
仕様書別紙１ 

 

地元就職・定着促進を目的とした情報発信の取組み状況 
 

【令和４年度までの情報発信の取組み内容】 ※詳細は５ページ以降参照 

平成 30年度～令和２年度 令和３年度 令和４年度 

企業紹介動画 企業紹介動画 
地元就職促進 

プロモーション 
－ ＳＮＳの運用 

企業紹介書籍 － 

－ 企業紹介サイト 企業紹介サイト 

保護者向け 

地元就職促進セミナー 

保護者向け 

地元就職促進セミナー 

保護者向け 

地元就職促進セミナー 

県外大学訪問 県外大学訪問 県外大学訪問 

企業研究会ｉｎ福岡 
－ 

※国・県等と連携 

－ 

※国・県等と連携 
学生と企業の座談会 

※Ｒ元年度のみ 

 

 

 

 

令和５年度の取組み方針 

項目 概要 

地元就職促進プロモーション 

※詳細は２ページ「１」参照 

専門業者の知見やノウハウを活用し、ＳＮＳ等で長崎で暮ら

す・働く魅力の伝え、かつ、地元企業の知名度向上につな

がるプロモーションを実施する。併せて、インターンシップ参

加促進に資する企画を実施する。 

企業紹介サイト 

※詳細は３ページ「２」参照 

サイト掲載企業を追加（110社→125社程度）するとともに、

ページのレイアウト修正やインターンシップ情報を掲載等の

サイト改修を実施する。 

保護者向け地元就職促進セミナー 

※詳細は４ページ「３」参照 
変更なし（令和５年 10月開催予定） 

県外大学訪問 

※詳細は 4ページ「４」参照 
変更なし 

 

【令和５年度の新たな取組み（予定）】 

●県外進学者のＵＩターン就職促進事業（コミュニティ形成） 

県外進学者の長崎市内へのＵＩターン就職を促進するため、高校卒業後に県外へ進学するタイミ

ングからコミュニティ形成を行い、コミュニケーションイベントをコンスタントに実施する。 

進学１年目から継続的に接点を持つことで、長崎へ就職することや地元企業のことを深く理解し、

就職活動開始時期にＵＩターン就職を選択肢として視野に入れる学生を増やす。 

 

●高校生への将来的な地元就職促進 

市内高校（主に進学校）に在学する高校生の将来的な地元就職・U ターン就職を促進するため、

必修科目の「総合的な探求の時間」を活用し、長崎市の地域課題の解決策を地元企業と協働して考

えることで、地元企業との接点を創出する。（令和５年度は４校で実施予定） 

※㈱マイナビが提供する高校生の将来的な地域就職促進を目的とした教育プログラム「Locus（ロー

カス）」を活用  



【令和５年度の取組み詳細】 

１ 地元就職促進プロモーション 

（１）概要 

専門業者の知見やノウハウを活用し、ＳＮＳ等において長崎で暮らす・働く魅力を伝え、かつ、地元企

業の知名度向上につながるプロモーションを実施する。併せて、インターンシップ参加促進に資する企

画を実施する。 

【特設サイト】http://www.city.nagasaki.lg.jp/shukatsu-sharel/index.html 

（２）業務イメージ 

年度 令和４年度  令和５年度 

業務 

内容 

キャッチコピー及び 

ランディングページ制作（※） 

 Instagram、Twitter運用 

（毎週２回投稿） 

Instagram、Twitter運用 

（毎週２回投稿） 

 企業紹介ショート動画制作 

（毎月１社、４～５本/社制作） 

企業紹介ショート動画制作 

（毎月１社、４～５本/社制作） 

 

