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日 　 　 時：平成29年 7月 1日（土）　14：00～17：00（受付13：30～）

会 　 　 場：福井大学 文京キャンパス　総合研究棟Ⅰ 13階  大会議室

プログラム：
14：00～  開会挨拶
 ふくいCOC＋事業推進協議会議長
 福井大学長   眞弓 光文

14：10～ 基調講演
　　　　 「今、求められる”採用力”～神は細部に宿る～」
　　　　　横浜国立大学  大学院国際社会科学研究院
 准教授   服部 泰宏

15：30～ パネルディスカッション
 「新たなステージに来た採用現場」

 ［パネリスト］
 　■横浜国立大学 准教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・服部 泰宏
 　■株式会社松浦機械製作所 管理本部主事・・・・・上村 　誠
 　■株式会社タッセイ 代表取締役副社長・・・・・・・・田中 陽介
 　■シナジー経営株式会社 代表取締役・・・・・・・・・・北出 慎吾
 　　（福井商工会議所 青年部会長）
 　■福井大学 キャリア支援室長・・・・・・・・・・・・・・・・大橋 祐之

 ［司会・進行］
 　■COC＋推進コーディネーター
 　　福井大学  参与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・舟木 幸雄

16：50～ 閉会挨拶
 ふくいCOC＋事業推進責任者
 福井大学 理事・副学長   岩井 善郎

実施結果：参加者196人（定員150名）
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准教授  服部 泰宏氏

横浜国立大学
大学院国際社会科学研究院

基調講演Ⅲ開会挨拶Ⅱ

福井大学長  眞弓 光文
ふくいCOC＋事業推進協議会議長

   企業と学生の最新動向

　今年度末に卒業する学生の採用がいよいよ佳境を迎えています。そん
な中、企業行動には今、特徴的な二つの動きがあります。
　一つは優秀な学生に関して、企業と学生(大学)のダイレクトな採用がア
ンダーグラウンドで進行している「見えざる競争の激化」です。企業が大学
の理系に対して推薦枠を設ける事例はこれまで伝統的にありましたが、近
年、特に東京の私立大学を中心に、いわゆる文系に対しても推薦枠を設
ける、あるいは先生から推薦を受けた学生は面接をパスするといった企業
が増えています。
　もう一つは、インターンシップの量的規模の拡大による「見える競争の
激化」です。企業の採用担当者から「学生がインターンシップになかなか
来ないんだよね」という声をよく聞きますが、学生間でインターンシップに
関する情報が回り始めていて、エントリーの出し方が賢くなっているんです
ね。
　つまり、「とりあえず出しておこう」というのではなく、「あのインターンシッ
プは面白い」「あそこのインターンシップに行くと有用な情報を手に入れら
れる」といった情報を入手した上で、決め打ちでエントリーしている。その
ため、企業ではインターンシップに参加する学生が増えたと統計上、把握
していても、実感として「インターンシップに人が集まらない」というズレが
生じてくるのです。
　学生サイドにフォーカスすると、学生には三つの層が存在しています。
一つは以前から存在する「ナビサイトを使った一般的な就職活動を、周囲
と同じタイミングで行う層」です。しかし、このマジョリティの層が少しずつ
次の二つの層にシフトしています。

今、求められる〝採用力〟
～神は細部に宿る～

　ふくいＣＯＣ＋事業推進協議会議長を務めて
おります、福井大学の眞弓でございます。平素よ
り、県内の高等教育機関に対して多大なご支援
を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、平成27年度から福井県にある４年制大
学、福井大学、福井県立大学、福井工業大学、仁
愛大学、敦賀市立看護大学の５大学が協力し、
地域を創生する人材を育成する文部科学省の「地
（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯ
Ｃ＋）」に取り組んでおります。
　この事業は福井県の地域、産業界との連携を
もとに、福井県、さらには日本の様々な地域の持
続的発展を担える人材を育成するものです。もっ
と多くの若い人たちが福井に根付いてもらうた
めに、地域に関心を持ち、理解を深める地域志
向科目を５大学の学生に提供しています。同時
に、地域でのフィールドワークやインターンシップ
を実施して、座学だけでは得られない、地域の課
題を解決する能力を身に付けた人材を育成する
という、福井の特色を生かした取組も進めていま
す。
　また、このCOC+事業では、福井や地域につい
て学び、地域を創生できる力を持つことを認定す
る「ふくい地域創生士」の制度も創設しました。
「地域を創生できる力」を身に付けた学生が増え
て、福井県はもちろん、全国の地域創生のため
に羽ばたいてくれることを強く期待しております。

　福井県は、地元産業界の活力に支えられ、有
効求人倍率は東京都に次いで２位、今年はつい
に１位となりましたが、その一方で、力を持った
学生をなかなか採用できない状況が一部にはあ
りますし、大学への入学、卒業、就職を契機とし
た若者の県外流出も続いています。
　大学は、それぞれの特徴に応じた教育で学生
を育て、社会に送り出すという、重要な役割を社
会から付託されています。このＣＯＣ＋事業は、
まさに若者の県外流出を食い止めるべく、学生
の県内就職率を高めることが重要な目的です。
　本日は、この学生の県内就職率の高まりに繋
がる「採用」にスポットを当ててシンポジウムを企
画させていただきましたところ、110社、200名
の参加申し込みを頂き、誠にありがとうございま
す。このシンポジウムが少しでも皆様の採用力
向上に寄与し、福井県がさらに活性化されること
を祈念して、開会の挨拶とさせて頂きます。
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今、求められる〝採用力〟 ～神は細部に宿る～

　まずは「ナビサイトを使った一般的な活動をするが、就
活の動き出しが早く、自分から積極的に動く層」です。「こ
こにインターンシップに行くと有益」といった情報を得たり、
企業の採用活動についてOB・OGから得た情報を集約し、
学生向けのサイトに掲載したりしている。これにより、学
生はナビサイトという誰もが持っている情報よりもニッチで
リアルな情報を手に入れることができてしまいます。
　そして次がある意味、最も劇的な変化といえますが、「ナ
ビサイトを使わずに就職活動を展開する層」が一定数、現
れてきました。最初はナビサイトを使っていたけれど、就
活後半はインターンシップや人材紹介会社、大学のOB・
OGといった多様なチャネルを併用してナビサイトの比重
を緩めていく学生が増え始めたといえます。
　このように学生が多層化し、特殊なプラットホームで動
き始めるようになると、大学の立場からすると違った就職
指導が必要になってきますし、企業の方では、これまでと
違った採用のあり方が求められてくると思います。
　その一方、インターンシップには行かず、「3月解禁、6
月選考」というスケジュール通りに動く学生に関しては、非
常に短期間で就職活動を経験しなければなりません。そ
のため、就職活動を通して「育てられる」「社会を知る」機
会を逸してしまう可能性があることを私は懸念しています。

