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2019年 3月高校卒業予定者の就職内定実態調査（10月末） 

 

2018年12月21日 

全日本教職員組合（全教）   

全国私立学校教職員組合連合（全国私教連） 

 

全教と全国私教連は全国の構成組織を通じて、2019年3月高等学校・障害児学校高等部卒業予定者の10月末現

在の就職内定実態調査を実施しました。この調査は、1993 年度に第 1 回を行って以来 26 年目となります。10 月

末の就職内定率は86.0％で、本調査を開始した1993年以来最高の内定率になりました。しかし、教育現場からは

内定率だけでは伝えることのできない、求人取消し、面接時の不適切な質問、就職活動の長期化、自衛隊の勧誘の

問題などが報告されています。 

 

Ⅰ 集約状況 

１．学校数 31道府県403校から集約（内訳：公立 363校、私立 40校） 

※昨年は29道府県379校（公立330、私立49） 

２．学科・課程別の内訳  ※（ ）内は昨年 

全日制普通科 206（197）   全日制職業科   168（154）   定時制・通信制59 （42） 

総合学科    33 （37）    障害児学校高等部 22 （26）         合計488（456） 

※複数の課程を併設する学校があるため学校数とは一致しない 

３．対象となる生徒数 

集約校の卒業予定者数合計7万1280人（男子3万7536人・女子3万3744人） 

※昨年6万8765人（男子3万7624人・女子3万1141人） 

そのうち就職希望者は2万1728人（男子1万3888人・女子7840人） 

※昨年2万1293人（男子1万4024人・女子7269人） 

調査対象校の就職希望者は卒業者数の30.4％（男子37.0％・女子23.2％） 

※昨年30.7％（男子37.3％・女子21.8％） 

 

※都道府県ブロック別のデータにつきましては、学校数に偏りがあるため参考程度にしてください。 

 

Ⅱ 今回の調査結果のポイント  ※（ ）内は昨年 

（１）内定取り消し0件（1）、求人取り消し36件（23）、解禁日前の募集7件、求人・選考内容の変更45件、面

接時の不適切な質問138件、長期化・厳選化25件、その他の就職ルール違反72件（75）、自衛隊の勧誘の問

題32件（14）など、内定率だけでは伝えることのできない深刻な実態が報告されています。 

・「家族構成・家族の仕事について」「プライベートについて」など面接時のルール違反の質問はあいかわらず多

く、「ハラスメント」と言える人権を軽視した質問なども報告されています。また、報告以外にも高校が把握し

ていないルール違反の質問があると予想されます。 

・初めて高校生求人を出す企業も多く、高校生に対する「就職ルール」を理解していない企業があったとの報告

が多くありました。 

・大学生と高校生の就職ルールの違いを知らず、「大学生と同時期に平日の内定式をおこなう」「試験の長期化」

などの問題が明らかになりました。 

（２）就職内定率86.0%（男子87.2%・女子83.9%）は本調査開始以来最も高い内定率になりました。しかし、内

定率は都道府県、男女、課程で差があります。 

・定時制・通信制過程の就職内定率は 62.4％（男子 65.3％・女子 57.4％）であり、他の課程よりも内定率が低

い傾向があります。また、「就職・進学以外」が10.5％（男子9.4％・女子11.9％）あり、就職できても「不安

定雇用」が1.5％（男子1.3％・女子2.0％）あり、他の課程よりも高い傾向があります。 

・障害児学校高等部の就職内定率は30.7％（男子26.4％・女子38.8％）ですが、「就職・進学以外」が61.8％（男

子61.6％・女子62.1％）となっており、この中には福祉就労が含まれているなど、内定率だけで実態を見るこ

とは困難です。また、就職ができても不安定雇用であるなど障害児学校生徒の就職先の確保が非常に困難で、
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就職できたとしてもその後の支援に大きな課題があります。 

（３）高校生の就職にあってはならない不安定雇用（パート・アルバイト、期間の定めのある雇用、契約社員、派

遣業、請負業など）が、0.3％ 58件（114）（男子0.2%・女子0.6%）あります。ハローワークを通した高校で

の就職では不安定雇用はあってはならないはずですが、「期限付き雇用での募集」などの報告も寄せられていま

す。 

 

Ⅲ 内定・求人取り消し等の就職ルール違反について 

１．内定取り消し 0件 

 

２．求人取り消し 36件 

●9 月 5 日に応募書類を持参したところ、「求人票に記載の職種での求人は行わない」といきなり言われて、

応募を持ち帰らざるを得なかった。 

●7月末に経営悪化から求人取消との連絡があった。11月1日の合同企業説明会には再び参加企業として求人

票を出している。 

 

