
社会保険労務士法人 シャイン
2020年11月 web通信

『意外と知らない︕︖ハローワーク求人活⽤法︕』

令和２年１１月１７⽇
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします

※質問は常時「チャット」にてお受けします（中村宛）
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御社の求⼈は︖︖
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①応募はあるが狙った⼈がこない

②そもそも応募がない

⇒応募がない原因を考える



なぜ来ないのか︖
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①魅⼒が伝わらない
↓

②伝え方を知らない
↓

③魅⼒を伝える
↓

④HWインターネットの活用



HW求⼈のマイナスイメージ
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会社の言い分 求職者の言い分
経費がかからないが欲しい⼈
材は来ない。

面接で直接聞かないと仕事が
わからない。

仕事に熱意を感じない⼈も応
募してくるので、時間を浪費
する。

学歴・経験・免許不問なので、
と窓口担当者から勧められた。

文字情報だけ、かつ必要最低
限の項目しか書けないので、
⾃社の良さを伝えきれない。

会社が言いたいことは書いて
あるが、⾃分の知りたい情報
は少ない。



ハローワークを使うメリット
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大半のハローワーク求⼈は、
失業組を意識している。
即戦⼒は「転職組」

転職組に響くメッセージが少ない
HWは何度出しても何度修正しても無料

⇒⺠間の求⼈情報ではありえない
⇒ヒットすれば御社の求⼈ノウハウ

※日常的業務を担当してもらう
パートタイマーも考え方は一緒



求⼈の実績例

6出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



HWを使う場合、ネット検索も意識

7出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



求⼈戦略
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『どんな⼈が欲しいのか︖』
が明確か︖

↓

『今いる社員の誰が欲しいか︖』
をイメージして求人票を書く
（これはパートも同じ）



ランチェスター戦略的思考
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『弱者は一点突破』
桶狭間の戦い（２万５千 VS ４千人）

普通に戦っても勝てない。
↓

⾃社の強みを絞って
そこで勝負する

↓
【当社の魅⼒は何︖︖ 】

実は経営サイドはよくわかっていない︖︕



特定の誰かに「刺さる」メッセージ︖
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万年人⼿不⾜の警備員の業務

↓

「１００M９秒台で走れる⼈、募集」

↓

求職者に「私の為の求⼈︕」
と刺さるか︖



HW窓口の活用

11

掲⽰板に載るような情報を︕
⇒求人担当に聞く

⇒「急募」を入れる（後で消す）
⇒求人票は「企業の求人チラシ」

出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



ゼロ円求⼈の登録フロー

12出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



HW求⼈端末画面のZパターン

13出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



求⼈票のポイント まとめ

14出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



HW求⼈の画像
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・HWの検索マシンで⾒られる。

・１０枚まで登録可能
→HWインターネットサービスで

会社から画像アップ可能

・画像利用率が2017〜2018で約３倍に
（3％⇒9％）
静岡も2.32％⇒9.16％（全国20位）

⇒人⼿不⾜が顕著な職種程、使っていない



HW求⼈の画像の例

16出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



HW求⼈の画像利用率 業種・職種比較

17出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



ハローワーク インターネットサービス
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/



HWインターネットサービス登録まで
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１ 利⽤申請をする
●住所地の管轄ハローワークで事業所番号を申告

●ユーザIDとパスワードをもらう

２ 求人情報を仮登録
●発⾏されたユーザIDとパスワードでログイン

●事業主向けメニューから求⼈情報を⼊⼒

３ 求人の申し込み
●仮登録日から１週間以内に管轄のハローワークへ
※コロナの影響で電話連絡のみでも受付︖

●仮登録番号を伝え、その場で申込み手続き



求⼈のインターネット検索
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検索「キーワード」
を意識。

最初に出てくる
ワードが重要。

「職種」２８⽂字が重要︕
⇒ネットでも最初に表示される

誰に、何を、どのように、
働く側のメリットを訴える

出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



モデリングの考え方
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抽出
Web検索【業種・職種・エリア】

並替
エクセル等で整理

修正
コピー＆ペースト
自社用にアレンジ

HWインターネット活用

・キーワードで検索
・自社求⼈へ展開
・他者データを研究
・モデリング

・職種/仕事の内容
・求⼈条件の特記事項
・事業内容/会社の特徴
・事業所からのメッセージ
・福利厚⽣/研修制度

・自社求⼈票をアレンジ



求⼈票 作成のポイント
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・紹介状不要にできれば、それが望ましい
⇒地方ではＨＷが勝手に⼊れる︖