   「採用のイノベーション」の分類

　こうした状況を背景に、日本企業では今、様々な「採用
のイノベーション」が登場しています。代表的なものを分
類してみましょう。
　大企業を中心に起こっているのが「エントリー要件の引
き上げ」です。これまでは「集めて落とす」モデルで採用が
動き、それが理想とされてきた節があるのですが、企業が
何らかの条件を課して本当に必要な人たちを限定して集
め、その中でより優秀な人を見極めていくやり方です。人
が来るからこそできる戦い方ですから、規模や知名度で制
約される方法と言えるかもしれません。
　もう一つは、「これから新しい人材を採りたい」「人材を
多様化させたい」「新規ビジネスに打って出たい」という元
気なベンチャー企業や伝統的企業に多く見られる「多様な
入口の設定」です。これは多くの企業がトレンドとして取り
組んでいます。かつて理系は研究室、文系はナビサイトな
どを使って採用するという入口が一般的でしたが、それと
は別に体育会系だけの入口、インターンシップで採用する
入口など、複数の入口を設けることによって結果的に人材
の多様性を担保するやり方です。
　このほか、「採用のタイミングの変更」という方法もあり

ます。他企業とは異なった時期、具体的には他の大多数
の企業が採用する前段階で新卒社員を採用する方法です。
少し前、ユニクロを経営するファーストリテイリングが大学
1年の時から内定を出すことが話題になりました。また、
大学卒業後の4月に入社させるのではなく、留学生や海外
大学卒業生に対応するために、必要に応じて人材を迎え
入れる「入社時期の変更」もあります。
　さらに採用フローのどこかにエンターテイメントの要素
を取り入れることで、求職者の引付けと離職防止を図る「採
用のエンターテイメント化」といった動きも見られます。「採
用は真面目でつまらない」という固定観念ではなく、「やり
方によって面白くなる」という発想です。
　例えば説明会の後にゲームやワークを行い、ゲーム中、
他人とどうコミュニケーションを取っているか、戦略的に取
り組んでいるかを審査する。学生と朝食や昼食を共にして、
そこでの気の使い方やマナーをチェックして学生の資質、
気質を見る企業もあります。楽しく、砕けた雰囲気を演出
することで、学生のより素に近い部分を見ていこうという
ものです。
　「採用のブランド化」は、採用フロー自体に名称を付け
たり、ブランド化したりすることによって社会的な関心を呼
び、それを採用のリソースとして活用する方法です。「当社
は採用やインターンシップに力を入れていて、うちに来る
と成長できますよ」と打ち出すことで目立っていこうという
動きであり、この方法も近年、増えています。
　さらに採用の場面で、他企業と協力することで互いのリ
ソースを共有・補完する「他企業との協力」も増えています。
大企業ではその子会社、系列企業が連携したり、ベン

チャー企業同士が
エントリーしてき
た学生の推薦状を
書き合ったりする
ケースもあります。

   「三幸製菓」のケース

　こうした動きを踏まえた上で、ここ数年、採用の場面で有
名になった新潟県にある三幸製菓株式会社の事例を紹介し
たいと思います。
　この会社はかつて、採用で非常に苦労してきました。どん
な苦労かというと、新潟市に本社がある会社ですが、地元の
新潟大学からのエントリーすら、それほどなかったのです。就
活サイトで会社の知名度調査をすると18～20％でしかありま
せん。商品の知名度は99％ですが、それが採用の武器になっ
ていなかったのです。
　この会社は現在、大企業と競合しても学生が入社して来る
という状況になり始めています。一体何をやったのか。あま
りに劇的なケースで、「うちではできない」と思われるかもし
れませんが、ヒントはたくさんあると思います。
　簡単に言いますと、個性の異なった学生を採用するために
「カフェテリア採用」と称して「出前全員面接会」「ニイガタ採用」
「おせんべい採用」など、それぞれ違った人材像をターゲット
にした複数の入口を用意したのです。「多様な入口はあって
も、中の通路も部屋も一緒」という企業が少なくありませんが、
三幸製菓は入口も、中の通路も、部屋も異なっています。
　「出前全員面接会」とは「5人仲間を集めて会場を用意して
くれたらどこでも面接に行きます」という選考スタイルで、学
生自身に面接会をセッティングさせることで、人を巻き込む
力や調整能力、段取り力などを見ていきます。
　「ニイガタ採用」は新潟に縁もゆかりもないが、「新潟が
好き」「新潟で働きたい」という人を採用する選考です。地
方企業という従来、弱点と思ってきた発想を逆転させ、「地
方だからこそ働きたい」という学生に焦点を当てています。
ここでは「新潟出身→新潟就職」はポジティブな理由でない
ため対象外です。
　「おせんべい採用」は、学生におせんべいについての愛を
存分に語ってもらいます。単なるおせんべい好きではなく、
マニアレベルの学生を集め、プレゼン内容によって選考して
いくのです。ここには「製品を愛している社員は営業に強い」
という三幸製菓の定義があります。
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   「何を見ないか」という発想

　このように新しい採用に挑戦し、成功している企業は自
社のポジショニングを冷静に理解しています。「自社のポ
ジショニング」とは、自社製品やサービスのポジショニン
グではなく、「採用において自社がどう見られているか」と
いう、あくまで「採用におけるポジショニング」です。
　三幸製菓のように自社商品が99％知られていても、企
業の知名度が20％なら、20％に合わせないといけないと
いうことです。自社が知名度において大手企業より有利
でないならば、大手と同じ土俵で戦ったのでは勝負になり
ません。大手とどう土俵を変えていくか。そこには「戦略論」
的な発想が必要となります。
　企業は学生の様々な側面を見ます。コミュニケーション
能力に学歴、誠実さ、協調性‥‥など、求めるものは雪だ
るま式に増えていき、それを全て追いかけていくと「青い
鳥」になりかねません。
　そこで三幸製菓では数ある見るべきポイントの中から、
前述したように「段取り力」や「おせんべい愛」にフォーカ
スし、あえて多くの企業が望む「高学歴」や「コミュニケー
ション能力」などは断腸の思いで「見ない」という決断を下
したのでした。
　もちろん、「見ない」ということは、その能力のある者は
採用できないかもしれない、例えばコミュニケーション能
力がある学生が入社してこない可能性があるということで
す。三幸製菓では「見なかった部分は入社してからなんと
かしよう」と考え、OJTや先輩社員とのコミュニケーショ
ン頻度を増やすことで、採用時に「見なかった能力」を上
げようとしています。「見ない勇気」を支えているのは、「見
なかった能力」を採用後の育成で担保するという信頼と言
えるでしょう。

