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リーマンショックは2008年9月
県内の10月の有効求人倍率は１．64倍。 ※前月を0.06ポイント下回った。
有効求人倍率の推移(静岡県・全国)
※2009年8月は0.42倍(全国)であった
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○静岡労働局が11月30日発表した有効求人倍率(季節調整値)は1.64倍となり、前月を0.06ポイント下回った。
→6か月ぶりに1.6倍台となった。
か月ぶりに1.6倍台となった。
全国値は1.62倍(対前月差0.02ポイント低下)。全国値を20か月連続で上回った。
○新規求人倍率(同)は2.49倍となり、前月を0.15ポイント下回った。
→26か月連続の2倍台となっている。
全国値は2.40倍(対前月差0.10ポイント低下)。全国値を2か月連続で上回った。
＜雇用情勢の概要：県内の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる＞
●有効求人数・求職者数(季節調整値)
有効求人数は76,477人(前月比2.9％減)となり、4か月連続の減少となった。
有効求職者数は46,695人(前月比0.6％増)となり、2か月ぶりに増加となった。
●新規求人数・求職者数(季節調整値)
新規求人数は26,703人(前月比1.3％減)となり、2か月ぶりに減少となった。
新規求職者数は10,707人(前月比4.4％増)となり、2か月ぶりに増加となった。

■トピックス
4月から新在留資格 外国人の就労環境整備急ぐ(政府2日、国会提出)
政府は2日、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法改正案を閣議決定し、国会提出した。技能実習生らに限って
きた単純労働で初めて外国人の就労を認める内容。移民政策と一線を画しつつ、深刻な人手不足に対応する。来年4月の運用
開始に向け、受け入れ体制の整備を急ぐ。
改正案は新在留資格「特定技能」を設け、建設や介護など14業種に限定して受け入れる。

長期失業 最小の48万人(総務省、6日発表：日本経済新聞)
仕事を探している期間が1年間を超える失業者が減っている。総務省が6日発表した調査によると、こうした長期失業者は2018年
7月～9月期に48万人と、四半期調査を始めた2002年以降で最も少なかった。人手不足で経験を問わない求人が増えたことが
主因で、ピークの2010年7月～9月期の4割弱まで減った。
足元の労働市場は売り手優位だ。仕事を探す人1人に何人分の求人があるかを示す有効求人倍率(季節調整値)は9月に
1.64倍と44年ぶりの高水準にある。企業は人材を確保するため、求人の条件を緩めている。
長期失業者は25～34歳が特に多く、男性が7割を占める。女性に比べて正社員での就業を希望する割合が多く、失業期間が
長くなりがちだからだ。労働市場では非正規雇用の増加が続いてきたが、2017年6月に正社員の有効求人倍率が初めて
1倍を超え、今年9月に1.14倍と過去最高を記録した。正社員の仕事が見つけやすくなり、長期失業者が全体として減ることに
つながっている。
一方、失業期間が1年未満の短期失業者数は増えている。売り手市場をにらみ、賃金などがより良い条件の仕事を探す
転職者が増えたためだ。
就職氷河期世代にあたる現在35～44歳の就業にはなお課題がある。この年代でも長期失業者数は減っているものの、なお
長期失業者全体の2割超を占める。大学や高校を卒業した際、就職できなかったことが現在まで響いている。政府や企業は
中途採用の拡大に取り組む必要がある。
厚労省によると、35～44歳では仕事も求職活動もしていない無業者も2017年時点で41万人と高止まりしている。
このまま高齢化すれば、年金が少なくなり生活保護を受ける人が増える恐れがある。

インターンでも「ブラック」 無給で残業・雑務、3日間掃除だけ(日本経済新聞、16日)
企業が、就職体験に来た大学生などに雑務や残業を強いる「ブラックインターンシップ」が問題になっている。人手不足が
背景にあるとみられ、インターンの学生にアルバイトや従業員と同じ業務をを無給でさせるケースも。「内定を目指す学生の
弱みにつけ込んでいる」との指摘もあり、政府も監視を強めている。
【インターンで不満に思った点の例(就職情報デイスコの調査を基に作成)】
・持ち帰りの仕事もあり、2～3時間しか寝ることができなかった
・3日間掃除ばかりやらされた

