
「令和元年度大企業人材等の地方活躍推進事業 
（地域の中核企業による人材確保手法等の調査分析）」における実証調査に 

ご協力いただく民間求人サイトに関する募集要領 
 
 

経済産業省 地域経済産業グループ 
地域企業高度化推進課 

（事務局：有限責任監査法人トーマツ） 
 
 
1. 本事業の趣旨 

地方の中堅・中小企業において、人手不足の状況が深刻となっている一方、東京など大都

市圏では就業後数年で転職する若手人材が少なくない状況です。 
これらの若手人材は、インターネットを用いて求人情報を提供する民間メディア（以下

「民間求人サイト」といいます。）を活用している一方、地方の中堅・中小企業等は民間求

人サイトを有効に活用できておらず、求人側と求職側の活用するツールにミスマッチを生

じている可能性があります。 
このミスマッチをなくすことで、求人側にとっては望む人材の確保を、求職側にとっては

再就職先の選択肢の拡大をもたらし、「地方への人の流れ」を生み出すきっかけになり得る

と考えられます。 
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、大都市圏で解雇や雇止めにあった求職者

や大都市圏から地方への移住を希望する求職者が存在する一方で、厳しい状況下にあって

も人材獲得意欲の高い地方の中堅・中小企業は、地方における雇用の受け皿としての役割を

担うことから、民間求人サイトの活用によりこうした求職者と企業とのマッチングを実現

することは、重要な意義があると考えられます。 
このため、本事業において、地方の中堅・中小企業等の協力を得て、実際に民間求人サイ

トに求人広告を掲載いただき、地方の中堅・中小企業等の求人活動に係る課題や、民間求人

サイトの有効な活用方法等を検証するための実証調査を行います。なお本調査は、経済産業

省が有限責任監査法人トーマツに事務局業務を委託して実施しています。  
本調査を円滑に実施するため、地方の中堅・中小企業等との求人広告掲載に係る調整や実

際の民間求人サイトへの求人広告掲載、求人広告掲載に係るデータ・ノウハウ・事例の収集

などに関して、複数の民間求人サイトの協力を得た上で行うこととしています。 
上記を踏まえて、経済産業省及び事務局（以下「事務局等」といいます。）は本要領に基

づき、ご協力いただける民間求人サイト（以下「協力サイト」といいます。）を募集します。 
 

 なお、本調査においては、地方の中堅・中小企業等の中でも、地域経済への影響力が大き



く、地域において中核的な役割を果たしていることに鑑み、特に「地域未来牽引企業（※）」

（以下、「未来企業」といいます。）を対象とします。 
 また、本調査においては、「地方への人の流れ」を生み出すという趣旨に鑑み、求人は原

則として正社員を対象とし、協力サイトは正社員向けの求人広告を掲載可能なサイトを対

象とします。 
 
（※）地域経済の中心的な担い手となりうる事業者として、平成 29 年より経済産業省が選

定している企業。 
＜参考ウェブサイト＞ 
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf 

 
 
2. 実証調査及びご協力いただく内容 

(ア) 実証調査の内容 
本調査では、事務局等が協力を依頼した約 200 社の未来企業に、実際に協力サイ

トに求人広告を掲載して採用活動を行っていただき、その効果等を検証します。 
 求人広告の掲載に当たっては、原則として、地域や業種等を考慮して、事務局等が

未来企業を概ね同数に割り振った上で各協力サイトとマッチングします。その後、各

未来企業と各協力サイトの間で広告掲載に向けた個別調整を行い、実際に協力サイ

トへの広告掲載を行っていただきます。なお、広告開始時期は、調整状況に応じて未

来企業ごとに異なることを想定していますが、本調査の実施期間に鑑み、概ね 10 月

頃まで、遅くとも本年内には広告掲載を完了することを原則とします。 
 求人広告のプラン内容（オプションプランも含め）は、各未来企業と各協力サイト

の個別調整の上で決定することとなりますが、掲載期間は基本的に 4 週間以上とし

ます。 
 求人広告掲載の結果については、各未来企業から事務局等に報告されますが、必要

に応じて、広告を掲載した各協力サイトに情報提供やヒアリングの依頼をすること

があります。 
 また、実証調査の結果を踏まえて、地方の中堅・中小企業を対象とした民間求人サ

イトの活用等に関する広報コンテンツの作成や普及啓発イベントの開催を予定して

います。当該コンテンツ作成やイベント開催に当たり、事務局等から各協力サイトに

情報提供やイベント参加等を依頼することがあります。 
なお、上記の内容は、状況に応じて事務局等の判断により、各協力サイトとも相談

の上で、変更を加える場合があります。 
 
 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf


【想定スケジュール】※今後、状況に応じて変更する可能性もあります。 
8 月上旬～下旬 未来企業と協力サイトのマッチング 
8 月下旬～10 月 協力サイトへの求人広告の掲載開始（順次） 
9 月下旬～11 月 未来企業からの広告掲載実績の報告（順次） 
12 月 未来企業からの採用結果フォローアップ 
1 月～3 月 広報コンテンツの作成・イベント開催 

