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T O P I C S

　厚生労働省は８月５日、「民間人材
ビジネス実態把握調査（事業所・労働
者）」を発表した。労働者調査によれば、
労働者が求職活動において利用した民
間 人 材 ビ ジ ネ ス で は、「求 人 媒 体

（web：就職サイト等）」（31.8％）、「求
人媒体（紙：就職情報誌等）」（21.7％）、
「民間の職業紹介機関」（15.4％）な
どの割合が高い。求職活動の活用に対
する満足度は概ね８割に上っている。
　調査は、民間人材ビジネスの動向や
事業環境の変化などの実態を把握する
ことを目的に実施。「事業所調査」は、
常用労働者５人以上を雇用する民営事
業所を調査対象に配布。「労働者調査」
は、調査対象となった事業所で雇用さ
れている過去１年以内に入職した常用
労働者に配布している。事業所調査の
有効回答数は3,526事業所、労働者調
査の有効回答数は1,976人。

 事業所調査

「情報通信業」等で「民間の職
業紹介機関」の利用割合が高い

　事業所調査によれば、過去３年間
（2012～2014年度）に中途採用のた
めに常用労働者の募集を行った事業所
が求人で利用した機関は、「ハローワー
ク」が61.8％と最も高く、次いで「求
人媒体（紙）」で31.8％、「知人・友
人等からの紹介」で31.2％などとなっ
ている。
　これを民間人材ビジネス事業者（民
間の職業紹介機関、委託募集、求人媒
体（紙）、求人媒体（Web）、紹介予定派
遣）の利用に限って、業種別に見ると、
「民間の職業紹介機関」の利用割合が

高いのは、「情報通信業」、「学術研究, 
専門・技術サービス業」（それぞれ
24.1％）で、「求人媒体（紙）」の利用
割合が高いのは、「宿泊業, 飲食サービ
ス業」（50.9％）、「求人媒体（Web）」
の利用割合が高いのは「教育, 学習支
援業」（43.8％）などとなっている。

民間職業紹介、「能力を持った求
職者の採用」が利用の上位

　中途採用の際、求人職種別に利用し
たルート・機関を見ると、「民間の職
業紹介機関」では、専門的・技術的職
業の「医療技術・保健（医師・看護師
以外）」が30.2％、「医師」が29.5％、「研
究・開発」及び「情報処理・通信技術」
が28.4％と割合が高くなっている。
また、「求人媒体（紙）」では、「生活
衛生」が69.8％、「福祉」が55.6％と
割合が高い。
　常用労働者の求人で利用したルート
について、それらを利用する理由は、
「民間の職業紹介機関」や「紹介予定
派遣」では、「希望する能力を持った
求職者を採用できるため」がそれぞれ
64.4％、81.5％と最も割合が高くなっ
ている。「求人媒体（紙）」や「求人媒
体（Web）」では、「多くの求職者か
らの応募が期待できるため」がそれぞ
れ69.1％、72.3％と最も割合が高い。
「ハローワーク」、「その他公的機関
（ジョブカフェ等）」、「直接募集（自
社HP 等）」では、「採用コストがかか
らないため（無償、無料）」がそれぞ
れ70.2％、68.9％、61.9％と割合が
高くなっている。
　そのほか、常用労働者の採用で民間
人材ビジネス事業者を利用している事

業所において、民間人材ビジネス事業
者の人材確保以外（採用以外）のサー
ビスの利用状況を見ると、「労働者派
遣サービス」が23.7％で最も高く、
次いで、「研修、教育訓練サービス」
が7.9％などとなっている。

 労働者調査

若年層で「求人媒体（Web）」の
利用割合が高い

　労働者調査によれば、求職活動で利
用した手段・ルートは、「ハローワーク」
で36.5％と最も高く、次いで「求人
媒 体（Web： 就 職 サ イ ト 等）」 が
31.8％、「求人媒体（紙・就職情報誌、
新聞折り込みチラシ等）」が21.7％、
「知人・友人等からの紹介」が20.7％
などとなっている。年代別に見ると、
「求人媒体（Web）」では20～24 歳
で65.1％、25～29 歳で59.9％と割合
が高くなっている。
　地域別に見ると、関東・甲信越ブロッ
クでは「求人媒体（Web）」（39.1％）、
北海道・東北ブロックや中国・四国ブ
ロック、九州・沖縄ブロックでは「ハ
ロ ー ワ ー ク」（そ れ ぞ れ51.9 ％、
45.0％、42.9％）などが他の地域に
比べ高い割合となっている。
　求職活動で利用した手段・ルートのう
ち、就職に結びついた手段・ルートにつ
いても見ると「ハローワーク」が21.4％
と最も高くなっており、次いで、「現在
勤務している企業の社員・従業員から
の紹介」が14.4％、「求人媒体（Web）」
が13.9％、「知人・友人等からの紹介」
が13.2％などの順となっている。
　これを性別に見ると、男性、女性とも
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に「ハローワーク」で17.9％、26.1％と
最も高くなっている。
　求職活動において各手段・ルートを
利用した理由については、「民間の職
業紹介機関」では「求人件数が多いた
め」（59.1％）、「希望に合った求人企
業を紹介してもらえるため」（54.2％）
などの割合が高い。「求人媒体（紙）」
や「求人媒体（Web）」では「求人件
数が多いため」がそれぞれ57.3％、
82.4％で最も高くなっている。「紹介
予定派遣」では「希望に合った求人企
業を紹介してもらえるため」（35.1％）
の割合が高い。