３．就職ルール違反（面接時における不適切な質問や人権侵害、募集と選考における企業の横暴など）  319件 

※面接時の違法質問はあいかわらず多いが、ハローワークに伝えるなどルール違反をなくす現場からのとりく

みも報告されています。 

 

（１）解禁日前の募集  7 件 

●解禁日前に試験を行いそうになった事業所があったが、解禁日後の試験日に変更した。 

●解禁日以前に就職試験を実施しようとした企業があったが、協定違反を指摘した上、変更してもらい受験し

た。 

   ●9月15日以前に採用試験を行う、という企業が1社あった。（9月16日以降に変更してもらった） 

 

（２）求人・選考内容の変更   45件 

●求人票通りに試験をしなかったり合否連絡をしなかったりするところがある。 

●求人票にない二次試験の案内があり、一次から二次まで1週間もあいていた。 

 

（３）面接時の不適切な質問など  138件 

※高校が把握していない違法質問などのルール違反があると予想されます。 

「家族構成・家族の仕事についての質問」「住所についての質問」「本人の身体（持病の有無・身体的特徴など）

についての質問」「プライベートについての質問」などが報告されています。また、「セクハラ」と言える人権

を軽視した実態も報告されています。 

●家族のことばかり質問された。 

●両親の出身地や職業、彼氏はいるかなどの質問をされた。 

●エステティック系の事業所では、タトゥー、リスカ痕等の傷がないかという質問があったという。見学の際

に「本日モデル」をするからという説明はあったそうだが、採用面接では不適切に思える。 

●親の離婚についてしつこく聞かれた。 

●面接で尊敬する人はと聞かれた（2 件）つきあっている人はいるかと聞かれた（1 件）家族の職業は何か聞

かれた（3件）。 

●面接で体重を聞く不適切な質問があった。 

●家族の年齢を尋ねられた。 

●家族の携帯番号を書いた（警察）。 

●生徒の履歴書と調査書を紛失。再送付するように依頼された。未だ見つかったという報告はなし。 
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※ 厚生労働省「新規学校卒業者の採用に関する指針」により、「事業主は、募集採用活動を実施するに当た

っては、学生・生徒の就職活動の無秩序化による重複内定が誘発されないためにも、定められた採用選考

開始の期日を遵守する等秩序を保つよう努めるものとする」とあります。高校生の採用選考開始の期日は

通例9月中旬で、9月中の選考試験後、1週間で結果通知というスケジュールが関係者の合意になっていま

した。 

  また、同指針では、「事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき適

正に実施するよう努めるものとする」とあります。高校生に対しては高校生としての能力に基づき選考

を実施すべきであり、即戦力や高度なコミュニケーション能力などを判断材料にすることは妥当性があ

りません。 

（４）就職活動の長期化・採用の厳選化  25件 

●一次・二次試験と、1ヶ月にわたり長期化する企業があった。 

●一次・二次・三次試験の結果がでるまでに20日程度要する企業あり。 

●9/5に出願して採用試験が10月下旬という会社があり、早くしてもらえるようにお願いしてやっとという状

況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）自衛隊の勧誘の問題   32件 

 ＜家庭訪問・強引な勧誘＞ 

●個人へ直接接触していた。 

●突然家庭訪問し、強引に応募書類に記入、写真撮影されその場で提出させられた。翌日本人が困って学校

に申し出、学校を通して断わった。 

●警察官を受験しようとする男子に、相当強く自衛隊の受験を勧めてきた。なかなか断るのが難しく、結局

出願してしまったが当日の試験は欠席した。 

●駅前での勧誘1件があった。 

●7/1以前に駅前で勧誘を受けた。 

●通行中に声かけられる者が1人いた。 

●市役所の住民基本台帳から提供を受け、18歳になると子ども（在学生以外も含む）を対象にDMを送って

いる。 

●本校卒業生の隊員を使っての家庭訪問による希望者の個人情報の収集。 

●生徒へのダイレクトメールが送られていた。 

＜試験について＞ 

●眼の検査までパンツ一枚で受けさせられた。 

●身体検査で下着の中まで確認された。 

 

（６）その他の就職ルール違反  72件 

※初めて高校生求人を出す企業も多く、高校生に対する「就職ルール」を理解していない企業があったとの報

告もあった。 

＜就職差別＞ 

●職場見学の段階で「この生徒は応募してもらっては困る」と企業が言ってきた（体型により危険が伴うな

どの理由）。 

＜ルール理解不足＞ 

●県内の美容店で採用試験（面接）の際に、直接本人にその場で合否の結果を伝えるところもありました。 

●初めて求人を出す企業に提出書類が「卒業見込証明書」「成績証明書」「健康診断書」を求めてきた。「調

査書」で代替していただいたが、学校側や生徒はかなり戸惑った。 

●ハローワークでは9月末までに選考結果を知らせる指導をしているが、10月に2次試験。初めて高校生を

求人する企業か、学校で適性検査をやるよう依頼があった。 

●初めて高校生を求人する企業にルールが徹底されていない。 

●書類審査で不採用を決める会社があり、抗議して受験を認めさせた。 

●見学時に採用決定を伝えられた。面接はしないとのことだったが、面接をするように学校から依頼した（面
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接をしたことが無いから手順が分からないと言われた）。 

