
令和元年度 

1．テーマ 

  求人･求職の開拓における効果的な広告や広報について 

 

２．趣旨 

「求人･求職の開拓における効果的な広告や広報について」をテーマに、高齢化や

女性の社会参加の進展により増大する介護や家事のサービスニーズを的確に家政婦

（夫）求人に取り込むとともに深刻化する人材確保難のなかで家政婦（夫）の仕事

の魅力、メリット、働きがいを効果的に訴求し求職登録に導くための、広告・広報

及び営業活動のノウハウやコツ、留意点、インターネット広告をはじめ各種媒体を

活用した広告の効果的な作成方法などについて、主に紹介所長、紹介責任者、従事

者を対象にセミナーを実施します。 

本セミナーは、不特定多数の方々が広く参加されることを期待するとともに、そ

のための働きかけを行います。 

 

3．講師 

㈱カナミックネットワーク 

 常務取締役  山本 景士 氏 他 

 

4．研修カリキュラム 

内 容 時間配分 

開催挨拶等 10 分 

講義「求人･求職の開拓における効果的な広告や広報について」 90 分 

質疑応答 10 分 

アンケート記入・閉会挨拶等 10 分 

合 計 時 間 
120 分 

（約 2 時間） 

 



求人・求職の開拓における
効果的な広告や広報について

- インターネット利活用編 -
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昨今の情報収集方法の変化、インターネット利用動向等

引用：㈱ジャストシステム「モバイル＆ソーシャルメディア月次定点調査（2018年総集編）」

あなたが「情報収集」目的で、１日に接触する頻度が最も高いものをひとつお選びください。
（2018年10月：n=886）

近年では個人ごとにパソコンや携帯電話（スマートフォン等）を所有するようになったことで、
ニュースをはじめ様々な情報をインターネットを利用して収集する傾向がより高まっています。
特にスマートフォンの利用率はここ数年で増加の一途を辿り、私達の生活に不可欠なツールに
なっています。

■ テレビ

■ 新聞

■ 雑誌

■ ラジオ

■ パソコンからのインターネット

■ スマートフォンからの
インターネットやアプリ
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昨今の情報収集方法の変化、インターネット利用動向等
年代別に見ても、インターネット利用率の高さは他のメディアに比べかなり高い水準です。

引用：㈱ジャストシステム「モバイル＆ソーシャルメディア月次定点調査（2018年総集編）」

1
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昨今の情報収集方法の変化、インターネット利用動向等

出典：総務省【平成30年版】情報通信白書

地方別インターネット利用率及びスマートフォン利用率（個人）

総務省「情報通信白書（平成30年版）」の調査でも、インターネット利用率は全体で80%を
超えており、スマートフォンからの利用が約60%と、自宅でも外出中でも、都合に合わせて
人とのコミュニケーションや情報収集を行える端末を日常的に活用しています。

今後この傾向はより強まっていくことが予測されます。

1
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昨今の情報収集方法の変化、インターネット利用動向等

出典：総務省【平成30年版】情報通信白書

年齢階層別インターネット利用の目的・用途（複数回答）

インターネットの主な利用目的・用途では10～30代が「SNSや動画」が多く利用されており、
40代以上になると「交通や天気、ニュース情報の利用」が比較的多いという傾向があります。

1
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昨今の情報収集方法の変化、インターネット利用動向等

商品の購買やサービスの利用、仕事探し等あらゆる面で「石橋を叩く」
インターネットを利用して、自分が気になる商品の購入やサービスの利用を検討する際、
ユーザーは検索エンジンからホームページや口コミサイト、またSNS等から情報を集め、
その対象が正しいか、信用できるか、間違いないかを判断し行動に移す傾向があります。

例えば、ある家電製品が気になって購入を考えた時、メーカー企業のホームページ上で
製品の詳細情報を確認し、価格、具体的な使い方が分からない等の足りない情報は価格
比較サイトやECサイトの購入者レビューから収集し、最近では「YOUTUBE」等の動画
サイトで視覚的に使い勝手が分かります。こうしてユーザーはあらゆる面から情報を収集
し、「自分が失敗しない、満足できる」買い物をしています。

