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１．現在の就職事情
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１．保護者世代とネット世代の就職環境の違い

4【出典】 就職未来研究所、文部科学省「学校基本調査」、内閣府「GDP統計」、リクルートワークス
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２．全国の民間企業の求人倍率等の推移

【出典】 ㈱リクルートリクルートワークス研究所 （2021.4.27）
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(１)全国の求人倍率 ： １９９０年（２．７７倍） ⇒ ２０２２年卒（１．５０倍）
(２)２２年卒の求人率（１．５倍）は、就職氷河期後（０．９９倍）比べ高い水準で「底堅い」。



３．中小企業の２０２５年問題

6【出典】 帝国データバンク「COSMOS2」の企業概要データ

(１)２０２５年に中小企業の廃業増加
➊７０歳以上の経営者（引退の平均年齢） ： ２４５万人
➋後継者未定 ： 約半数１２７万人（日本全体の１／３）

(２)現状を放置 ・・・ 中小企業の就職時に社長の年齢、後継者を要確認
➊６５０万人の雇用、 ２２兆円のＧＤＰが失われる可能性がある。

７０歳以上
（約２４５万人）

７０歳未満
（約１３６万人）

半数が後継者未定
（約１２７万人）



４．全国と沖縄県 ： 有効求人倍率の推移 （Ｒ４年９月）

7【出典】 厚生労働省沖縄労働局

【有効求人倍率】
全国（１．３４倍）／沖縄県（１．０７倍） ⇒ 求職100名、求人107名

【全国】

【沖縄】



５．全国と沖縄県 ： 正社員の有効求人倍率の推移 （Ｒ４年９月）

8【出典】 厚生労働省沖縄労働局

【正社員の有効求人倍率】
➊全国（１．０２倍） ➋沖縄県（０．６１倍） ⇒ 求職100名、求人61名

【全国】

【沖縄】



項目 人数 割合 進路未定者
１．卒業者数 3,804 1,656
２．就職希望者数 2,505 66% 1,299
    （１）県内：就職企業者数 1,701 45%
    （２）県外：就職企業者数 804 21%

未内定者
３．就職内定者数 2,148 56% 357
　　（１）県内：就職企業者数 1,460 38% 241
　　（２）県外：就職企業者数 688 18% 116

４．就職内定率（対就職希望者） 85.7% ▲0.3% ←前年度 86.0%
　　（１）県内：就職内定率 85.8% 0.5% 〃          85.3%
　　（２）県外：就職内定率 85.6% ▲2.5% 〃          88.1%

６．沖縄県 ： 新規大卒者等の求職・就職状況 （令和４年３月卒）

9【出典】 厚生労働省沖縄労働局 （令和3年3月）

(１)就職希望者 （2,505人中、内定2,148人、内定率85.7%） 前年比（▲0.3%）
(２)進路未定者及び未内定者の合計 （1,656人／43.5%）



７．全国と沖縄県 ： 新規大卒就職者の離職率 （全国と沖縄）

10【出典】 厚生労働省沖縄労働局

【新規大卒就職者の離職率】
➊全国 ： ３１．２％ （▲１．６Ｐ） ➋沖縄県 ：３９．９％ （＋０．９Ｐ）



【新規学卒就職者の事業所規模別就職後
３年以内離職率】 ( )内は前年差増減

８．若年者の離職理由と就職先（企業規模別）の選定

11

(１)新規学卒就職者の３年以内離職率 ： ➊全国（３１．２％）／➋沖縄県（３９．９％）
(２)離職率少なく、年収高い、会社規模別（1,000人以上）の企業を選定し就活を！

企業規模別 【大学生の離職率 】

5人未満 56.3％ (＋0.2P)

5～29人 49.4％ (▲1.7P)

30～99人 39.1％ (▲1.0P)

100～499人 31.8％ (▲1.2P)

500～999人 28.9％ (▲1.0P)

1,000人以上 24.7％ (▲1.8P)

【企業規模別・年間収入及び純貯蓄額】

【出典】 R2年厚生労働省 「新規学卒就職者の離職状況」
総務省統計局 「家計調査報告（貯蓄・負債編）」 https://limo.media/articles/photo/30483

