地域経済を担う中堅・中小企業のための

民間求人サイト活用事例集

令和 3 年３月発行

はじめに

本事例集では、地方の中堅・中小企業が中途・転職人材を採用するためのツールとして、
「民間求人サイト」（※）に着目し、
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初めて民間求人サイトを活用 した事例

2

民間求人サイトを活用して、UIJターン
（都市圏から地方に移住する）人材を採用 した事例

を中心に、民間求人サイトの具体的な活用方法や、採用活動に当たっての工夫などを紹介しています。

事例集について
民間求人サイトは、インターネットを用いた人材採用のためのメディア のひとつです。
都市圏の若年層は、就職・転職活動に当たり、民間求人サイトを活用する場合が多いと言われています。
そのため、これらの 若い人材を採用するため には、民間求人サイトを有効活用 することが重要と考えられます。
本事例集では、実際に民間求人サイトを活用して 中途・転職人材の採用に成功した地方の中堅・中小企業の事例 を掲載するとともに、
民間求人サイトに関して 知っておきたい基本的な知識 や、活用のプロセス についても解説しています。
民間求人サイトを今まで使ったことがない、あるいは、使ったことはあるがうまく採用に結び付かなかった、といった地方の中堅・中小企
業の皆様におかれては、今後の民間求人サイトの活用に当たり、ぜひ本事例集を参考としてご覧ください 。

この事例集が、地方の中堅・中小企業の皆様の採用活動の一助となれば幸いです。
※

本事例集では、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（職業安定法第 4 条第 6 項で言う「募集情報等提供」事業者）を指します。
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民間求人サイトを活用して中途・転職人材を採用した中堅・中小企業の事例
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掲載企業が採用活動で行った取り組み・工夫した点は、
「採用活動のポイント」として、次の 3つの視点に分けて整理しました。
サイト活用

UIJターン

採用全般

民間求人サイトや付随する機能を有効活用する視点での取り組
み・工夫

UIJ ターン人材を採用する視点での取り組み・工夫

民間求人サイトや UIJ ターンといった特定の条件に限らず、人材
採用全般に当てはまる視点での取り組み・工夫

コラムについて
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民間求人サイトの活用に当たって役に立つ情報を掲載しています。
事例とあわせて、ぜひご覧ください。
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活用事例 01

株式会社トリパス（北海道札幌市）

民間求人サイト担当者からの助言をうまく活かしつつ、主体性を持って取り組んだ
サイト担当者と積極的にコミュニケーションを取り、的確な助言を引き出せたことが、
採用という結果にもつながりました。サイト担当者にお任せするのでも、自社で抱え込
むのでもなく、助言は求めつつも、主体性を持って対応することが大事だと感じました。
採用担当者

採用活動のポイント

転職市場の状況を踏まえてターゲットを拡大した

サイト活 用

自社のアウトドアブランドの営業強化を目的としていたため、当初は、募集条件を営業経験者に絞るつ

会社概要

もりでした。

従業員数 ： 約 75 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 1,800 万円

業種

： 製造業

しかし、
「最近は販売職の転職活動が盛んだ」という サイト担当者からの情報 を踏まえ、アウト
ドアショップの販売経験者であれば求める人材像に合致すると考え直し、販売経験者にも ターゲッ

事業内容 ： 金属製品製造業：板金加工、機械加工、塗装

等

トを広げた 結果、非常に多数の応募 が集まりました。

サイト担当者の採用ノウハウを有効活用した

掲載期間が経過するほど応募者は減っていくので、優秀な人材から応募があれば、残りの掲載期

募集していた求人の 内容
業務内容

間に関わらず早い段階で目星を付けておくべき というサイト担当者からの助言に従った結果、

： 自社のアウトドアブランドの営業・商品企画

求める人材 ： アウトドア・キャンプが好きな方
（職種未経験者・UI ターン歓迎）

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール
年齢：30 代

応募時の住所：北海道

過去にアウトドア関連の企業での勤務経験があり、採用に至り
ました。

サイト活 用

採用につながりました。
豊富な経験に裏打ちされた サイト担当者のノウハウをうまく活用 することが、採用を成功させる上
で重要だと感じました。

求職者に響くメッセージを打ち出した

採用全般

アウトドア関連の業務であること、営業担当でも商品開発に携われることなど、アウトドア好きな

求職者に響く内容 を広告の前面に出しました。
また、営業先や顧客から把握したニーズが商品開発にフィードバックされることを記載して、
これまでの営
業や販売の 経験が今後の業務に活かされる具体的なイメージ を持ってもらえるように工夫しました。
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活用事例 02

株式会社熊谷建設工業（青森県むつ市）

応募者への速やかな対応により、求める人材を逃さず採用できた
応募数が限られる状況にありましたが、募集対象を拡大する、応募者に素早く対応する、
といった民間求人サイトの担当者からの助言を活かして、採用につなげることができま
した。
採用担当者