情報過多な現代人は、ひとつひとつの行動にとても慎重

1
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ホームページの重要性、開設・運用について

会社のホームページは、ユーザーに信頼してもらうための証明書的存在
インターネットを利用するユーザーは、何らかの情報源から興味のある会社やサービスを知った
際、かなり高い割合でその会社を検索します。
その時に公式ホームページが検索に引っかからず、情報まとめサイトや求人掲載サイト等が表示
されていると、「所在不明の会社」と認識されてしまいせっかくの機会を失ってしまいます。
会社ホームページはインターネット上の広報、広告、SNS等を活かすためにも不可欠な存在です。

TV
認知

こんな会社が
あるんだ？

検索

様々な情報ツール HPが見つからない…
怪しいのでは？

自社HPがないことでユーザーに敬遠されるリスクがあります

2
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ホームページの重要性、開設・運用について

実は、約９割の会社が自社ホームページを開設し、運用しています
前頁のように、インターネット利用ユーザーの動向を背景として、すでに多くの企業が自社の
ホームページを開設しています。

産業別ホームページ開設状況の推移

出典：平成29年通信利用動向調査報告書

2
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ホームページの重要性、開設・運用について

ブログやSNSは公式ホームページの代わりにはなりません
自社でホームページの制作、運用が難しい場合、無料で利用できるブログやSNSで会社ページを
設置して運用する会社も中にはありますが、これらは役割が異なるためそれぞれの代用にはなら
ないのです。
パン屋で例えると、ホームページは実店舗で実際に買い物ができるところ。ブログはパンを買っ
てもらうための集客目的で色々なところに貼り紙をし、人の目に触れやすくするもの。SNSは身
近な人やその店のファンにリアルタイムに情報発信し、その人たちが口コミで情報をさらに拡散
してくれ、ファンを増やすもの。と言えるでしょう。

それぞれ強み弱みが異なるので役割を分けて運用することが望ましいです。

単体での
信頼度

リアル
タイム性 情報の持続性 検索結果への

出やすさ
情報の
拡散性

単体での
集客力

ホームページ ◎ △ ◎ 〇 × ×

ブログ × 〇 〇 〇 △ 〇

SNS × ◎ × × ◎ 〇

2

【相性の良さ】◎：大変良い 〇：良い △：あまり良くない ×：悪い
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ホームページの重要性、開設・運用について

ホームページを開設し、運用するには相応の労力がかかります
自社のホームページを持つ重要性が分かったところで、実際にホームページを用意し、運用して
いくためには何をすべきか？下記のようにいくつかの工程をクリアしていく必要があります。

STEP① 制作 STEP② 公開 STEP③ 運用

情報新しく
しなきゃ…

・ドメインの取得
・レンタルサーバを借りる
・アップロードツールを使う
・テスト確認、本公開
・GoogleにURL登録申請

・掲載情報の更新
・新しい情報の追加
・問い合わせ確認
・アクセス解析
・SEO対策
etc ...

・掲載する情報を練る
・HP制作ツールを使う
・デザイン、コーディング
・端末ごとの画面表示調整
（レスポンシブ対応）

2



B
HP制作会社に依頼して

制作、運用する

D
HP制作に詳しい
友人・知人に頼む

12

ホームページの重要性、開設・運用について

ホームページの開設・運用には専門知識やスキル、運用する人材が必要
制作から運用にかけて、様々なタスクが発生します。また、ホームページ公開後はその後ずっと
情報の追加・更新等を行っていかなければなりません。

それぞれ専門知識やツールを使いこなすスキルを要するため、専門的な人材を雇うか、ホームペ
ージ制作会社に発注する等、手段を考える必要が出てきます。

どれも利用する上でメリット、デメリットがあります

A
自社で専門人員を雇って

制作、運用する

C
無料HP制作サービスを

使って自分でつくる

2



B
HP制作会社に依頼して

制作、運用する

D
HP制作に詳しい
友人・知人に頼む
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ホームページの重要性、開設・運用について

