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求人のツボ求人のツボ求人のツボ求人のツボ



本書の使い方

求人の前に
求人活動を行う上でのポイントは４つあります。最初に「求人のターゲットをどうするか」
を考え、ターゲットに応じた求人活動を行うことが大切です。

新　卒

中　途

シニア

女　性

求人ターゲットの
関心事は何？

競合との差別化
ポイントは？

意思決定は
どう行われる？

求人活動　４つのポイント

求人ターゲットとその留意点

次のページから、求人ターゲット別に求人活動のポイントをまとめています。

・長く働いてもらえる
・職場の活性化

・バス・タクシー業界外と競合
・業界イメージのアップが必要

・時期を選ばず募集できる
・求職者が多数存在し
獲得の可能性が高い

・免許取得支援
・運転指導
・前職の組織文化あり

・短時間勤務でピーク需要、
仕業の組み難い時間の対応 ・健康面

・職場の活性化
・高度な接遇

・施設、勤務体制の整備等の
受入れ態勢

求人ターゲット 人材に期待すること 留意点

（定年退職後を想定）

11
求人の

ターゲットを
どうする？

本書では、運転手を求人する際のコツや勘どころを、事例や参考データと併せてご紹介
しています。運転手を採用したいバス・タクシー事業者の経営・人事担当者の方にお読
みいただき、より実りある採用活動となるためにご活用いただければ幸いです。
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新卒
学生が企業を選ぶ基準は、給与・待遇面の
他、「安定している」「やりたいことができる」
「社風が良い」も上位にランクイン。一方で、
運転手は「労働時間が長い」「給料が安い」
「休みがとりにくい」「キャリアアップが望め
ない」などのイメージを持つ学生も少なく
ありません。新卒の場合は、主に異業種が競
合となります。

近年、学生の就職活動では保護者の関心が
高まっています。会社説明会や就職フェアで
は、学生だけでなく、保護者が対象となるも
のも。保護者が望む就職先の特徴は「経営
が安定している」「本人の希望や意思に沿っ
ている」「本人の能力・専門性を活かせる」と
なっています。

経営の安定性、異業種との比較を示した
労働条件、管理職へもつながるキャリア
プラン、仕事のやりがいを伝える。また、
社風や雰囲気が伝わるように経営者や
従業員の顔が見える形で、声を届ける。

経営の安定性、異業種との比較を示した
労働条件、管理職へもつながるキャリア
プラン、仕事のやりがいを伝える。また、
社風や雰囲気が伝わるように経営者や
従業員の顔が見える形で、声を届ける。

新卒求人のツボ新卒求人のツボ新卒求人のツボ新卒求人のツボ

求人ターゲットの関心事・競合との差別化ポイント

意思決定はどう行われるか

→保護者も参加できる会
社説明会の開催

→大学への新卒採用活動

→保護者も参加できる会
社説明会の開催

→大学への新卒採用活動

→求人イベントへの参加
→民間の求人情報・自社
ホームページへの掲載

→求人イベントへの参加
→民間の求人情報・自社
ホームページへの掲載

会社の状況や働き方の理解を得たうえ
で、キャリアプランを提示する。
会社の状況や働き方の理解を得たうえ
で、キャリアプランを提示する。

求職者本人へ求職者本人へ

保護者や大学のキャリア担当者へ保護者や大学のキャリア担当者へ

をターゲットにした求人
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経営が安定している

本人の希望や
意思に沿っている

安定している

やりたい仕事ができる

保護者が望む子供の就職先の特徴

大学生の企業選定基準

本人の能力・
専門性を活かせる

44%

37%

28%

社風が良い

47%

38%

37%

出典：㈱マイナビ
「2017年度就職活動に対する保護者の意識調査」

出典：一般財団法人雇用開発センター
「2017年卒　大学生就職活動調査」



求人ターゲットの関心事・競合との差別化ポイント

中途

転職時に重視した条件として、バスは「勤務
地」「やりがい・感謝される」「給与」が、タク
シーは「休日・休暇」「勤務地」「給与」が上位
に挙がっています。「勤務地」は、就職先を決
めるための前提条件となるので対策は難し
いですが、「給与」「やりがい・感謝される」は、
各事業者の特徴をアピールできるところで
す。