・会社の宣伝ばかりだった
・横柄な態度の社員が多かった
・交通費が出なかった

大卒内定率 最高の77％(10月1日時点、文部科学省・厚生労働省)
文部科学省と厚生労働省は16日、2019年春に卒業予定の大学生の就職内定率が10月1日時点で77％と前年同期より
1.8ポイント上昇し、1996年の調査開始以降で最高となったと発表した。
上昇は３年連続。文科省は「景気回復が続き企業の採用意欲が高まり、求人数も増えていることが要因」としている。
10月時点の内定率は2015年に面接解禁時期が後ろにずれた影響で一時下がったが、2011年以降は上昇傾向が続いている。
2019年春卒業予定の内定率は男女とも77.0％。男子は前年同期比2.5ポイント増、女子は同1.0ポイント増だった。
文理別では文系は76.5％、理系は79.2％だった。地域別にみると、内定率が上昇したのは近畿82.1％、関東80.5％、
中部76.0％、九州69.0％、中国・四国64.7％、北海道・東北のみが減少して70.4％だった。調査は全国62大学の学生4770人を
抽出して実施。卒業後に就職を希望する学生のうち、すでに就職先が決まった割合を内定率としている。

求人広告件数1.4％増 10月 伸び 小幅にとどまる(全国求人情報協会、11月22日発表)
求人情報会社でつくる全国求人情報協会(全求協、東京・千代田)は11月22日、10月の求人広告掲載件数が前年比1.4％増の
118万5848件だったと発表した。年末年始向けの求人が大きく増える時期だが、小幅な伸びにとどまった。正社員の求人も
募集方法の多様化の中で減少した。
アルバイトの求人広告は前年比3.4％増の75万6211件だった。伸びが目立ったのは医療・福祉サービスで同10.6％増。
人手不足の介護のほか「4月に就業を開始する看護師の募集がピークを迎えた」(求人広告大手のディップ)。
飲食店の接客職は年末向けの募集が例年増える時期だが、2.6％減った。販売も0.5％増と小幅な伸びにとどまった。
最低賃金の改正前の9月に前倒しで賃金を上げて出稿する企業が多く、件数が膨らんだ反動が出た。「例年に比べ
短期バイトの求人の勢いがない」(パーソナルキャリア)。
正社員は3.9％減だった。10月は下半期の中途採用が本格化する時期だが、求人広告を出しても人が採れず、成果報酬型の
人材紹介に移行する企業が増えている。「内定辞退者のフォローに追われ、中途採用に力をさけない企業も増えている」
(エン・ジャパン)。

学生の内定辞退 66％ 来春卒 人手不足背景 過去最高(リクルートキャリア(東京)、調査
就職活動で企業の内定を得た2019年春卒業予定の大学生のうち、内定を辞退した経験がある人の割合を示す「辞退率」が
66.0％(10月1日時点)だったことが、就職情報サイトを運営するリクルートキャリア(東京)の調査で分かった。
比較できる2013年卒以降では前年(2018年卒)同時点の64.6％に続き、過去最高を更新した。
人手不足に悩む企業は積極的に内定を出すものの、辞退者の増加で新卒確保に苦労している状況が浮かび上がった。
リクルートキャリア就職みらい研究所の増本全所長は「人手不足が深刻な流通や建設業を中心に多めに内定が出ている。
今後も採用予定数は増加や維持が続き、企業にとっては状況は一段と悪くなる」と分析した。
内定辞退率は2013年卒が45.9％だった。上昇傾向が続き、2016年卒以降は60％台で高止まりしている。
複数の内定を得た学生が企業を絞り込んで内定を辞退している。一社だけ得たが、別の就職先を目指すために辞退し、
就職を続ける例もある。
2019年春に卒業する予定で内定を得た学生の1人当たりの平均取得数は2.45社に達した。内定を得た学生の割合を示す
「就職内定率」は10月1日時点で94.0％だった。調査は10月1日～9日にインターネットで実施し、1269人の回答を集計した。
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リーマンショックは2008年9月
県内の10月の有効求人倍率は１．64倍。 ※前月を0.06ポイント下回った。
有効求人倍率の推移(静岡県・全国)
※2009年8月は0.42倍(全国)であった
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○静岡労働局が11月30日発表した有効求人倍率(季節調整値)は1.64倍となり、前月を0.06ポイント下回った。
→6か月ぶりに1.6倍台となった。
か月ぶりに1.6倍台となった。
全国値は1.62倍(対前月差0.02ポイント低下)。全国値を20か月連続で上回った。
○新規求人倍率(同)は2.49倍となり、前月を0.15ポイント下回った。
→26か月連続の2倍台となっている。
全国値は2.40倍(対前月差0.10ポイント低下)。全国値を2か月連続で上回った。
＜雇用情勢の概要：県内の雇用情勢は、着実に改善が進んでいる＞
●有効求人数・求職者数(季節調整値)
有効求人数は76,477人(前月比2.9％減)となり、4か月連続の減少となった。
有効求職者数は46,695人(前月比0.6％増)となり、2か月ぶりに増加となった。
●新規求人数・求職者数(季節調整値)
新規求人数は26,703人(前月比1.3％減)となり、2か月ぶりに減少となった。
新規求職者数は10,707人(前月比4.4％増)となり、2か月ぶりに増加となった。

