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学生はなぜ学生はなぜ

合説会場に来なくなったのか…合説会場に来なくなったのか…



合説に参加した学生は5年間で半減合説に参加した学生は5年間で半減
参加人数は参加人数は参加人数は参加人数は700人まで落ち込んでいます。逆に企業は人まで落ち込んでいます。逆に企業は人まで落ち込んでいます。逆に企業は人まで落ち込んでいます。逆に企業は52社増えて社増えて社増えて社増えて276社です。社です。社です。社です。
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2019年3月サンドーム福井における合説状況

全ての合説イベントが前年に比べ全ての合説イベントが前年に比べ全ての合説イベントが前年に比べ全ての合説イベントが前年に比べ2-3割減になっています。割減になっています。割減になっています。割減になっています。

日時日時日時日時 主催者主催者主催者主催者 参加学生参加学生参加学生参加学生
出展企業出展企業出展企業出展企業
数数数数

社当たり社当たり社当たり社当たり
学生数学生数学生数学生数

3月1日 ステッピング 420人 180社 2.3

2.53月3日 ふるさと魅力 700人 276社 2.5

3月4日 マイナビ 370人 100社 3.73月4日 マイナビ 370人 100社 3.7

3月6日 リクナビ 250人 78社 3.2

2-3月 福井版合説GO 291人 18社 16.1

(株)サーフボード調べ

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



県が大都市で開催したUIターン合説の参加者県が大都市で開催したUIターン合説の参加者

東京・名古屋・大阪・京都の東京・名古屋・大阪・京都の東京・名古屋・大阪・京都の東京・名古屋・大阪・京都の4会場で開催。Ｈ会場で開催。Ｈ会場で開催。Ｈ会場で開催。Ｈ29年は累計出展企業年は累計出展企業年は累計出展企業年は累計出展企業221社に対し参加学社に対し参加学社に対し参加学社に対し参加学

生はわずか生はわずか生はわずか生はわずか169人です。それら地域へ進学した学生は約人です。それら地域へ進学した学生は約人です。それら地域へ進学した学生は約人です。それら地域へ進学した学生は約1500人で人で人で人で1割程度の参加です。割程度の参加です。割程度の参加です。割程度の参加です。
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学生総数学生数学生数学生数学生数/企業数企業数企業数企業数 1.3 1.0 0.7 0.8

福井県若者・定住支援課発表資料
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高校生の進学推移(福井県）高校生の進学推移(福井県）
高校生の大学進学数は過去高校生の大学進学数は過去高校生の大学進学数は過去高校生の大学進学数は過去5年間約年間約年間約年間約4,200人前後の横ばいで推移し人前後の横ばいで推移し人前後の横ばいで推移し人前後の横ばいで推移し
てきました。合説参加数への影響はほとんどないようです。てきました。合説参加数への影響はほとんどないようです。てきました。合説参加数への影響はほとんどないようです。てきました。合説参加数への影響はほとんどないようです。

高校生の進路推移高校生の進路推移高校生の進路推移高校生の進路推移

大学進学数 専修学校 就職 その他 高校卒業総数
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福井県高校教育課資料より

その他 266 301 286 264 283 

高校卒業総数 7,365 7,564 7,348 7,503 7,483 

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



なぜ、合説参加人数が減り続けているのか？なぜ、合説参加人数が減り続けているのか？なぜ、合説参加人数が減り続けているのか？なぜ、合説参加人数が減り続けているのか？

高校生の大学進学数は約4,200人です。高校生の大学進学数は約4,200人です。

そのうち、2,700人(65％)が県外の大学に進学しています。

Uターンする学生は、700～800人程度(3割）です。Uターンする学生は、700～800人程度(3割）です。

福井県経営者協会の報告では専修学校などを加え、毎年

2,5002,5002,5002,500人以上が就職を機に大都市に流失人以上が就職を機に大都市に流失人以上が就職を機に大都市に流失人以上が就職を機に大都市に流失しています。流失しています。流失しています。流失しています。流失