   弱みを強みに変える

　企業が「人を採る能力」、それを「採用力」と定義するなら
ば、それにはいろんな要素があります。私は大きく分けて
「採用リソースの豊富さ」と「採用デザイン力」があると考え
ています。
　「採用リソース」には本社社屋がきれい、採用予算といっ
た「有形のリソース」がありますが、無い袖は振れません。
であれば今後、「無形のリソース」が大事になってくると思い
ます。「無形のリソース」とは人材にリーチするための社内
外の人脈、さらに社内支援集団としっかりとした繋がりを
持つことです。「採用ブランド」の確立も重要です。三幸製
菓はまさに「あそこの採用は面白い」となっており、それに
よって学生が呼べるようになっています。
　もう一つ大事なのが、お金を使わずともアイデアでもって
他社と差別化していく「採用デザイン力」です。まずは自社
が取り得る採用戦略を考える時、二つのスタートラインを
洗い出します。一つは「自社の採用のポジショニング」を冷
静に、偽りなく見極める。どんなメッセージを発信すれば
学生に波及していくのか、ということです。三幸製菓は意
図的に、「カフェテリア採用」という企業の人事担当者やメ
ディアに分かりやすいネーミングにすることで、学生に伝
えたいキーワードを、信頼の置けるチャネルを通して自社
の存在を効率よく学生に波及させたのでした。
　もう一つは「自社の採用のリソース」です。三幸製菓で
はかつて「新潟」「おせんべい」を不利な条件だと考えてい

ました。しかし、「新潟」や「おせんべい」を求めている学
生が多数でないにせよ、確実に存在すると確信した三幸
製菓はだからこそ、「ニイガタ採用」や「おせんべい採用」
といった逆張りの戦略を打ち出せたのです。弱点が武器
やリソースになるという典型的なケースでしょう。

   「細部」が決め手に

　ここ数年、会社説明会から採用選考までの時間が短い
ため、学生も企業も短期間で判断を迫られています。最近、
学生からよく聞くのは「第一志望の企業に受かって嬉しい
のだけど、実感がない」「たった3回の面接で企業は自分の
ことを理解してくれたのか。私自身、その企業のことを理
解できたのか」という言葉です。
　就活中の学生から「去年のインターンシップから足を運
んでいるベンチャー企業は第一志望ではないし、正直、断
ろうと思っていたけれど、この会社は確実に自分を必要と
している。どうしたらいいですか」といった相談を受ける
こともあります。これは非常に難しい質問で、私自身、常
に学生に寄り添って答えを出してきました。
　三幸製菓のケースを見ると「派手で面白いことをやる」
「目立ってメディアに乗る」といった採用設計に目がいきが
ちですが、しっかりとしたオペレーションで、学生と緻密
な関係を築くという「細部」が最後の最後の部分で、学生
が企業を選ぶ決め手になっていくことがあります。

　私の教え子に、いくつかの会社から内定をもらい、最終
的に総合商社A社を断って、社員100人規模のベンチャー
企業B社を選んだ女子学生がいます。「どうしてその決断
をしたの？」と私が質問した時の彼女の答えを引用しま
しょう。
　「たくさんのフィードバックをしてくれた企業です。その
会社に愛着が湧くし、自分がどのように評価されたのか
が分かりました。何が何だか分からない中で進んでいく
就活生にとって、企業の皆さんからのフィードバックはあ
りがたい〝リソース〟なんです。ここにくれば成長できると
いう予感がありました。ベンチャー企業B社の皆さんが一
番、面接において私の話を遮らずに、目を見て聞いてくれ
たんです。自分のことを『きちんと見てくれている』のが分
かりました。
　商社のA社は私の憧れだったし、そこから内定をもらっ
たことは嬉しかった。でも、残念ですが、A社の皆さんと
はちゃんとした関係が築けなかった。コミュニケーション
を、時間をかけてとれなかったから、『内定です』という言
葉に、就活を終えた実感を持てなかったんです。決め手
は内々定の連絡をくれた時、B社の人事の方は『良かった
ね。俺も嬉しいよ』と言ってくれたことです。必要とされ
ているということが分かったんです」
　こうした、様々な蓄積が彼女の心を動かしました。私の
言葉で言うなら、本当に細かい細部に「採用の神は宿った」
のだと思います。
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こともあります。これは非常に難しい質問で、私自身、常
に学生に寄り添って答えを出してきました。
　三幸製菓のケースを見ると「派手で面白いことをやる」
「目立ってメディアに乗る」といった採用設計に目がいきが
ちですが、しっかりとしたオペレーションで、学生と緻密
な関係を築くという「細部」が最後の最後の部分で、学生
が企業を選ぶ決め手になっていくことがあります。

　私の教え子に、いくつかの会社から内定をもらい、最終
的に総合商社A社を断って、社員100人規模のベンチャー
企業B社を選んだ女子学生がいます。「どうしてその決断
をしたの？」と私が質問した時の彼女の答えを引用しま
しょう。
　「たくさんのフィードバックをしてくれた企業です。その
会社に愛着が湧くし、自分がどのように評価されたのか
が分かりました。何が何だか分からない中で進んでいく
就活生にとって、企業の皆さんからのフィードバックはあ
りがたい〝リソース〟なんです。ここにくれば成長できると
いう予感がありました。ベンチャー企業B社の皆さんが一
番、面接において私の話を遮らずに、目を見て聞いてくれ
たんです。自分のことを『きちんと見てくれている』のが分
かりました。
　商社のA社は私の憧れだったし、そこから内定をもらっ
たことは嬉しかった。でも、残念ですが、A社の皆さんと
はちゃんとした関係が築けなかった。コミュニケーション
を、時間をかけてとれなかったから、『内定です』という言
葉に、就活を終えた実感を持てなかったんです。決め手
は内々定の連絡をくれた時、B社の人事の方は『良かった
ね。俺も嬉しいよ』と言ってくれたことです。必要とされ
ているということが分かったんです」
　こうした、様々な蓄積が彼女の心を動かしました。私の
言葉で言うなら、本当に細かい細部に「採用の神は宿った」
のだと思います。



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10 11

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パネルディスカッションⅣ

パネルディスカッションⅣ 新たなステージに来た採用現場

テーマ「新たなステージに来た採用現場」

［パネリスト］
■ 横浜国立大学 准教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・服部 泰宏 氏

■ 株式会社松浦機械製作所 管理本部主事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上村 　誠 氏

■ 株式会社タッセイ 代表取締役副社長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中 陽介 氏

■ シナジー経営株式会社 代表取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北出 慎吾 氏
　（福井商工会議所 青年部会長）

■ 福井大学 キャリア支援室長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大橋 祐之

［司会・進行］
■ COC＋推進コーディネーター
　福井大学 参与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・舟木 幸雄

舟木 幸雄大橋 祐之北出 慎吾 氏

田中 陽介 氏上村 　誠 氏服部 泰宏 氏

   各社の取組

舟木●パネリストの皆さん、自己紹介と共に、採用に関す
る考え方をお聞かせください。
上村●実は昨年度、当社で内定を出した19人のうち、12
人が辞退し、涙がちょちょ切れました（笑）　そこで今年度
は特に、インターンシップを充実させました。昨年8月のイ
ンターンシップでは技術本部の協力で最先端技術を体験し
てもらい、新たにコミュニケーション能力や問題解決能力
をテーマにビジネス講座を実施しました。最終的な内定
者16人のうち、12人がインターンシップ参加者です。イン
ターンシップが非常に奏功したと考えています。
　こうした取組を通して、採用に対する意識がずいぶん変
わってきました。来場の皆さんにぜひ訴えたいのは、新卒
採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。
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採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。
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パネルディスカッションⅣ 新たなステージに来た採用現場