■トピックス
4月から新在留資格 外国人の就労環境整備急ぐ(政府2日、国会提出)
政府は2日、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法改正案を閣議決定し、国会提出した。技能実習生らに限って
きた単純労働で初めて外国人の就労を認める内容。移民政策と一線を画しつつ、深刻な人手不足に対応する。来年4月の運用
開始に向け、受け入れ体制の整備を急ぐ。
改正案は新在留資格「特定技能」を設け、建設や介護など14業種に限定して受け入れる。

長期失業 最小の48万人(総務省、6日発表：日本経済新聞)
仕事を探している期間が1年間を超える失業者が減っている。総務省が6日発表した調査によると、こうした長期失業者は2018年
7月～9月期に48万人と、四半期調査を始めた2002年以降で最も少なかった。人手不足で経験を問わない求人が増えたことが
主因で、ピークの2010年7月～9月期の4割弱まで減った。
足元の労働市場は売り手優位だ。仕事を探す人1人に何人分の求人があるかを示す有効求人倍率(季節調整値)は9月に
1.64倍と44年ぶりの高水準にある。企業は人材を確保するため、求人の条件を緩めている。
長期失業者は25～34歳が特に多く、男性が7割を占める。女性に比べて正社員での就業を希望する割合が多く、失業期間が
長くなりがちだからだ。労働市場では非正規雇用の増加が続いてきたが、2017年6月に正社員の有効求人倍率が初めて
1倍を超え、今年9月に1.14倍と過去最高を記録した。正社員の仕事が見つけやすくなり、長期失業者が全体として減ることに
つながっている。
一方、失業期間が1年未満の短期失業者数は増えている。売り手市場をにらみ、賃金などがより良い条件の仕事を探す
転職者が増えたためだ。
就職氷河期世代にあたる現在35～44歳の就業にはなお課題がある。この年代でも長期失業者数は減っているものの、なお
長期失業者全体の2割超を占める。大学や高校を卒業した際、就職できなかったことが現在まで響いている。政府や企業は
中途採用の拡大に取り組む必要がある。
厚労省によると、35～44歳では仕事も求職活動もしていない無業者も2017年時点で41万人と高止まりしている。
このまま高齢化すれば、年金が少なくなり生活保護を受ける人が増える恐れがある。

インターンでも「ブラック」 無給で残業・雑務、3日間掃除だけ(日本経済新聞、16日)
企業が、就職体験に来た大学生などに雑務や残業を強いる「ブラックインターンシップ」が問題になっている。人手不足が
背景にあるとみられ、インターンの学生にアルバイトや従業員と同じ業務をを無給でさせるケースも。「内定を目指す学生の
弱みにつけ込んでいる」との指摘もあり、政府も監視を強めている。
【インターンで不満に思った点の例(就職情報デイスコの調査を基に作成)】
・持ち帰りの仕事もあり、2～3時間しか寝ることができなかった
・3日間掃除ばかりやらされた

