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（1）地域に魅力的な事業・プロジェクトを創る、
「地域しごと問題」への挑戦
わが国では、若年層を中心に、地方圏から 

1都3県への転入者が転出者を22年連続で上回
るなど地方から大都市圏への人口流出が続いて
いる（1）。これは、地方における単なる人口減
少問題だけでなく、地域経済を牽引する地域企
業の成長のための担い手不足という面でも問題
となる。地方圏では多くの中小企業が地域経済
を支えているが、300人未満の企業の大卒求人
倍率をみると4倍を超えており、人材不足が顕
著となっている（2）。他方、企業規模はさらに
小さくなるが30人未満の事業所では、せっか
く就職しても大卒者が2年以内に4割程度離職
している現状がある（3）。地域企業にとっての
人手不足は、若者からみれば、地方に魅力的な
職場や仕事が不足しているという評価ともいえ
るだろう。
こうしたなか平成28年6月2日に閣議決定さ

れた「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」（4）

では、「地方への新しいひとの流れをつくる」
ことが基本方針として盛り込まれており、『地
方移住の潜在的希望者の地方への移住・定着に

	はじめに
結びつけ、地方への新しい「ひと」の流れづく
りに取り組み、「しごと」と「ひと」との好循環
を確立することが急務』だと掲げられている。
このような、若者からみて魅力的なしごとが
地方に乏しく、結果都心部への人口流出が止ま
らない「地域しごと問題」の解決には、いかに
魅力的なしごとを地方に生み出すかがカギとな
る。この点、実は地域の中堅・中小企業経営者
においては、「将来を見据えた新たな事業の柱
をつくりたい」「独自技術を活かして、商品開
発や海外市場獲得に乗り出したい」「組織拡大
のため、人事制度整備や風土改革など組織基盤
づくりを行いたい」など、構想はあるものの、
それを具現化できていないケースも多い。ま
た、自社の成長ポテンシャルに十分気づけてい
ないことも珍しくない。こうした構想や成長可
能性を明確化することで、事業分野拡張・販路
拡大・生産性向上・経営管理強化など、いわば
「攻めの経営」を実行することが求められる。

（2）データでみる人材還流の特徴
それでは、都市部からの地方部への労働移動
はどのような状況だろうか。わが国の公的統計
では、都市部から地方への転居を伴う労働移動
に関して、その要因分析はおろか概要も把握し

東京一極集中の是正がわが国喫緊の課題となる中、地方に仕事をつくり、地方への新しい人の
流れをつくるために何が必要だろうか。内閣府地方創生推進室や各道府県から当社が事務局を委
託された「プロフェショナル人材事業」から得た示唆を基に考察する。
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きれていないのが実情である。例えば人口移動
については住民基本台帳人口移動報告や国勢調
査などから移動数等は確認できるものの、就労
との結びつきは把握できない。
そうした中、当社では平成27年度経済産
業省委託調査事業「労働移動に関する実態調
査」（5）を実施し、地域をまたぐ転職について調
査を行った。興味深いのは転居を伴う転職者の
「転居先の地域との関係性」である。転居を伴
う転職者のうち、およそ3割は「縁もゆかりも
ない」地域へ転職していることが明らかとなっ
た。「東京圏（一都三県）から地方圏（一都三県
以外）」への転職層に限ってみても「35-44歳」
（30.8％）と「45-60歳」（32.6％）では3割が「縁
もゆかりもない」地域へ転居している。地方へ
の人材還流というと、一般的にはUターンを
想起しがちである。しかし、地域起点ではなく
転職先の仕事・ミッション・意義等に強い関心
を示して動いている層が一定数存在すること
は、国や自治体が人材還流に関する施策を検討