＜大学生と同様の採用方法＞ 

●2学期平日での内定式4件。 

●大学・専門卒と一緒に採用試験を行う企業があった。 

●採用内定後の平日に企業行事が行われ、授業を公欠として参加させることがある。 

●平日に内定式や健康診断をする企業がある。 

＜囲い込み＞ 

●入社前に研修と称してアルバイトをさせようとする企業がある。小売業に多いが、すべてお断りしている

ので問題はない。 

 

Ⅳ 調査結果について 

１．2018年度高校生就職内定率について 

86.0%（男子 87.2%・女子 83.9%） 

 

 

 

 

（１）卒業時就職内定率は本調査開始以来最も高い内定率になりました。 

（２）就職内定率は都道府県、男女、課程で差があります。 

都道府県別  北海道・東北    78.8％（男子79.7％・女子77.5％） 

近畿        83.8％（男子86.2％・女子79.3％） 

中国・四国・九州  84.3％（男子86.6％・女子78.6％） 

課程別    定時制・通信制    62.4％（男子65.3％・女子57.4％） 

 

２．「就職・進学以外」について（進学でも就職でもない数。家事手伝いを除く自営・家業は「就職」） 

1.6％（男子 1.6%・女子 1.7 %） 

※定時制・通信制、障害児学校高等部は大きく上回る。 

定時制・通信制  10.5％（男子9.4％・女子11.9％） 

障害児学校高等部 61.8％（男子61.6 ％・女子62.1％） 

 

３．不安定雇用について（パート・アルバイト、期間の定めのある雇用、契約社員、派遣業、請負業など） 

0.3％ 58 件（男子 0.2 %・女子 0.6%） 
※定時制・通信制はこれを大きく上回る。 

定時制・通信制   1.5％（男子1.3％・女子2.0％） 

 

４．障害のある生徒の就職について 

障害児学校高等部の卒業者数 539 人に対して、就職希望者 192 人で、就職内定率は 30.7％となっています。

しかし、就職・進学以外の人数が333人61.8％となっており、この中には福祉就労が含まれているなど、就職内

定率で障害児学校全体の就職状況を分析することは困難だと思われます。また、就職ができても不安定雇用であ

るなど障害児学校の生徒の就職先の確保が非常に困難であり、就職できたとしてもその後の支援に大きな課題が

あります。 

 

５． 求人内容の実態～設問4（自由記述）の回答から 

  求人内容の実態の特徴として、求人の増加、県内企業の希望の多さ、新しい企業の参入の実態、労働条件の改

善、非正規雇用求人の実態、障害者雇用の実態、自衛隊の勧誘の実態、校内でのとりくみなどの特徴が上げられ

ました。 

※全国的に求人が増えているが、生徒の希望職種とは合わない。県外に行かざるを得ない実態がある。 

※（参考）厚生労働省調査（2018年 9月末調査） 就職内定率62.3％（昨年同月比0.4ポイント減） 

※（参考）文部科学省調査（2017年10月末調査）  就職内定率78.2%（前年同期比0.1ポイント増） 

               男子79.1%（同1.0ポイント増）、女子76.7%（同0.9ポイント増） 
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Ⅴ 高校生・大学生の未来を保障するために 

～安定した雇用の保障と働くルールを確立するために実効ある対策を～ 

 

一般社団法人日本経済団体連合会が「採用選考に関する指針」を廃止することを決定し、財界からの強い要望で

大学生の就職ルールの見直しがすすめられようとしています。こうしたもとで、高校生の就職ルールである1人1

社制についても、厚労省が各都道府県の労働局を通じて、全国の高校へ「高校生の就職慣行に関するアンケート」

を実施していることが明らかになっています。 

全教と全国私教連は、昨年度末の就職内定実態調査に基づき、厚労省と文科省へ高校生・大学生の就職保障と働

くルールの確立を求めるために要請をおこなってきました。高校生・大学生が安心して働き続けるためには、労働

法制の抜本的な規制強化と、正規を基本とする安定雇用の確立が必要です。高校・大学生の修学・進路・就職・就

労保障と働くルールの確立のために、実効ある対策を求めます。 

厚生労働省はじめ関係省庁には次の対策をとるよう求めます。 

 

