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1当資料は宮崎県実施の令和3年度採用力向上モデル事業で作成しました



WEBで求人を探す、企業からオファーがくる、など多種多様な仕事探しの方法がある現在。
企業のハローワークへの求人掲載は無料ですが、ハローワークの利用者は減少しています。

しかし、ハローワークは日本最大の求人媒体でなおかつ利用料はかかりません。うまく活用す
ることで、求人募集の効果を上げることが可能となります。また、求職者に転居をともなわな
い求人を紹介することが原則であるため、地元の就職支援にも強みがあります。中小企業にお
いては積極的に活用すべき媒体の一つとなります。

2021年9月21日より、ハローワークインターネットサービスの機能がさらに広がりました。

＜ハローワーク活用のポイント＞※地域や担当者によって活用範囲が異なる場合があります。

担当者とコミュニケーションをとる
企業によって、ハローワークの担当者が付く場合があります。求職者へ自社を紹介してもら
えるよう、繰り返しコミュニケーションをとることで、会社の印象度を上げることが可能と
なります。「希望する人物像」、「過去の採用実績」、「採用したい」という熱意を伝え、
自社のイメージを上げ、印象度を上げることで求職者への紹介に繋がります。

会社資料を持ち込む
ハローワーク内の資料の設置や掲示板へ貼り出しについて、交渉が可能です。露出を増やす
ことで、多くの求職者へ自社の存在をアピールできます。

説明会を実施する
地域によっては、ハローワーク内で場所を借り、単独で説明会の実施を行うことができます。
ハローワークの職員へ、求職者への説明会参加の呼びかけを依頼することで、自社の説明会
への誘導が可能となります。事前に説明会についてのチラシを作成し、ハローワーク内で掲
示等を行うと、より効果的となります。

ハローワーク担当者の会社見学の実施
ハローワーク担当者による会社見学を実施することができます。見学していただくことで会
社の事業、業務内容のイメージを上げ、自社を理解いただくことで、より求職者への紹介に
繋げることが可能となります。

求人票について相談する
求人票の内容について、添削していただくことができます。担当者に求人票を内容を見てい
ただくことで、採用したい人材についてのアピールにも繋がります。また、繰り返し伺うこ
とで定期的に求人票を更新することができます。
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● 母集団形成① ／ ハローワークの有効活用

●オンラインで職業紹介を受ける｢オンラインハローワーク紹介｣が利用可能。
●求職者がオンラインで応募した場合、応募書類の管理や採否入力を、効率にまとめることが
できる。

●求職者からの応募を直接受けることができる「オンライン自主応募」の利用が可能。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/



● 母集団形成② ／ リファラル採用の活用

リファラル採用とは、自社の社員に友人や知人を紹介してもらい、企業にマッチしそうな人
を採用する方法であり、人手不足に悩む中小企業から注目されている採用方法です。

求人媒体へ求人情報の公開という手法は、「転職者」にしかアプローチができませんが、
リファラル採用では「転職潜在層」にもアプローチが可能となります。これまで出会えなかっ
た人材と接触をはかることが出来るため、中途経験者採用にも効果的です。

＜リファラル採用のポイント＞

入社後のミスマッチ防止と定着率の向上に繋がる
企業理念や社風、業務内容を理解した社員が、自社に合う人を候補者として推薦するため、
入社後ミスマッチとなるリスクが抑えられます。社員が友人・知人を紹介をすることで、
紹介した社員も退職しにくくなり、社員の定着にも繋げることができます。

低コストで採用活動ができる
働いている社員からすると、知り合いを紹介することは、リスクを伴うと感じる場合もあり
ます。紹介時または入社時に、金一封やギフトカードの贈呈など「報奨金制度」を設けるこ
とで、積極的に取り組むきっかけになります。報奨金が発生する以上、良い人を紹介しよう
という意識にも繋がります。求人媒体掲載や人材紹介と比べ、比較的負担額の少ない報酬金
のみとなることで費用削減にもなります。

＜リファラル採用にあたり企業が事前に行うこと＞

社員へのリファラル採用制度の周知
制度の確立、また求める人物像について、十分に周知を行うことが重要となります。
また「縁故」ではなく、正規ルートで選考をすることを、明確にしておく必要があります。
採用情報が間違って伝わらないよう、社内報やミーティングなどで情報を共有すると良いで
しょう。