   各社の取組

舟木●パネリストの皆さん、自己紹介と共に、採用に関す
る考え方をお聞かせください。
上村●実は昨年度、当社で内定を出した19人のうち、12
人が辞退し、涙がちょちょ切れました（笑）　そこで今年度
は特に、インターンシップを充実させました。昨年8月のイ
ンターンシップでは技術本部の協力で最先端技術を体験し
てもらい、新たにコミュニケーション能力や問題解決能力
をテーマにビジネス講座を実施しました。最終的な内定
者16人のうち、12人がインターンシップ参加者です。イン
ターンシップが非常に奏功したと考えています。
　こうした取組を通して、採用に対する意識がずいぶん変
わってきました。来場の皆さんにぜひ訴えたいのは、新卒
採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

12 13

パネルディスカッションⅣ 新たなステージに来た採用現場

   各社の取組

舟木●パネリストの皆さん、自己紹介と共に、採用に関す
る考え方をお聞かせください。
上村●実は昨年度、当社で内定を出した19人のうち、12
人が辞退し、涙がちょちょ切れました（笑）　そこで今年度
は特に、インターンシップを充実させました。昨年8月のイ
ンターンシップでは技術本部の協力で最先端技術を体験し
てもらい、新たにコミュニケーション能力や問題解決能力
をテーマにビジネス講座を実施しました。最終的な内定
者16人のうち、12人がインターンシップ参加者です。イン
ターンシップが非常に奏功したと考えています。
　こうした取組を通して、採用に対する意識がずいぶん変
わってきました。来場の皆さんにぜひ訴えたいのは、新卒
採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。
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閉会挨拶Ⅴ

福井大学 理事・副学長  岩井 善郎
ふくいCOC＋事業推進責任者

　本日は長時間にわたりご参加いただき、本当
にありがとうございました。たいへん示唆に富ん
だ講演をいただいた服部先生、本来なら外に出
さない情報まで開示していただいたパネリストの
皆様、誠にありがとうございました。
　地方創生にとって大事なことは、若者の地元定
着であることは申すまでもないことです。地方の
企業における様々な取組が新卒者の採用に繋が
らないということで、このシンポジウムが実現し
ました。
　本日のシンポジウムでは、大変貴重なご意見を
たくさんいただき、気付いたことがたくさんあり
ます。企業が採用活動の開始から内定・就職ま
でのプロセスの中で様々なアイディアを取り入れ
懸命に取り組まれている一方で、大学はどんな役
割を担っていけばよいのか、改めて考えないとい
けないと思った次第です。
　大学はこれから、様々な取組を続けていくわけ
ですが、とりわけ大切なのは学生たちに「どうい
うふうに生きるか」ということを、大学４年間、あ
るいは大学院を含めた６年間でいかに考えても
らうかだと思います。「自分が社会のため地域の
ためにどのように貢献し、自らも満足できる生き
方とは」を考えることが、結果としてどのように企
業を選び、親や周囲を説得することに繋がってい
くと思っています。

　これは決して大学だけでできることではありま
せん。企業、自治体、地域で活動する皆様方と連
携して学生を育てていきたいというのが大学の思
いです。皆様方にはこれまで以上にご支援を賜
りたいとお願いする次第です。
　ＣＯＣとは「センター・オブ・コミュニティ」、す
なわち、「地域の中心」と言う意味です。地域とは
福井県域などの行政の閉じた地域だけを指すの
ではなく、我々が関わっている社会すべてが「地
域」といえます。福井県でもあり、北陸でもあり、
日本でもあり、世界でもあるという捉え方で、そ
の中心としての大学が機能するべきだというのが

「センター・オブ・コミュニティ」です。
　一方、私たちの福井県内５大学によるＣＯＣ
＋事業では、「ＣＯＣ」のもう一つの意味として

「チャレンジ・オブ・コラボレーション（新たな連
携への挑戦）」と捉えています。皆様方との連携
をさらに深化・高度化し、このような活動が次世
代に繋がるようにしていきたいと思います。今後
とも何卒よろしくお願いいたします。
　本日は、誠にありがとうございました。

新たなステージに来た採用現場

   各社の取組

舟木●パネリストの皆さん、自己紹介と共に、採用に関す
る考え方をお聞かせください。
上村●実は昨年度、当社で内定を出した19人のうち、12
人が辞退し、涙がちょちょ切れました（笑）　そこで今年度
は特に、インターンシップを充実させました。昨年8月のイ
ンターンシップでは技術本部の協力で最先端技術を体験し
てもらい、新たにコミュニケーション能力や問題解決能力
をテーマにビジネス講座を実施しました。最終的な内定
者16人のうち、12人がインターンシップ参加者です。イン
ターンシップが非常に奏功したと考えています。
　こうした取組を通して、採用に対する意識がずいぶん変
わってきました。来場の皆さんにぜひ訴えたいのは、新卒
採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。
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閉会挨拶Ⅴ

福井大学 理事・副学長  岩井 善郎
ふくいCOC＋事業推進責任者

　本日は長時間にわたりご参加いただき、本当
にありがとうございました。たいへん示唆に富ん
だ講演をいただいた服部先生、本来なら外に出
さない情報まで開示していただいたパネリストの
皆様、誠にありがとうございました。
　地方創生にとって大事なことは、若者の地元定
着であることは申すまでもないことです。地方の
企業における様々な取組が新卒者の採用に繋が
らないということで、このシンポジウムが実現し
ました。
　本日のシンポジウムでは、大変貴重なご意見を
たくさんいただき、気付いたことがたくさんあり
ます。企業が採用活動の開始から内定・就職ま
でのプロセスの中で様々なアイディアを取り入れ
懸命に取り組まれている一方で、大学はどんな役
割を担っていけばよいのか、改めて考えないとい
けないと思った次第です。
　大学はこれから、様々な取組を続けていくわけ
ですが、とりわけ大切なのは学生たちに「どうい
うふうに生きるか」ということを、大学４年間、あ
るいは大学院を含めた６年間でいかに考えても
らうかだと思います。「自分が社会のため地域の
ためにどのように貢献し、自らも満足できる生き
方とは」を考えることが、結果としてどのように企
業を選び、親や周囲を説得することに繋がってい
くと思っています。

　これは決して大学だけでできることではありま
せん。企業、自治体、地域で活動する皆様方と連
携して学生を育てていきたいというのが大学の思
いです。皆様方にはこれまで以上にご支援を賜
りたいとお願いする次第です。
　ＣＯＣとは「センター・オブ・コミュニティ」、す
なわち、「地域の中心」と言う意味です。地域とは
福井県域などの行政の閉じた地域だけを指すの
ではなく、我々が関わっている社会すべてが「地
域」といえます。福井県でもあり、北陸でもあり、
日本でもあり、世界でもあるという捉え方で、そ
の中心としての大学が機能するべきだというのが