採用活動のポイント

採用可能性を高めるため、募集対象を拡大した

サイト活 用

当初は資格取得者を募集予定でしたが、サイト担当者に相談したところ、該当者が少なく応募数が

会社概要

従業員数 ： 約 80 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 2,000 万円

業種

： 建設業

限られると予想されました。
採用の可能性を高めるためには、募集対象を広げて応募の絶対数を増やすべき、という助言を
受けて、熱意のある方、若い方であれば採用後の育成も可能と考え、未経験者も対象に加えました。

事業内容 ： 総合建設業

等

求職者に響く広告内容を心掛けた

サイト活 用

求人広告は 、若い方にも読んでもらえるよう、堅苦しくなく、
分かりやすい文章 を心掛けました。

募集していた求人の 内容

自社を知ってもらうためのストーリー を記載し、地域に根差した地元密着の企業であることを
業務内容

アピールするとともに、現場の写真や一日の仕事のスケジュールなど、入社して働く姿をイメー

： 施工管理職

求める人材 ： ものづくりに興味のある方、元気な振るまいの
できる方、チームワークを大事にできる方
（業
界・職種未経験を歓迎）

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

社員のやる気を高めるための仕組み（有資格者の加点評価や保険完備）があることをアピールする
など、他社との差別化を図ることのできる内容が求職者の目に届くよう工夫 しました。

採用者のプロフィール
年齢：2 0 代

ジできる情報 も盛り込みました。

応募時の住所：東北地方

応募者に素早く対応して選考を進めた

採用全般

求職者は複数の企業に応募する傾向があり、せっかく応募があっても対応が遅れると先に他社での
採用が決まってしまうため、応募があれば素早く対応するべき 、という助言をサイト担当者か
ら受けました。

注文住宅会社での勤務や、電力会社での建設工事の施工管理の
経験があり、採用に至りました。

助言通り、応募者には応募後すぐに連絡を取って面接を設定 し 、選考を進めた結果、採用につ
ながりました。
04

活用事例 03

株式会社 GRA（宮城県亘理郡山元町）

応募者の数や多様性を広げることで、採用の成功可能性を高めた
採用の成功可能性を高めるため、求人広告の作成に当たっては、民間求人サイトの担当
者と相談しながら、応募者を増やす工夫を凝らしました。
その結果、首都圏から、ぜひ採用したいと思える若者人材を採用できました。
採用担当者

採用活動のポイント

募集条件を広げて、採用の成功可能性を高めた

サイト活 用

当初は条件を絞り込む予定でしたが、応募者数が多いほど採用に至る可能性が高くなる とい

会社概要

従業員数 ： 約 100 名（令和 3 年 3 月時点）

うサイト担当者の助言を受け、年齢や経験等の条件を広げて募集を行いました。

資本金

： 1 億円

また業務内容についても、サイト担当者と相談しながら、未経験者でも分かりやすい記載に落

業種

： 農林水産業

とし込むこと により、多数の応募につながりました。

事業内容 ： 農産物の生産販売及び輸出、産地ブランド開発、新規農
業者の就農支援事業

等

短期間で多くの求職者にアプローチできた

サイト活 用

これまで自社サイト等でも募集を行っていましたが、応募者が当社を元々知っている方に限ら

れる など、成果は十分ではありませんでした。

募集していた求人の 内容
業務内容

民間求人サイトの活用は、短期間で多くの求職者にアプローチできるという点で、応募者の数や

： 新規就農支援

求める人材 ： 業界・職種未経験の方、地域振興に携わりたい
方、新しいことに挑戦したい方

民間 求人サイトを
通じて採用に成功！

目的に応じて、面接はオンラインと対面を組み合わせた
採用者のプロフィール

年齢：20 代

多様性を広げるために効果的 と感じました。

応募時の住所：首都圏

新規就農支援に関する業務経験があり、採用に至りました。

UI Jターン

応募者の負担軽減 のため、1 次面接は、遠方はもちろん県内在住の応募者もオンラインで実施しました。
他方、採用後のミスマッチを防ぐ ため、2 次面接は 対面 として、実際に 職場・生産現場を見

てもらう ようにしました。
その際、仕事だけでなく 地域に馴染むことが定着に当たり重要 であるため、遠方在住の応募者
には、周辺案内など 地域を知る機会 も設けました。
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活用事例 04

株式会社グリーンデイズ（栃木県宇都宮市）

明確なコンセプトをもとに、採用したい人材像を意識した求人広告を作成した
採用活動のコンセプトを明確化した上で、民間求人サイトの担当者とも相談しながら、
採用したい人物像に響くように求人広告の内容を工夫した結果、良い人材を採用できま
した。
採用担当者

採用活動のポイント

明確なコンセプトをもとに、求人広告を作成した

サイト活 用

採用活動の基本的な考え方として、
「業界・業種は未経験でもやる気と挑戦する意欲を持つ方

会社概要

従業員数 ： 約 200 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 1,200 万円

業種

： 小売業

を採用したい」というコンセプト を持っていました。
このコンセプトをもとに、サイト担当者のアドバイスも受けながら、採用したい人物像に響くか

どうか という視点で、応募条件、言葉遣い、画像の使い方など求人広告の内容を検討、工夫しました。

事業内容 ： 農産直売所の運営、農産物の販売、農産物加工品の製造
及び販売

自社の魅力を効果的に伝える方法を工夫した

サイト活 用

「やる気優先で何事にも挑戦できる環境」、「対人コミュニケーション能力を向上できる環境」とい
う 自社の強みをアピールポイント に、求人広告の内容を作成しました。

募集していた求人の 内容
業務内容

さらに、サイト担当者とのコミュニケーションを通じて、
「人と人を結ぶ」
、
「生産者様とお客様
の間で懸け橋になる」といった 自社の魅力の効果的な伝え方を新たに見出す ことができました。