A
自社で専門人員を雇って

制作、運用する

C
無料HP制作サービスを

使って自分でつくる

【良い点】必要な時にすぐ対応できる。

【悪い点】固定の人件費がかかる。
退職してしまうと運用できなくなる。

【良い点】品質が高く、要望に合わせ対応してくれる。

【悪い点】制作費が各社によって違う。（数万～数百万）
更新依頼の度に追加料金が発生する。

【良い点】無料でホームページを公開、運用できる。

【悪い点】自分で更新するので労力がかなり大きい。
HP内に広告等が表示されるケースも。
無料なので突然サービス停止の恐れがある。

【良い点】無料もしくは低予算でホームページがつくれる。

【悪い点】運用となると頻繁に依頼するには気が引ける。
相手都合もあり、更新が遅れやすい。

2
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ホームページの重要性、開設・運用について

■ホームページを持っていないので作りたいけど…
・専門的知識やスキルを身につけるのは大変
・時間をかけずに制作、公開したい
・できるだけ労力がかからないようにしたい
・低予算でも運用できるようにしたい
・日々の更新が簡単にできるようにしたい
・外注するなら、実績があり信頼できる会社にお願いしたい

■ホームページはすでに持っているけど…
・更新がいちいち面倒
・当時の担当者が辞めてしまって今は更新がまともにできない状態
・外注先に更新依頼すると数万円の見積もりが…
・無料のHPサービス提供会社からサービス終了のお知らせが…
・突然HPがなくなっていた

ホームページ運用について、こんなお悩みはありませんか？

2
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ホームページサービス「ケアネットビズ」のご紹介

ホームページ制作、運用のお悩みを解消するホームページサービスがあります

3
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ホームページサービス「ケアネットビズ」のご紹介

デザインを決め、パンフレット等素材を送るだけでホームページが完成します

お客様 HPスタッフ

①会社資料や写真等素材を送付

②情報を基にHP制作

③テスト環境でHPのご確認

④問題なければ公開！！

ホームページ公開後の情報更新も柔軟に対応します！

介護労働安定センターのホームページサービスでは、「制作・管理・更新・運営」を低価格で
サポートいたします。120種類以上のデザインテンプレートから好きなデザインを選び、自社
のパンフレットや資料、写真等を送っていただくだけで簡単にホームページが開設できます。

3
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ホームページサービス「ケアネットビズ」のご紹介

通常のパッケージプランとオリジナリティが出せるフリープランも

デザインも含めたフルカスタマイズも可能です（別途御見積もり）

3

ケアネットビズのホームページサービスは、ページメニューが決まっている「基本プラン」が一番
汎用的で使いやすいですが、もうひとつの「フリープラン」では何を一番主軸としたいかご要望に
よってメニュー項目とページ内容を自由にカスタマイズできます。事業所のサービスを売りにする
か、求職者へ訴求するコンテンツを充実させるか等の特色を出しやすいです。

基本プラン（メニュー固定）
■ ホーム（トップページ）
■ 事業所案内（会社概要、連絡先、住所等）
■ サービス内容（提供サービスごとに内容紹介）
■ ごあいさつ（代表者様のメッセージ）
■ スタッフ紹介（働くスタッフ様の紹介）
■ プライバシーポリシー（定型でご用意）
■ 採用情報（求職者向けに採用情報を記載）
■ サイトマップ（全ページを一覧表示するページ）
■ お問合せフォーム（問合せ受付ページ）

フリープラン（オリジナルメニュー例）
■ ホーム
■ 法人概要
■ 家政婦紹介サービス（家政婦紹介について案内）
■ 介護サービス（居宅、訪問等について案内）
■ 利用料金（サービスごとに料金例を提示）
■ 利用例のご紹介（求人向けに利用シーンを提示）
■ お仕事の内容（求職者向けに仕事内容を提示）
■ ご利用方法・お申込み（利用までの流れを提示）
■ お問合せフォーム
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ホームページサービス「ケアネットビズ」のご紹介

充実のサービスとサポートを低価格でご提供しています

基本プラン フリープラン

賛助会員価格 ※1 一般価格 賛助会員価格 ※1 一般価格

初期設定料 ※2 47,300円 60,600円 77,700円 90,700円

月額利用料 ※2 6,400円 7,800円 6,400円 7,800円

※1 介護労働安定センターの賛助会にご入会いただいた会員様価格です。
※2 料金は消費税8%を含めたものです。

月２回まで
更新無料

対応!!

