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採用活動を取り巻く環境 1

児童・生徒の数は30年で4割減少１

高校卒業後、8,000人が県外へ進学

Uターン就職はたったの3,000人

5,000人が流出し続けている

２

信大生も、65％は卒業と同時に信州を去る３

地元志向は低下の一途をたどっている４

地元が嫌いなのではない、地元の企業を知らないだけ

地元の企業を知る機会の提供と、動機付けが必要
５



児童・生徒は30年で4割減少 2

令和3年度長野県学校基本調査

小学校 中学校 高校 合計 1990年比

1990 (平成2) 163,191 94,394 98,023 355,608 -

1995 (平成7) 147,291 79,572 84,826 311,689 -12.4%

2000 (平成12) 133,304 72,770 72,845 278,919 -21.6%

2005 (平成17) 129,523 65,627 64,385 259,535 -27.0%

2010 (平成22) 124,061 63,682 60,920 248,663 -30.1%

2015 (平成27) 113,486 61,305 58,983 233,774 -34.3%

2020 (令和2) 103,666 55,507 54,280 213,453 -40.0%

2021 (令和3) 101,932 55,189 52,632 209,753 -41.0%

年度

30年で4割減少

➢ 児童・生徒数の推移



地元を離れると戻ってこない 3

出身高校所在地別入学者数（2020年、長野県）（文部科学賞 学校基本調査 令和3年度）

➢ 進学先エリア

年度 2018 2019 2020 2021

％ 39.5 35.3 33.8 38.4

➢ Uターン就職率

※統計ステーションながの（Uターン就職状況等に関する調査（産業労働部））

年度 2017 2018 2019 2020

％ 39.2 40.7 39.0 36.0

➢ 信大生の県内就職率

※信州大学キャリア教育・サポートセンター「図で見る信州大学生の進路」

Uターン就職者8,200×38.4％
＝3,150人
⇒5,000人は戻ってこない

卒業と同時に7割近くが県外へ

東海 関西

東京 神奈川 埼玉 千葉 合計
静岡、愛知、

三重、岐阜

滋賀、京都、

大阪、奈良、

和歌山、兵庫

人数 2,197 939 681 476 4,293 930 536 7,761 1,621 9,382

構成比 23.4% 10.0% 7.3% 5.1% 45.8% 9.9% 5.7% 82.7% 17.3% 100.0%

人数 95 36 38 11 180 94 17 442 1,038 1,480

構成比 6.4% 2.4% 2.6% 0.7% 12.2% 6.4% 1.1% 29.9% 70.1% 100.0%

人数 2,292 975 719 487 4,473 1,024 553 8,203 2,659 10,862

構成比 21.1% 9.0% 6.6% 4.5% 41.2% 9.4% 5.1% 75.5% 24.5% 100.0%

県外 県内 総数

関東

大学

短大

大学・短大

合計

進学先エリア

大学・短大別

4割が関東へ 全体の8割近くが県外へ



Uターン就職希望は10年で4割減少 4

※マイナビ2021年卒大
学生Uターン・地元就職
に関する調査
（2020.5.25）
https://www.mynavi.j
p/news/2020/05/post
_23314.html

地元就職希望
は右肩下がり

甲信越もほぼ
同様の傾向



採用活動の現状 5

多くの学生は、全国区の大手企業・有名企業しか知らない

地元には仕事がないと思っている

地元企業への就職など全く考えていない

小さなパイの奪い合い

まずは地元にも企業があることを知ってもらう必要がある。

既存の手段では

アプローチできなかった

地元志向
の学生

地元就職を

全く考えていない

大多数の学生

従来の媒体・イベントは
この層にしかアプローチ
できていなかった

この層にアプ
ローチしなけれ
ば若者が増える
ことはない

地元企業の求人情報を見ようともしない
地元開催の合説に参加しようともしない



就活がスタートしてからのPRでは遅い

学生はナビサイト上で、ワンクリックで多数の企業に簡単にエントリーできてしまう。
➢ 一度エントリーすると、その後は、インターンシップ、会社説明会、面接、SPI受験等々、企業の採用活動
に飲み込まれていく。

➢ ただでさえ忙しいため、視野に入っていない地元企業に目を向けるヒマなどない。

就活開始前から意識してもらう必要がある

就活が始まるのは、大学生は３年の夏のインターンシップから、短大・専門学校は２年の春。
➢ 就活開始前の１～２年のうちに知ってもらわなければならない。

しかし、１～２年生に、地元企業について興味を持ってもらうことは難しい。

就活本番前＋メリット提供が必要 6

１～２年生はキャンパスライフを満喫している。
➢ 就活よりも、学業やサークル活動、アルバイト・・・
➢ 就活にはまだ興味をもっていない。
➢ 地元企業のことなど、なおさら興味がない。

学生が企業を知ることに、何らかのメリットを用意する必要がある。

無料で帰省できる「０円バス」

学生が、「地元企業を知る」という行為をしたくなる仕掛けが必要。
➢ 多くの学生をターゲットとするためには、多くの学生ががメリットを感じられることである必要がある。
➢ 県外に進学した学生が年に１，２回は必ずおこなう行動＝“帰省”。この必須の行事にメリットがあれば、
多くの学生を引き寄せることができる。