・会社の宣伝ばかりだった
・横柄な態度の社員が多かった
・交通費が出なかった

大卒内定率 最高の77％(10月1日時点、文部科学省・厚生労働省)
文部科学省と厚生労働省は16日、2019年春に卒業予定の大学生の就職内定率が10月1日時点で77％と前年同期より
1.8ポイント上昇し、1996年の調査開始以降で最高となったと発表した。
上昇は３年連続。文科省は「景気回復が続き企業の採用意欲が高まり、求人数も増えていることが要因」としている。
10月時点の内定率は2015年に面接解禁時期が後ろにずれた影響で一時下がったが、2011年以降は上昇傾向が続いている。
2019年春卒業予定の内定率は男女とも77.0％。男子は前年同期比2.5ポイント増、女子は同1.0ポイント増だった。
文理別では文系は76.5％、理系は79.2％だった。地域別にみると、内定率が上昇したのは近畿82.1％、関東80.5％、
中部76.0％、九州69.0％、中国・四国64.7％、北海道・東北のみが減少して70.4％だった。調査は全国62大学の学生4770人を
抽出して実施。卒業後に就職を希望する学生のうち、すでに就職先が決まった割合を内定率としている。

求人広告件数1.4％増 10月 伸び 小幅にとどまる(全国求人情報協会、11月22日発表)
求人情報会社でつくる全国求人情報協会(全求協、東京・千代田)は11月22日、10月の求人広告掲載件数が前年比1.4％増の
118万5848件だったと発表した。年末年始向けの求人が大きく増える時期だが、小幅な伸びにとどまった。正社員の求人も
募集方法の多様化の中で減少した。
アルバイトの求人広告は前年比3.4％増の75万6211件だった。伸びが目立ったのは医療・福祉サービスで同10.6％増。
人手不足の介護のほか「4月に就業を開始する看護師の募集がピークを迎えた」(求人広告大手のディップ)。
飲食店の接客職は年末向けの募集が例年増える時期だが、2.6％減った。販売も0.5％増と小幅な伸びにとどまった。
最低賃金の改正前の9月に前倒しで賃金を上げて出稿する企業が多く、件数が膨らんだ反動が出た。「例年に比べ
短期バイトの求人の勢いがない」(パーソナルキャリア)。
正社員は3.9％減だった。10月は下半期の中途採用が本格化する時期だが、求人広告を出しても人が採れず、成果報酬型の
人材紹介に移行する企業が増えている。「内定辞退者のフォローに追われ、中途採用に力をさけない企業も増えている」
(エン・ジャパン)。

学生の内定辞退 66％ 来春卒 人手不足背景 過去最高(リクルートキャリア(東京)、調査
就職活動で企業の内定を得た2019年春卒業予定の大学生のうち、内定を辞退した経験がある人の割合を示す「辞退率」が
66.0％(10月1日時点)だったことが、就職情報サイトを運営するリクルートキャリア(東京)の調査で分かった。
比較できる2013年卒以降では前年(2018年卒)同時点の64.6％に続き、過去最高を更新した。
人手不足に悩む企業は積極的に内定を出すものの、辞退者の増加で新卒確保に苦労している状況が浮かび上がった。
リクルートキャリア就職みらい研究所の増本全所長は「人手不足が深刻な流通や建設業を中心に多めに内定が出ている。
今後も採用予定数は増加や維持が続き、企業にとっては状況は一段と悪くなる」と分析した。
内定辞退率は2013年卒が45.9％だった。上昇傾向が続き、2016年卒以降は60％台で高止まりしている。
複数の内定を得た学生が企業を絞り込んで内定を辞退している。一社だけ得たが、別の就職先を目指すために辞退し、
就職を続ける例もある。
2019年春に卒業する予定で内定を得た学生の1人当たりの平均取得数は2.45社に達した。内定を得た学生の割合を示す
「就職内定率」は10月1日時点で94.0％だった。調査は10月1日～9日にインターネットで実施し、1269人の回答を集計した。