「センター・オブ・コミュニティ」です。
　一方、私たちの福井県内５大学によるＣＯＣ
＋事業では、「ＣＯＣ」のもう一つの意味として

「チャレンジ・オブ・コラボレーション（新たな連
携への挑戦）」と捉えています。皆様方との連携
をさらに深化・高度化し、このような活動が次世
代に繋がるようにしていきたいと思います。今後
とも何卒よろしくお願いいたします。
　本日は、誠にありがとうございました。

新たなステージに来た採用現場

   各社の取組

舟木●パネリストの皆さん、自己紹介と共に、採用に関す
る考え方をお聞かせください。
上村●実は昨年度、当社で内定を出した19人のうち、12
人が辞退し、涙がちょちょ切れました（笑）　そこで今年度
は特に、インターンシップを充実させました。昨年8月のイ
ンターンシップでは技術本部の協力で最先端技術を体験し
てもらい、新たにコミュニケーション能力や問題解決能力
をテーマにビジネス講座を実施しました。最終的な内定
者16人のうち、12人がインターンシップ参加者です。イン
ターンシップが非常に奏功したと考えています。
　こうした取組を通して、採用に対する意識がずいぶん変
わってきました。来場の皆さんにぜひ訴えたいのは、新卒
採用業務はいまや季節業務ではなく、通年業務であり、片
手間ではできない専門職だということです。そして、新卒
採用が企業の将来を決める尊い業務であると意識改革し
ていく必要があります。
　また、若者に対して福井を愛する郷土愛を育成すること
も大事だと考えます。福井県では毎年3000人が県外大学
に進学し、1000人しかUターンしません。福井県は幸福
度1位ですが、若者の郷土愛がなかなか醸成できていな
い。そこで当社では北信越フットボールリーグ1部の「サウ
ルコス福井」を支援しています。今年度の内定者研修後に
はサウルコス福井の試合を観戦しており、自分が入社する
会社の名前がユニフォームに入ったサッカーチームを応援
できるのが当社の強みです。こうして、まめなコミュニケー
ションや企業ブランドを醸成することで、今年度の採用は
今のところ、うまくいっています。
田中●3年前、当社が会社説明会を行ったところ、十数人
しか来ず、面接を行ったのは僅か1人だけでした。このま
まではいけないと危機感が募り、その対策として副社長で
ある私が採用を担当することにしました。どうしたら状況
を打開できるか考えた時、当社は学生に知られていない会
社なので、実施したことは次の4点です。

　■ちょっとイイ感じのデザイン
　■リクルート専用Webサイトを新設
　■学生との接点タッチポイントを増やす
　■遊び心と、真剣な思いをプラス

　学生とのタッチポイントでは、福井県で誰もが知ってい
る会社ではないけれど、「隠れたいい会社」「掘り出し物を
見つけた」といった感覚を持ってもらえるように、合同説明
会や会社PRツールでは遊び心と真剣な思いをミックスす
ることを心掛けました。その一つの具体例が、学生に渡す

「ラブレター」です。
　合同説明会では、ハートの形をした折り紙に「突然の手
紙ごめんなさい。タッセイといいます。昭和24年生まれで、
建設業を応援しています。あなたに会った時、ビビッと来
ました。お願いです。私の話に付き合ってください」と書
かれたメッセージを学生に配布しました。さらにブースで
は「ブレイクも仕事のうち」ということで、コーヒーとチョコ
をわざと肩にかける袋に入れて配りました。袋を下げた学
生が会場を歩くことで実際より多くの学生がタッセイの
ブースに来た錯覚を起こさせました
　こうした様々な取組の結果、合同説明会に十数人しか
来なかった当社にエントリーベースで500人、一次会社説
明会に200人が来てくれるようになり、その中から今春10
人が入社しています。

北出●松浦機械さん、タッセイさんは社員100人を超える
会社ですが、日本で100人を超える会社は1％しかありま
せん。99％は100人未満の会社で、83％が10人未満の
会社です。当社は社員数、10人未満の会社で、社員研修
や人材コンサルティングを事業内容とし、クライアントには
多くの中小零細企業がいます。その視点から語らせて頂
きます。
　小さな会社では、何かやらないと人を採用することがで
きません。その具体的な取組として当社は、次のことをク
ライアントに提案しています。

■学校には必ず顔を出し、企業の紹介を学校側にアピー
ルする

■合同説明会ではなく、個別企業説明会を開催し、ゲリ
ラ戦でアピールする

■中小零細は企業トップが自ら採用現場に出る
■明るく、積極的な学生を求めるなら、企業側も明るく

風通しの良い組織にする
■面接から内定、入社までの工程表を作成する
■厳しい労働環境の中でも、働き方改革に取り組む

　このほか、私が会長を務める福井商工会議所青年部の
取組として、親が自分の職業を子どもに伝えるキャリア教
育事業「アントレ・キッズ」も行っています。
大橋●福井大学で就職支援を担当して5年目を迎えます。
私からまずお伝えしたいことは、採用担当者は学生にとっ
て「会社の顔」だということです。会場にいる皆さんが会
社の看板を背負っています。学生にヒアリングすると、多
くの学生が採用担当者の対応や、やりとりによって最終的
にその会社に入るかどうかを決めています。
　「一方的に会社をPRされるより、悩みを聞いてくれる採
用担当者に惹かれる」ともいいます。学生は必ず悩みを抱
いているので、そこを聞いてあげる傾聴力を持つことが採
用担当者として大切です。
　採用担当者としては、学生と社会人の汽水域にあたる
入社2～3年目の若手が良いと思います。社長、または次

期社長といった逆張りもありです。いずれにしろ上から目
線で学生に接することは100％NGです。
　地元企業が大企業と福利厚生やブランド力で勝負したら
勝てません。中小企業の風通しの良さ、密接な人間関係、
業務の裁量権の大きさ、多様な経験ができるなど、地元企
業の良さをポジティブに、分かりやすく具体的に伝えるこ
とが必要だと思います。
　この時、絶対に必要なのは「愛」です。会社や地域に対
する愛情がないと、自社の魅力は語れません。
服部●皆さんのお話を拝聴すると、福井県では若い方々が
元気で、経営者を動かす可能性があるかもしれない。その
革新は、もっともっと大きな動きになりそうですね。

   学生を伸ばすインターンシップを

舟木●服部先生に質問はありませんか。
田中●優秀な学生はいくつも内定をもらって、上場企業や
有名企業以外は学生に選んでもらうのを待つしかないと
いうのが現実だと思います。待っている時間は歯がゆく、
そこで何かできないか。ヒントになるようなことはありま
すか。
服部●一つの解決策として、インターンシップのクオリティ
を上げていくことだと思います。たとえば東京のある会社
では、インターンシップを「成長の機会」として捉えて、こ
の場所で一番伸びた学生を採用しています。育成と採用
を接近させることが重要です。