インターンシップ参加促進企画の実施 

就活をテーマとした動画の制作  

大学生による就活トーク番組制作  ＋ 

学生と企業の交流イベント開催  自由提案 

※キャッチコピー及びランディングページは継続使用する。 

（３）「Instagram、Twitter運用」、「企業紹介ショート動画制作」継続の理由 

Instagram及び Twitterは令和４年７月から運用を開始し、毎週２回「長崎で働くことや暮らすことに

関する情報」と「学生の就活に役立つノウハウ情報」を投稿するとともに、企業紹介ショート動画は毎月

１社（令和４年度は計９社）紹介しているが、令和５年１月末現在で、計 4,000人強のフォロワーを獲得

しており、今後も継続して投稿を行うとともに、企業紹介ショート動画は紹介企業の充実を図ることが最

も効果的・効率的に発信できると考えられることから継続することとする。 

（４）「インターンシップ参加促進企画の実施」開始の理由 

インターンシップについては、全国的に学生の参加率、企業の実施率ともに増加傾向にあり、現在の

新卒採用においても非常に重要度の高い取組みだが、国において、現大学２年生の採用選考からイン

ターンシップ参加学生の情報（評価）の利用を認めるよう方針の見直しがなされ、今後より一層インター

ンシップの重要度が増すと予想されている。また、全国的に大学１・２年生でのインターンシップ参加割

合も増加傾向にあるとともに、今後のインターンシップへの参加意欲も高く、市内大学担当者からも同

様の声が聞かれる状況であることから、主に大学２年生（令和７年３月卒）を対象に令和６年夏季のイ

ンターンシップに向け、地元企業のインターンシップへの参加を促進することが地元就職・定着の促進

に有効であると考えている。 

（５）令和４年度の実績（令和５年３月 14日時点） 

業務詳細 実績 

キャッチコピー・ランディングページ制作  

Instagram、Twitter運用 

Instagram フォロワー数 1,104人 

Twitter フォロワー数 2,830人 

YouTubeチャンネル登録者数 638人 

企業紹介ショート動画制作 

Instagram動画再生数 38,103回 

Twitter動画再生数 4,791回 

YouTube動画再生数 13,177回 

就活をテーマとした動画の制作 
Instagram動画再生数 840,975回 

YouTube動画再生数 59,233回 

大学生による就活トーク番組制作 YouTube動画再生数 4,817回 

学生と企業の交流イベント開催 参加企業数 ５社、参加者数 12人 

  

http://www.city.nagasaki.lg.jp/shukatsu-sharel/index.html


（６）周知状況 

市実施 ・報道機関へのプレスリリース 

・住基情報を活用した現大学２・３年生へのチラシ郵送 

・市内外の教育機関への周知及び学生への周知依頼 

・メーリングリスト登録の市内外企業（約 450社）へのメール送付 

・県内就職応援サイト「Nなび」への情報掲載及び登録学生へメール 

・新大工町ファンスクエア内デジタルサイネージ広告 

・長崎新聞 NR への広告掲載 

・長崎大学新入生向けサークル紹介誌への広告掲載 

・夢彩都内の市広報ブースへのチラシ設置 

・県営バスターミナル、市内商店街等へのチラシ設置 

委託業者 

実施 

・SNS内でのデジタル広告配信 

・路面電車中づり広告（50車両×２面） 

・ココウォーク１階バスターミナル内デジタルサイネージ広告 

（７）課題 

アカウントのコンセプトや投稿内容、頻度等について、学生団体と随時協議のうえ意見を取り入れて

いることなどから、アカウントを閲覧した学生からも好評いただくなど、学生の思考やニーズに沿うもの

を展開できていると考えているが、一方、まだまだアカウント自体の認知度が低く、フォロワー数は伸び

悩んでいることから、今後も様々な媒体や機会を通じてアカウントの認知度向上に努めるとともに、情

報のさらなる充実を図っていく必要がある。 

 