1，2年生のうちからしっかり刷り込むことで、いざ就活がスタートした際、第一志望群には入らなくても、
第二志望群にリストアップされる可能性は十分にある。



０円バスの特徴 7

現地現物でPRできる１

就活開始前の1,2年生にアプローチできる２

成功報酬型で参加人数に応じた料金体系３

学生の連絡先を入手できる（本人の同意が得られた場合）４



概要 8

地元企業 マスネットワーク 県外に進学した学生

現地現物で
学生にPR

バスをチャーター

帰省のタイミングを利用

タダで帰省
ができる

※ 旅行の企画・実施はアルピコ長野トラベル株式会社となります。



運行イメージ 9

9

飯田インター
伊那インター
松本駅
長野駅

新宿

新宿

A社見学 B社見学

A社見学 B社見学

4時間30分 30分～150分

60分 60分

降車
18:00~18:30

乗車
8:30～10:30

4時間00分 30分～150分

60分 60分

新宿→信州
ターゲット学生

県内出身➡県外進学

信州→新宿
ターゲット学生

県外出身➡県内進学

アンケート
＋

個人情報
提供の可否

アンケート
＋

個人情報
提供の可否

途中
昼休憩

30分

長野駅
松本駅

伊那インター
飯田インター60分

途中
昼休憩

県内移動での
利用も可

乗車
8:30

降車
15:00~18:30

最寄りの
乗り場を選択

最寄りの
降り場を選択

※降車場所による。

※乗車場所による。



料金 10

学生1名あたり 6,000円（上限150,000円）

参加学生数（往復合計） 料金（1往復）

0名 ０円

5名 30,000円

10名 60,000円

15名 90,000円

20名 120,000円

25名以上 150,000円

◆料金シミュレーション

何名乗車しても料金の上限は150,000円（乗車人数 往復計25名以上）。
40名が乗車した場合には、1名当たり3,750円（＝150,000÷40名）

完全成功報酬型の料金体系で、リスク“０”！



大手合同説明会との比較 11

大手の合同説明会 ０円バス

接触可能学生数 数名～10名程度 0～40名

参加学生の属性 地元志向の学生のみ
今は地元志向でない学生

+ 地元志向の学生

採用担当様に係るコスト 8時間 ／ 20,000円 1時間 ／ 2,500円

PR資料 動画、PowerPoint、レジュメ
現地・現物

+ 動画、PowerPoint、レジュメ

参画料金 300,000～400,000円 0～150,000円

圧倒的なコストパフォーマンス



マスネット
ワーク

学生

ホームページ

親

学生への周知方法 12

ビラ配り
• 高校、大学など
• 首都圏にある県内
出身学生専用の寮

• お店
• 職場

「ふるさと信州学生Uターンプロ
ジェクト」のアカウントをつくり、
スポンサー企業様の紹介動画を流す。
➢ 「０円バス」の認知度が高まれ
ば運行シーズン以外も常に企業
PRが可能。

クラウドファンディング

CAMPFIRE
CF信州



高橋 史樹 （たかはしふみき）

1978年生まれ。長野県松本市出身。松本県ケ丘高校、関西大学文学部国語国文学科と進み、就職氷河期の
2001年に鉄鋼大手・(株)神戸製鋼所に入社。しかし、橋梁営業部という傍流に配属され、そこで、自分の将来
に希望を見いだせないが「大手企業のサラリーマン」というステイタス（？）も捨てられないという生気を
失った多数の社員を目の当たりにし、学歴社会の現実を痛感する。

2006年、大手信用調査会社・(株)東京商工リサーチに入社。多くの中小企業を訪問し、経営者に出会う中で、
地元にもたくさんいい会社があることを知り、大手企業の末端で腐っているぐらいなら地元の企業で自分らし
く活躍した方が豊かな人生を送れると確信するに至る。
そして、少しでも中小企業で活躍する人材を増やしたいと考え、人材紹介会社に転職。2014年リクナビNEXT

転職エージェントランキング・カスタマー満足度全国第１位に選出される。
その後、2017年に地元バス会社に採用担当として入社。着任当時、バス運転手の入社半年以内の離職率は５

割近くに達していたが、わずかな工夫とひと手間を加えることで1年で４％台まで低下させることに成功（最終
的にはほぼゼロを達成）。その結果、厳しい採用環境の中で運転手40名の増員を果たした。新卒採用において
も質・量ともに大幅な改善を実現。
現在は社会保険労務士として、企業の労務関係全般のサポートも行っている。

運営会社概要 13

担当者

株式会社マスネットワーク 採用サポート事業部 （成迫会計グループ）運営会社

所 在 地 ： 〒390-0817 長野県松本市巾上９番９号 TEL 0263-33-2223 ／ FAX 0263-32-2028

沿 革 ： 1988年 3月
1990年 1月
2000年 6月
2021年10月

成迫会計事務所創業
株式会社マスネットワーク設立
有料職業紹介許可取得
採用サポート事業部創設

事 業 内 容 ： 採用代行、人材紹介、ふるさと信州学生Uターンプロジェクトの主催

グループ企業： 税理士法人成迫会計事務所、成迫行政書士法人、株式会社経理代行、
成迫社会保険労務士法人、有限会社長野県M＆Aセンター （以上、成迫会計グループ）