する際にも注目すべき傾向である。

（1）「プロフェッショナル人材事業」のスキー
ムの狙いと仕組み
内閣府では、前述の「地域しごと問題」を解
消しつつ、地域経済を牽引する地域企業の成
長を後押しするため、平成27年度より「プロ
フェッショナル人材事業」（以下、当該事業と
する）をスタートさせた。当該事業では潜在成
長力のある地域企業に対し、プロフェッショナ
ル人材（以下、プロ人材とする）の採用支援活動
を行う「プロフェッショナル人材戦略拠点」を
東京都以外の全国46道府県に設置している。こ
の拠点には、知事からの委嘱を受けたマネー
ジャー1名と、他数名のサブマネジャー等が在
籍している。各拠点は、地域企業の経営者を対
象に、各企業に個別に接触し、経営者に「攻め
の経営」を促すことを第1のミッションとし、平
成28年1月頃から拠点活動を本格的に開始した。

	
1. 国が主導して地域企業の成長に資す

る人材採用支援を開始

（資料）平成27年度経済産業省委託調査事業「労働移動に関する実態調査」（みずほ情報総研受託）

図表1　転居を伴う転職者の転居先地域との関係
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上述したような「攻めの経営」を具現化するた
めに必要なプロフェッショナルな人材に対する
ニーズが出た際には、拠点はそのニーズを人材
市場に発信する。発信されたニーズは、拠点に
登録されている人材紹介事業者を通じてマッチ
ングされる。尚、拠点は、各地域の有望企業の
発掘やアプローチに際し、地域金融機関や各種
支援機関等とも積極的に連携をとっている。
また、こうした人材紹介事業者経由の人材

ルートに加え、平成28年秋からは大企業等と
連携した人材交流（出向・研修）もルートとし
て整備・運用している。平成29年12月時点で
すでに25社とパートナーシップを結んでおり、
役職定年前後の人材や中堅の経験蓄積、親の介
護支援などの多様な活用促進を図っている。

（2）経営課題に紐づくミッションの掘り起こし
が奏功 ～2,500件近いマッチングが成立～
事業本格稼働から2年弱の平成29年12月時点
において、すでに約2万件の経営層からの相談
件数があり、2,400件を越える地域企業とプロ

人材のマッチングが成立している。これは、一
重に拠点マネージャー（後述）による経営課題
に紐づく潜在ニーズの精力的な掘り起こしによ
るものである。経営者との膝詰めでの面談によ
る「攻めの経営」への後押しによって、都心部
を中心としたプロ人材がチャレンジしたくなる
ような「ミッション」が浮かび上がり、経験や
資格といった求人スペックのみでないマッチン
グが誕生している。この「ミッション」の言語
化と発信が、当該事業の進展の原動力ともなっ
ている。
尚、ここでいう「攻めの経営」を具現化する

「ミッション」とは、例えば経営者を支える右腕
として企業マネジメントに携わる「経営管理」や、
新規事業・海外現地事業立ち上げなど企業の新
事業分野を開拓する「販路拡大」「事業分野拡張」、
開発や生産等の現場で新たな価値（新たな製品開
発、生産工程の見直し等）を生み出すことのでき
る「生産性向上」などを指しており、各々のミッ
ションの内訳実績は次々頁の通りである。
成約の内訳をみると製造業が6割を占めるほ

（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト（平成29年12月末現在）http://www.pro-jinzai.go.jp/about/scheme.html

図表2　プロフェッショナル人材事業のスキーム
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か、生産性向上や販路拡大、経営管理、事業分
野拡張など多岐にわたるミッションでマッチン
グが生まれている。また、当初は50代以降の
マッチングが大半を占めると思われたが、30代・
40代のミドル層のマッチングが半数以上を占め
ており、まさに働き盛りのプロ人材が地域企業
で新たなチャレンジをスタートさせている。
さらに、採用した人材に対する企業の満足度

も高い。当該事業ではプロ人材を採用した企業
向けのアンケート（6）から、採用したプロ人材
に対する満足度についても確認している。働き
ぶり・知識スキル・経験などいずれの観点でも
「満足」（「大いに満足」と「やや満足」の和）が6