： 店舗運営

求める人材 ： 農業ビジネスへの意欲がある方
（未経験を歓迎）

サイトの機能・サービスを有効活用した

サイト活 用

応募者とメッセージをやり取りできる機能 を活用し、動機や経歴などを 事前に深掘りした上
民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール
年齢：30 代

応募時の住所：関東地方

飲食業関連で店舗運営の経験があり、採用に至りました。

で、面接に臨む ことができました。
また、コンバージョン率（閲覧者数に対する応募者数の割合）を指標 として、広告の効果を確認
しながら応募促進を行いました。
ただし、数値を気にし過ぎて、良い人材の採用という 本来目的を見失わない よう、良いことだ
けでなく厳しいことも含めて、ありのままに情報を伝えることを心掛けました。
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活用事例 05

株式会社協同工芸社（千葉県千葉市）

中途採用の傾向を踏まえたアドバイスを受け、複数職種を採用できた
中途採用での民間求人サイトの活用は初めてでした。中途採用特有のポイントなど、民
間求人サイトの担当者からもらったアドバイスの効果もあって、募集した 2 職種で採用
することができました。
採用担当者

採用活動のポイント

職種に応じて、ターゲットを絞ってアプローチした

サイト活 用

当初は 1 つの広告で、設計職・製造職をあわせて募集するつもりでした。

会社概要

従業員数 ： 約 120 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 1,000 万円

業種

： 製造業

しかし、中途人材は就業経験を活かすため職種を重視する傾向があるので、それぞれの 職種に応
じてターゲットを絞ったアプローチ をすべき、というアドバイスを受けて、職種ごとに内容の
違う 2 つの広告を掲載しました。

事業内容 ： 看板、サインの企画・内装・製作・設計・施工

また、採用条件が厳しいと応募が少なくなる一方、緩いと求める人材とのズレが生じるため、当初

は厳しめに設定し、応募状況を見ながら徐々に緩やかにする べき、というアドバイスを踏ま
え、記載内容を調整しました。

募集していた求人の 内容
業務内容

： 設計職／製造職（2 職種を募集）

求める人材 ：（設計職）指定するベクターグラフィックソフ
トまたは CAD の使用経験者／（製造職）指定
するベクターグラフィックソフトの使用経験者

写真や社員インタビュー記事で広告内容を充実させた

サイト活 用

写真を掲載できるという民間求人サイトの特徴を活かして、民間求人サイトの担当者と相談しなが
ら、求人広告の見せ方を工夫しました。

写真付きの社員インタビュー記事 を掲載した結果、自社のことをわかりやすく伝えられるだけ
でなく、広告の見た目が華やか になりました。また、外部の方（民間求人サイトの担当者）がイ
ンタビュアーとなることで、社員も前向きに参加してくれるという効果もありました。

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール
年齢：30 代 1 名、40 代以上 2 名 応募時の住所：首都圏（全員）

業務体験を行い、入社後のミスマッチを防止した

採用全般

採用方針として、自社を知ってもらった上で、入社を志望する人材を採用したいと考えていました。
募集した職種それぞれと同業種または類似業種の経験があり、

このため 、1 次面接の合格者を対象 に、実際の職場での業務体験 を実施することで、業務内容を

採用に至りました。

理解してもらい、入社後のミスマッチを防止 しました。
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活用事例 06

アイフォーコム株式会社（神奈川県横浜市）

積極的な情報収集や民間求人サイト担当者との対話を通じて、効果的な広告を掲載した
客観的な情報に基づいて、求める人材像に適した広告プランを選択したことや、サイト
担当者との対話を通じて、新たに見出した自社の魅力をアピールポイントとして強調し
たことが功を奏し、非常に多くの応募を得ることができました。
採用担当者

採用活動のポイント

明確な人材像から、適切な掲載プランを選択した

サイト活 用

募集に当たり、まずは自社が 求める人材像を明確化 しました。

会社概要

従業員数 ： 約 350 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 1 億円

業種

： 情報通信業

の程度存在するか、同じ人材像を求める競合他社はどのような広告を掲載しているか、といった

様々な周辺情報を収集 し、判断材料としました。

事業内容 ： ソフトウェア・ハードウェア・ネットワークの開発、
ソリューション事業、自社製品の開発・製造等

サイト活 用

これは 当社にとって当たり前 のことですが、
サイト担当者から「専門領域を広げられる魅力的な環境であり、

： WEB アプリエンジニア

向上心がある求職者へのアピールになる」
との指摘を受け、
改めて自社の魅力であることに気付きました。

／組み込みソフトウェアエンジニア（2 職種を募集）
求める人材 ： ソフトウェア開発経験者（実務未経験者も可）
／組み込み・制御系ソフト開発や回路設計の経験者

採用者のプロフィール
民間求人サイトを
通じて採用に成功！

対話を通じて自社のアピールポイントを見出した
当社では、部署の垣根を超えて、プロジェクト体制を組んでいます。

募集していた求人の 内容
業務内容

その人材を採用するために 適切な広告プランを選択 するため、該当する求職者は転職市場にど

年齢：20 代 3 名、40 代 2 名 応募時の住所：北海道、東北、首都圏
WEB アプリエンジニアは 4 名（未経験者含む）、組み込みソフ
トウェアエンジニア 1 名（経験者）の採用に至りました。