・「不問」は出来るだけ使わない
⇒求めるレベルスキルを書く方がミスマッチ減
⇒パートの場合も一定の条件設定は必要︖

・採用⼈数が多すぎると不信感につながる
⇒数名の会社で多数応募…すぐ辞める⼈が多い︖

・シフトが多い会社の場合、シフトごとに出す

・選考方法はシンプルに短い期間で。
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職種２８文字

出典︓【作】山崎広輝 研修資料より
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仕事の内容 ３６０文字

出典︓【作】山崎広輝 研修資料より
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仕事の内容 書き方のヒント

仕事の概要

●〇〇の仕事です
①〇〇業務
（〇〇〇〇〇〇）
②〇〇業務
（〇〇〇〇〇〇）
③〇〇業務
（〇〇〇〇〇〇）

●①〜③のウェイトの
高い順に仕事内容を
箇条書き

具体的な仕事内容の説明

●〇〇を△△する仕事な
ため、□□が必要です。
※その仕事に求められるスキル

⇒ミスマッチ減

●募集背景
〇〇を△△するための募集
です。

【推奨ワード】
・働き方改革
・テレワーク



求⼈票 NGワード︕︕
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・求⼈票の未記⼊が多いと、ハローワークが勝手に
差し込む場合が︖（紹介状、HWからのお知らせ）

・急募
・契約社員
・誰にでもできる
・直接の問い合わせはご遠慮下さい。
・アットホームな職場
・⼥性が多い職場

⇒お客様（求職者）目線になっていない
⇒詳しくは具体例もある書籍で。



求⼈票 NGワード︕︕
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ＮＧ 応募者の⼼理

1 紹介状 ＨＷに⾏ってる暇はないよ︕

2 ハローワーク/安定所 この求⼈票は注意が必要︖

3 雇用契約書/書面により ブラック求⼈の可能性あり︖

4 事前に 手続きが面倒くさいなぁ

5 ⾒習/補助/助手 待遇が悪いんだろうな

6 あれば尚可 あってもあまり意味がないの︖

7 欠員 忙しそうだなぁ

8 急募 よそがだめだったらここに︕

9 作業員/土工/工夫/工員 軽視・蔑視、リスペクトなし

10 トライアル併用 面倒なヒトがいそうだなぁ

出典︓【作】山崎広輝 研修資料を参考に作成



求⼈票 推奨ワード︕︕
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ＮＧ 応募者の⼼理

1 画像情報 視覚に訴える

2 ホームページ/ＨＰ/ＵＲＬ 他の情報に触れさせない

3 お気軽にお問合せ すぐに応募してもらう

4 社員登用 キャリアアップの機会

5 制服貸与 福利厚⽣の充実

6 マイカー通勤 働きやすさ

7 分煙・禁煙 健康への配慮

8 資格取得支援 社員の能⼒開発支援

9 幹部・管理職（登用・候補） キャリアアップの機会

10 ＯＪＴ 社員の能⼒開発支援

出典︓【作】山崎広輝 研修資料を参考に作成



求⼈票を考えるヒント

29出典︓【作】山崎広輝 研修資料を参考に作成

【会社】外部の視点
お客様の声

（世間から）選ばれ続ける魅⼒

【職場】内部の視点
従業員の声

（ベテランが）働き続ける魅⼒

【仕事】小さな会社だからこそ
独自のウリ・魅⼒
【弱者の戦略】



モデリング手法で修正

30出典︓【著者】山崎広輝『初めてでも採れる︕ハローワーク版すごい求⼈』



HW求⼈をやってみて感じたこと
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①求⼈票の記⼊だけでは不⼗分。
あとから色々追加が必要。
HWIS（マイページ）も画面がわかりづらい。

②HW担当のやる気は大きい︖

③直接応募が出来ない、はネック。

④業務内容や求めるレベルをはっきり書く方が不要な
手間が避けられる。

⑤作成は相当やる気が必要︕︖



今回の参考書籍
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アンケート内容
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・今回の内容で気づいたこと、発⾒など

・すぐ使ってみたいと思った内容

・過去の自社の経験で、求⼈に有効と感じたこと

・求⼈関係で失敗したこと



次回のweb通信
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令和２年12月17⽇（木）
１４時〜１５時

『御社は⼤丈夫︕︖チェックしたい
就業規則のポイント︕』

申込はこちらから


