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社会保険労務士法人 Ｄ・プロデュースが毎月お送りしています 

ブログも更新中！是非ご覧ください！      

http://d-produce.net/ 
Facebook https://www.facebook.com/d.produce 

 

 

 

 

ご連絡先： 〒231-0012 

 神奈川県横浜市中区相生町 1-15 第二東商ビル 6F 

 TEL：045-226-5482  FAX：045-226-5483 

 E-Mail：info@d-produce.com        

HP：https://www.d-produce.com 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

WEB 面接に対する学生の意識と 

企業イメージアップのポイント 

株式会社リクルートマネジメントソリューション

ズが 2021年新卒採用選考に参加した大学生ら

1,407名に対して、WEB面接に対する心象や、

ＷＥＢ面接特有の事象と志望度・企業イメージへ

の影響などの調査を実施、結果を発表していま

す（「大学生の就職活動調査 2020」

2020.11.15）。ＷＥＢ面接に対して、学生がどの

ような意識を持っているのかを知ることは、企業

の担当者としても参考になるでしょう。 

 

◆８割以上の学生がＷＥＢ面接を経験 

本選考で面接経験のある学生のうち、約

81％が WEB面接を経験しています。一次、二次

と選考が進むにつれ、WEB面接の経験ありと回

答する学生は減少し、対面のみの比率が多くな

るものの、最終面接においても 60％以上が WEB

面接を行っていました。 

 

◆ＷＥＢ面接に対する学生の心象は？ 

「ＷＥＢ面接と対面面接どちらが好ましいか」

は選考段階によって異なり、一次面接では「ＷＥ

Ｂ面接のほうがよい」「どちらかというとＷＥＢ面

接のほうがよい」と 40％以上の学生が回答した

のに対して、最終面接では 20％以下と、選考が

進むにつれて対面面接を好む学生の割合が大

きくなっています。 

 

◆ＷＥＢ面接のほうが好ましい理由 

ＷＥＢ面接のほうが好ましい理由として、自宅

で受けるため、緊張せず、リラックスして臨むこと

ができる、満員電車を避けることができ、面接開

始直前まで対策ができるなど、面接にエネル

ギーを注げるといった「心理的側面」。移動時間

や交通費がかからない、複数の企業を同時に受

けることができるといった「経済・効率的側面」。

新型コロナウイルス感染症に対する懸念といっ

た「社会的側面」の３点に集約されています。 

一方、対面面接のほうが、気持ちや雰囲気、

熱意が伝わる、対面面接のほうが話しやすい、

社員の人柄や雰囲気をじかに感じたい、最後ま

でＷＥＢ面接で直接会わないのは不安である、

といった対面面接のほうが好ましいとする意見も

出ています。 

 

◆ＷＥＢ面接で志望度・企業イメージがアップし

たこととは？ 

ＷＥＢ面接で学生の志望度・企業イメージを

アップさせるには、①面接官のコミュニケーション

に対する姿勢、②迅速かつ安心感のあるトラブ

ルシューティング、③場づくりへの配慮、④働く環

境の様子、⑤柔軟な対応、がポイントになるよう

です。アンケート結果では、志望度がアップした

出来事として、以下が挙がっており、企業として

もすぐに実践できることだと思われます。 

①ＷＥＢ面接であることを配慮して面接官が

大きめにリアクションをしてくれた、しっかりと相

槌をしてくれた。②回線トラブル等で面接が出来

なかった場合でも、日程を再度調整してもらっ

た、機器のトラブルは選考に影響しないと言って

もらえた。③ＷＥＢでの面接はなかなか慣れない

よね、などと緊張をほぐしてくれる言葉をかけてく

れた、ＷＥＢでも対面でも選考基準の変化はな
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いと言われた、カメラの調達など大変だったで