数は年々増加しています。数は年々増加しています。数は年々増加しています。数は年々増加しています。

全国的に、ますます首都圏一極集中が進むと懸念されて

います。います。

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

2018年から年から年から年から18歳人口が減少期に歳人口が減少期に歳人口が減少期に歳人口が減少期に

2017年度の18歳人口を100とした時の指数の推移を示したグラフです。

2029年度は、全国平均89の中で、特に北陸は82に減少します。要注意！

© 2019 Surfboard.co.,Ltd. 進研アドより



2020卒採用活動スケジュール2020卒採用活動スケジュール

• 経団連の指針により、大手企業の採用日程は経団連の指針により、大手企業の採用日程は経団連の指針により、大手企業の採用日程は経団連の指針により、大手企業の採用日程は
①採用情報提供開始 3月1日～

②選考開始 6月1日～

③内定通知・内定式 10月1日～③内定通知・内定式 10月1日～

• 大都市での採用活動は大都市での採用活動は大都市での採用活動は大都市での採用活動は
3年生の年生の年生の年生の夏休み夏休み夏休み夏休み(7・・・・8月）から冬休み月）から冬休み月）から冬休み月）から冬休み(1月）に月）に月）に月）にかけてかけてかけてかけて1Dayインターインターインターインター
ンシップとンシップとンシップとンシップという名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっていますンシップとンシップとンシップとンシップという名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっていますいう名称の「企業説明会」から選考が始まっています

（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、3年生に対し年生に対し年生に対し年生に対し4・・・・5月頃に月頃に月頃に月頃に（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、（大学のキャリア支援センターは、3年生に対し年生に対し年生に対し年生に対し4・・・・5月頃に月頃に月頃に月頃に
就職ガイダンスで「就職ガイダンスで「就職ガイダンスで「就職ガイダンスで「1Dayインターンシップ」への参加を指導インターンシップ」への参加を指導インターンシップ」への参加を指導インターンシップ」への参加を指導
しています。）しています。）しています。）しています。）しています。）しています。）しています。）しています。）

県内企業採用スケジュール県内企業採用スケジュール

福井県内の企業の多くは福井県内の企業の多くは福井県内の企業の多くは福井県内の企業の多くは3月からのスロースタートです。月からのスロースタートです。月からのスロースタートです。月からのスロースタートです。

45 県内企業の採用活動スタート時期（2018春採用）
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都市と地方の採用フロー比較都市と地方の採用フロー比較
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大手ナビサイト参考

県内学生の就活開始時期

福井県経営者協会が実施したアンケート結果によると、地元の学生福井県経営者協会が実施したアンケート結果によると、地元の学生福井県経営者協会が実施したアンケート結果によると、地元の学生福井県経営者協会が実施したアンケート結果によると、地元の学生
はははは3年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて1Dayインターンシップに参加しインターンシップに参加しインターンシップに参加しインターンシップに参加し

就活開始時期就活開始時期就活開始時期就活開始時期 割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

はははは3年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて年生の夏休みに都会へ出かけて1Dayインターンシップに参加しインターンシップに参加しインターンシップに参加しインターンシップに参加し
ている調査結果になっています。ている調査結果になっています。ている調査結果になっています。ている調査結果になっています。