　ちまたにはインターンシップがあふれていますが、学生
が探しているのは「良いインターンシップ」です。そして、
彼らにとって「良いインターンシップ」とは、情報がたくさ
んあること、成長機会があるということ。「成長」や「伸びる」
というキーワードに敏感な彼らは、「成長機会があるイン
ターンシップ」に飢えているんですね。
　特に、自分は何が伸びたのか実感を持てないまま悶々
としている文系の学生は、面白いインターンシップに行く
と「自分は伸びた」と開眼して、嬉々としてキャンパスに帰っ
てきます。学生を伸ばしてあげるインターンシップを提供
することが正攻法だと思いますね。
田中●当社では取引先の会社と共同してインターンシップ
をやっています。当社が様々な会社の中で必要とされてい
る存在であること、業界で良いポジションにいることを分
かってもらう上で有効な手段だと考えています。今年は合
同説明会よりも合同インターンシップに力を入れようと思
います。

   「志望動機」を「自分の言葉」で

北出●内定を出して、学生から「ありがとうございます。行
きます」と返事が来たものの、親から「聞いたこともない会
社はダメだ。公務員試験を受けなさい」などと言われ、親
を説得できず、最終的に辞退される事例をよく聞きます。
アドバイスをお願いします。
服部●ある会社では、親に対して、あるいは学生自身がど
うしてその会社に行きたいのか、一緒に考えるために丁寧
な面談を行っています。学生は「なんとなくこの会社が良
いな。そこで働く社員と一緒に働きたい」と思っても、親
はその理屈で納得してくれません。親は我が子がどんな
人生を歩んでいきたいかを知りたいのです。
　前述の会社では、そうした親の思いに学生が自分の言
葉で、ちゃんと説明できるようにボキャブラリーを提供して
いるわけです。親の方も決して大企業に入ることだけが良
い人生だと思っているわけではありません。我が子が自分
の言葉で「なぜこのベンチャーに行くのか」「なぜ20人の

会社に行くのか」を語ることができれば、理解してくれます。
彼らに寄り添って「自分の言葉」で語れるようにしてあげる
のも大人の責任だと思います。
北出●彼らと一緒にご飯を食べに行くだけでは足りないん
ですね(笑)
上村●当社ではインターンシップ後、「志望動機の書き方」
を学生にレクチャーしました。学生は会社見学会を通して
会社の内情はある程度分かっても、深いところは理解でき
ていませんから、対話をしながら志望動機を、それこそ「自
分の言葉」として見つけられるようにするのです。
　私は親を口説けない学生は要りません。たとえ入社して
も、離職するでしょう。その点、インターンシップから内定
までの間に志望動機を落とし込んでいる学生は、入社して
からも活躍できると思っています。育成はインターンシッ
プの時点からすでに始まっているのです。その意味で、イ
ンターンシップが非常に重要な局面になった時代に突入し
てきたと思います。
大橋●企業側からOB・OGが出てきて話す場合もあります
が、福井大学ではOB・OG登録をしてもらって話をしても
らいます。たとえば「ネットで〝○○株式会社　ブラック〟と
いう情報が出てくるけど、実際はどうなのか」と先輩から
直接聞くわけです。ネット情報ではなく、先輩からリアル
な話を聞いて、自分の言葉で説明できれば、親も説得でき
ると思いますね。

    小さな会社でもお金をかけずにできること

田中●他企業が学生にどうやって内定を伝えているか分か
らないのですが、当社の内定通知書は「これはあなたへの
ラブレターです。でも就活はあなたにとってゴールではあ
りません。これからがスタートです。一緒に頑張りましょう」
という文面で送っています。内定を印象的に伝えることも
大事だと考えています。
北出●我々は小さな会社ですので、お金をかけずにいかに
人を集めて、ミスマッチを減らすかということをすごく考え
ています。当社でやったのは、社長自らブログを書くこと
です。毎日、その日あったこと、自分が考えていることを
書く。これはクライアントの企業にも勧めています。3年前、
当社で新卒を募集した時、ブログを見て応募してくれた学
生が4人いて、その中から1人を採用しました。小さい会
社でもお金をかけずにできることを工夫して探すことは大
切です。

   各社それぞれの「解」を見つける

舟木●会場の方からご意見、質問はありますか。
質問●採用業務に他部署を巻き込んだり、マンパワーを増
大していくことに関して、社内の理解をすぐに得られたの
でしょうか。もしくは理解を得ていくためにどんなことを
されたのでしょうか。
上村●最初にお話しした通り、当社で19人の内定者から
12人の辞退者が出た時、「採用にもっと力を入れないと、
この会社は持たない」とトップも含めて認識したと思いま
す。それまで「忙しくてやっていられない」と社内で言われ
ていたインターンシップにも、技術系の協力を得られるよ
うになっていきました。社内の者に現実を見せないと動か
ない側面はありますね。
大橋●企業のトップは最終面接に顔を出しても、個別説明
会や合同説明会に顔を出すことはあまりありません。です
から自社のブースに学生が全然訪れないのに、隣にはた
くさん来るという生々しい実態を見ることで、問題解決が

始まるのかなと思います。
田中●新入社員が入ると、今まで一番年下だった若手社員
が発奮して、ぐんと成長します。そういう若手がいる部署
の上司に協力を求めます。「どうして仕事の手を止めて採
用に協力しないといけないんですか」という社員には、「新
しい人が入れば、今いる若手が成長するんだよ」と言って
採用業務に巻き込むようにしています。
舟木●いろいろな具体例が出て、それを参考にして今後、
各企業でやっていただければいいなと思っています。服部
先生が「採用学」という本の中で、メジャーリーグのアスレ
チックスのことを書いていらっしゃいます。アスレチックス
はもともと弱小チームでしたが、打率やホームラン数、守
備力ではなく、従来注目されることのなかった出塁率に注
目して選手を採用することで、チーム強化に成功しました。
それがまさにアスレチックスが自分で見つけ出した「解」で
あった、と服部先生は同書に書かれています。
　私たちはいろいろな事例を学びながら、それぞれの「解」
を見つけ出す必要があるでしょう。そのために今日あった
具体例を試していく必要があると思います。
服部●学生の「この会社に行こう」という決断には、採用担
当者のちょっとした気遣い、心遣い、内定の出し方が影響
します。花火を打ち上げてブランドを確立することも大事
ですが、それより、あるいはそれと同じくらい重要なのが、
細かいところで採用担当者が学生に何をしてあげられるか
だと思います。
舟木●このシンポジウムが皆さんの参考になれば幸いで
す。今日はどうもありがとうございました。
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基調講演について