割前後を占めている。特筆すべきは今回の調査
において、2名以上のプロ人材を採用した企業
が2割強ある点や、今後プロ人材をさらに採用
したいと意向のある企業が（採用の可能性もあ

る企業も含めると）6割存在する点である。自
社の中核となる人材を外部採用した企業がそ
の活用可能性に気づき始めている様子がうか
がえる。
また、アンケートでは、プロ人材の評価にと
どまらず、人材採用による効果（事業の推進等
により派生的に発生する新たな雇用創出効果）
についても聞いている。プロ人材の採用や活躍
に伴う追加的な人材ニーズによって新たに採用
した人材は、調査対象企業全社の総計で821名
であった。さらに、今後新たに採用する予定の
人材は、調査対象企業全社の総計で1,064名で
あった。
調査対象企業全社における採用されたプロ人
材の総数は450名であることから、プロ人材1

人あたりの雇用創出効果（今後新たに採用する
予定の人材を含む）は4.2人とも考えられる。プ

（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト（平成29年12月末現在）http://www.pro-jinzai.go.jp/about/scheme.html

図表3　プロフェッショナル人材戦略拠点とパートナーシップ締結した都市部大企業等
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（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトhttp://www.pro-jinzai.go.jp/recruit/index.html

図表4　成約件数と相談件数の推移

（資料）プロフェッショナル人材戦略全国事務局調べ

【プロ人材受入企業業種】
（N=2,416）

【プロ人材受入企業規模（売上）】
（N=2,416）

【プロ人材受入企業規模（従業員）】
（N=2,416）

【県外への転居有無】（N=2,416）

【プロ人材の年代】（N=2,416）

【プロ人材のポスト】（N=2,416）

【プロ人材のミッション】
（N=2,416）

（H29年12月末現在）

（H29年12月末現在）

図表5　成約事例の内訳
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ロ人材を採用することで、地域に新たな雇用も
生んでいる。

（3）プロフェッショナル人材事業の成功要因
このように量質ともに良好な実績を伴い成長

している当該事業であるが、成功した要因とし
て3つの点が考えられる。
第1には、拠点による強力な「潜在的な求人
ニーズ発掘力」である。拠点のマネージャーは、
メーカーや金融機関の役員、元経営コンサルタ
ント等が多く、自らも経営革新に果敢にチャレ
ンジしてきた実績を持っている。地域企業の経
営トップに会い、そのトップが持っている色々
な構想を明確化し、もしくは背中を押すことで
潜在的な人材ニーズを掘り起こしている。さら
には、本人の人脈も活かしながら、金融機関、
経済産業関連団体と密に連携して、企業開拓を
行っている。当該事業では、仮説として地方の
企業をいかに輝かせるか、需要面をいかに磨く
かという問題意識から事業を開始したところで
あり、潜在的求人ニーズの発掘力が要因の1つ
となっている。
第2には、「民間人材紹介機能のプロ人材還

流市場への参入」である。人材の地域還流市場
については、民間の人材ビジネス市場が未成熟
な領域であった。実際、2015年に一般社団法
人人材サービス産業協議会が発表した意見書に
よると、有料職業紹介事業の許可事業所の約半
数（47％）が東京都・大阪府・愛知県の3都府県
に集中しており（7）、大都市部への偏在がみら
れる。民間人材ビジネス会社の職業紹介サービ
スは、求人企業と転職希望者のマッチングが成
功して初めて手数料を受け取る「成功報酬型」
のビジネスモデルが一般的である。このマッチ
ングに至るまでには転職希望者の集客やキャリ
アコンサルティング等に加え企業の求人開拓や
期待値調整などを行っているが、そうしたビジ
ネス構造上、求人開拓先の地方への拡大は時間
的・金銭的コストの面から採算が合わなかっ
た。また、転職希望者の多くも、総じて高条件
求人の多い都市圏への転職を志向する傾向が高
く、都市部から地方への人材還流に民間人材ビ
ジネス事業者が乗り出すには障壁が高かった。
しかし、当該事業を通し、地域有望企業の魅力
的な人材ニーズを拠点が発掘したことにより、
人材会社が本格的にマッチングを行うケースが