 
(イ) 協力の内容 

協力サイトには、本調査の内容を踏まえて、下記の事項についてご協力いただくこ

ととなります。 
① 求人広告掲載に係る未来企業との調整 
② 求人広告の掲載 
③ 事務局等の要請に応じた、求人広告掲載に係る情報提供・ヒアリング 
④ 事務局等の要請に応じた、広報コンテンツ・イベントに関する情報提供・参加 

 
本調査への協力に対して、事務局等から各協力サイトへの対価の支払いはありま

せん。求人広告掲載に要する費用は、通常のサービス提供時と同様、各協力サイトか

ら未来企業に請求いただきます。 
本調査にご協力いただく未来企業には、実績報告・フォローアップを含めてご協力

いただくことを前提に、広告掲載に要した費用の 2/3 相当を謝礼金として、事務局等

から各未来企業に直接支払う予定です。これにより、広告掲載に係る未来企業の費用

負担を実質的に軽減します。ただし、謝礼金は上限（30 万円）を設定します。また

謝礼金の支払いは、広告掲載後、掲載費用の支払いに係る領収書等の証左資料を事務

局等が確認した上で行います。 
 
3. 応募資格 

協力サイトの運営事業者は、以下の要件を全て満たしていることを条件とします。 
① 以下に列挙する事由に該当しない者であること。 

(ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第三十二条第一項各号に掲げる者 
② 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で

はないこと。 
③ 過去 3 年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者

ではないこと。 
 



4. 協力サイトに求める事項 
 協力サイトは、正社員を対象とする求人広告を掲載するサイトであって、下記の事項を

満たすこととします。 
また協力サイトの選定に当たっては、外部有識者による審査を行った上で決定します。

本調査において実際に広告掲載を行う未来企業が約 200 社であることに鑑み、調査の効

果的かつ効率的な実施等の観点から、概ね 4、5 サイト程度の選定を想定しています。 
なお、募集において各サイト運営事業者から提出いただいた情報は、選定に当たって事

務局等及び外部有識者のみが閲覧し、選定以外の使途に用いることはなく、経済産業省の

定める情報管理に関する規程に基づき、情報の管理は徹底して行います。 
 
① 応募の時点で、求人情報適正化推進協議会の定める「求人情報提供ガイドライン」

に、実質的に適合していることを公に宣言している「適合宣言メディア」であるこ

と 
② 全国展開していること（求人広告掲載企業を特定のエリアに限定していないこと

（※1）） 
③ 求人広告掲載企業が大企業に特化していないこと 
④ 特定業種の求人に特化していないこと 
⑤ 既卒・第二新卒が求職者として登録できること 
⑥ インターネットを用いて求人情報を提供する民間メディアであること 
⑦ ハイキャリア層を謳うなど、求職者の登録を絞っていないこと 
⑧ 十分な数の求職者が登録していること（※2） 
⑨ 掲載内容に応じた複数の求人広告プランを有していること 
⑩ 事務局等の依頼に基づいて、情報提供等を行うこと 

 
※1 未来企業が全国各地に所在していることに鑑み、本調査では、全国展開してい

る民間求人サイトを募集します。今後、調査に進展や状況に応じて、特定の地域を

対象とする民間求人サイトを新たに募集する可能性もあります。 
※2 本調査は実証調査であることに鑑み、求職者の母数に対する応募者の検証、追

跡調査等の実施も想定されることから、会員登録の仕組みを有する民間求人サイ

トを対象とします。 
 
5. 応募方法 
 下記の書類を期限までにメールで提出してください。様式１は、法人印を押印の上、PDF
にて提出してください。 
 応募申込書（様式１） 
 民間求人サイト説明資料（様式２） 



 求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言書の写し 
 
 提出先：有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部（事務局） 

jinzai_chihoukatsuyaku_site@tohmatsu.co.jp 
※ 提出時のメールの件名の冒頭は、「【応募書類提出】」としてください。 
※ 提出後 1 営業日を目途に受領確認のメールを返信します。 
※ 受領の確認ができない場合、事務局までお問い合わせください。 