紹介者へのインセンティブ
採用となった場合、紹介してくれた社員へ「一定のインセンティブを支払う」などの制度を
構築すると良いでしょう。企業がインセンティブを支払うことは原則違法とされていますが、
賃金や給与の形で支払うことは、例外として認められています。また、人材紹介会社に支う、
報酬（年収の30％～40％程度）よりも低い金額に設定する必要があります。

効果的な進め方
転職を希望する友人・知人を招いたランチ会、定例の会社説明会や見学会などは、紹介者へ
の応募のハードルを低くする効果があります。
気軽に紹介できるような仕組みやメリットを設け、導線をしっかり設計することで、より効
果的なリファラル採用が行えます。
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ダイレクトリクルーティングとは、企業が直接求職者へアプローチを行いスカウトする
「攻め」の採用手法です。

今までの採用活動は、求人票を掲載し応募者からの連絡を待つ「受け身」の採用となって
おり、従来の採用手法では、自社が必要とする人材の獲得は難しくなっています。
ダイレクトリクルーティングは、自社にマッチする求職者を、自ら探してアプローチする手法
として近年注目されており、取り組む企業も増加しています。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大型イベントや対面での
説明会実施が困難となっています。特にBtoB企業や中小企業など、
就職先として認知されにくい企業は、求職者と出会うための母集団
形成に課題を抱えています。従来とは異なる手法で母集団形成が
必要な今、ダイレクトリクルーティングは、目的に沿った求職者と
の出会いが可能となります。

＜ダイレクトリクルーティングのポイント＞

少人数を採用したい企業におすすめ
就職サイトやナビ媒体へ掲載の場合、不特定多数へのアピールとなります。ダイレクトリク
ルーティングでは、条件が一致したターゲットのみに、必要な情報を届けることが強みとな
ります。料金体系は、成功報酬型、もしくは人数による定額型となり、少人数での採用に向
いている手法となります。

就職活動に積極的な学生と出会える（新卒採用）
新卒のダイレクトリクルーティングでは、企業がターゲットとなる応募者を見つけ、スカウ
トを送ります。学生は自分の写真や自己PRを十分に載せることで、その学生に魅力を感じた
企業からスカウトをもらうことが出来ます。学生時代の努力や経験など、自己分析が必要と
なるため、就職活動に「積極的な質の高い学生」と出会うことができます。

希望する人材へピンポイントにスカウトできる
登録している応募者から、自社にあった優秀な人材を直接探すことが可能となります。その
ために、基準や要件をしっかり定めることが重要となります。応募者のプロフィールを読み
込み、自社の求める人物像や社風をもとに、スカウトを送る理由を明記することで、他社と
の差別化となり、採用に繋がりやすくなります。

＜ダイレクトリクルーティング運用における注意点＞

求める人物像を設定しておく
スカウトメールは、入社後どのように活躍できるか、応募者が活躍イメージを持てる内容で
ある必要があります。スムーズに採用活動を始めるために、事前に自社がどのように採用課
題を抱えているのかを明確にし、人物要件を決めておく必要があります。

レスポンスをスムーズに行う
応募者は、他の企業からもメッセージが届き、日々連絡をとっています。クイックレスポン
スを継続的に行うことで、応募者からの印象も向上します。
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● 母集団形成③ ／ ダイレクトリクルーティングの活用



