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平成 25 年３月新規高等学校卒業者の就職内定状況 

～就職内定率 99.0％、15 年ぶりの高水準～ 

（平成 25年３月末現在） 

 
 

埼玉労働局（局長 安藤よし子）では、平成 25年３月新規高等学校卒業者の求人・

求職・就職内定状況（平成 25年３月末現在）を取りまとめました。 

平成 25年３月新規高等学校卒業者については、例年より就職希望の生徒（以下「求

職者」）が増加したことから、９月 16日の選考開始前の７月からハローワークの学卒

担当職員や学卒ジョブサポーターが高校で就職ガイダンスや職業講話などを実施し、

生徒の職業意識を高めるとともに中小企業にも関心を持つよう説明を行ってきまし

た。 

これらの取組の結果、6,600 人の求職者（前年同期比 10.5％増）の就職内定率は

99.0％となり、３月末現在の状況としては平成 10 年３月卒業者（99.0％）以来、15

年ぶりの高水準となりました。また、未就職のまま卒業した生徒（以下「未就職者」）

も前年同期より 18人少ない 67人となりました。その概要は以下のとおりです。 

67 人の未就職者に対しては、ハローワークにおいて「未就職者ゼロ作戦」（下記参

照）を実施し、全員が就職できるように引き続き支援を行っていきます。 
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【求人・求職・就職内定状況（平成 25年３月末現在）】（別添第１、２表参照） 

就職内定率   99.0％、前年同期比 0.4 ポイントの上昇 

就職内定者数  6,533 人、同 11.0％増 

就職未内定者数 67 人（男子 25人、女 42人）、同 21.2％減 

求人数     8,236 人、同 7.4％増 

求職者数    6,600 人、同 10.5％増 

求人倍率    1.25 倍、同 0.03 ポイント低下 

なお、特別支援学校卒業者の就職内定状況は、求職者 266 人に対して、就職内定者

が 264 人、就職内定率は 99.2％となっている。 

 

【「未就職者ゼロ作戦」の実施】 

未就職者 67 人に対しては、県内各ハローワークにおいて未内定者名簿の情報を共

有し、住所管轄ハローワークの学卒担当職員や学卒ジョブサポーターが本人と連絡を



  

（参考） 

１  本調査は、学校・ハローワークの紹介を希望する生徒の状況を取りまとめたも

のです。 

２  平成 26 年３月新規高等学校卒業予定者の選考・内定開始は、文部科学省・厚

生労働省により平成 25 年９月 16 日以降と定められています。なお、平成 26 年

３月卒業の中学生及び高等学校生を対象とした求人申込が６月 20 日（木）から

開始されます。各ハローワークでは求人募集を行う予定の事業所を対象に「学卒

求人説明会」を６月３日（月）から６月 11 日（火）までの間、別紙日程により

開催することとしています。 

取る（連絡がとれない場合は自宅を訪問）などしてハローワークに誘導し、６月末ま

でに全員就職を目指します。 

 

【新卒就職者に対する定着支援】 

  平成 25 年３月新規高等学校卒業者のうち就職した生徒等について、初めて社会へ

出ることによる不安等から早期離職し、ニートやフリーター等になることを防止する

観点から、学卒ジョブサポーターが就職した生徒等の状況に応じて電話や手紙による

状況の確認や企業を訪問して人事担当者等に状況の確認を行うなど、定着支援に努め

ています。 



第１表　平成２５年３月新規高等学校卒業予定者の求人・求職・就職内定状況

前年比 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 前年比 男女計 前年比 うち男子 前年比 うち女子 前年比 前年差 男女計 前年差 うち男子 前年差 うち女子 前年差

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 ポイント ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

(7,665) (5,971) (3,261) (2,710) (5,886) (3,231) (2,655) (1.28) (98.6) (99.1) (98.0)

8,236 7.4 6,600 10.5 3,612 10.8 2,988 10.3 6,533 11.0 3,587 11.0 2,946 11.0 1.25 △0.03 99.0 0.4 99.3 0.2 98.6 0.6

注１　求人・求職・就職内定者数及び求人倍率については、学校・ハローワークの紹介を希望する生徒の状況を、埼玉労働局が特別に集計したものである

注２　（　　　　　）内は、前年同期における状況である

第２表　平成２５年３月新規高等学校卒業者の就職内定状況の推移

就職内定率求人数

（前年同月比）

求職者数 就職内定者数 求人倍率

内定率

（前年同月差）

未内定者数

１０月末現在 １１月末現在 １２月末現在 １月末現在 ２月末現在 ３月末現在

４１．９％ ６３．２％ ７５．７％ ８３．０％ ８８．４％ ９４．２％ ９９．０％

９月末現在

（１．１Ｐ） （２．１Ｐ） （２．９Ｐ） （１．９Ｐ） （１．１Ｐ） （０．４Ｐ）

４，１９４ ２，６３９ １，７０３ １，１８７ ７９２ ３９３ ６７

（△１．５Ｐ）

（△６．４％） （△２１．２％）

≪参考≫

平成２５年３月新規高等学校卒業者職業紹介状況　（平成２５年３月末現在）

埼玉労働局職業安定部職業安定課

（１３．７％） （７．５％） （０．９％） （△５．６％） （△５．８％）



安定所名 開催日 場所（会場） 開始時間

川口 6月10日（月） 川口駅前市民ホール「フレンディア」 １４：３０～

深谷市上柴公民館（上柴生涯学習センター）　大会議室 １０：００～

深谷市上柴公民館（上柴生涯学習センター）　大会議室 １４：００～

本庄 6月7日（金） 本庄商工会議所会館大ホール（２階） １４：００～

大宮 6月10日（月） 埼玉労働局　１４階説明会場 １４：００～

川越 6月6日（木） 川越市東部地域ふれあいセンター １３：３０～

6月4日（火） リリックおがわ（小川町民会館） １３：３０～

6月6日（木） 東松山市民文化センター １３：３０～

浦和 6月6日（木） さいたま商工会議所会館（２階ホール） １４：００～

所沢 6月3日（月） 所沢市民文化センター　ミューズ　展示室 １４：００～

飯能 6月7日（金） 飯能市　市民会館 １４：００～

秩父 6月4日（火） 秩父市福祉女性会館 １４：００～

春日部 6月4日（火） 春日部市商工振興センター　４階　講堂 １４：００～

行田 6月4日（火） むさしの村　さくらほーる（大ホール） １４：００～

草加 6月7日（金） 草加市文化会館　第一会議室 １４：３０～

朝霞 6月11日（火） 志木市民会館パルシティ １４：００～

越谷 6月7日（金） 越谷市中央市民会館 １４：００～

熊谷

東松山

平成２５年度　学卒求人説明会日程

6月10日（月）
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