就活開始時期就活開始時期就活開始時期就活開始時期 割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

入学時入学時入学時入学時 3.3

大学大学大学大学2年年年年 5.8大学大学大学大学2年年年年 5.8

大学大学大学大学3年春年春年春年春 19.8

大学大学大学大学3年夏年夏年夏年夏 47.1

大学大学大学大学3年秋年秋年秋年秋 7.43 7.4

大学大学大学大学3年冬年冬年冬年冬 12.4

大学大学大学大学4年から年から年から年から 4.2大学大学大学大学4年から年から年から年から 4.2

福井県経営者協会資料より

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



今どきの学生とは…

若者は電話に出ないメール見ない若者は電話に出ないメール見ない

ＴＶもニュースもＴＶもニュースも

服を買うのも

音楽を聴くのも音楽を聴くのも

食事に行くのも

旅行に行くのも旅行に行くのも

全てがスマホ！全てがスマホ！

合説イベントの告知はＴＶや紙媒体と親元へのＤＭですが、学生に届いている合説イベントの告知はＴＶや紙媒体と親元へのＤＭですが、学生に届いている

のでしょうか？

スマホを利用するなど、伝え方を変えることでUIターン希望者がもっと増える

のではないでしょうか！

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



大学生のＰＣとスマホの所有率大学生のＰＣとスマホの所有率

大学生へリーチするには、スマホが欠かせない大学生へリーチするには、スマホが欠かせない

【2018年度版】大学生のPCスマホ普及率・SNS利活用アンケート調査結果

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

【2018年度版】大学生のPCスマホ普及率・SNS利活用アンケート調査結果

WEBマーケティングコンサルタント会社調べ

大学生が日常的に利用するSNSランキングSNS

大学生になじみのあるInstagramやFacebookの写真閲覧で、
雰囲気を知ることができるUI（ユーザーインタフェース）が支雰囲気を知ることができるUI（ユーザーインタフェース）が支
持されています。

LivedoorNEWSより© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



学生が就職先を選ぶポイント学生が就職先を選ぶポイント

学生は第一に会社の雰囲気を知りたいと思っています。

項目項目項目項目 割合割合割合割合

会社の雰囲気が良い会社の雰囲気が良い会社の雰囲気が良い会社の雰囲気が良い ６６．５６６．５６６．５６６．５

勤務時間・休日が理想的勤務時間・休日が理想的勤務時間・休日が理想的勤務時間・休日が理想的 ５８．２５８．２５８．２５８．２

福利厚生が充実福利厚生が充実福利厚生が充実福利厚生が充実 ４９．８４９．８４９．８４９．８

職種職種職種職種 ４４．２４４．２４４．２４４．２職種職種職種職種 ４４．２４４．２４４．２４４．２

業種業種業種業種 ４１．０４１．０４１．０４１．０

安定した事業性安定した事業性安定した事業性安定した事業性 ３５．１３５．１３５．１３５．１安定した事業性安定した事業性安定した事業性安定した事業性 ３５．１３５．１３５．１３５．１

将来性がある将来性がある将来性がある将来性がある ３１．９３１．９３１．９３１．９

自宅から通勤できる自宅から通勤できる自宅から通勤できる自宅から通勤できる ２３．５２３．５２３．５２３．５自宅から通勤できる自宅から通勤できる自宅から通勤できる自宅から通勤できる ２３．５２３．５２３．５２３．５

給与が高い給与が高い給与が高い給与が高い ２１．１２１．１２１．１２１．１

専攻分野が活かせる専攻分野が活かせる専攻分野が活かせる専攻分野が活かせる １４．７１４．７１４．７１４．７

教育研修制度が充実教育研修制度が充実教育研修制度が充実教育研修制度が充実 ９．６９．６９．６９．６

大手ナビサイト資料より© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

今後、採用で失敗しないために今後、採用で失敗しないために

1. 地方における採用難は景気ではなく、都会へ学生の流出都会へ学生の流出都会へ学生の流出都会へ学生の流出が増加し続け1.

ていることが要因です。地方の魅力の伝え方を、今の時代に合わせて変
える必要があります。

2. 学生は3年生の夏休みから1Dayインターンに参加し早期から就活をス

タートしています。冬休みにはすでに志望業種や企業を絞り込んでいま
す。2・・・・3月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです。す。2・・・・3月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです月の合説では手遅れです。

3. スマホ世代スマホ世代スマホ世代スマホ世代の若者はTVも新聞も見ていません。残念なことに彼らに地方

の会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません。さらに、親世代もスマホ世代にの会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません会社の情報は全く伝わっていません。さらに、親世代もスマホ世代に
加わりつつあります。

4. 企業側はより優秀な人材を選ぼうとしていますが、今の学生は働きやす働きやす働きやす働きやす4. 企業側はより優秀な人材を選ぼうとしていますが、今の学生は働きやす働きやす働きやす働きやす
い会社を選ぶい会社を選ぶい会社を選ぶい会社を選ぶ時代です。企業側は社員がいきいき働いている姿や、地
方での暮らしを積極的に発信することで、選ばれる会社をアピールする
ことが重要です。ことが重要です。



スマホで参加する就職イベントスマホで参加する就職イベント

“合説GO!”ご提案“合説GO!”ご提案

2017年に内定辞退防止向けスマホアプリ

Chaku2（ちゃくちゃく）NEXT開発Chaku2（ちゃくちゃく）NEXT開発
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2018年12月にスマホアプリ上で