若年者 給料等が少ない 労働条件 人間関係良くない 会社の将来が不安

20～29歳 ２６％ ２３％ ２２％ １７％

【若年者の離職理由（上位）】

https://limo.media/articles/photo/30483


２．公務員・民間の就活スケジュール
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１．令和４年度の公務員（国・県）採用計画のスケジュール

国家公務員・総合
法律（大卒）
【１７．１倍】

国家公務員・一般
行政沖縄（大卒）
【４．２倍】

沖縄県庁
行政Ⅰ（大卒）
【５．９倍】

沖縄県・教員
小学 【 ３．２倍】
中学 【 ６．７倍】
高校 【１２．０倍】
※平均値

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4/24

【公務員試験】
【最終競争倍率】

3/18

5/22（筆記）・24～26 （人物）

【受付】

【１次試験】

【2次試験】

6/20【最終合格】

5/6 （１次合格）

6/12

3/18

7/13～29 （面接等）

【受付】

【１次試験】

【2次試験】

8/16【最終合格】

7/6 （１次合格）

6/19

4/28～5/2

7上旬～8月上旬 （面接）

【受付】

【１次試験】

【2次試験】

8月中旬【最終合格】

6/30 （１次合格）

7/10

4/1～25

9/3～4 （面接）

【受付】

【１次試験】

【2次試験】

10月下旬【最終合格】

8月中旬 （合格）

学業＋

公務員の勉強
（学業外）
１,０００時間～

【３年生】 【４年生】
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２．令和４年度の民間企業採用試験スケジュール

➊インターン
及び選考

➋エントリー

➌会社説明会

➍ES、SPI、
WEBﾃｽﾄ

➎選考（面接）

➏内々定

■３／１
➊本選考受付
➋会社説明会

■６／１
本選考（面接・試験）
内定結果通知

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■１０／１ 秋・冬インターン
➊本選考（１００％）対策
➋大手・人気・上場企業
➌競争倍率の高い企業

■インターン選考の競争率
・エントリー合格率１０％

サマー・インターン ｵｰﾀﾑ＆ｳｲﾝﾀｰ

エントリー

会社説明会

ES/WEBﾃｽﾄ

選考（面接）、内定

内々定

自己分析、ES、企業研究、インターン参加自己PR作成 面接対策

（一般） 民間就活期間

内
定
式

中小企業採用試験

【就活準備】
１年～２年

【就活本番】
３年生の

夏インターン
秋インターン
冬インターン

➊学業
➋民間就活
ＥＳは６月迄に完成させる
・ガクチカ、自己ＰＲ、志望動機

【３年生】 【４年生】

■６／１ 就活サイト開始
■夏インターン選考増加！
➊選考有
➋選考無

■夏インターン選考開始
➊外資系コンサル
➋メガベンチャー等

14

内定
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(１)令和６年（２０２４年）卒対象より、一定の基準要件に準拠するインターン
シップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に
活用可能となる。

(２)一定の基準要件に準拠とは？
➊就業体験要件 （インターンシップ実施期間の半分を超える日数を

職場での就業体験に充てる）
➋実施期間要件 （インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型

では、５日間以上、専門能力活用型では、２週間以上）等

(３) ゆえに、上記要件を満たすインターンシップの場合には、採用直結の
早期選考であることを意識して、事前に準備して参加してください。

３．令和６年（２０２４年）卒対象、インターンシップからの早期選考へ

【出典】 経済産業省 【2022年6月13日】
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.html

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.html
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■次年度以降、国家公務員の申込期間や試験実施が早まる。

【２０２３年の総合職試験（春）】
申込受付期間 ： ３月１日（水）～３月20日（月）
第１次試験日 ： ４月９日（日）
第１次合格者発表日 ： ４月21日（金）
第２次試験日（筆記） ： ５月７日（日）
第２次試験日（人物等） ： ５月中旬～下旬
最終合格者発表 ： ６月上旬

【２０２４年以降の総合職試験（春）】
申込受付期間 ： ２月上旬～下旬
第１次試験日 ： ３月中旬
第２次試験日（筆記） ： ４月中旬
第２次試験日（人物等） ： ４月下旬～５月中旬
最終合格者発表日 ： ５月下旬

【出典】 https://www.jinji.go.jp/kisya/2209/sougousyokushiken.html

４．国家公務員の採用計画 （申込・試験日程の早期化）

https://www.jinji.go.jp/kisya/2209/sougousyokushiken.html
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５．民間の就活プロセスの実施状況 （平均値）