このような気付きを得るためには、自社のことをよく知ってもらうためにも、サイト担当者との

積極的なコミュニケーションを図る ことが重要と感じました。

応募状況にあわせて広告内容を見直した

採用全般

募集開始後、応募者の年齢層に偏りのある職種については、若手人材の応募を促進するため、
「20・30 代が
活躍中」というメッセージを追加するなど 広告内容を見直した ところ、若手からの応募が増えました。
ただ、未経験者も募集対象としたことで、応募者数は多くなった一方、
求める人材像とのギャップも大きくなって
しまったため、
未経験者と言えども求める人材像を具体的かつ明確に示す 必要があったと感じています。
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活用事例 07

株式会社ミヤモト家具（富山県富山市）

仕事のやりがいや自社の魅力を、インターネットを通して全国の求職者にアピールできた
インターネットの求人媒体である民間求人サイトを使うことで、仕事のやりがいや自社
の魅力を、地元以外の全国の求職者にも訴求できました。

採用担当者

採用活動のポイント

仕事のやりがい、自社の魅力を強く伝えた

サイト活 用

勤務地が地方都市であり、一般的には採用しづらい条件のため、仕事のやりがいをメッセージ

会社概要

として強く伝える 求人広告にしました。

従業員数 ： 約 45 名（令和 3 年 3 月時点）

デザインを重視する業種・職種であり、求職者が関心を持ってくれるかどうかは、自社の商品力・

資本金

： 1,000 万円

業種

： 家具製造・小売り・デザイン・コーディネート

事業内容 ： オリジナル家具、及び特注家具の製造・販売

サイト活 用

スカウト機能を活用 して、登録者の求職者のプロフィールから絞り込みを行い、
「インテリアコー
ディネーター」の 経験のある求職者 や、職種志望度が高い求職者 を探し出しました。

： インテリアコーディネーター

求める人材 ： 挑戦意欲が有り、仲間を大切に思い、大事に出

探し出した求職者に対して ダイレクトメッセージを配信 し、こちらから 積極的にアプローチ

来る方

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

自社の魅力が伝わるよう、店内写真のほか、社風が感じられる懇親会の写真を掲載 しました。

求める人材を探して積極的にアプローチした

募集していた求人の 内容
業務内容

ブランド力次第のため、自社商品のこだわりについても記載 し、求職者にアピールしました。

したことで、採用につながりました。

採用者のプロフィール
年齢：20 代

応募時の住所：首都圏

出身地：近畿地方

近畿地方の大学を卒業後、都内デザイン事務所に勤務した経験
があり、採用に至りました。

一貫性のあるメッセージを発信した

採用全般

社長は「仕事の面白さ」や「働く仲間」を大事にしており、自身が運
営するブログを通じて発信しています。
求人に当たっては、社として 一貫性のあるメッセージ を伝えられ
るよう、ブログとテイストをあわせた求人広告 を作成しました。
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活用事例 08

勅使川原産業株式会社（愛知県あま市）

採用方針を反映して、未経験者を含む幅広い求職者にアピールした
即戦力だけでなく、人材育成を前提とした未経験者もターゲットとする方針を反映して、
未経験者・異業種も含めて幅広い年齢層にアピールした結果、多数の応募を得ることが
できました。
採用担当者

採用活動のポイント

民間求人サイト担当者との対話を通じて情報を整理できた

サイト活 用

サイト担当者との対話を通じて、自社の経営概要、社員構成、福利厚生、研修体制など、採用活動に必

会社概要

従業員数 ： 約 440 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 3,000 万円

業種

： 運輸業

また自社の人材戦略に関して、即戦力採用だけでなく、未経験者を育成できる環境を整える必要が
ある、といった 現状の課題や今後の事業展開 に対する有益な示唆 も得られました。