主な参加者の声

大いに満足
51%

少し不満
4%

満足
45%

〔企業・自治体〕
●採用に関する構造的なものが見えた。
●服部先生の教え子の声が心に響きました。再度心してオペレーショ

ンを見直し学生とコミュニケーションを取っていきます。
●採用学という初耳の言葉がよく理解できた。
●他社様の取組等を紹介していただけたことが良かった。現在の若

者の気付き、考え等を理解することが大事かと思った。
●中小零細の話をもう少しお聞きしたい！
●三幸製菓の採用方法の例を挙げての説明が分かりやすかった。興

味を引き付けられる話し方で楽しく聴くことができた。
●学生目線での考えも汲み取ることができ参考になりました。
●何となく思ったり感じていた事がまとめられ、言語化されており勉強

になった。
●学生、企業、現場の意見関係を分かりやすく説明していただいた。

その意見も分かり易い。内定学生の気持ちが、特に印象的。
●自社の採用を見直す良い機会になりました。
●リクルーターと学生との信頼関係が大切ということがよく分かりま

した。
●会社全体で採用に取り組んでいく必要性を感じた。

〔学校関係者〕
●新たな視点を持つことができた。
●“採用”について普段はあまりよく考えていませんでしたが、いろい

ろな考えがあるのだと思いました。
●新しい情報ばかりで素晴らしかった。もっとじっくり聴きたかった。
●切り口が新鮮でした。
●企業にとって興味深い内容であり、COC+の観点でも素晴らしい

テーマ設定と内容だと思います。

講演会の感想、その他ご意見、お気付きの点がございましたらお聞かせください。
〔企業・自治体〕
●学生にも、エンプロイアビリティを考える機会というのは作れない

でしょうか。松浦さんがやられているように、コミュニケーションや
問題解決力を高めようとする学生の行動が、地元企業と繋がるこ
とで、地元就職率の向上にも寄与するのでは。

●「神は細部に宿る」きめ細かい対応が人の心を動かすこと、そのた
めに採用担当者がやるべきことが分かった。

●個人的には今後採用に関わるであろう立場として、パネラーの皆
さんの悩みなど赤裸々なディスカッションを聞けたことは大変勉強
になりました。

●採用ではいつもパターンが同じになってしまいます。何をどうすれ
ばより違った人の採用が得られるのか、その発想力、企画力が求め
られると思いました。

●このような機会をどんどん開催していただきたいと思います。就労
人口をどう増やすか？が大切だと思います。

●新卒採用が新たな段階にきたことを感じる。我社にとっても採用を
真剣に考える場となった。

●年々厳しくなる採用活動ですが、少しでも良き活動ができるように
本日のお話を参考にさせていただきます。ありがとうございました。

〔学校関係者〕
●地元就職の受け皿となる企業向けのシンポジウムも有効と感じた。
●採用学を初めて知りました。
●今回の講演会で得られた企業の考え等を学生支援に生かせれば

と思います。

パネルディスカッションについて

主な参加者の声

大いに満足
38%

不満
1%

少し不満
8%

満足
53%

〔企業・自治体〕
●採用担当者の苦労と工夫がよく分かり共感できた。またヒントもた

くさんあった。
●必ずしも若い人が採用にかかわることが良いとは思えない。
●学生と一緒に考えることが大事だということが分かった。
●インターンシップでは①情報を与えること②成長機会を与えるこ

と、密度が大切というお話が特に印象に残りました。
●他社の現場の声、良い事例を知ることができたため大いに満足

です。
●時間が短いですね。もっと福井県内で情報を共有できるか？が大切

だと思います。
●福井の大中小規模の企業の採用現況が理解できた。
●すぐに実行できるような具体例を話してくれたので、いろいろ参考

になった。
●インターンシップの役割と重要性を認識できました。同じ悩みを共

有できました。

●服部先生のアドバイスも大いに興味をそそりました。
●他社の採用状況をここまで詳しく知ることはなかったので非常に

参考になりました。

〔学校関係者〕
●企業努力を知ることができた。学生は恵まれている。 教員として共

感した。
●親にどう対応するか等のディスカッションは参考になりました。
●企業の方の考え方を知ることができたのが良かったです。
●採用現場の現状を知ることができました。 そのご苦労されている

ことなど熱い思いを学生に伝えていきたいです。
●企業の採用戦略、企業がどの点を問題点としているのかを知るこ

とができました。
●もう少し時間があると良かった。内容は大変興味深く大いに満足し

ている。

今後、このような内容のシンポジウム又は
研究会に参加したいと思いますか。

参加したい
52%

都合があえば
参加したい

48%

「ふくい地域創生士」について
ご存じですか。

よく
知っている
16%

まあまあ
知っている
20%

知らない
5%

今回
初めて知った

59%
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ふくいCOC＋事業概要説明Ⅶ

ふくいCOC+事業とは？

他の大学の
授業を

受けてみよう

フィールド
ワークに

出て福井を
知ろう

福井の
新しい魅力を

発見しよう

県内企業を
知ることで

広がる
就職先

地域を知る
ツアーに

参加しよう

県内大学の
学生と

Campus Lifeを
楽しもう

地域資源の
ブランディングを

考えよう

留学生と
交流しよう

原子力・
防災を

考えてみよう

看護と福祉が
協働するケアを
考えてみよう

海外研修に
出かけて

みよう

プレ
インターン
シップに

参加しよう

入学した「その日」から、挑戦してほしいこと

「ふくい地域創生士」とは

学生の皆さんに地域で活躍してほしいんです！

就活のスタート
ラインに立った時に
見える景色が変わる

経験値をあげて
新しい自分を
発見できる
認定制度

学生生活を
楽しみながら、

入学したその日から
授業、インターンシップ、

ワークショップ等に
挑戦して世界を

広げよう。

動きだそう！

知る地 域を

自分を

入学した日から、その挑戦は始まる

地域を知る授業を受けよう

ひとに会いに出かけよう

地域に出かけよう

地域を学び、自分を知ることにより
「地域に貢献できる人材」と認定された証です。

この認定制度の目的
県内すべての大学が、
福井県および産業界・医療界等と一体となって、
地域の持続的な発展とイノベーションを推進する
担い手を育てようとする事業が始まっています。

この取組みは、“ふくい”というフィールドで
地域に興味を持ち、理解を深めるための地域志向科目を学び、
様 な々課題に対し、フィールドワークやインターンシップ等を通して、
「地域に貢献できる人材」を育成し、
地元定着率の向上を図ることが目的です。