   
6. 質問について 

 本募集に関する質問は、8．問い合わせ先までメールにてご提出ください。期限まで

にいただいた質問への回答は、公平性の観点から、質問をいただいたメールアドレス全

てに一括してお送りいたします。 
 このため、自社として質問はないが他社の質問に対する回答を参照したい場合、質問

の回答受領を希望する旨、問い合わせ先までメールにてご連絡ください。 
 
7. 募集・選定スケジュール 
 本募集のスケジュールは下記のとおりです。 
7 月 7 日（火） 募集の開始 
7 月 10 日（金） 質問の受付期限 
7 月 13 日（月）頃 質問の回答 
7 月 17 日（金） 応募の受付期限 
7 月 27 日（月）頃 選定結果の連絡・調査実施に向けた調整 

 
8. 問い合わせ先 

本調査は、経済産業省から委託を受け、有限責任監査法人トーマツが事務局を担当し

ています。 
本募集に関する問い合わせは、下記にご連絡ください。 
 
有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部 

   関西リスクアドバイザリー（担当：久保、谷田、辻村） 
   電話：06-4560-6031 
   FAX：06-4560-6039 
   メール：jinzai_chihoukatsuyaku_site@tohmatsu.co.jp  



（様式１） 
 

令和２年  月  日 
 
 

令和元年度大企業人材等の地方活躍推進事業 
（地域の中核企業による人材確保手法等の調査分析） 
事務局 宛て 
 
 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           ㊞ 
 
 
 

応募申込書 
 
 

「令和元年度大企業人材等の地方活躍推進事業（地域の中核企業による人材確保手法等の

調査分析）」における実証調査にご協力いただく民間求人サイトに関する募集要領に基づ

き、応募いたします。選定された場合には、経済産業省及び事務局の依頼に応じて、情報

提供等に協力いたします。 
 
民間求人サイト名：【サイト名を記載してください】 
ウェブサイトアドレス：【ウェブサイトアドレスを記載してください】 
 
 
 
  



（様式２） 
 

民間求人サイト説明資料 
 
 
貴サイトに関する情報について、下記の項目ごとに記載をお願いします。 
 
1．広告を掲載する求人の勤務地について、貴サイトで広告掲載実績がある、または掲

載希望があれば対応可能である都道府県名及び合計数を記載してください。 
（例） 
都道府県名：北海道、青森県、・・・ 
都道府県数：〇 

※ 47 都道府県全てで広告掲載実績がある、または対応可能としている場合、都道府

県名は割愛し、都道府県数を「47 都道府県」と記載してください。 
 
 
2．営業拠点（代理店を含む）の数及び所在地を記載してください。 
（例） 
営業拠点数：○○ 
所在地：北海道、宮城県、・・・（都道府県単位） 

※ 拠点が一覧になっている URL、既存の資料等の提出で代替することも可能です。 
 
 
3．対象とする業種を一覧にして記載してください。 
（例） 
農林水産業、製造業、・・・。  

※ 特段の制限がない場合は「業種制限なし」等と記載してください。 
 
 
4．求人広告掲載に際して、企業規模等何らかの要件を貸している場合、その旨を記載

してください。 
（例） 
従業員〇名以上・・・等 

※ 中小企業の求人広告掲載の可否に関係する要件について、簡潔に記載してくださ

い。 
※ 特段の要件がない場合は、「特になし」等と記載してください。 



 
 
5．会員（求職側）登録の対象者について、一定の要件を設けていれば、記載してくだ

さい。 
（例） 
新卒後○○年以内、年収○○万円以上、・・・ 

※ 特段の要件がない場合は、「特になし」等と記載してください。 
 
 
6．応募日から過去 1 カ月以内の任意の時点における会員（求職側）登録者数を記載し

てください。 
（例） 
○○万人（令和 2 年○月○日時点） 

※ 1000 人未満は四捨五入してください。 
 
 
7．現時点で、本調査において提供可能な求人広告のプラン及びオプションについて、

可能な限り網羅的に金額とその内容の概略を記載してください。 
（例） 
【プラン A】 
（金額） 
○○万円 
（広告の内容） 
・・・ 
 
【オプション：○○】 
（金額） 
○○万円 
（オプションの内容） 
・・・ 

※ 原則として、掲載期間は 4 週間と設定してください。 
※ プラン一覧表など、既存の資料等の提出で代替することも可能です。 

 
 
 
 



8．UIJ ターンや地方創生、地方の中堅・中小企業に関する取組・実績等を有していれ

ば、任意に記載してください。  
（例） 
サイトの活用により UIJ ターンの人材採用を実現した事例（具体的には～）がある 
地方におけるイベント等（具体的には～）に参加した実績がある 
地方創生に関連する特集（具体的には～）を組んだことがある 等 
 

※ 記載様式は自由で構いません。本項目はページ半分程度に収めてください。 
※ サイトの活用事例集など、既存の資料等の提出で代替することも可能です。 
※ 特段の取組・実績等がない場合は、「特になし」等と記載してください。 

 
 