また、転職のきっかけは「昔から運転手に興
味があった」「知り合いに勧められた」が上位
です。運転体験や、制服の着用体験などを
通じて運転手への憧れを思い出してもらう
ことで、求人応募の後押しとなることが期待
できます。また、知り合いからの紹介も重要
です。

中途求人では、同地域にある同業、異業種を
含むすべての業種が競合となります。同地
域の他社と労働条件を比較できる情報を
ホームページ等に掲載することで、運転手
の魅力を正しく伝えることが大切です。

３

をターゲットにした求人

出典：中国運輸局「バス・タクシー運転手：他業界からの転職者アン
ケート」（2018年度）　バス163人、タクシー100人が複数回答

昔から運転手に
興味があった

知り合いに
勧められた
家族に
勧められた

51%

38%

7%

48%

20%

4%

昔から運転手に
興味があった

知り合いに
勧められた
家族に
勧められた

転職時に重視した条件（上位３つ）

運転手に転職したきっかけ（上位３つ）

勤務地

やりがい・
感謝される
給与

51%

38%

28%

休日・休暇

勤務地

給与

50%

49%

29%

バ　ス

タクシー

バ　ス

タクシー

出典：中国運輸局「バス・タクシー運転手：他業界からの転職者アン
ケート」（2018年度）　バス168人、タクシー96人が複数回答



意思決定はどう行われるか
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転職の意思決定には、「配偶者」「配属される職場の職場長・責任者」「入社企業の人事」
「入社企業の経営者」の影響があります。「配偶者」を意識した求人活動として、例えば配
偶者も参加できる説明会の開催や、配偶者向けの情報提供などが考えられます。
また、「配属される職場の職場長・責任者」「入社企業の人事・経営者」からの求職者への
情報発信も重要です。ホームページやパンフレットにメッセージを載せたり、説明会で
直接語りかけるなど、積極的に発信していきましょう。

転職の意思決定に
大きく影響する
家族への丁寧な説明

ターゲットごとの
口説きシナリオを作成

ターゲットを明確にしたホームページでの情報提供　（中国タクシー株式会社）事例事例事例事例

出典：リクルートキャリアホームページ
転職サービス｢リクルートエージェント｣の登録者で、2017年8月～2018年1月の間に転職をした1201人の男女を対象に行ったWebアンケート
（調査期間2018年3月）https://www.businessinsider.jp/post-171520

3
16%

37% 27%

32%

10% 18%

24%7%

64%

47%

31%

28%

入社を決めるにあたって、誰からの影響がありましたか？

配偶者

配属される職場の
職場長・責任者

入社企業の人事

入社企業の経営者
影響があった やや影響があった



「バス・タクシー運転体験会」　（主催：山口市公共交通委員会　開催日：2019.1.26）
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実際にバスやタクシー車両に触れることで
運転士としての就業のきっかけを作ること
を目的に開催しました。28名が参加し、家族
連れも多くありました。
前半は運転操作体験。参加者はこの貴重な
機会での運転を楽しんでいました。後半の
座談会では、運転士の一日紹介や体験談、
意見交換が行われ、運転士としての魅力を
体感してもらうことができました。