事業内容 ： 一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、
倉庫業

要な 幅広い情報を丁寧かつ的確に整理 でき、求人広告にも反映できました。

等

採用方針の転換を反映したアピールを行った

サイト活 用

今までの採用活動は、即戦力を求めて経験者重視でしたが、数年前から人材育成を前提に思い切っ
て 従来の方針を転換し、未経験者を含めた募集条件に見直し ていました。

募集していた求人の 内容
業務内容

今回の応募では、採用方針も踏まえて、アットホームな職場をアピール した方が良いとの サイ

ト担当者からの助言 を受け、20 〜 70 代までの幅広い年齢層が安定的に働ける環境であることや、

： 大型・中型自動車のドライバー

未経験者でも免許取得を支援することなどをアピールしました。その結果、未経験者や異業種も含め、

求める人材 ： 普通自動車免許保有者

幅広い年齢層で 非常に多くの応募 が集まりました。

（ドライバー未経験者も歓迎）

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール
年齢

： 20 代 1 名、30 代 3 名、40 代以上 2 名

応募時の住所 ： 東北地方、関東地方
運輸業や異業種での輸送業務経験があり、採用に至りました。
（大型免許保有者 5 名、中型免許保有者 1 名）

役割分担により効率的、機動的に選考を行った

採用全般

会社全体での採用活動を効率的に進めるため、募集は本社で一括 する一方、選考は各地域の営業

所に権限 を与えて行いました。
本社に集まった応募情報を各地域の営業所に振り分け、営業所ごとに応募者に連絡し、迅速に面接を
実施しました。こうした 本社と営業所の役割分担 により、最短で応募翌日に面接を実施するなど

機動的な選考プロセス を組むことで、採用につながりました。
10

活用事例 09

月桂冠株式会社（京都府京都市）

スカウト機能を活用して、求める条件に合う人材を採用できた
画像・写真を用いた求人広告や特集ページでの紹介、またスカウト機能を活用した人材発掘と
ダイレクトメッセージの送付でターゲット人材を採用できました。母集団形成から動機付け、
採用までを一連してアプローチできる、民間求人サイトだからこそ成功できたと思っています。
採用担当者

採用活動のポイント

民間求人サイトならではの機能を活用

サイト活 用

食品メーカーの S E 職は、業務のイメージがしづらいため、待つだけでは応募が期待できませんで

会社概要

した。そこで スカウト機能 を使い、S E 経験者やシステム関連に知見のある求職者を振り向かせ

従業員数 ： 約 380 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 4 億 9,680 万円

業種

： 製造業

ることに注力しました。さらにサイト内の特集ページで紹介していただくなど、より多くの求職者
に見てもらえるよう工夫しました。
スカウト機能や特集ページから自社をお気に入り登録いただいた求職者に対しては、 ダイレクト

リキュール類の製造販売 /ビール、
ワインの輸入販売
事業内容 ： 清酒、

メッセージを配信 し、直接コミュニケーションをとることを心掛けました。

求人の特徴・他社との違いをアピール

募集していた求人の 内容

サイト活 用

業務内容だけでは、首都圏などの同職種の求人と比較すると立地の面で劣る可能性があ
業務内容

りました。そのため、差別化のポイントとなるアットホームな社風と社員を大事に
する環境に注目 いただける内容にしました。

： 社内システムエンジニア（SE）

求める人材 ： 素直で真面目、自ら考え行動できる方
SE 職経験者

民間求人サイトは 画像や写真を掲載 できるので、自社ロゴや主力商品を掲載し、ビ
ジュアルの面で会社を理解いただけるようにしました。

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール

自社の所在地域で働きたい人材を惹きつける工夫

UI Jターン

求人広告には、京都限定の勤務であり、意図しない転勤がないことをアピールしました。またスカウ
年齢：2 0 代

応募時の住所：首都圏

出身地：京都府

ト機能の活用時には、現在の居住地を問わず勤務希望地が京都や関西かをチェックして配信をしました。

ウェブ面接を活用 し、遠方からの応募者であっても、短期間で動機形成と選考プロセスの進行が
大手証券会社、IT ベンチャーにて IT ソリューション事業の経

できるようにしました。 ただし、京都の魅力と会社の雰囲気を肌で感じていただきたかったので、

験があり、採用に至りました。

最終面接は対面 で行いました。
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活用事例 10

ホーコス株式会社（広島県福山市）

応募者の幅が全国各地に広がり、首都圏在住の人材を採用できた
民間求人サイトに求人広告を出すことで、全国各地から応募が集まり、「応募者の幅を広
げたい」という会社のニーズを満たすことができました。結果的に、首都圏在住の人材
を採用できました。
採用担当者

採用活動のポイント

職場の雰囲気・社員の働く姿が伝わる情報発信を行った

サイト活 用

民間求人サイトの多彩なコンテンツを活用して、求人広告には会社の概要だけでなく、職場の写

会社概要

真 や 社員インタビュー記事を掲載 しました。

従業員数 ： 約 800 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 8 , 500 万円

業種

： 製造業

求職者に 職場の雰囲気 や 実際に働いている姿をイメージ してもらえるように心掛けました。

事業内容 ： 工作機械、環境改善機器、建築設備機器の製造販売

ツールを使ってオンラインで実施 することを提案しました。
応募者が対面での面接を希望した場合も、通常は 2 日かける 選考

： 機械・プラント設計

プロセスを 1 日に短縮 するなど、応募者の負担が減る よう工

求める人材 ： CAD などを使用した機械設計またはプラント

夫しました。

設計の経験者（実務経験はなくても可）

採用者のプロフィール
民間求人サイトを
通じて採用に成功！

年齢：30 代

UI Jターン

遠方からの応募者に配慮して、1 次面接については、ウェブ会議

募集していた求人の 内容
業務内容

選考プロセスを工夫して応募者の負担を軽減した

応募時の住所：首都圏

出身地：中国地方

応募の業種・職種は未経験でしたが、CAD を利用した設計経
験があり、採用に至りました。

応募者の将来性・成長可能性を考慮した

採用全般

民間求人サイトを使うことで、様々な経歴・スキルを持った求職者が応募してくれた反面、採用す

る側での人材の見極めが重要 になりました。
応募者の現在の経歴・スキルだけで 機械的に合否を判断せず、将来性や成長可能性なども鑑みて 、
自社へ入社後に活躍する姿を想像できるような方を採用できるよう心掛けて選考しています。