登録層 幅広い年齢層の求職者が
登録

ハイクラスと言われる年齢
層の求職者が登録

若年層が多く登録

登録者 IT/Web業界、特にエン
ジニア、デザイナー職が
6割を占めている

ビジネス職からエンジニア、
役員クラスなど幅広い人材
が登録

IT/Web業界、特にエンジニ
ア、デザイナー職が多くを占
めている

料金体系 初期費用＋成功報酬。成
功報酬は30万円～90万
円。採用地域により変動
します

基本利用料が6か月85万円
＋成功報酬となっており、
成功報酬は理論年収の15%
となっています

6か月、27万円
スカウトするには別途費用が
必要です

特徴 欲しい人材に直接コンタ
クトをとる「スカウト」
機能だけでなく、気軽に
アプローチできる「気に
なる」機能があります

ハイクラス人材が豊富であ
り、さらに、転職意欲が高
い方は「HOT」と表示され、
転職活動の意欲を見極める
ことができます

自社の採用ホームページとし
て利用できるだけでなく、採
用広報ツールとしても活用で
きます。また、他媒体に比べ
て安く採用活動が行えるとい
う特徴があります

＜ダイレクトリクルーティングのスカウトメールと活用方法＞
求人広告を掲載し応募を待つのではなく、採用したい求職者を選定し、その求職者に直接メッセー
ジを送り、応募を促進していくのが、「スカウトメール」です。
スカウトメールの特徴は「特別感」です。求職者に直接、スカウトメールを送ることで特別感を持
ってもらうことができ、潜在転職層へのアプローチが可能になります。

＜スカウトメールの例＞

はじめまして。
〇〇社の採用担当をしております〇〇と申します。

〇〇様のご経歴を拝見し、ぜひ一度お話をさせて頂きたいと思いご連絡させて頂きました。
〇〇社での〇〇のご経験から、弊社が現在募集している〇〇職のポジションにて、お力添えを
頂きいと思いました。

また、今回〇〇の職種をご希望されているということで、〇〇様のご期待に添える環境がご提供
できると考えております。
今回の募集は広く公開しておらず、弊社が選考にお呼びしたい方だけに、ご連絡しておりますの
で弊社にご興味をお持ち頂けますと幸いです。

弊社の今後のビジョンや採用の背景などをお話させて頂き、また、〇〇様のご希望をお伺いで
きればと思っています。

それでは、〇〇様からのお返事を心よりお待ちしております。
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● 母集団形成③ ／ ダイレクトリクルーティングの活用

＜ダイレクトリクルーティングのサービスの紹介＞※一部紹介



面接官が「良い人材」と思い採用をしても、入社後のミスマッチによる離職者も多く、悩みを
抱えてる企業も少なくありません。ミスマッチを防ぎ、自社が求める人材を見極めるためには、
面接時の質問項目の設定や、評価基準の設定が必要になります。

また面接には、「応募者を見極め」と「応募者を惹きつけ」の2つの目的があります。選考中
に応募者の志望度を上げていくことで、選考途中の離脱や、内定辞退を防ぐことができます。

＜採用面接において必要なこと＞

求める人物像の必要性
採用競争においては、どこの企業も「優秀な人材」が欲しいと考えているため、待遇が良く労
働環境も整っている大企業が採用強者となり、中小企業が劣勢になりがちです。
採用競争でポイントになるのが「どんな人材をターゲットにするか」です。一般的な意味での
「優秀な人材」を狙うのではなく、自社の社風とマッチした人材を採用すること、採用成功の
鍵となります。
自社独自の採用戦略を構築するために、資格や経歴だけでは分からない部分を、求める人物像
の内容に盛り込むことが大切です。

求める人物像の設計
求める人物像とは、自社の経営戦略や社風、業務内容を考慮し、採用すべき人材の用件定義を
指します。スキルや能力だけでなく人柄や行動、思考の特性も含みます。

求める人物像の設計方法
設計方法は主に2つのアプローチ方法があります。
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● 採用面接について

①自社の現状から求める人物像を抽出
経営陣へのインタビューから欲しい人材の要件を設計します。ハイパフォーマーと、ローパフ
ォマー人材へのインタビューから、それぞれの行動特性を定義します。

②過去の適性検査から特性を導く
過去の適性検査結果から、活躍人材の性格因子について分析を行い、特徴となる性格因子を導
き出します。蓄積された結果から、自社で必要な項目を整理することが必要となります。

＜主な人材要件の項目＞

下記項目で、3段階に分け、優先度をつけましょう。
①MUST：絶対必要
②WANT：あれば良い／後から身につけてもらえばよい
③NEGATIVE：要件として不要・優先度が低い

●能力・スキル（専門性・資格など）
●経験
●志向性（価値観や将来のビジョンなど）
●属性（性別・年齢・地域など）
●人物・人柄（適合性や正確など）
●勤務条件（給与・勤務時間・勤務地など）



構造化面接はオンライン面接にも有効
構造化面接とは、「過去の経験(行動質問)」「仮定的な場面での行動(状況質問)」について
体系的に質問し、職務関連能力を評価する面接手法です。コミュニケーションに制限のある
オンライン面接対応が必要な今、面接制度を高めるツールとなっています。