（資料）プロフェッショナル人材の採用・活用に関するアンケート（平成29年度）プロフェッショナル人材戦略全国協議会事務局

図表6　採用したプロフェッショナル人材に対する評価



vol.15　2018

7

多々見られるようになった。特筆すべきは拠点
の介在により人材会社が地域企業の経営層と会
えている点にある。単なる人材要件などではな
く、経営課題や組織・人事課題を踏まえたミッ
ションを経営層から引き出せることにより、都
市部の求人にも引けを取らないような魅力的な
ポストや仕事内容の顕在化に成功している。加
えて、当該事業を通し、地方の魅力的な企業へ
の転職実績が生まれ、人材会社がこれまで想定
していなかったような Iターン転職なども多数
発生している。実際、こうした新たな転職実績
の蓄積により、ある大手人材会社では事業戦略
を見直す契機にもなっている。
第3には、各道府県のマネージャー間のコミュ
ニティによる共創の土壌が形成されていること
である。事務局が主催した「ブロック別協議会」
（北海道東北ブロック、首都圏ブロック、北陸中
部ブロック…など全国6つの地域ごとに拠点が
集い、拠点活動の課題や工夫、方針等について
共有や議論を行う会議）や「テーマ別協議会」（企
業アプローチ、企業コンサルティング方法、人
材会社との効果的な連携…など主要テーマごと
に関心のある拠点が集い、各拠点の工夫や課題
等について共有・議論を行う会議）等では、共
通の事業課題に対して拠点同士が一緒に解決し
ていく動きが見られた。例えば拠点の企業コン
サルティングノウハウやツールを開示して、ど
のように経営者と距離を詰めていけばよいか議
論を行っている。また金融機関等との連携が進
んでいない拠点に関しては、今現在取り組んで
いるアプローチを披露し、他拠点マネージャー
からの助言を取組に活かすケースも見られてい
る。平成28年度は、オフィシャルものだけでも、
6つのテーマで11回にわたる上記協議会を開催
した。また、例えば北海道・東北や近畿、九州
など自主的な情報連絡会や共同セミナーなどの
イベント共催等もすでにスタートしている。

（1）大企業・地域企業双方に眠る高い潜在ニーズ
さて、前述のように2,500件近いマッチング
を生み出してきた当該事業ではあるが、その
背後には約2万件にも及ぶ企業からの相談や
8,000件を超える人材ニーズが寄せられてい
る。即ち、地方からの圧倒的な人材ニーズに対
して、都市部からの人材供給が追い付いていな
い状況にある。そうした中、人材紹介会社の”
転職”経路に続く第2のルートとして、新たに
着手してきたのが大企業からの出向・研修・兼
業等による還流ルートである。本節では、この
大企業連携スキームを説明するとともに、取り
組みを通して見えてきた新たな可能性や課題を
紹介したい。
そもそも当該事業で大企業との連携が構想さ
れたきっかけは、大企業から寄せられた高い
関心にあった。事業開始直後の平成27年11月、
東京で開催したシンポジウムの参加者約300名
のうちおよそ3割は大企業の人事関係者であっ
た。我々事務局が企業人事関係者へのインタ
ビューや、大企業数社によるラウンドテーブル
等を実施したところ、明らかになったのは地方
企業ニーズとフィットしうる大企業側のニーズ
であった。
例えば大企業A社では、家族の介護等の生活
事由にともなう社員の地方勤務ニーズに対して
必ずしも社員の要望を満たしきれていなかっ
た。また、定年近くの社員がUターンを希望
してもそのニーズにこたえられるのは限定的で
あった。企業人事が紹介しうる出向先・再就職
先の候補企業の多くは取引関係や資本関係先に
限られていたためである。今後、そのような層
の増加で地方へのUターンニーズの一層の増
加も予想される中、当該事業の全国津々浦々の
地域企業ネットワークに強い期待を抱いてい