【出典】 就職みらい研究所 「就職白書2022」

(１)就職情報収集（約84%） ⇒ WEB開催セミナー（約16社） ⇒ 選考動画提出（約6社）
(２)プレエントリー（約３０社） ⇒ エントリーシート提出（約１７社） ⇒ 内々定（２．４６社）
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３．保護者ができる就活支援
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１．大学受験と民間の就職受験の比較 （※就職内定獲得＝主体性が重要）

(１)大学受験は、【正解がある】が、就職受験は、 【正解がない】
(２)大学受験は、【対策がやりやすい】が、就職受験は、【対策が難しい】
(３)就職受験は、企業別に、採用する人材やＥＳ・エントリーシート （➊ガクチカ、
➋自己PR、➌志望動機）、面接等の評価基準が異なるため、その対策が難しい

大学受験
（親・先生が関与）

学業外の
時間、費用

(１)３年間の学業外活動

※希望大学の目標の
設定がしやすい
➊模擬試験の偏差値

（受験大学を決定）
➋大学受験の勉強時間

（目標を持ち勉強）
➌予備校・諸費用

（受動的）

目標有り

１,０００H～

１００万円～

就職受験
（個人任せ）

学業外の
時間、費用

(１)４年間の学業外活動

※個人の就職先の目標設定
が難しい（現実の課題）
➊志望企業の選定が難しい

（何がしたいかわからない）
➋就職受験の勉強時間

（目標なく勉強できない）
➌就活塾は少ないのが現状

※【公務員の場合】
・公務員予備校（有り）

（主体性）

？

？

？

３０万円～
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２．保護者が子どもに「働いて欲しい業界・企業」 （保護者の意識調査）

【出典】 マイナビ 「2021年度就職活動に対する保護者の意識調査（1,000名）」 2022.02.09

(１)入社して欲しい企業の特徴（１位） ： 「経営が安定している」 （５１．５％）
(２)働いて欲しい業界（１位） ： 「官公庁・公社・団体」
(３)働いて欲しい企業（１位） ： 「公務員」 ※保護者の安定志向が強い結果となる。

(１)子供が入社して欲しい企業の特徴（望む事） (２)子供が働いて欲しい業界

(３)子供が働いて欲しい企業



３．公務員志望に「影響を与えた人物」 （学生へ公務員イメージ調査 ）

(１)「公務員志望に影響を与えた人物」は、「父親・母親」（48.1％）がもっとも多い。
(２)民間や公務員のインターンを行い、自分に合っているかを早いうちに確認する。

21【出典】 マイナビ２０２２年卒大学生公務員イメージ調査,2021.1.18～2.8 (3,081人)



４．保護者との関わりで「嫌だったこと」 （複数回答）
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(１)志望業種、職種、就活の進め方について意見された （３４．９％）
(２)保護者や別の世代、他の人、兄弟と比べられた （１４．３％）
(３)進路決定後やライフ・キャリアプランについて意見された （１４．０％）

【出典】 就職みらい研究所、「就職プロセス調査 2022卒 2021年12月1日時点」



５．保護者との関わりで「よかったこと」 （複数回答）

23【出典】 就職みらい研究所、「就職プロセス調査 2022卒 2021年12月1日時点」

(１)個性を尊重し、自分の活動を肯定してくれた （４３．７％）
(２)物質的援助（スーツなど就職活動に必要な物の用意等） （４２．７％）
(３)普段と同じ態度、見守り役。聞き役に徹してくれた （４１．４％）
(４)金銭的援助をしてくれた （４１．３％）
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６．保護者が行った「就活支援」の内容

【出典】 マイナビ 「2021年度就職活動に対する保護者の意識調査（1,000名）」 2022.02.09

(１)あまり気を遣わないような雰囲気や環境作り （４５．６％）
(２)励ましなど精神的サポート （３７．４％）
(３)身だしなみを整える手伝い （２７．０％） ※証明用写真は写真館で綺麗に撮る
(４)企業選びのアドバイス （２０．２％） ※自己ＰＲ動画作成のアドバイス等
(４)自宅から最寄駅、説明会会場、選考会場などへの送迎 （１８．２％）
(５)自宅でWEB面接を受験する際の配慮（スペース、静かさの確保） （１２．７％）
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７．「先輩の保護者」から「就活をはじめる学生の保護者へのアドバイス」