合同企業説明会「合説GO!」サービス開始合同企業説明会「合説GO!」サービス開始

求人企業の求人企業の求人企業の求人企業の 就就就就活生やインターン生、活生やインターン生、活生やインターン生、活生やインターン生、求人企業の求人企業の求人企業の求人企業の
経営者や採用経営者や採用経営者や採用経営者や採用担当者担当者担当者担当者

就就就就活生やインターン生、活生やインターン生、活生やインターン生、活生やインターン生、
第第第第2新卒新卒新卒新卒
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「合説GO!」は6月から

新3年生向けにネットで1Dayインターン新3年生向けにネットで1Dayインターン

求人企業は2ヶ月ごとに契約更新になり入れ替わりが発生します。6月を境に

（（（（2021卒）卒）卒）卒） 新年度の2・3年生（（（（2020卒）卒）卒）卒） 3年生 → 4年生対象

求人企業は2ヶ月ごとに契約更新になり入れ替わりが発生します。6月を境に

対象とする学生が4年生から3年生に代ります。

（（（（2021卒）卒）卒）卒） 新年度の2・3年生

対象
（（（（2020卒）卒）卒）卒） 3年生 → 4年生対象

3月1日解禁 6月1日内々定出し 10月1日内定式GW前選考終了

12121212----1111月月月月 2222----3333月月月月 4444----5555月月月月 6666----7777月月月月/8/8/8/8----9999月月月月 10101010----11111111月月月月

3月1日解禁 6月1日内々定出し 10月1日内定式GW前選考終了

12121212----1111月月月月 2222----3333月月月月 4444----5555月月月月 6666----7777月月月月/8/8/8/8----9999月月月月 10101010----11111111月月月月

3年生プレ年生プレ年生プレ年生プレ
就活就活就活就活

冬インター冬インター冬インター冬インター
ンシップンシップンシップンシップ

合説合説合説合説
本番本番本番本番

2・・・・3年生対象年生対象年生対象年生対象
夏夏夏夏1Day

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ

秋冬秋冬秋冬秋冬1Day

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ

公務員志望公務員志望公務員志望公務員志望

選考会選考会選考会選考会
誘導誘導誘導誘導

2次追次追次追次追
ンシップンシップンシップンシップ インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ 公務員志望公務員志望公務員志望公務員志望

２次募集２次募集２次募集２次募集

2次追次追次追次追

加募集加募集加募集加募集



企業は雰囲気を伝える写真を企業は雰囲気を伝える写真を企業は雰囲気を伝える写真を企業は雰囲気を伝える写真をSNSSNSSNSSNS投稿投稿投稿投稿
主催者はハッシュタグ（#）をつけてお題を提示、企業にテーマに沿って
SNS投稿してもらうことで活性化させます。就活生はハッシュタグ（#）で
テーマの検索が可能です。就活生がその投稿に「いいね！」をつけるこ
とで、企業も投稿した記事について反応を確認することができ、企業ととで、企業も投稿した記事について反応を確認することができ、企業と
就活生双方の参加意欲が向上します。 SNS

5分前

株式会社波乗商事

「企業」がテーマ投稿する場合
NAMINORI

SNS

Mｒ.郷

3時間前

企業のみなさん、こんにちは！普段の昼食の

事務局

SNS投稿
× 弊社の食堂の様子です。100人入るこ

とができます。#ランチ風景

企業のみなさん、こんにちは！普段の昼食の

様子をSNSに投稿してください！ハッシュタ

グは

#ランチ風景 です！

コメント

株式会社波乗商事

5時間前

製造・販売

弊社の食堂の様子です。100人入
ることができます。

NAMINORI

写真を選択/撮影・
ハッシュタグ選択

テーマ（ハッシュタグ）選択
いいね 12件 10件

5時間前

新商品をみんなで開発しませんか
投稿する

ハッシュタグ選択

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

カメラボタン

で投稿画面へ

SNS一覧 SNS投稿画面
SNSに投稿反映
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学生はスマホアプリで企業学生はスマホアプリで企業学生はスマホアプリで企業学生はスマホアプリで企業の魅力発見の魅力発見の魅力発見の魅力発見
合説GO！に投稿されている企業の魅力を伝える内容を、自由に閲覧する
ことができます。気に入った企業のSNS投稿に対し「いいね！」します。また、
「つながるボタン」でエントリーが可能です。求人企業用のMyページにエン
トリーした学生のリストが自動的に登録されます。