12

活用事例 11

株式会社タケシタ（福岡県三潴郡大木町）

自社のニーズに合った民間求人サイトを選ぶことで、若年層からの応募を促進できた
中途採用について、これまでは応募者数が少なく、また年齢層も偏っていたことに課題
を感じていたので、民間求人サイトを利用することにしました。
結果として、応募者数も増加し、狙っていた若年層からの応募も多数ありました。
採用担当者

採用活動のポイント

自社のニーズに合う民間求人サイトを比較検討して選んだ

サイト活 用

民間求人サイトの選択に当たり、事前に 自社のニーズに合うかどうか複数のサイトを比較検討 し

会社概要

ました。
（例えば、
製造業の中途人材採用の実績、
九州・福岡県のエリアでの強み、
求職者の主な年齢層、
等）

従業員数 ： 約 50 名（令和 3 年 3 月時点）
資本金

： 3,000 万円

業種

： 製造業

知名度や登録者数だけではなく、営業担当者が積極的に提案してくれる民間求人サイトを選ぶこと
が重要だと感じました。

事業内容 ： 半導体・FPD 製造装置向け精密機械加工
その他産業用機械装置向け大型製缶加工

等

自社 PR は、専門用語を避けてわかりやすい内容に見直した

サイト活 用

民間求人サイトの活用をきっかけに、初めて自社の PR 内容を検討することになりました。
当初は、自社を詳しく知ってもらうために 専門的な言葉を使いがち でしたが、未経験者にはわかりづらい

募集していた求人の 内容

と助言を受けて、難解な用語や表現を避け、
なるべく平易でわかりやすいPR内容にするよう見直しました 。
業務内容

： 製造職

求める人材 ： 機械・工学系の学校出身で、もの作りが好きな
方、技術力を身につけたい方

民間求人サイトを
通じて採用に成功！

自社への理解を深めてもらい、入社後のミスマッチを防止した
採用者のプロフィール

年齢：30 代

その結果、閲覧者や応募者がこれまでよりも増える といった、目に見える効果がありました。

応募時の住所：九州地方

採用全般

入社後にギャップを感じてしまうことを避けるため、自社のことを理解した上で、働きたいと思

う方を採用したい と考えています。
このため、選考段階で自社や業務内容への理解を深めてもらった上で採用 し、入社後のミスマッ
チを防止するよう努めました。

これまではロボット溶接機のオペレータをしていましたが、これ

具体的には、応募者の疑問点を解消するため何度でも面談したり、社内を見学してもらったりなど、

からは自ら溶接してみたいとの希望から採用内定に至りました。

時間をかけて丁寧に選考 しました。
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活用事例 12

西表島交通株式会社（沖縄県八重山郡竹富町）

ターゲットを明確に設定してアプローチし、採用につなげることができた
県外居住の資格保有者というピンポイントのターゲットで狙っていきましょう、という
民間求人サイトの営業担当からのアドバイスを受けて、結果的に狙い通りの採用ができ
ました。
採用担当者

採用活動のポイント

ターゲットを明確に設定してアプローチした

サイト活 用

スカウト機能 の活用に当たって、次の３タイプに ターゲットを明確化 しました。

会社概要

資本金

： 4,800 万円

・ 沖縄県を希望勤務地としている県外居住の整備士資格保有の求職者
・ 整備士資格保有の求職者（居住地は問わない）
・ 資格を持っていなくても、経験（整備やメカニック）のある求職者

業種

： サービス業（自動車整備業）

条件の合った求職者に対して、1 日 15 通（人）を目標としてダイレクトメッセージを送るなど、こ

従業員数 ： 約 50 名（令和 3 年 3 月時点）

事業内容 ： 貸切観光バス、路線バス、タクシー、レンタカー、自動
車整備業

地方移住の不安払拭のために工夫した

を前面に出しました。会社側から 生活面のサポートがある ことや、ご近所づきあい・島の自然
の楽しみ方など 島特有の雰囲気を伝える 内容も記載しました。

： 普通自動車の点検・整備

広告中には、不安があれば相談に乗る こと、移住者の体験談を聞く機会 も設けられることを

求める人材 ： 3 級以上の自動車整備士の資格を所持している

記載し、安心感を持っていただけるよう工夫しました。

方（実務経験、学歴・ブランクは不問）
（U・I ター

遠方の応募者に配慮し、ウェブ面接でも対応可能 としました。

ン歓迎）

自社ならではのメリット・魅力をアピールした
民間求人サイトを
通じて採用に成功！

採用者のプロフィール
年齢：30 代

UI Jターン

地方に移住するときに感じる不安を払拭するため、求人広告では、あえて 島の住まい・暮らし方

募集していた求人の 内容
業務内容

ちらから 積極的なアプローチ を行いました。

応募時の住所：首都圏

出身地：首都圏

自動車専門学校卒・整備士一筋の経験があり、採用に至りました。

採用全般

自社・西表島ならではのメリット として、主に次の 3 つをアピールしました。
・ 福利厚生の充実（独身寮、家具家電レンタルなど生活面の支援）
・ プライベート面の充実（釣り、サーフィンなど趣味や余暇の充実）
・ 暮らす環境の良好さ（豊かな自然、美しい海や星空など）
これらの 魅力を短い文章で簡潔に伝える ように工夫しました。
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コラム 01