「ふくい地域創生士」を

目指したら、

こんなチャンスが待っている！

どこで授業は受けられるの？

各大学において定める、
地域志向科目

12単位以上を修得

地域でのインターンシップ
又は

これに類する活動に参加

● 学務部教務課
TEL 0776 - 27 - 8600

● 学務課
TEL 0776 - 29 - 7865

● 教育推進課
TEL 0776 - 61- 6000（代表）

● 教務学生課
TEL 0770 - 20 - 5540

● 学生支援センター 教務課
TEL 0778 - 27 - 2257（直通）

お問い合わせ先

入学

卒業

大学連携センター（Fスクエア）

※現在策定中のため、
　今後変更する可能性があります。

スケジュール

さあ、挑戦だ！
地域での学びを生かして
自分の言葉で何が語れるか

●就活スタート！

ふくい地域
創生士

地域創生
アワード

ふくい地域創生士を
超える！ 認定制度

1～2年次 3年次

● 業界・職種・企業研究
● プレインターンシップ

4年次8月 12月 3月 4月 6月
地域を知り、自分を磨く

認定！

●1年～3年

「ふくい地域創生士」への
ステップ

ふくいでの学びをカタチにし、
地域で活躍しよう！

申請時期は、
各大学から

個別に案内があります

● 夏季インターンシップ ● 冬季インターンシップ
会社説明会・セミナー エントリーシート

提出 面接

「ふくい地域創生士」になるには？

各キャンパス

テレビ授業

なんと！！ 平成28年度、
共同開講した科目数は30科目

詳細は、各大学の窓口にお問合せください。

受講者は、延べ1,196名

WEBで、
認定のための

申請書を
GET!

3年次

3年次
3月

●ふくいCOC+ホームページ
http://www.allfukui-cocp.jp/+
申請書は、WEBからダウンロード！

「ふくい地域創生士」を申請するときに書くことは？！

② 地域（福井やあなたの出身地域）の課題を解決するためにどのような
　 アクションを行ったか、又は、これから何をしたいか

① 地域志向科目の修得やインターンシップ等の経験を通して自ら行動したこと

（400～800字以内）

実現する、夢を！

夢を持ち、どう実現するか

じぶんの働き方、
生き方を考えてみよう

提出は、各大学の窓口へ

他の大学の
授業を

受けてみよう！
他大学の

教員・学生と
交流できる場

まちづくりに参加しよう

５大学が協働で実施する事業
●入学者の確保　　　　● 地域志向学生の育成　　　　● 卒業後の県内定着
● 各大学の強みを活かした分野での自治体、企業等との連携による地域活性化、
　産業振興等による雇用創出、人材育成

福井県内の全ての４年制大学が連携した
「地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５大学連携事業」
　福井県内すべての４年制大学（福井大学、福井県立大
学、福井工業大学、仁愛大学、敦賀市立看護大学）は、
福井県および産業界・医療界等と一体になって、地域の
持続的な発展とイノベーションを推進する担い手を育て
ようと、平成27年度文部科学省「地（知）の拠点大学に
よる地方創生推進事業（COC+）※」に、ふくいCOC＋事業

「地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５
大学連携事業」を申請し、採択されました。
　オール福井で取り組むふくいCOC+事業では、地域志
向教育の充実、産業の創出、地域課題の解決により、地
域の持続的発展に貢献するとともに、学生の地元定着率
の向上等を目的として様々な取組を実施しています。

※地域における複数の大学と、地域公共団体、企業、ＮＰＯ、民間団体等が協働し、当該地域における雇用創出や学卒者の地元定着率の
向上を推進する事業

　ふくいCOC+事業では、平成28年４月から、新１、２年
生を対象に「ふくい地域創生士」の認定を制度化しました。
　この制度は、各大学において定める地域志向科目から
12単位以上を修得するとともに、地域でのインターンシッ

プやこれに類する活動に参加することを認定要件とし、
課題解決能力を身に付け、地域の持続的発展に貢献で
きる高い資質を備えたかどうかを審査し、一定水準に達
した人材であることを大学が認定するものです。

ふくい地域創生士の認定制度

仁愛大学

福井県立大学

福井工業大学 敦賀市立看護大学

NPO 経済同友会

看護協会 経営者協会

医師会 商工会議所
福井県

地域志向教育担当
コーディネーター

嶺南地区担当
コーディネーター

産業振興担当
コーディネーター

福井大学

キャリアセンター 地域創生教育
研究センター

福井医療大学

平成29年
4月開学

（協力大学）

COC+大学

COC+推進
コーディネーター

自治体・企業・団体等

COC+参加大学
協力大学

（次ページ参照）
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申請書は、WEBからダウンロード！

「ふくい地域創生士」を申請するときに書くことは？！

② 地域（福井やあなたの出身地域）の課題を解決するためにどのような
　 アクションを行ったか、又は、これから何をしたいか

① 地域志向科目の修得やインターンシップ等の経験を通して自ら行動したこと

（400～800字以内）

実現する、夢を！

夢を持ち、どう実現するか

じぶんの働き方、
生き方を考えてみよう

提出は、各大学の窓口へ

他の大学の
授業を

受けてみよう！
他大学の

教員・学生と
交流できる場

まちづくりに参加しよう

５大学が協働で実施する事業
●入学者の確保　　　　● 地域志向学生の育成　　　　● 卒業後の県内定着
● 各大学の強みを活かした分野での自治体、企業等との連携による地域活性化、
　産業振興等による雇用創出、人材育成

福井県内の全ての４年制大学が連携した
「地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５大学連携事業」
　福井県内すべての４年制大学（福井大学、福井県立大
学、福井工業大学、仁愛大学、敦賀市立看護大学）は、
福井県および産業界・医療界等と一体になって、地域の
持続的な発展とイノベーションを推進する担い手を育て
ようと、平成27年度文部科学省「地（知）の拠点大学に
よる地方創生推進事業（COC+）※」に、ふくいCOC＋事業

「地域創生の担い手を育み活気あるふくいを創造する５
大学連携事業」を申請し、採択されました。
　オール福井で取り組むふくいCOC+事業では、地域志
向教育の充実、産業の創出、地域課題の解決により、地
域の持続的発展に貢献するとともに、学生の地元定着率
の向上等を目的として様々な取組を実施しています。

※地域における複数の大学と、地域公共団体、企業、ＮＰＯ、民間団体等が協働し、当該地域における雇用創出や学卒者の地元定着率の
向上を推進する事業

　ふくいCOC+事業では、平成28年４月から、新１、２年
生を対象に「ふくい地域創生士」の認定を制度化しました。
　この制度は、各大学において定める地域志向科目から
12単位以上を修得するとともに、地域でのインターンシッ

プやこれに類する活動に参加することを認定要件とし、
課題解決能力を身に付け、地域の持続的発展に貢献で
きる高い資質を備えたかどうかを審査し、一定水準に達
した人材であることを大学が認定するものです。

ふくい地域創生士の認定制度

仁愛大学

福井県立大学

福井工業大学 敦賀市立看護大学

NPO 経済同友会

看護協会 経営者協会

医師会 商工会議所
福井県

地域志向教育担当
コーディネーター

嶺南地区担当
コーディネーター

産業振興担当
コーディネーター

福井大学

キャリアセンター 地域創生教育
研究センター

福井医療大学

平成29年
4月開学

（協力大学）

COC+大学

COC+推進
コーディネーター

自治体・企業・団体等

COC+参加大学
協力大学

（次ページ参照）
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