株式会社ABC建設

トリーした学生のリストが自動的に登録されます。

株式会社ABC建設
建築・土木

つながるつながるつながるつながる

株式会社ABC建設

SNS

株式会社ABC建設

3時間前

⼥性現場監督も活躍中。

建築・土木

ABC建設は、2015年に創業96周年を迎えた歴史

のある企業です。時代とともに変化していく建築
物。柔軟な感性や⾼度な技術⼒を的確に作品に反

映することで、お客さまの満足と安心を提供し続
けています。

投稿数：6件 いい株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設 ⼥性現場監督も活躍中。

今日の現場は○○です！ 投稿数：6件 いい

ね！
15

株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設株式会社ＡＢＣ建設

株式会社波乗土木株式会社波乗土木株式会社波乗土木株式会社波乗土木

☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社

△△薬品株式会社

5時間前

新製品をみんなで開発しませんか？

製造・販売

☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社☆☆ハウス株式会社

△△薬品株式会社△△薬品株式会社△△薬品株式会社△△薬品株式会社

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

株式会社〇〇化粧株式会社〇〇化粧株式会社〇〇化粧株式会社〇〇化粧
品品品品

ホーム

お知らせ

魅⼒発信SNS 参加者一覧 参加企業一覧

企業一覧 SNS一覧 企業詳細
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合説合説合説合説GOGOGOGO！のメニュー！のメニュー！のメニュー！のメニュー

NOW(動画配信）、SNS、お知らせ・アンケート、プッシュ通知機能、カレンダー、Q&A、

お問合せ・質問フォームなどメニューが豊富に揃っています。お問合せ・質問フォームなどメニューが豊富に揃っています。

NOW（動画配信） 魅⼒発信SNS 企業一覧 Q&A一覧

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

主催者（自治体・大学主催者（自治体・大学主催者（自治体・大学主催者（自治体・大学キャリアセンターキャリアセンターキャリアセンターキャリアセンター））））

が解決が解決が解決が解決できる課題できる課題できる課題できる課題が解決が解決が解決が解決できる課題できる課題できる課題できる課題

1. 学生の登録者数を把握でき、目標数に不足があれば随時SNSなどでさらなる学生の集客を行うこと
で、目標数を集めることができます。

2. 従来のリアルの合説イベント等を開催する場合、就活生の参加人数が当日まで不明である課題2. 従来のリアルの合説イベント等を開催する場合、就活生の参加人数が当日まで不明である課題
も、事前にアプリ内アンケートで参加者を把握することで解決できます。

3. アプリに参加する就活生に人数制限はありません。また、参加企業数の制限もありません。

4. SNSに投稿するコンテンツに魅力を出すことで、企業のブランド力によるアクセス数の片寄りを
少なくすることができます。

5. 参加就活生に対して、アクセス数や「いいね！」数に応じてインセンティブを提供することで話題とな5. 参加就活生に対して、アクセス数や「いいね！」数に応じてインセンティブを提供することで話題とな
り、就活生間での口コミ効果が期待できます。

6. 年間を通じての開催が可能です。

7. 就活生や参加企業に対してアンケートが簡単に行えます。

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題採用担当者が解決できる課題

1. 東京、大阪など県外へ進学したUIターン希望の就活生や海外留学生と出会うことができます。

2. 2ヵ月間継続して、企業情報を多面的（社風、社内イベント風景、仕事風景、社員の活躍、福利
厚生）でビジュアルに配信可能です。厚生）でビジュアルに配信可能です。

3. SNS投稿はコーディネーター（Mr.郷＆ミセス.さくら）の課題に応じて投稿することで、就活生が求
めている情報を的確に提供できます。

4. ブランド力の弱い中小企業であっても、情報発信を工夫し、積極的に就活生へアピールができ、
ブランド力のある企業と対等な立場になります。

5. 就活生が「つながるボタン」でエントリーすると、企業ごとに用意されたMyページ（管理ページ）5. 就活生が「つながるボタン」でエントリーすると、企業ごとに用意されたMyページ（管理ページ）
に学生の情報がデータベース化されるので、その後の選考案内などの連絡が可能です。