制作実績
1,000件
以上!!

オプション
サービスも

充実!!

3
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インターネットを活用した広報、集客方法

ユーザーは様々なインターネットサービスから物事を認知します
ユーザーは、日々検索エンジンやニュースサイト、ブログやSNS等を通して情報を知り行動を
しています。潜在顧客や求人・求職者をより多く得るためには様々なインターネットサービス
をうまく活用しながら、少しずつ集客していく地道な活動が必要です。より認知を広めるため
それぞれの施策も重要です。

検索エンジン

など

SNS

など

ニュース,ブログ

など 自社ホームページ

SEO対策 キーワード
広告

リタゲ
広告 SNS広告

4
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インターネットを活用した広報、集客方法

各インターネットサービスの活用方法 - 検索エンジン活用 -

ビッグキーワードだと広告やまとめサイトが多く表示されるため、埋もれやすい。
地域や駅名に絞った時に上位表示を目指す。

検索エンジン
活用例①

全国が対象の検索キーワードだと競合も多く自社ではサービス対象外の
エリアも含まれるので、検索上位を狙うべきではない。
自社が得意とするエリアに絞り、その対象者に向け検索上位を狙う。

4
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インターネットを活用した広報、集客方法

検索エンジンも日進月歩で新しい検索機能が増えてきています。
Googleでは求人関連のキーワードで検索をした際に、下図のように求人
情報を表示する枠も設けています。様々な求人情報サイトを回遊しなくても
良いので、求職者にも使われやすいためこの求人枠は利用しておきたいです。

検索エンジン
活用例②

4

★Google検索の求人枠に表示されるには
自社ホームページが必要になります。

Googleは定期的に、ホームページ内の
情報を取得しにきます。その際に左図の
ような求人枠に掲載して欲しい求人情報
を、ホームページサーバー上にデータを
アップロードしておくと登録されます。
※登録のタイミングはGoogle次第なので

時間がかかる場合があります。
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インターネットを活用した広報、集客方法4

求職者は条件を絞り込んで、条件に合った求人情報を閲覧できます。
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インターネットを活用した広報、集客方法

「キーワードプランナー」を使って、
任意で検索キーワードを列挙し、それ
らの月間検索ボリュームを把握できる。
同時にキーワードの競合性やクリック
１回当たりの費用も知ることができる。

検索結果の上位表示が難しい場合にはGoogle広告（キーワード広告）を
使うのも効果的。またユーザーがどのようなキーワードをよく使って検索
しているのか傾向を見ることもできるので、事前に傾向を見た上でキーワ
ード広告を活用すると無駄な費用を減らすことができる。

検索エンジン
活用例③

多くの検索が見込めそう

検索はほとんどされないので不要

4
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インターネットを活用した広報、集客方法

各インターネットサービスの活用方法 - 情報サイトやブログ、SNS活用 -
潜在顧客や求人・求職者に対し、より認知度を高めより多くのアクションにつなげ、契約を
獲得するためにはターゲットを絞りその対象者に何を伝えたいか、対象者が何を求めていそ
うか等考えた上で、各インターネットサービスを活用する必要があります。

リターケティング広告

SNS広告

リターゲティング広告とは、一度ホームページに訪れて離脱をしたユーザーに対して、再度アク
セスを促すための広告手法です。見込み顧客に対して他の情報サイトやブログ、SNS等の広告枠
に再度広告を自動で出し、コンバージョン（成果）を増やせます。
しかしながら、一度ホームページに訪れているユーザーにのみアプローチが可能な施策なので、
新規顧客や求人・求職者を狙った場合には効果が薄いため、今回は割愛します。