構造化面接とは？

面接質問の設計
適性検査は、状況によって結果に差異が生じる場合があります。そのため面接で、その性格
因子が行動に移せているか、質問をして、確認を行う必要があります。
職務に関連性のある行動質問を行い、質問に対し発言の背景・裏付けや具体例などの情報を
探るため探査質問を行います。今後、業務を遂行するにあたり、再現性があるかどうかが判
断のポイントとなります。

＜質問例＞
Q.会社の方針と自分の考えが一致しないとき、あなたはどうしますか？
その背景は何ですか？
なぜそのよう考えるのですか？

Q.前職でチームで成し遂げた経験はありますか？
それは何人くらいのチームでしたか？
その中での苦労したことは何ですか？

評価シートを作成する
視覚からの印象や第一印象に左右されないよう、あらかじめ決めた評価項目と評価基準に沿
った評価シートを作成します。評価基準を作成することで面接官によるバラつきも解消され、
面接官同士も効率的に情報が共有することができます。
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● 構造化面接について

・全ての応募者に対し、同じ質問を行う。
・同じ尺度で回答を採点し、事前に決められてた採用要件に基づいて採用を決定する。

マニュアルに沿って面接を実施することで、面接の評価が安定しやすくなり公平な選考を行う
ことができます。適性検査などの性格因子の検査を組み合わせることで、さらに見極めの精度
が上がります。



twitterやInstagram、Tiktokなど若い人の生活の一部となったSNS。近年、SNSを活用した
採用活動「ソーシャルリクルーティング」が注目されています。企業側も自社サイトの他に、
求職者への情報提供やコミュニケーション手段として、取り入れています。

企業のコーポレートサイトは目的がない限り、閲覧する人は少なくなっています。求職者との
接点を増やし、採用候補者に自社の情報を伝えることで応募の意欲を高めることが可能となり
ます。

採用活動で主に活用されるSNS

＜SNS活用のポイント＞ ※Twitterの場合
一日3回程度、発信を継続することが必要
Twitterは多くのツイートがタイムライン上に表示されます。常に企業の情報を視界に入れ
るためには、毎日複数回の更新が重要になります。
また文字だけの投稿では目立たないため、引用リツイートを使用や、写真を取り入れるこ
とで、投稿した際のツイート表示面積が増え、視認性を高めることができます。
＜コンテンツ例＞
職場風景、実際に働く様子、自社開催イベント、内定式の様子、社内レクリエーション、
ターゲットとなる人に刺さる内容（特殊な車両、部品、業務に関わる機械など）など

フォローする
投稿をして反応を待つだけではなく、企業が求める団体やコミュニティをフォローするな
ど、企業側から行動を起こすことで効果が高くなります。
企業の公式アカウントはフォローされにくい傾向にあります。個人アカウントを会社採用
専用に変更することで、堅苦しい印象がなくなりフォロワーを獲得しやすくなります。

会社説明会を実施する
Instagramでは、インスタライブを利用し会社説明会も実施可能です。
事前に告知をし、ライブを開催することで、どこからでも気軽に参加できます。

＜自社ホームページの活用について＞
新卒・中途共に求人情報を見た後に、コーポレートサイトで詳しい内容を確認することが
多い傾向にあります。途中離脱とならないよう、内容を常に整備すると良いでしょう。

【新卒採用ページ】事業概要、業務内容など学生の関心が高い情報を掲載する。
【中途採用ページ】若い人、女性の写真を掲載する。社内研修をPRする。
【企業理念】企業理念や社員へのインタビューなど社内の雰囲気が分かる内容にする。
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● オンライン採用ツールの活用

・Twitter／最新情報や業務外のことなど、柔軟的に使用可能。人柄による採用に強い。

・Instagram／視覚面での魅力アピールがしやすく、採用活動との親和性も高い。

・YouTube／SNSやHPへのURL埋め込みによる動画公開が可能。※正確にはSNSではない

・TikTok／事業内容ではないエンタメ性のある、社内の様子や社員の露出に有効。

チェックポイント

☑ 採用専用のページ作成は、新卒・中途採用別に内容を分けているか。

☑ 企業理念、求める人物像、働いている社員など社風が伝わる内容を掲載しているか。

☑ 研修制度や社員へのインタビューなど入社後をイメージできるような内容になっているか。