８割が民間人材の活動に満足

　民間人材ビジネス事業者を利用した
求職活動への満足度について見ると、
「満足している」が34.0％、「やや満
足している」が48.7％となっており、
概ね８割が満足している。一方、「や
や不満である」は12.9％、「不満であ
る」は4.3％だった。
　民間人材ビジネス事業者等に対する
不満や問題点について見ると、「特に
なかった／分からない」が50％以上
となっている。具体的な不満や問題点
を見ると、「民間の職業紹介機関」、「求
人媒体（Web）」、「紹介予定派遣」で「登
録が面倒だった」がそれぞれ24.7％、
26.0％、25.9％と割合が高い。また、

「求める条件に合う情報が十分に得ら
れなかった」が、「民間の職業紹介機関」、
「求人媒体（紙）」、「求人媒体（Web）」
でそれぞれ16.8％、18.9％、17.5％と
割合が高くなっている（表）。
　不満や問題点で「求人条件と採用条
件が異なっていたなど条件が分かりに
くい」とする労働者について、具体的
な内容を見ると、「民間の職業紹介機
関」と「紹介予定派遣」で「賃金に関
すること（固定残業代を含む）」がそ
れぞれ74.1％、88.1％と割合が高い。
また、「求人媒体（紙）」と「企業のホー
ムページ、説明会（１社のみによるも
の）」では、「職種・仕事の内容に関す
ること」がそれぞれ64.7％、85.4％
と割合が高かった。
　「賃金に関する条件が異なっていた」
という不満があった労働者のうち固定
残業代制がとられている労働者につい
て、固定残業代制がとられていること
を知った時期を見ると、「応募時」が
0.6％、「面接時」が39.3％、「入社時」
が16.5％、「給与支給時」が26.5％と
なっている。
　また、固定残業代制がとられている
労働者について、固定残業代制で定め
られている時間数を超える残業をした
際の残業代の受給状況を見ると、「支
払われている」が63.3％、「支払われ
ていない」が27.1％となっている。

　民間人材ビジネス事業者等を利用し
た際に不満や問題点があった労働者の
相談先については、「相談しなかった」
が87.0％となっている。一方、具体
的な相談先については「民間人材ビジ
ネス事業者の担当者」が7.3％と最も
高くなっている。

今後の就職活動に有効なサービスは
「安価（又は無料）のサービス」が最多

　今後の就職活動において有効なサー
ビスの内容としては、「安価（又は無料）
のサービス」が46.8％と最も高く、
次いで「豊富な求人企業情報を活用し
たサービス」が42.1％、「短期間での
転職活動に対応できる迅速性のある
サービス」が38.4％、「正社員、アル
バイト、派遣など多様な就業形態に対
応できるサービス」が32.9％、「特定
の職種に特化した専門サービス」が
24.1％などとなっている。
　これを性別に見ると、「安価（又は
無料）のサービス」が男性で45.1％、
女性で48.7％と、いずれも最も高く
なっている。また、「特定の職種に特
化した専門サービス」は男性で27.7％、
女性で19.9％となっており、一方、「正
社員、アルバイト、派遣など多様な就
業形態に対応できるサービス」は男性
で25.9％、女性で41.5％と、性別に
よる差も見られる。 （調査・解析部）

表　 求職活動に利用した機関及び利用にあたっての不満や問題点別労働者割合 
（各手段・ルートを利用した労働者のみ）（複数回答）（労働者調査）

（単位：％）

機関別
調査対象
労働者総
数

求人企業
に関して
提供され
た情報と
実際が異
なってい
た

求める条
件にあう
情報が十
分に得ら
れなかっ
た

登録が面
倒だった

追加サー
ビスとい
わ れ、追
加料金を
求められ
た

期限まで
に情報提
供がなさ
れなかっ
た

コストに
見合った
サービス
内容とな
っていな
かった

途中で辞
めようと
したら違
約金を求
められた

求人条件
と採用条
件が異な
っていた
など条件
がわかり
にくい

情報が古
い（ 既 に
充 足 し
た・更 新
がない）

特になか
った／分
からない

民間の職業紹介機関 100.0 9.5 16.8 24.7 0.0 4.3 5.0 - 5.5 7.1 51.1 
求人媒体（紙：就職情報誌、新聞
折り込みチラシ等） 100.0 6.9 18.9 1.7 - 1.8 - - 5.1 4.7 70.6 

求人媒体（Web：就職サイト等） 100.0 8.7 17.5 26.0 1.0 1.6 - - 6.6 6.1 52.8 
紹介予定派遣 100.0 6.8 9.7 25.9 - 1.6 3.4 0.5 3.8 0.3 57.0 
企業のホームページ、説明会

（１社のみによるもの） 100.0 1.4 8.7 8.4 - 0.0 - - 4.4 2.8 76.3 