SNS広告は、SNS利用ユーザーの属性に合わせてアプローチできる広告手法です。
各SNSによって広告の設定が異なるため、どのSNSに対象となるターゲット層がいるのかを
把握してから始める必要があります。

4
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インターネットを活用した広報、集客方法

SNSでの情報発信、広告活用前にターゲットがいるかを確認して利用する
SNSは数多ありますが、SNSによって利用ユーザーの男女比や年代等の属性は異なります。
家政婦紹介所で獲得したい求人・求職者のターゲットがいるSNSを始めることが重要です。

引用：㈱ジャストシステム
「モバイル＆ソーシャルメディア月次定点調査（2017年総集編）」

・LINE（約7,600万人）
10～50代のユーザーが特に多い。

・YOUTUBE（約6,200万人）
ほぼ全ての年代が利用している。

・Twitter（約4,500万人）
10～20代のユーザーが特に多い。

・Facebook（約2,800万人）
20代以上のユーザーが多い。

・Instagram（約2,900万人）※女性多め
10～20代のユーザーが特に多い。

4
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インターネットを活用した広報、集客方法

SNS上の情報発信や広告活用例（求職者向け）
求職者向けに情報発信する内容では、相手が何を知りたいかを考える必要があります。例えば
「家政婦さん募集。週２回３時間。概算時給〇千円。初心者歓迎！」という募集要項を出した
だけではなかなか集まりませんし、新規の求職者を得るのは難しいです。
新規求職者獲得を目的とした場合、まずは興味を持ってもらえるかが重要です。興味が湧けば、
「どんな仕事なのか。隙間時間で働けるか。収入はどのくらいか。どう登録するのか。研修等
フォロー体制は？この仕事をしている人のレビューを知りたい！」というようにユーザーは情
報を詳しく知りたい姿勢に切り替わります。

よくある求職者募集

魅力を感じる求職者募集

どの募集も
同じね…

HPへアクセス

働いてみたい！気になる！感情を動かす 詳細はHPで丁寧に案内して人材獲得！

ここまでやって
くれるんだ！

応募してみよ！
この働き方
いいかも!?

4

・・・
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インターネットを活用した広報、集客方法

家政婦さん募集
週２回３時間
概算時給〇千円
初心者大歓迎！

自分の暮らしに合わせて副業

今のライフスタイルを変えず、
隙間時間に副業できる家事手
伝いがとても便利！未経験者
でも手厚くサポートします。

負担なく副業ができそうな
印象を与える

時短で働く「スマート家政婦」

週２回、１日３時間だけ働く。
そんなスマート家政婦増えて
ます。あなたも隙間時間を有
効に使って稼ぎませんか？

家政婦に抱くイメージを
変え、新しさを演出

60代、初心者でも月〇〇万円

家政婦のお仕事なら初めての
方でも〇〇万円以上稼げるっ
てご存じですか？家政婦紹介
所がしっかりサポートします

未経験でも家政婦で稼げる
ことが可能と伝える

インターネット上ではターゲットごとに内容を最適化一般的な求人

副業を考えている 新しい働き方をしたい 高齢でも働きたい

インターネット上での求人の出し方は掲載先のサイトの特性によって
表現を変える。ブログやSNS、利用するインターネットサービスごと
に想定されるターゲットを絞り、ユーザーにマッチしやすい内容で
集客を高めることが重要です。
インターネット上ではマクロよりミクロを狙った手法が適しています。

4
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インターネットを活用した広報、集客方法4

Facebookでは画面中央のタイムライン上に表示する広告や、右側に固定で表示する広告
等があり、各広告はユーザー属性に合わせて配信されます。

SNS広告例 – Facebook -
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インターネットを活用した広報、集客方法4

掲載する広告を設定する前に、広告に対する目的（ゴール）を選択します。
一般的には「認知度アップ」や「トラフィック」「コンバージョン」が多いです。

SNS広告設定例 – Facebook -



30

インターネットを活用した広報、集客方法4

目的を設定したら、配信先を設定します。Facebookではユーザーの年齢や性別、住む地域や
ライフイベント（生活活動）を設定しターゲットを細かく絞り込んだ広告配信ができます。