6. 就活生の企業に対する理解不足による内定辞退や早期離職が減少します。

© 2018 
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就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題就活生が解決できる課題

1. 県外へ進学した就活生や海外へ留学中の学生も参加できます。

2. スマホでいつでもどこでも参加できるため、アルバイトや旅行、さらに学業の妨げになりません。

3. 2～3月の合説集中時期のスケジュール調整の手間が省けます。

4. 約2ヶ月にわたり、複数の会社を同時に比較分析ができるため、より充実した企業研究ができます。

5. 同級生、先生、家族と一緒に企業研究を行うことが可能です。

6. 関心の高い企業に対し「つながるボタン」で簡単にエントリーができます。

7. アプリ内で随時情報を得ることで、企業の採用担当者を身近に感じることができます。

© 2018 Surfboard.co.,Ltd.



プライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策についてプライバシー保護とセキュリティ対策について

会員制（クローズド）SNSのため管理者が承認した学生のみ利用開始できます。第3者が会員制（クローズド）SNSのため管理者が承認した学生のみ利用開始できます。第3者が
勝手にアクセスすることはできません。

プライバシーマークを取得し、全社員が情報管理を徹底しています。
（金融機関様をはじめ情報管理に厳しいお客様のシステム部門や監査部門の審査を経（金融機関様をはじめ情報管理に厳しいお客様のシステム部門や監査部門の審査を経

てご利用いただいています。）

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が推進する、中小企業自らが情報セキュリティ対
策に取り組む「SECURITY  ACTION」二つ星を宣言しました。策に取り組む「SECURITY  ACTION」二つ星を宣言しました。

SNS投稿に関しては、管理者側で公開/非公開の設定が可能です。さらに投稿写真のコ
ピー＆ペーストを不可能にして情報の拡散を防いでいます。

情報はすべてSSL暗号化通信を行っています。

サーバーはメガバンクが利用する国内有数のクラウドサーバーを利用しています。

サーバーOSのバージョンアップやデータベースのバックアップを毎月定期的に行っていま
す。

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

福井版福井版

“合説GO!”事例ご紹介“合説GO!”事例ご紹介



2019年3月5日学生登録数291名2019年3月5日学生登録数291名
学校名 学部/学科 人数

福井県立大学 経済学部 55

法政大学 現代福祉学部福祉コミュニティ 2

愛知淑徳大学 創造表現学部創造表現学科 1福井県立大学 経済学部 55
福井県立大学 生物資源 1
福井県立大学 社会福祉学科 2
福井県立大学 海洋生物資源学部 1

愛知淑徳大学 創造表現学部創造表現学科 1

産業能率大学 ビジネスプロフェッショナル科 1

京都産業大学 経営学部、コンピュータ理工学 21

福井大学 国際地域学部国際地域学科 1

福井大学 工学部 22
福井大学 教育学部 3

京都産業大学 経営学部、コンピュータ理工学 2

京都学園大学 1
龍谷大学 社会学部社会学科 1
桜花学園大学 保育学部保育学科 1

福井大学 教育学部 3
福井大学大学院 工学研究科 17
福井工業大学 工学部 9
福井工業大学 環境情報学部 10

1
立命館大学 2
中央大学 経済学部 1
京都女子大学 現代社会学科 1

2
福井工業大学 環境情報学部 10
仁愛大学 人間学部 78
仁愛大学 人間生活学部 33

仁愛女子短期大学 5

金沢大学 2

金沢工業大学 情報フロンティア学部メディア 1

金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 1仁愛女子短期大学 5

福井高専 6

大原テクノ 8

金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 1

近畿大学 通信教育学部 法律学科 2

関西学院大学 商学部 ビジネス情報コース 1

仏教大学 文学部 英米学科 1
三重大学 教育学部 1
同志社大学 商学部 1

仏教大学 文学部 英米学科 1
立教大学 経済学部 経済政策学科 1
富山県立大学 工学部 電子情報工学科 1

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.