	
2. 新たな可能性：大企業人材の出向・

兼業を通した人材交流
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た。また、5年後・10年後の社内年齢別人口構
成をシミュレーションした大企業B社では、近
い将来社員の意欲や豊富な知見・キャリアを活
かしきるポストの不足を懸念して当該事業との
連携に至った。大企業C社では、むしろ若手・
中堅社員の成長機会先として当該事業に期待を
寄せている。社員にとって縁もゆかりもない地
方企業で、例えば経営者の右腕となって活躍す
る経験は大企業ではなかなか経験できないから
である。その他、海外帰任者向けのニーズ、多
様な働き方促進ニーズなど各社各様の背景・狙
いから大企業は当該事業に関心を寄せている。
もちろんこうした大企業人材の受け入れは地

域企業にとってもメリットがある。例えば、大
企業が有する経営管理や生産性向上等のノウハ
ウ、ネットワーク等は地域企業の経営にとって
も大いなる資産となり得る。とくに、歴史的な
人材不足にある昨今の労働市場環境下にあって
は、大企業人材の出向・兼業等による人材確保
策は一層有益な選択肢であろう。

こうした労働需要側・供給側双方の潜在的な
ニーズを受けて、平成28年秋から開始したの
が大企業との連携である。尚、当該事業におけ
る大企業連携は、個人の自発的な意志によって
地方創生に資する人材移動がなされるよう留意
している。具体的には、地域企業からの人材
ニーズ発生を前提として、大企業在籍社員本人
の応募意思があった場合のみ大企業 -地域企業
間の協議に入り、片道切符の出向などではない
人材交流等をベースとするよう運用している。

（2）大企業人材が促す地域企業の成長
大企業連携開始から1年ほど経た平成30年1

月現在、37件の成約事例が出ている。例えば
鳥取県のとある企業D社では、グローバル化へ
の対応を進めている中、社長を長年支えてきた
CFO（技術分野以外の経営を担当）が高齢のた
め退任したことで、経営戦略の立案や実行がで
きる人材の獲得が急務となっていた。こうした
人材確保にむけて中途採用に数年取り組んでい

（資料）大企業連に関する事業説明資料（平成28年度）プロフェッショナル人材戦略全国協議会事務局

図表7　大企業におけるニーズ
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たものの、人材の応募は芳しくなかった。そん
な中、パートナーシップ大企業で海外事業責任
者や子会社代表取締役を経験した人材のマッチ
ングに成功した。「海外勤務経験が長く、場所
は不問。これまで培った経営経験・グローバル
マネジメント知見を活かし、企業成長の礎とな
れるような仕事内容を希望」という本人の意向
とも合致し、現在企業改革に着手している。
また、福井県の企業E社では人事総務等を担

当する中核人材が不在となり、専門知識を有す
る経験豊富な人材が必要となった。人材不足の
労働需給状況のなか、専門人材の中途採用は
難しいと諦めかけていた矢先、大企業から人
事総務経験者の50歳代のプロ人材の出向が決
まった。特筆すべきはこの大企業側の対応であ
る。大企業側の人事責任者が数度にわたり受け
入れ側の地域企業社長と面会。社長のビジョン
や人柄はもちろん、社員の様子や会社・工場内
の隅々にわたるまで確認して初めて本人との面
談を設定し出向成約に至った。現在、入社半年
も経たないうちに社内稟議フローの改善や5S

浸透、部門別採算の導入などを次々と企業に変
化をもたらしているという。大企業側の個別丁
寧な対応こそがミスマッチを緩和し、受け入れ
企業・本人・送り出し企業の三者ともにWin-