（１）高校・大学生の就職における人権侵害を根絶し、就職ルールの遵守を徹底するとりくみを強化すること。 

 

（２）「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他

の関係者が適切に対処するための指針」の内容を発展させて、大学生の就職ルールの廃止や高校生の就職ルー

ルである1人1社制の見直しは行わず、新卒者の就職ルールの確立や法整備をはかること。 

 

（３）卒業後も未就職となった新卒者に対して、就職が決まるまで就労支援をするよう自治体に対して指導するこ

と。また、失業給付の支給などの特例措置の実施や求職者支援法を充実・改善するなど、未就職者対策を抜本

的に強化すること。 

 

（４）正規の求人の拡大に向けていっそうの努力を行うこと。とくに大企業が積極的に正規の求人を増やして、長

く働き続けることができる雇用に対する社会的責任を果たすよう、政府は指導性を発揮すること。 

 

（５）高校生が望んでいる地元就職の求人の多くを担っている中小企業の支援策を強化すること。 

 

（６）高校生の就職支援と就職後の支援を強化するため、就職支援員の増員や期間の延長を図ること。高校生や教

職員などからの相談窓口の体制を強化すること。 

 

（７）離職率の高い企業に対し、企業名の公表も含めた指導を強化すること。また、新規採用者への研修の充実等、

離職を防止するための手だてを講じるよう企業に求めること。 

 

（８）「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律（青少年の雇用の促進等に関する法律）」を実効性のあるものと

し、「ブラック企業」に対する規制を強化すること。 

 

（９）求人票の内容を調査し、労働基準法や男女雇用機会均等法などに違反するものを是正すること。また、求人

募集の際に求人票に労働条件を明示することを徹底するよう、企業に指導すること。 

 

（10）自衛隊の就職ルール違反について是正指導をおこなうこと。 

 

（11）厚生労働省の「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」や全労連作成の「2018年度権利手帳」、

自治体作成のハンドブックなどを活用して、高校生に対して労働法や働くルールについて学ぶことができるよ

う条件整備をすすめること。 

 

以上 
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2018年度 高校生の就職内定実態調査票（10月） 

都道府県名(        ) 学校名(                  ) 

記入者(          ) 記入者連絡先（TEL            ） 

１．課程別の就職希望者数と内定者数（10月末） 
次の①～⑤の課程分類に従って表の「課程分類」欄に数字を記入してください。 

①全日制普通科 ②全日制専門科（職業科）③定時制・通信制 ④総合学科 ⑤特別支援学校高等部 

課程 

分類 

性 

別 

就職希望者数 

A=B+C 

就職内定者 数 

=B 

就職未内定者数  

=C 

進学希望者数  

=D 

進学･就職 

以外の数  

=E ※1 

卒業予定者数 

 

F=A+D+E 

内定者のう

ち不安定雇

用の数 ※2 

 男        

女        

 男        

女        

※1 「進学・就職以外」とは、進路希望が進学でも就職でもない生徒の数。家事手伝いを除く自営・家業は「就職」。 

※2 「不安定雇用」とは、有期雇用（半年などの期間の定めのある雇用）、契約社員、派遣、請負など。 

また、斡旋先などわかる範囲で「３」の記述欄にご記入ください。 

 

２．就職ルール違反について（○印と数字を） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

注 「就職ルール違反について」の詳細と対応など、わかる範囲で「４」「５」の記述欄にご記入ください。 

３．求人内容の特徴 

（職種・労働条件・不安定雇用・県外からの求人・生徒の希望・新企業の参入など） 

 

 

 

 
４．就職ルールに関する違反について 
（内定・求人取消しの詳細、面接時の不適切質問、長期化、厳選化などの実態など） 

 

 

 

 

５．自衛隊の就職ルールに関する違反について 
 

内定取消 有・無 件 

求人取消 有・無 件 

解禁日前の募集 ※3 有・無 件 

求人・選考内容の変更 有・無 件 

面接時の不適切な質問 ※4 有・無 件 

長期化・厳選化 有・無 件 

自衛隊の「就職ルール違反」※5 有・無・不明 件 

その他の「就職ルール違反」 有・無 件 

※3 9 月 15 日以前の勧誘、家庭訪問など学校を通さな

い勧誘、説明会の開催要請など。 

※4 「面接時の不適切な質問」とは、本籍・出生地に

関すること、家族に関すること、生活環境・家庭環

境に関すること、宗教に関すること、尊敬する人物

に関すること、購読新聞・雑誌・愛読書に関するこ

となどが含まれます。具体的な内容について「４」

の記述欄にご記入ください。 

※5 家庭訪問、生徒へのダイレクトメールや説明会な

ど。具体的な内容について「５」の記述欄にご記入

ください。 



 

 