２ 企業紹介サイト 

（１）概要 

企業の代表者や若手社員のインタビュー記事等を掲載している「長崎市企業紹介サイト（NAGASAKI 

WORK STYLE）」について、管理運営（新規企業の取材及びサイトへの掲載、新着情報やイベント情報

の更新、サイトの一部改修など）を行う。 

【サイトリンク】https://nagasaki-workstyle.com/ 

（２）サイト掲載内容 

項目 内容 

企業概要 企業規模、採用情報等 

代表者インタビュー 企業概要、今後の展望等 

社員インタビュー 仕事内容、やりがい、今後の目標、休日の過ごし方等 

（３）掲載実績 

年度 掲載企業数 アクセス数 

令和３年度 96社（書籍掲載 106社中、掲載許可のあった 96社を掲載） 3,879件 

令和４年度 110社（15社新規掲載、1社掲載中止） 
29,977件 

（Ｒ５年２月末時点） 

（４）周知状況 

・報道機関へのプレスリリース 

・住基情報を活用した現大学２・３年生へのチラシ郵送 

・市内外の教育機関への周知及び学生への周知依頼 

・メーリングリスト登録の市内外企業（約 450社）へのメール送付 

・県内就職応援サイト「Nなび」への情報掲載及び登録学生へメール 

（５）課題及び今後の方針 

県内就職応援サイト「Ｎなび」との連動や各媒体での周知を行うとともに、サイト掲載企業を追加（110

社→125 社程度）や、ページのレイアウト修正、インターンシップ情報掲載等のサイト改修を実施する。 

また、プロモーション業務とも連携し、相互で情報発信等を行うことで相乗効果を図る。 

https://nagasaki-workstyle.com/


３ 保護者向け地元就職促進セミナー 

（１）概要 

学生の就職先決定に大きな影響力を持つ保護者を対象に、就職活動に関する情報のほか、長崎で

働き暮らす魅力や子どもとの関わり方等を知ってもらうためのセミナーを開催する。 

【セミナーページリンク】https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/340000/342002/p039449.html 

（２）令和３年度までの実績 

年度 形式 参加者数 

平成 30年度 対面 132人 

令和元年度 対面 81人 

令和２年度 動画配信 ― 

令和３年度 ハイブリッド 61人 

（３）令和４年度の実績 

日時 令和４年 10月 1日（土） 13時 30分～15時 20分 

形式 ハイブリッド 

会場 長崎歴史文化博物館ホール 

内容 

【第１部】 

講 師：長崎県若者定着課 キャリアコーディネーター 山口晴信 氏 

テーマ：地元就職の実情や全国及び長崎の就活事情 

【第２部】 ※パネルディスカッション形式 

パネリスト：就職活動を終えた学生（４名） 

テーマ：子どもへのサポートのあり方、関わり方 

【終了後】キャリアコーディネーターによる個別相談会 

参加者数 82人（リアル 48人、オンライン 34人） 

（４）令和５年度予定 

時期 開催形式 

令和５年 10月頃 ハイブリッド形式 

（５）課題及び今後の方針 

継続開催予定。 

また、プロモーション業務において発信する内容は保護者にとっても有益な情報であるとともに、保

護者を通じた子どもへの周知を図るため、セミナー内でプロモーション業務のＰＲを行う。 

 

４ 県外大学訪問 

（１）概要 

県外の大学を訪問し、就職支援担当者に各種事業や地元企業の情報提供を行い、大学を通じて学

生への情報発信を行うとともに、最新の就職活動の動向などについての情報収集、意見交換を行う。 

（２）過去の実績及び令和５年度の訪問予定 

年度 出張回数 訪問地域 訪問校数 

平成 30年度 ７回 福岡県、佐賀県、首都圏、関西圏 延べ 62校 

令和元年度 ４回 福岡県、佐賀県 延べ 28校 

令和２年度 新型コロナの影響により、訪問なし 

令和３年度 新型コロナの影響により、訪問なし 

令和４年度 ３回 福岡県、佐賀県 延べ 15校 

令和５年度（予定） ４回 福岡県、佐賀県 延べ 30校程度 

  

https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/340000/342002/p039449.html


（３）課題 

仕様書「５ 背景」記載のとおり、県内の学生に比べ情報をリーチできていないと感じている。 

また、１校当たりの訪問回数は、年１回程度であることに加え、新型コロナの影響により令和２年度

及び３年度と訪問できていないことなどから、県内大学ほどの関係構築には至っていない状況。 

 