しょうと労いの言葉をかけてくれた。④ＰＣのカメ

ラを通して社内を見せてくれた、面接官が自宅

から面接しており、社会情勢を考慮している会社

であることがわかり、安心感が得られた。⑤対面

の予定だったが、県外在住の旨を伝えるとオン

ラインに変えてくれた、など。 

 

冬場における新型コロナウイルス対策 

◆感染者数の増加 

冬に入り、新型コロナウイルス感染症の新規

感染者数は過去最多の水準となっています。連

日感染者数が報道されており、日常生活でもあ

らためて気を引き締めたい状況が続いています。 

冬場は、寒さと換気の折合いをつけるのが難

しく、職場でも「換気の悪い密閉空間」になるリス

クが高いので、今まで以上に感染対策には気を

つけたいところです。 

 

◆冬場の換気方法 

厚生労働省でも、冬場における「換気の悪い

密閉空間」を改善するための換気の方法につい

て案内が出されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102

.html 

推奨される方法として、換気機能を持つ冷暖

房設備や機械換気設備が設置されていない、ま

たは換気量が十分でない施設等では、以下の

点に留意しながら窓を開けて換気をするよう示さ

れています。 

◎居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ

40%以上に維持できる範囲内で、暖房器具を

使用しながら、一方向の窓を常時開けて、連

続的に換気を行うこと（加湿器を併用すること

も有効） 

◎居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ

40％以上に維持しようとすると、窓を十分に開

けられない場合は、窓からの換気と併せて、

可搬式の空気清浄機を併用すること 

 室温変化を抑えるポイントとしては、開けてい

る窓の近くに暖房器具を設置すること等が挙げ

られています（燃えやすい物から距離を空けるな

ど、火災の予防には注意が必要）。 

 

◆改めて職場状況の十分なチェックを 

厚生労働省では、冬場における「密閉空間」を

改善するための換気の方法などについて改訂し

た「職場における新型コロナウイルス感染症の

拡大を防止するためのチェックリスト」も公表して

います。 

感染予防のための体制、感染防止のための

基本的・具体的な対策、配慮が必要な労働者へ

の対応、陽性者や濃厚接触者が出た場合の対

応等など、職場における新型コロナウイルス感

染症の拡大を防止するための対策の実施状況

について確認できるものとなっているため、対策

が不十分な項目をあらためて確認し、十分に対

応できるようにしておきましょう。 

 

仕事・子育てへのコロナ禍の影響 

（連合調べ） 

◆コロナ禍の働き方への影響 

全回答者（1,000 名）に、新型コロナウイルス

感染拡大によって働き方にどのような変化が

あったか聞いたところ、「働き方に変化はない」が

53.3%で最も高くなった一方、「テレワーク勤務を

行うようになった」は 24.6％、「時差出勤を行うよ

うになった」は 15.1％、「労働時間が減った」は

14.8％、「労働時間が増えた」は 5.9％、「副業・

兼業をはじめた」は 3.2％となりました。働き方に

変化があったという人の中では、感染症対策とし

て、テレワークや時差出勤を行うようになったと

いう人が多いようです。年代別に見ると、「テレ

ワーク勤務を行うようになった」と「時差出勤を行

うようになった」は上の年代ほど高くなる傾向が

見られ、最も高くなった 50 代では「テレワーク勤

務を行うようになった」は 37.8％、「時差出勤を

行うようになった」は 22.2％となりました。 

 

◆コロナ禍による保育園・幼稚園休園時、日中

の子どもの面倒は誰が見たか 

コロナ禍により保育園や幼稚園が臨時休業と

なっていたときの子どもの世話の状況について

聞きました。保育園・幼稚園に通っている子ども

がいる人（828 名）に、新型コロナウイルス感染

拡大によって、保育園・幼稚園が休園になってい
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たとき、自身の家庭では、日中、誰が子どもの面