民間求人サイトの特徴は？

民間求人サイトは 、インターネットを通じて求人広告を掲載するメディアです。
インターネットの特性や民間サービスならではの柔軟性・多様性を活かした、様々な特徴を有しています。（※1、2）
特徴 1

全国どこでも、所在地を問わず情報を届けることができます

インターネットを通じて発信される求人広告は、場所や時間の制約を受け
ないため、日本全国の求職者 に情報を届けることができます。
このため、応募者の幅を 全国単位に拡大 することも期待できます。

特徴 3

求職者自ら、条件に合う企業を簡単に検索できます

特徴 2

文字だけでなく写真など、豊富な情報を掲載できます

インターネット上では、紙面よりも 自由度の高い 広告を掲載できます。
例えば、募集要項を詳細に記載できるほか、企業の PR 文章、写真や動画
など、豊富な情報 を掲載することができます。

特徴 4

短期間で広告を掲載・修正できます

民間求人サイトに掲載された広告の内容は、システムに登録され、検索機

民間求人サイトの広告は、印刷や製本の手間がかからないことから、原稿

能を通じて簡単に検索 することができます。

の準備ができたのち、短期間で掲載 できます。

このため、たくさんの求人情報の中から、年収・地域・職種など、求職者

また、電子データであるがゆえに、既に民間求人サイトに掲載済の広告内

が自らの希望、条件に合致する 企業を能動的に探し出す ことができます。

容を変更する必要があれば、柔軟に修正 できる場合もあります。

特徴 5

採用ノウハウに長けた、民間求人サイトの担当者に相談できます

特徴 6

付随する様々なサービス・ツールを活用できます

広告掲載に当たって、民間求人サイトの担当者が付き、原稿内容について

単に広告を掲載するだけでなく、「スカウト機能」（※3）のように、企業自身

の相談など、サポートや助言 を受けられることがあります。

が積極的に 求職者にアプローチできるサービス もあります。

採用ノウハウに長けた担当者とのコミュニケーションを通じて、社内では

他にも、応募者管理システム、ウェブ面談ツールなど、便利で多種多様な

気付かなかった 自社の新しい魅力 が見つかる可能性もあります。

付随サービス・ツール を活用できる場合があります。

※1

ここで紹介する特徴は、
代表的と考えられる内容を整理したものです。求人広告に掲載できる内容、
プラン、
料金体系、
付随するサービス・ツールの有無など、
サービスの詳細は民間求人サイトによって異なりますので、
実際の活用に当たっては、
各サイトの窓口・担当者までお問い合わせください。

※2

民間求人サイトは、ウェブサイト上の広告枠を提供する民間サービスです。広告掲載には費用がかかること、応募や採用を保証するものではないことにご留意ください。

※3

民間求人サイトに登録された求職者情報（うち開示許諾を得た情報のみ）をもとに、企業が条件に合う求職者を検索し、当人に直接メッセージを配信できるサービスです。
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コラム 02

民間求人サイトに求人広告を掲載するプロセスは？

民間求人サイトを活用する際、どのようなプロセスで検討・手続きを行う必要があるのか、簡単に紹介します。
求人を行う前に、どのような求人を行いたいか、方針を検討します。具体的に検討すべき項目は、以下のような内容です。
Step1

求人方針の検討

求める人材

▶

どのような人材（ 経歴・年齢・能力等）が必要なのか

選考ステップ

▶

どのような流れで選考を行うのか（書類選考、面接の回数・方法等）

採用の条件

▶

いつまでに、何人採用するのか、どのような条件を設定するか

採用体制

▶

誰がどの業務を担うのか（応募者との連絡担当、面接担当等）

求人媒体・方法

▶

どのような求人媒体・ツールを通じて募集・採用するのか

POINT

Step2

申し込み
（掲載方法決定）

Step3

原稿作成
（取材）

Step4

広告掲載
採用活動開始

※

人手不足だからといって漫然と求人を行うのではなく、自社の経営方針 も踏まえて、中長期的な視点から検討 することが重要です。

求人は自社の経営方針にも密接に関係するため、人事・採用担当者だけでなく、経営層の積極的な関与 が求められます。

民間求人サイトの窓口に問い合わせて、求人広告の掲載を申し込みます。その際、サイトの担当者と相談しながら、

求人広告のプラン（掲載期間、広告の大きさや内容など）や 活用する付随サービス・ツール（スカウト機能など）を決定します。
POINT

Step1. で検討した求人方針が、最適な掲載方法（プラン）や活用すべきサービス・ツールを 判断する際のよりどころ になります。

コストパフォーマンスも意識しながら、求人方針に合致するように決めていく ことが重要です。

民間求人サイトのテンプレートに沿って、広告の原稿を作成します。原稿作成に不慣れであれば、サイトの担当者による取材
を受けて、その結果を基に原稿作成を代行してもらうサービスを活用できる場合もあります。
POINT

