
　秋田労働局では、 平成15年４月に、 行政機関、 教育機関及び経済団体関係者から構成さ

れる「秋田県学校卒業者就職問題連絡協議会」において、 地域の実情を踏まえた検討を行っ

た結果、 次の申し合わせがなされましたので、 その遵守についてよろしくお願いいたします。

【要旨】

　　１　平成 16 年３月新規高卒者からは、 応募 ・推薦開始の段階から１人３社まで応募 ・推

　　　薦を認めることとする。

　　２　民間企業と公務員の両方合格した場合、 進路の選択については生徒の意思を尊重

　　　することとする。 これについても平成 16 年３月新規高卒者から対象とする。

注意　上記の申し合わせ事項については、今後開催される秋田県学校卒業者連絡協議会

　　　における協議結果により、変更となる場合があります。
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実施月 事業名等 対象 内容等

 30年３月
     ～４月

■求人申込周知用ポスター等の作成・配付 31年３月高卒者 ●各市町村、商工団体等に掲示

４月～６月
■労働局長・知事名による求人の早期提出
　要請文

31年３月高卒者 ●県内企業に対し事業所訪問時に配付

■「企業ガイドブックあきた」の提供
　（各地区雇用開発協会で作成）

31年３月高卒者 ●各高校の就職希望の３年生に配付

■労働局・県・教育庁による求人要請 31年３月高卒者
●県内の主要経済団体を直接訪問の上、求人の
　早期提出と採用枠の拡大を要請

■学卒求人早期確保月間 31年３月高卒者
●市町村広報誌等への掲載、テレビ・ラジオでの
　PR、街頭での看板設置等による広報活動

■求人受理開始（６月１日～） 31年３月高卒者

６月～９月 ■就職ガイダンス 31年３月高卒者
●高校３年生に対し、進路選択への意識醸成を
　促し、適職選択能力の向上を図る

■求人情報の提供（７月１日～） 31年３月高卒者
●県内ハローワークで受理した求人をインター
　ネット上で公開、各高校にて求人一覧及び
　求人票のコピーを閲覧可能とする

■応募前職場見学の実施 31年３月高卒者
●生徒が応募先企業を自ら選定・確認するため、
　求人提出企業を見学

■高校及び企業による「求人・求職情報
　交換会」の開催

31年３月高卒者
●高卒選考開始前に、各地区ごとに、高校進路
　指導教諭及び生徒と企業の担当者、それぞれ
　の情報収集の場を設ける

■高校から企業への推薦開始（９月５日～） 31年３月高卒者

■選考開始（９月１６日～） 31年３月高卒者

■新社会人準備講座の開催
 （(公財)秋田県ふるさと定住機構 委託事業）

31年３月高卒者
（就職内定者）

●就職内定者を対象に、ビジネスマナー、
　コミュニケーション能力を習得するための
　勉強会を開催

■合同就職面接会の開催（随時）
31年３月高卒者
（県内就職希望者）

●県内就職希望者を対象に、各ハローワーク
　又は地域単位で面接会を開催

12月～
  31年３月

■地元企業説明会 32年３月高卒者
●高校２年生に対し、より多くの県内企業に
　ついて情報収集する場を提供し県内就職の
　促進と定着を図る。

■企業訪問による求人開拓の実施 31年３月高卒者

■キャリア探索プログラム（職業講話）の実施
中学生、高校生
及びその保護者

●ハローワーク職員や企業の採用担当者等に
　よる様々な職業・産業の実態、働くことに関する
　講話

■高校等との連絡会議の開催 31年３月高卒者
●各ハローワーク単位で、高校、地域振興局、
　市町村、商工会等と連携を図るため意見交換の
　場を設ける

■合同就職面接会等の情報提供 31年３月高卒者
●秋田県及び秋田労働局のホームページにて
　公開

■ジュニア・インターンシップの実施 32年３月高卒者
●高校２年生を対象に、地元企業での就業体験を
　通じ、生徒自らの職業適性、働く意義等を考える

　※ 日程は変更される可能性がありますので、ご注意ください。
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３月～４月

■求人申込周知用ポスター等の作成・配付 2020年３月高卒者 ●各市町村、商工団体等に掲示

４月～５月
■労働局長・知事名による求人の早期提出
　要請文

2020年３月高卒者 ●県内企業に対し事業所訪問時に配付

■「企業ガイドブックあきた」の提供
　（各地区雇用開発協会で作成）

2020年３月高卒者 ●各高校の就職希望の３年生に配付

■労働局・県・教育庁による求人要請 2020年３月高卒者
●県内の主要経済団体を直接訪問の上、求人の
　早期提出と採用枠の拡大を要請

■学卒求人早期確保月間 2020年３月高卒者
●市町村広報誌等への掲載、テレビ・ラジオでの
　PR、街頭での看板設置等による広報活動

■求人受理開始（６月１日～） 2020年３月高卒者

６月～９月 ■就職ガイダンス 2020年３月高卒者
●高校３年生に対し、進路選択への意識醸成を
　促し、適職選択能力の向上を図る

■求人情報の提供（７月１日～） 2020年３月高卒者
●県内ハローワークで受理した求人をインター
　ネット上で公開、各高校にて求人一覧及び
　求人票のコピーを閲覧可能とする

■応募前職場見学の実施 2020年３月高卒者
●生徒が応募先企業を自ら選定・確認するため、
　求人提出企業を見学

■高校及び企業による「求人・求職情報
　交換会」の開催

2020年３月高卒者
●高卒選考開始前に、各地区ごとに、高校進路
　指導教諭及び生徒と企業の担当者、それぞれ
　の情報収集の場を設ける

■高校から企業への推薦開始（９月５日～） 2020年３月高卒者

■選考開始（９月１６日～） 2020年３月高卒者

■新社会人準備講座の開催
 （(公財)秋田県ふるさと定住機構 委託事業）

2020年３月高卒者
（就職内定者）

●就職内定者を対象に、ビジネスマナー、
　コミュニケーション能力を習得するための
　勉強会を開催

■合同就職面接会の開催（随時）
2020年３月高卒者
（県内就職希望者）

●県内就職希望者を対象に、各ハローワーク
　又は地域単位で面接会を開催

12月～
2020年
３月

■地元企業説明会 2021年３月高卒者
●高校２年生に対し、より多くの県内企業に
　ついて情報収集する場を提供し県内就職の
　促進と定着を図る。

■企業訪問による求人開拓の実施 2020年３月高卒者

■キャリア探索プログラム（職業講話）の実施
中学生、高校生
及びその保護者

●ハローワーク職員や企業の採用担当者等に
　よる様々な職業・産業の実態、働くことに関する
　講話

■高校等との連絡会議の開催 2020年３月高卒者
●各ハローワーク単位で、高校、地域振興局、
　市町村、商工会等と連携を図るため意見交換の
　場を設ける

■合同就職面接会等の情報提供 2020年３月高卒者
●秋田県及び秋田労働局のホームページにて
　公開

■ジュニア・インターンシップの実施 2021年３月高卒者
●高校２年生を対象に、地元企業での就業体験を
　通じ、生徒自らの職業適性、働く意義等を考える

　※ 日程は変更される可能性がありますので、ご注意ください。

５月～６月

７月～

９月

10月～

年間