SNS広告設定例 – Facebook -
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インターネットを活用した広報、集客方法4

Facebook businessにアクセスすると、広告配信するまでの流れをレッスン形式で確認
することができます。（https://www.facebook.com/business/learn）

Facebook広告を始めるためのレッスンも無料で公開しています

https://www.facebook.com/business/learn
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インターネットを活用した広報、集客方法4

レッスンによっては動画で説明されているので、視覚的にもわかりやすく広告配信について
理解を深められます。

レッスンによって動画でも説明されています
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インターネットを活用した広報、集客方法4

日本看護家政紹介事業協会ホーム
ページにある「紹介所をさがす」
ページにて、各会員様の紹介所情
報を掲載しています。
ホームページがあれば紹介所様の
欄にボタンを設置しております。

求人者、求職者が看家協会経由で
紹介所を探す際にホームページが
あると便利です。

ホームページをすでに持っていて
まだ設置されていない会員様は、
是非申請してみてください。
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実際のホームページ運用事例5

★Point①
サービス提供地域を明示すること
で閲覧者に分かりやすく。
またGoogle等の検索結果にも
エリアを絞り込んだ時に上位表示
を狙いやすい効果も。

※
東京、千葉等の主要エリアは
競合も多く検索結果が思い通りに
上がらない場合にはキーワード広
告を利用することも重要です。

★Point②
求職者向けに分かりやすく
家政婦の特徴や研修等について
アピール。

★Point③
求人者向けにサービス品質を
コンセプトや実績で訴求。
メニューも分かりやすい構成。

①

②

③

③
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実際のホームページ運用事例5

★Point④
ホームページでは情報が定期的に
更新されているかが非常に重要。

会社が「稼働している」ことが
求人・求職者に伝わるような
発信があると信頼度、集客性に
効果を発揮します。

※
会社の活動内容や近況報告、業界
ニュースのような情報発信は
ブログやSNSで行い、それをHP
に貼り付けて運用する方法が◎。
メディアを分け、ログも散りばめ
て拡散しやすいネットワークを
つくっていけるので、SEOにも
効果が見込めます。

④
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求人・求職者を集めるためにインターネットサービスを最大限活用しましょう
ホームページや検索エンジン、ブログ・SNS等それぞれご紹介してきました。他業界や同業他社でも
こういった様々なインターネットサービスの活用は日に日に増えています。
自社ですでにお取組み中の方、これから始めてみようという方も本講義をきっかけにさらなる広報
活動の認知度アップ、集客アップを目指して取り組んで頂ければ幸いです。

自社ホームページ
開設・運用

まとめ6

1st STEP 2nd STEP：無料の範囲で取り組む

検索エンジン SNSニュース,ブログ

3rd STEP：コンテンツの拡充や各メディア・サービスごとの施策を駆使

それぞれのサービスを活用して集客効果を高める

HPの充実化 キーワード広告SEO対策 SNS広告 求人サイト登録
etc...
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【資料】インターネット用語解説

ブログ

ブログ (blog) は、インターネット上に、個人の覚え書きや論評などを記すウェブサイトのこと。
「WebにLogする」のウェブログ (weblog) をブログ（Blog）と略称する。
執筆者はブロガー (blogger)、個別記事はブログエントリーと呼ばれる。

SNS

SNS（Social networking service）とは、インターネット上で社会的ネットワークを構築可能に
するサービスの総称。人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティ型の会員制の
サービス」と定義される。あるいはそういったサービスを提供するウェブサイトも含まれる。

SEO

SEO（Search engine optimization）とは、検索エンジンの検索結果において特定のウェブサイ
トが上位に表示されるようウェブサイトの構成などを調整すること。
検索エンジン最適化ないし検索エンジン対策とも呼ばれ、ウェブポジショニングと同義である。

キーワード

検索エンジン上で検索する単語や言葉等のことをキーワードと呼ぶ。
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