【出典】 マイナビ 「2021年度就職活動に対する保護者の意識調査（1,000名）」 2022.02.09

(１)就活は、先手必勝に近い、エントリー期間が短いので、のんびりしている学生
には、親側も関った方がいいと思う。 （息子／母親）

(２)子供を信じていたが、大変なことになっていた。子供が話さなくても進んでいく
就活の状況を聞くべきだった。 （息子／父親）

(３)子供任せにしないで、親も一緒に就活するつもりで勉強して欲しいが、意見を
押し付けてはいけない。 （娘／母親）

(４)子供の話をよく聞いて、親が余計な口出しをしないこと、親の知っている優良
企業の格付けは、３０年古いと認識すべき。 （娘／母親）

(５)私自身の頃と、就活に対する考え方や進め方が全く違い、子供とのコミュニ
ケーションが、難しかった。 （息子／母親）

(６)コロナ環境で、就活が変わってきているので、保護者も情報収集が必要です。
（娘／母親）



(１)親の仕事や職業観等を伝える
➊「営業」の仕事でも、学生は、その内容をほとんど知りません。
➋どんな仕事をしているのか、会社とは何か、親の職業感、やりがいなど

できるだけ具体的に話してあげる。

(２)自己分析のアドバイス （学生本人の強みを助言）
➊自分史の作成時など、子供の頃を振り返ってのエピソード等を話してみる。
➋長所をアピールするのが就活ですが、自分の長所を見つけられない学生

も多く、本人が自覚していない長所や短所を指摘してあげる。

(３)ＥＳ（エントリー・シート）の添削、面接の練習相手、身だしなみのアドバイス
➊「親の価値観の押し付け・意見」ではなく、「提案」する形で話してみる。
➋本人が望めば、面接官役やＥＳの添削を支援する。
➌面接前の身だしなみ、髪型、スーツ、証明用写真等をチェックしてあげる。

(４)本人が希望する業界の知人を紹介する
➊民間と公務員の仕事について、話のできる方を紹介する。
➋本人が志望する業界に知人等がいれば、紹介してあげる。
➌知人へのアポ（連絡方法）や面談時のマナーは、事前にアドバイスする。26

８．保護者ができる就活支援



(１)本を読む ・・・ 自己分析やインプット情報を増やし自らの進路を決定する
➊主体的に読書を行い、教養や知識（政治、経済、社会、歴史等）の習得を図る
➋自己分析、ＳＰＩ、職種・業界・企業研究等のインプットを増やし選択肢を増やす

(２)新聞を読む ・・・ 色々な事に、自分毎として興味や好奇心を持って欲しい
➊社会問題に関心を持ち、その問題を自分でも調べて、自分の意見を持つ
➋就職・面接時のＧＤ（グループ・ディスカッション）対策にもなる

(３)琉球大学キャリア教育センターの活用 ・・・ 上場企業内定者（面談５０回以上～）
➊キャリア・カウンセリング、セミナー、イベント、インターン（県内、県外）への参加
➋ＥＳ添削、面接対策での活用、海外職場体験ツアー等に挑戦し視野を広げる

(４)ＥＳ・ガクチカの対応 ・・・ 体験を通して、社会人基礎力の向上、自己の強み知る
➊社会人基礎力（対人、対自、対課題）の向上に繋がる活動に主体的に参加する
➋アルバイト、インターン、留学、ワーホリ、イベント、ビジネスコンテスト等へ参加

(５)以下サイトのインターン等に参加 ・・・ 本土（東京）の学生等、就活仲間をつくる
➊みん就 ： https://www.nikki.ne.jp/
➋キャリア大学 ： https://www.career-univ.com/
➌課題解決プロジェクト ： https://job.mynavi.jp/start/project/index_v.html
➍Good Find 2023 ： https://www.goodfind.jp/2023/ 27

９．保護者から学生へ伝えて欲しい事 （民間企業の就活対策）

https://www.nikki.ne.jp/
https://www.career-univ.com/
https://job.mynavi.jp/start/project/index_v.html
https://www.goodfind.jp/2023/
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