倒を見ていたか聞いたところ、「自分」（60.9％）

が最も高く、「配偶者・パートナー」（54.7％）、

「自分や配偶者・パートナーの親」（18.4％）が続

きました。男女別に見ると、男性では「配偶者・

パートナー」（84.5％）、女性では「自分」（79.1％）

が最も高くなりました。 

では、日中に子どもの面倒を見ていたとき、ど

のように対応していた人が多いのでしょうか。日

中の子どもの面倒を自身で見ていた人（504 名）

に、新型コロナウイルス感染拡大による保育園・

幼稚園の休園時、日中の子どもの面倒を自身で

見ていたとき、どのように対応したか聞いたとこ

ろ、「在宅勤務を行った」（29.2％）が最も高く、

次いで、「年次有給休暇を取得した」（25.0％）、

「年次有給休暇以外の有給休暇を取得した」

（18.7％）となりました。在宅勤務制度の活用や

有給休暇の取得で対応していたという人が多い

ようです。男女別に見ると、男性では「在宅勤務

を行った」が 45.0％と、半数近くとなり、女性で

は「欠勤して対応した」が 18.3％と男性（6.3％）

の３倍になりました。 

 

◆コロナ禍以降、子育てにかかわる時間は変

わったか 

コロナ禍は子育てにかかわる時間にどのよう

な変化をもたらしたのでしょうか。全回答者

（1,000 名）に、新型コロナウイルス感染拡大以

降、子育てにかかわる時間はどのように変わっ

たか聞いたところ、「非常に増えた」は 9.7％、

「やや増えた」は 38.1％で、合計した『増えた

（計）』は 47.8％、「以前と変わらない」は 49.2％

となりました。外出自粛や保育園・幼稚園の臨

時休業などにより、子どもと一緒にいる時間が増

え、育児に携わる時間が長くなったという人が多

いのではないでしょうか。男女別に見ると、子育

てにかかわる時間が増えた人の割合は、女性で

は 51.8％と、男性（43.8％）と比べて 8.0 ポイン

ト高くなりました。 

 

1 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

12 日  

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けてい

る場合には、令和２年 7 月から 12 月までの 

 徴収分を 1 月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月

以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職

業安定所］ 

2 月 1 日  

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同

合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの

＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町

村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４

期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

10 月～12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町

村］ 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで  

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提

出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の

支払者］ 

 

編集後記 

新年明けまして 

おめでとうございます。 

 

昨年は、業務遂行にあたり多大なるご協力とご

支援ありがとうございました。 

また、厳しくも優しいご指導、ご鞭撻本当にあり
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がとうございました。 

厚く感謝申し上げます。 

さて昨年は、世界中が新型コロナウィルス感染

症の影響受け大変な１年でした。年が変わった

菅首相の年初の挨拶の中でも首都圏において

は、新型コロナウィルス感染者数について増加

傾向にあるとのことから緊急事態宣言の発出に

ついても言及がありました。 

 

今後の経済情勢も予断ができない状態で年が

明けたばかりで暗い話が多いですが、私自身は

少しでも視座をあげて、胸を張って活動していこ

うと思っています。2021 年は当社も含めてです

が、中小企業の勝ち残り策を考え、ご提案する

ことで少しでもお役にたてるよう努力してまいりま

す。 

つきましては、ご依頼頂いている業務を円滑に

遂行することはもちろんのこと 

お客様のことを第一に考え、 

常に 

役に立てる情報はないか？ 

役に立てるビジネスツールはないか？ 

生産性向上に繋がるご提案ができないか？ 

売上に貢献できるご提案ができないか？ 

喜んでもらうためにはどうしたら良いか？ 

を社内で共有し、実践していきたいと考えていま

す。 

変化（ピンチ）はチャンス、打つ手は無限を合言

葉に元気な日本を取り戻すべく皆さまと一緒に

頑張って参りたいと思います。 

 

年頭にあたり、皆さまのご多幸と事業の発展を

全力で支援させて頂くことをお約束させて頂くと

ともに、本年も昨年同様ご協力とご支援下さいま

すよう宜しくお願い致します。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

社会保険労務士法人 D・プロデュース 

代表 越石 能章 