Winになれるような人材還流を実現すると考
えられる。

（3）兼業型人材還流の可能性
さて、こうした大企業人材の還流の一層の促

進に期待されるのが兼業・副業による人材還流
である。転職であれ出向であれ、地域をまたぐ
移動の場合、新たな土地・企業にいきなりフル
タイムで移り住むことには抵抗を感じることも
珍しくない。しかし、兼業・副業の形で、まず
は週1～2日などスポット的に地域企業に関与
すればそうしたハードルは緩和できる。兼業・

副業といえば、IT業界においては先行的に進
んできたが、近年大手メーカーにおいても容
認・解禁する動きが報道されている。また、厚
生労働省においても兼業・副業に係る就業モデ
ルが公表されるなど、解禁・容認への流れが今
後一層加速することが予想される。
当該事業においてもスポット的な地域移動の
事例が生み出されている。例えば鳥取県のとあ
る IT会社F社では、地元小学生向けプログラ
ミング教室の運営・教材設計等にあたり、高い
品質でのサービス提供に課題を感じていた。そ
こで当該事業を通してマッチングされたのが東
京に本社をもつ大手企業の子会社である。都市
圏中心にプログラミング教室を展開する同社の
人材が、多いときには週2回ペースで鳥取を訪
問し、教室運営ノウハウの提供やサービス品質
向上に多大な貢献を果たした。スポット的な関
与が受け入れ企業にとってもメリットがあるこ
とを示す事例である。今後、マーケティング戦
略立案のアドバイス、技術指導・生産性向上ア
ドバイザリなど、さらに幅広いニーズの展開が
期待される。
平成30年2月現在、我々事務局では、こうし

た事例をさらに積み重ねるべく、新たな取り組
みを試行している。それは、地域企業の課題や
ミッションを切り出し、大企業側と摺り合わせ
るという手法だ。採用や出向など、人材確保の
形態にこだわるのではなく、あくまで先にプロ
ジェクトベースで連携可能性を模索し、双方に
可能性があればその連携形態を協議するという
試みである。採用（転籍）や出向にとどまらず
兼業という選択肢があることで、大企業から地
域企業への人材橋渡しの可能性が大きく拡がる
ことが考えられる。

地域に魅力的な仕事が存在せず若者が流出

	
おわりに：
企業と社員との関係性を見直す転換期
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地域企業・地域経済を成長に導くプロフェッショナル人材の活用　 

していく「地域しごと問題」解決にむけ、プロ
フェッショナル人材事業の取り組みや知見など
を紹介した。地域企業が成長し、都市部への人
材流出に少しでも歯止めをかけるために、どう
いったことが必要だろうか。プロフェショナル
人材事業から得られた示唆や今後の課題につい
て以下3点を整理したい。
まず第1に地域にある潜在的な求人ニーズの

発掘である。当該事業のマネージャーが地域企
業の経営トップに会い顕在化させた人材ニーズ
に魅力を感じ、実際に2,400人以上の人材が転
職などを行っている。こうしたニーズは拠点マ
ネージャーが経営トップと議論しなければ明確
にならなかったものが多い。また、拠点マネー
ジャーのアドバイスがあったからこそ、ニー
ズの魅力がより引き出されたケースも珍しくな
い。今後、マネージャーが有する高い経営相談
力・ニーズ発掘力の研究等を通し、こうしたニー
ズ発掘をより拡充していくことが求められる。
第2は人材の地域還流市場の自立化である。

民間人材サービスの多くは都市圏に偏在してい
るのが実情である。前述の通り、2015年に一
般社団法人人材サービス産業協議会が発表した
意見書によると、有料職業紹介事業の許可事業
所の約半数（47％）が東京都・大阪府・愛知県
の3都府県に集中している（8）。こうした都市圏
偏重に風穴を空け、人材紹介サービスのビジネ
スモデル上難しいとされてきた地域還流人材市
場の成立に寄与したことも当該事業の大きな貢
献であろう。ただし、こうした市場の形成はま
だ緒についたばかりである。こうした市場がよ
り持続的に機能し地域に根付いていくたため
に、引き続き一定の公的支援も継続しながら、
スキーム検証等、民間人材サービス機能の自立
化に向けた取り組みを行う必要がある。
そして第3に、大企業人材による還流の促進
である。前述したように都市部大企業・地域企