求職者が自社に親しみを持ち、働くことをイメージできる写真（職場風景・同年代の社員）の掲載など、ビジュアル面 も重要です。

サイトの担当者による取材は、自社の強み・弱みを客観的に知る機会 となるので、積極的に 担当者とコミュニケーション を取りましょう。

あらかじめ設定された日時に、民間求人サイトに求人広告が掲載され、いよいよ応募受付・採用活動が開始です。掲載終了までの間、
応募状況にあわせて 、原稿の修正や求職者へのダイレクトメッセージ送付など、応募を促進する取り組み を検討・実施 します。
POINT

応募があった場合には、すぐに返信・対応を行う ことが、選考途中での 応募者の辞退の抑止 につながります。
応募が少ない・求める人材の応募がない場合には、サイトの担当者と相談しながら、上記のような改善を検討することが重要です。

民間求人サイトによってプロセスの詳細は異なりますので、実際の活用に当たっては、サイトの窓口・担当者にお問い合わせください。
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コラム 03

信頼できる民間求人サイトの見分け方は？（「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言 」について ）

民間求人サイトを活用したいと思っても、「どのサイトを選んでいいか判断できない」「信頼できるサイトかわからない」・・・そんな悩みはありませんか？
そんなときに役立つ情報として、「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」という制度があります。
これは求人情報に対する求職者の信頼を高めるため、民間求人サイトなどの求人情報提供事業者が取り組む自主規制の措置です。
民間求人サイトを選ぶ際には、適正な求人情報を提供する「適合メディア宣言」を行っているサイトかどうか も考慮いただくことをおすすめします。

「求人情報提供ガイドライン」について
厚生労働省・公益社団法人全国求人情報協会・求人情報適正化推進協議会が作成した、求人情報の提供に当たって配慮すること

が望ましい事項等 を示したガイドラインです。
ガイドラインでは、求人情報の提供に関する倫理綱領、表現上の留意事項、事前審査及び苦情対応の仕組み等を定めています。
また求人情報に記載する項目については、明示すべき項目と明示に努める項目の 2 種類に分けて設定しています。
これらの内容は、求職者への適正な求人情報の提供を促進するため、求人情報提供事業者だけでなく、求人を行う全ての企業の皆様
にも知っておいていただきたいものです。

参考：求人情報適正化推進協議会ウェブサイト

下記のウェブサイトで、ガイドラインを閲覧できます。

http: //tekiseika. jp/guideline/

「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言制度」について
求人情報提供ガイドラインに沿った取り組みを行う民間求人サイトなどの求人情報提供事業者は、
「求人情報提供ガイドライン適合メ
ディア宣言」を行うことができます。つまりこの宣言を行っていることは、適正な求人情報を提供している事業者であることを

判断するための目印 になります。民間求人サイトを選ぶ際には、「適合メディア宣言」を行っているサイトかどうかも考慮いただ
くことをおすすめします。

参考：求人情報適正化推進協議会ウェブサイト

下記のウェブサイトで、宣言を行っている事業者の一覧を閲覧できます。

http: //tekiseika. jp/media -list /

「適合メディア宣言」を行っている
求人情報提供事業者・メディア数

63 社 132 メディア
令和 2 年 9 月 18 日時点
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事例集の作成に当たって
本事例集は、経済産業省（事務局：有限責任監査法人トーマツ）が実施した、
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）の一環として、制作しています。
この事業においては、地方の中堅・中小企業が中途・転職人材を採用する際の、民間求人サイトの有効な活用方法等を検証すべく、
地域未来牽引企業（※1）及び民間求人サイト運営事業者（※2）の協力を得て、実証調査を実施しました。
本事例集には、関係事業者の許諾を得た上で、実証調査の成果の一部を事例として掲載しています。
本事例集の制作に当たりご協力いただいた関係事業者の皆様に御礼申し上げます。
※1

▼ 地域未来牽引企業 ウェブサイト

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です。
参考：経済産業省ウェブサイト https: // www. meti.go .jp /policy / sme ̲ chiiki/ chiiki̲ kenin̲ kigyou / index. html

※2 「『 求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言 』を行っていること」等を条件に公募し、外部有識者による審査を踏まえ選定されました。
また、このうち一部の事業者からは、本事例集の制作に当たり、事例を提供いただきました。

協力を得た民間求人サイト運営事業者【求人メディア名称】 ※五十音順

エン・ジャパン株式会社 【エン転職】
株式会社学情 【Re 就活】
ディップ株式会社 【バイトル NEXT】
パーソルキャリア株式会社 【doda】
株式会社マイナビ 【マイナビ転職】
株式会社リクルートキャリア 【リクナビ NEXT】
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