い 良い 普通 悪い

【事業実施の回数】

大変良い 良い 普通 悪い

【コンサルティング担当者】

※その他結果はアンケートをご確認下さい。
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～その他～採用力強化事業
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事業としては、毎月の訪社で細かくサポート出来たと思いますが、
お客様のアンケートにあったように、開始時期と終了時期が今後の課題のように感じました。

訪問を開始した7月は81．8％の学生が内定を保有しており、2019年卒採用の支援で
出来ることは数が少なく、不本意なものとなりました。

株式会社リクルートキャリア 就職みらい研究所より

そのような中、各社様、お伝えしたことを実行して頂き、2020年卒採用に向けては
おおよその準備とやるべきことはやれたと感じました。

これから先に本番の3月で事業終了となってしまったことは、残念ではありますが
4月に入った今でも定期的に報告などの連絡を取り合っておりますので、2020年卒の
採用成功までお手伝いさせて頂ければと思います。
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～まとめ～採用力強化事業
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▼採用力強化事業を通じた各社の声▼

（1）考え方：どんな風に変わったか？
・リクナビやマイナビに掲載すれば採用が成功すると思っていた考え方が変わった。
・リクナビやマイナビはあくまでも採用のツールでしかなく、採用業務は片手間で出来るものではなく、
しっかりと計画をして実行しなければ成功することがないということを感じた。
・奇策はなく泥臭く、地道に行うことが採用の近道であるという考え方になった。

（2）方針
・各社とも新卒採用は継続する意思があり。
・しかし近年の状況を考え、新卒のみならず中途も同時で採用活動をしていく方針もあり。

（3）気付き
・100社あれば100通りの採用手法があることに気付けた。
・経営層が採用状況を理解することが必要だと気付けた。
・UIJターンがしやすいような社内制度の制定も必要だと気付けた。

（4）どんな効果があったか？
・自社に合った採用計画は作れた。
・毎年同じように費用をかけ、同じように失敗してきたのを見直せた。
・採用における費用対効果が明確なものに出来た。
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事業の実施方法の振り返り
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■実施日：2019年1月19日（土）

■実施時間：11:00～15:00

■内容：【1部】就活実践講座（11：00～12:00）

ランチタイム（12:00～13:00）

【2部】業界研究（13:15～15:00）

■告知方法： ①大学就職課にて告知協力依頼

②ポスター、チラシを大学へ郵送し広報依頼

③その他告知（大学内授業での告知）など

②企業展

▼結果▼

・参加企業：12社

・参加学生数：8名（高校生：3名、保護者5名）
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事業の結果