業・本人の3者ともに潜在ニーズがあるにも関
わらず、大企業在籍人材の地域還流が実際にな
されるまでには課題が山積している。そうした
課題の1つが、大企業在籍人材の自発的な社外
転身ニーズの喚起であろう。政府が人生100年
時代構想会議を実施し、これからの雇用の在り
方を検討しているように、職業人生の長期化が
今後一層すすむ中、1社のみに過度に依存しな
いキャリア形成の在り方はわが国として大きな
課題となっている。企業も、組織と個人の関係
性を見直し、社員の持続的な成長とキャリア形
成をいかに新たに支援するか、今まで以上に重
要なテーマとなっている。実際、当該事業で平
成29年12月に実施したシンポジウム『人生100

年時代における大企業と社員のあり方を考え
る』では企業人事を中心に400名を超える参加
申し込みがあり、大企業からの関心の高さが伺
えた。今後はこうした関心を実行に結びつける
べく、大企業社内におけるキャリア自律促進、
個人の学び直し機能の充実、大企業在籍人材の
（兼業・出向等も含めた）ゆるやかな労働市場
の形成などが必要になろう。
こうした取り組みは、これまで長い時間をか
けて醸成されてきたわが国の雇用慣行や文化・
意識などを変えるものでもあり、一朝一夕には
成し得ない。個々の能力開発・キャリア開発等
による「自助」、各企業の施策や民間人材サー
ビスの発展等による「共助」、そしてそうした
動きを下支えし後押しするための行政支援等の
「公助」。この三位一体で取り組んでこそ初めて
実現できるものである。働き方改革、人づくり
革命、人生100年時代構想等でしばしば課題視
されている、わが国特有の働き方の変革は、地
方創生を推進する上でも礎となるべき必要不可
欠なものである。
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注
（1） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」平成29年
（2017年）

（2） リクルートワークス研究所「第33回ワークス大卒
求人倍率調査（2017年卒）」

（3） 厚生労働省「新規学卒者の事業所規模別・産業別
離職状況」

（4） 同方針は、その後閣議決定・公開された「まち・
ひと・しごと創生基本方針2017」（平成29年6月9
日閣議決定）や「まち・ひと・しごと創生総合戦略
（2017改訂版）」（平成29年12月22日閣議決定）に
おいても踏襲されている。

（5） 経済産業省経済産業政策局 産業人材政策室 委託
事業

 「平成27年度産業経済研究委託事業 労働移動の実
態等に関する調査」（委託先：みずほ情報総研株式
会社） 詳細はこちらを参照されたい

 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/ 2 0 1 6 fy/ 
000095.pdf（PDF形式 :5.45MB）

（6） アンケート調査は「平成29年3月31日までに、当
事業を通じてプロ人材を採用した企業」658社が対
象。平成29年8月 -9月に調査票の郵送配布あるい
はWEB上での回答を依頼し、有効回収数 417件
（有効回答率 63.4％）であった。※尚、調査票の郵
送配布に際しては、全国協議会事務局から各道府
県の拠点へ調査票を配布し、各拠点から企業へ調
査票を転送した。拠点が企業へ調査票を送付する
際、調査対象となり得る企業であっても、関係性
等に応じて送付を省略した企業がある。そのため、
本調査で調査票が配布された658社は、「平成29年
3月31日までに、当事業を通じてプロ人材を採用
した企業」の全数ではない。

（7） 一般社団法人人材サービス産業協議会「雇用仲介
事業に関する規制の見直しによる民間の労働力需
給調整機能の活用に関する意見書」2015年

（8） 一般社団法人人材サービス産業協議会「雇用仲介
事業に関する規制の見直しによる民間の労働力需
給調整機能の活用に関する意見書」2015年