【過去の取組み詳細】 

１ 企業紹介動画 

（１）概要 

毎月１社、企業紹介動画を制作し、ケーブルテレビでの放送や YouTube投稿を行う。 

平成 27年度から令和２年度は代表者と若手社員数名のインタビューを 10分程度の動画にまとめて

いたが、より YouTube向けで学生に訴求力の高い動画とするため、令和３年度は社員インタビューだ

けでなく、レポーターの仕事体験などのバラエティ企画を含めた動画にリニューアルした。 

【ＹｏｕＴｕｂｅリンク】https://www.youtube.com/channel/UCvdqh71ME53Ty37I4mgi2Fg 

（２）動画内容 約 10分（構成を以下の通り変更） 

ア 令和２年度まで 

出演者 形式 内容 

代表者（または役員・部長等） 

インタビュー 

企業概要、今後の展望等 

社員（2～3名） 仕事内容、やりがい、今後の目標等 

人事担当等 福利厚生等 

イ 令和３年度（令和３年度は企業の要望に応じて内容を柔軟に対応することとしたため、以下は一例） 

出演者 形式 内容 

社員① 
インタビュー 

企業概要、仕事内容、休日の過ごし方 

社員② 特徴的な制度、名物社員、福利厚生等 

社員等 企画+インタビュー 仕事体験、仕事に関連する対決等 

（３）実績 

紹介企業数 74社 

動画再生数 230,621回（令和４年３月 31日時点） 

平均視聴時間 ２分 42秒 

平均再生率 33.4％ 

（４）事業終了の経緯 

YouTubeの再生回数は徐々に伸びているものの、10分前後の動画の平均視聴時間が 3分弱であ

ることなどから、企業紹介動画は終了し、地元就職促進プロモーションにより、企業の知名度向上に資

する取組みを実施する。 

 

２ 企業紹介書籍 

（１）概要 

地元企業及び長崎で暮らす魅力を発信する書籍を発行し、市内外の教育機関へ配布するほか、各

種就職イベントで参加学生等に配布する。 

（２）書籍内容 

項目 内容 

企業概要 企業規模、採用情報等 

代表者インタビュー 企業概要、今後の展望等 

社員インタビュー 仕事内容、やりがい、今後の目標、休日の過ごし方等 

（３）実績 

発行回数 ５回 

紹介企業数 累計 106社 

購入冊数 8,200冊 

https://www.youtube.com/channel/UCvdqh71ME53Ty37I4mgi2Fg


（４）事業終了の経緯 

過去の発行により新卒採用に積極的な市内企業は概ね紹介できたと考えられることから、書籍の発

行は終了し、書籍の記事や写真等を活用した企業紹介サイトを制作し掲載する。 

 

３ 企業研究会ｉｎ福岡 

（１）概要 

市内からの進学者が多い福岡県で、市内企業の学生の交流イベントを開催する。 

（２）実績 

年度 開催方法 参加企業数 参加者数 

平成 30年度 リアル 22社 40人 

令和元年度 リアル 20社 53人 

令和２年度 オンライン 26社 延べ 238人 

（３）事業終了の経緯 

学生と企業の交流機会を創出する就活関連イベント（Ｗｅｂ方式含む）については、令和３年度から、

国および県主催で多く予定されているため、企業選定や学生への周知に協力することとし、市単独主

催の本イベントについては終了したもの。 

 

４ 学生と企業の座談会 

（１）概要 

長崎大学の学生 NPO法人「Slopeers」が実施する学生の名刺作成事業と連携し、 学生と企業の交

流を行い、地元就職について考える座談会を開催する。 

（２）実績 

開催方法 リアル 

内容 学生と企業の交流、企業の課題解決ワークショップ 

参加企業数 ５社 

参加者数 16人 

（３）事業終了の経緯 

学生 NPO法人との連携により、学生間のコミュニティを活用した集客効果を期待したが、参加者数

が少なかったため終了した。 

 