2020

▼結果▼

・参加企業：12社

・参加学生数：8名（高校生：3名、保護者5名）

学生集客ができなかった原因考察

【運営の課題】

・昨年は12月初旬より、大学が通常授業の時に広報が可能だったが、今年は授業が終了するタイミングでの納品となってしまった。

・広報範囲：ハローワークなどの転職活動で主に使う施設への広報をしなかった。

・1部の内容について、学生が参加したいと思う企画を提供できなかった（企業アンケート評価も加味）。

【学生の動きの変化】

・本イベントの前後に学内や学外での類似したイベントが開催される（された）ことにより学生がイベントを選び、結果参加者が分散する傾向にある。

【大学からのご意見】

・前後にあるイベントへ出ている企業が多く、目新しさがない（他イベントや授業などで網羅されている企業が多い）。

・学外会場は参加しにくい→ただし学内でする場合は1年前くらいには計画を打診し予定に組み込んでいただく必要がある。

・広報チラシや情報が遅い→授業は12月20日くらいまでのためそれまでに広報ツールは必要。

・開催日程がよくないのではないか→大学はセンター試験対応で忙しい為、イベント直前の広報に力をいれにくい。

・合同スタイルのイベントはたくさん開催されており、ニーズに合っているのか疑問。

・毎年開催の大学内イベントでも参加者数は毎年減っている。

改善点

・広報期間を十分にとる為、基本情報の決定、広報ツールの制作スピードを上げる。

・大学の年間スケジュールに合わせたイベント時期を大学と一緒に決める（学内や学外イベントの日程より、より適正なイベント開催日を決定する）。

・対象者を限定する場合も、広報範囲は広くする。

・学内でのイベントをさせていただけるよう企画・依頼する（学生の状況をこまめにヒアリングし、ニーズに合った内容を提供する）。

・市役所担当者様との連携を密に行い、スケジュールの遅れやその他トラブルなどはすぐに共有し、早めの対策を打つ。



参加者情報（保護者）

参加者情報(学生）

状況 性別 目的 出身 現在の状況 年齢 参加きっかけ

1 保護者 女性 子供の為に情報収集をしたかったから 長崎県佐世保市 就業中 40代 知り合いから教えてもらった・誘われた

2 保護者 男性

佐世保にある企業を知りたかったから

佐世保市松浦市 その他 40代 その他

子供の為に情報収集をしたかったから

3 保護者 女性 子供の為に情報収集をしたかったから 長崎県佐世保市 就業中 40代 知り合いから教えてもらった・誘われた

4 保護者 女性 転職活動などに役立てるため 長崎県佐世保市 就業中 50代 佐世保市HPで知った

5 保護者 女性 子供の為に情報収集をしたかったから 長崎県佐世保市 就業中 50代 佐世保市HPで知った

状況 性別 参加きっかけ 出身地 就職希望地域

1 学生 男性 親や知り合いに教えてもらった・誘われた ー ー

2 学生 女性 学内掲示板（ポスター）を見て 佐世保市 佐世保市内

3 学生 女性 学内掲示板（ポスター）を見て 佐世保市 特になし

参加者情報
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学生アンケート

アンケート項目 参加者① 参加者②

ランチ内容 大変良い 大変良い

就活実践講座について 大変良い 大変良い

各企業ブース説明 大変良い 大変良い

運営スタッフ 大変良い 大変良い

イベント全体評価 大変良い 大変良い

質問項目 参加者① 参加者②

本日聞いた社数 3社 3社

インターンシップ参加有無 1年生の時に参加 1年生の時に参加

本日参加した企業で興味を持った会社は
ありましたか？

あった あった

佐世保市や企業への関心は高まったか？ とても高まった とても高まった

感想 とてもわかりやすく今後の就職
に活かしていきたいと思います。

私たちの為に皆様がとても親切に対応してくださったので、
とても充実しました。本日はありがとうございました。
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１．評価（1部の内容）

調査方法：アンケート用紙による回収
調査対象：参加企業12社

大変良い, 1

良い, 2

普通, 3

悪い, 5

無回

答, 1

2名, 6

1名, 3

0名, 3

０．ブース訪問者数

企業アンケート
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5．評価（イベント全体評価）4．評価（ランチの内容）

大変良い, 3

良い, 5

普通, 3

悪い, 1
良い, 2

普通, 4

悪い, 6

３．評価（運営スタッフ）2．評価（ブース等設備）

大変良い, 
1

良い, 10

普通, 1

大変良い, 2

良い, 8

普通, 2

企業アンケート
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7．イベント開催時期は適正か 8．具体的な開催時期

適正だと思

う, 5

遅くてほし

い, 4

その他, 3

付帯的な意見 回答数

2月 4

3月 2

センター試験と同日 1

今の学生に合っているかどうか 1

適正な時期が分からない 1

6．評価（理由）
・イベント企画としては良いが学生が来ないことには評価はできない。
・運営としては難しい立場だと思いますが、集客・学生の分析をお願いします。
・学生が少ない、学生の来客を増やす方法を検討してほしい。
・平日や大学学内での実施等々、学生集めの検討をしてほしい。
・会場は寒くなく交通の便も良かった。
・食事はおいしかったです。その他については評価できません。
・第一部の集団面接対応で面接経験なしの高校生1組だけでしたが一生懸命取り組まれていて、大変いい印象でした

し、こちらも勉強になりました。ランチ内容も佐世保の特産・名物でよかったのではないかと思います。ブース設備につい
ては会場は独特な雰囲気があり設備もきれいでよいかと思います。イベント全体評価も現状が分かり勉強になりました
し、
非常によい趣旨です。引き続き取り組んでほしいイベントの一つです。
・地元で経費をかけずにセミナーはありがたい。学生が少なかったのは残念。要因は何なのか？

企業アンケート
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10．インターンシップの開催時期9．インターンシップの開催有無

11．インターンシップの開催期間 12．今後のイベント参加希望

是非参加した

い, 10

情報だけほ

しい, 2

有り, 9

なし, 2

検討

中, 1

夏, 7

冬, 6

1か月以上, 
5

2週間, 1

1週間, 4

2日間, 1

1日間, 3

企業アンケート
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13．若い世代の人材確保のためにあったらいいと思う助成制度についてご意見

14．その他・ご意見・ご感想

・CM放映補助
・インターンシップ補助金（インターンシップ期間中の学生の交通費や食事を補助）
・企業説明会への参加にかかる費用を負担してくれる制度（1回ではなく複数回）
・今あります県外の採用イベント参加に対しての助成金が非常にいいと思います。
近年はインターンシップの活用がますます増えてくると思います。
無理かと思いますが、学生さんは、アルバイトをインターシップ中にできない方が多く、
金銭面で補助する必要があると思います。
正直アルバイト代や活動補助のようなものを企業が支給するのは構わないのですが、
遠方の方でも参加しやすいよう交通費などの助成があればありがたいです。
・住宅の支援、セミナーPRしてもらいたい。
・奨学金の優遇を更に充実

・もう少し広報をしてほしい
・広報等宣伝
・今回なぜ大学生の参加がなかったのか原因を知りたい。学生の意識低下？過剰な売り手市場？

企業アンケート
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