参加いただいた企業様(敬称略）参加いただいた企業様(敬称略）

株式会社福井銀行

福井商工会議所

酒井化学工業 株式会社

三谷コンピュータ株式会社

株式会社 松浦機械製作所株式会社 松浦機械製作所

株式会社 タッセイ

株式会社 マルツ電波

株式会社 江守情報株式会社 江守情報

税理士法人 上坂会計

井上商事 株式会社

ゲンキー 株式会社ゲンキー 株式会社

日本システムバンク 株式会社

福伸工業株式会社

冨木医療器株式会社冨木医療器株式会社

株式会社タイヨー

株式会社 アイケープラスト

福伸工業株式会社福伸工業株式会社

株式会社サーフボード

© 2019 Surfboard.co.,Ltd.



学生が参加する「合説GO!」運営組織づくりGO!

各大学のサークル活動や大学祭で活躍しているリーダークラスの各大学のサークル活動や大学祭で活躍しているリーダークラスの各大学のサークル活動や大学祭で活躍しているリーダークラスの各大学のサークル活動や大学祭で活躍しているリーダークラスの
学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。学生を集めて、運営に協力してくれる学生組織を構築中です。

協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は協力いただく内容は

①学生会員の募集①学生会員の募集①学生会員の募集①学生会員の募集
②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集②求人企業の募集
③求人企業の③求人企業の③求人企業の③求人企業のSNS投稿コンテンツ取材投稿コンテンツ取材投稿コンテンツ取材投稿コンテンツ取材
④アプリ内コンテンツの活性化企画④アプリ内コンテンツの活性化企画④アプリ内コンテンツの活性化企画④アプリ内コンテンツの活性化企画
⑤地域の活性化に関する企画⑤地域の活性化に関する企画⑤地域の活性化に関する企画⑤地域の活性化に関する企画
⑥リアルな交流会の企画運営⑥リアルな交流会の企画運営⑥リアルな交流会の企画運営⑥リアルな交流会の企画運営
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学生のアプリ利用者募集方法(一例）学生のアプリ利用者募集方法(一例）

各市町村の協力で成人式にアプリの
説明会

各大学のキャリアセンターの協力
で、就職ガイダンスでアプリ登録
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アプリ内でキャンペーン等の発信

アプリに関心を持ち続けてもらうために、クイズや就活役立ちコンテンツやアプリに関心を持ち続けてもらうために、クイズや就活役立ちコンテンツやアプリに関心を持ち続けてもらうために、クイズや就活役立ちコンテンツやアプリに関心を持ち続けてもらうために、クイズや就活役立ちコンテンツや
友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。
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友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。友達紹介キャンペーンなど実施しています。

学生とのリアルな交流イベント

人事採用担当者と就活生を交えた、リアルな交流会を開催することで就活体験や「合
説GO!」アプリの改善点を直接ヒアリングできバージョンアップにつなげています。説GO!」アプリの改善点を直接ヒアリングできバージョンアップにつなげています。

人事採用担当者と学生の交流会 模擬面接会人事採用担当者と学生の交流会 模擬面接会
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小松市様「こまつのくらシゴト」導入頂きました
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ふるさと就活プラットフォームを目指しています

福井県立

大学キャリ

福井工業

大学キャリ

東京へ進

学した学
大阪・京都

へ進学し大学キャリ
アセンター

仁愛大学

大学キャリ
アセンター

学した学
生

へ進学し
た学生

名古屋へ
石川へ進

学した学福井大学

キャリアセ
ンター

仁愛大学

キャリアセ
ンター

名古屋へ

進学した
学生

学した学
生

ふるさと就活プラットフォーム（新卒＆第2新卒）

福井県

若者定住
支援課

大学連携

センターＦ
スクエア

福井県経
営者協会

Ａ化学
工業
(株)

Ｂスー
パー

Ｃ機械

製作
所

Ｄシス
テム
開発

自
治

体

一
般

求
人

企
業

支援課

福井県
Uターン
支援課

スクエア

福井県中
小企業団
体中央会

ヤングハ
ローワー
ク

(株)
パー

所 開発

Ｆ住宅
設備

Ｅ

電機

Ｇ薬

品製
Ｈ食
品

自
治

体
・
団

体

一
般

求
人

企
業
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設備
電機
開発

品製
造

品