異業種・近隣の同業との比較を交えた
給与・待遇、休日の取りやすさ等の労働
条件を示す。

また、現在の職場と比較・検討できるよ
うに、経営者・上司・同僚との関係（組織
文化や人間関係）を伝える。

異業種・近隣の同業との比較を交えた
給与・待遇、休日の取りやすさ等の労働
条件を示す。

また、現在の職場と比較・検討できるよ
うに、経営者・上司・同僚との関係（組織
文化や人間関係）を伝える。

ハローワーク・自衛隊援護協
会への求人

新聞折込・民間の求人情報
サービスへの掲載

社員からの紹介

民間求人イベントへの参加

自社ホームページへの掲載

会社説明会（乗車体験ありが
望ましい）の開催

上記に加え

首都圏、または県・都市圏レ
ベルで行われる行政、業界
団体の就職フェアへの参加

県・市町のUIJターン（定住）
部署を通じた求人

転居を伴わない本人と配偶者へ転居を伴わない本人と配偶者へ

転居を伴う本人と配偶者へ転居を伴う本人と配偶者へ

上記に加え、転職後の働き方や日常生
活がイメージできるような情報を提供す
る。

上記に加え、転職後の働き方や日常生
活がイメージできるような情報を提供す
る。

中途求人のツボ中途求人のツボ中途求人のツボ中途求人のツボ

事例事例事例事例

Ａ社？ Ｂ社？
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事業者ブースの設営例

複数の事業者が合同で実施す
る会社説明会（就職フェア）は、
多くの事業者と求職者が一堂に
会する貴重な機会です。求職者
にとっては、複数の事業者を効
率よく回り条件や雰囲気を比較
しやすいというメリットがあり、
事業者にとっても多くの求職者
と接触する大きなチャンスです。
一方で、限られた時間の中で1
人でも多くブースに訪れてもら
うためには工夫も必要です。

就職フェアのツボ就職フェアのツボ就職フェアのツボ就職フェアのツボ

▲統一感のあるテーブルクロス、椅子カバー、タペストリーなどで華やかさをプラス ▲来訪者へオリジナルグッズを進呈

芸陽バス㈱芸陽バス㈱

▲パソコンとプロジェクターで動きのある説明

広島バス㈱広島バス㈱

㈱大隅タクシー㈱大隅タクシー

▲車両の模型を展示しイメージを伝える ▲写真パネルを並べて紹介

一度に複数の会社の話が聞けて非常に
満足です。（36歳・女性・会社員）
HPや採用情報ではわからない箇所、採
用後のビジョンも説明していただき、
大変良い機会でした。（19歳・男性・会社員）
面接時には聞けない内容が確認できて
よかった。（53歳・男性・会社員）

一度に複数の会社の話が聞けて非常に
満足です。（36歳・女性・会社員）
HPや採用情報ではわからない箇所、採
用後のビジョンも説明していただき、
大変良い機会でした。（19歳・男性・会社員）
面接時には聞けない内容が確認できて
よかった。（53歳・男性・会社員）

◎給与・賞与・手当…11社
◎勤務体制…11社
◎採用試験…11社

来場者（求職者）の感想

来場者（求職者）からよくあった質問内容

※出展事業者18社のアンケート調査より

中国ジェイアールバス㈱中国ジェイアールバス㈱

エイチ・ディー西広島㈱エイチ・ディー西広島㈱備北交通㈱備北交通㈱

◎業務内容…8社
◎働く環境…8社
◎採用から乗務
　までの流れ…8社

※来場者のアンケート調査より

バス運転者就職フェア（2018年12月8日　広島県バス協会主催）の事例から

参考



求人ターゲットの関心事・競合との差別化ポイント

意思決定はどう行われるか

シニアシニア
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現在仕事をしている60歳以上の労働
者の約4割が「働けるうちはいつまで
も」働きたいと回答。70歳くらいまで
もしくはそれ以上との回答と合計すれ
ば、約8割が高齢期にも高い就業意欲
を持っている様子がうかがえます。
また、給与だけでなく、やりがいがある
か、希望や健康状態に応じたシフトや
休暇の取得ができるかなどが重要とな
ります。

第二の人生として運転手を選び活躍している先輩からのメッセージは、転職を考える方
の背中を押してくれるでしょう。併せて定年後に転職する方への教育環境を伝えること
で、安心してチャレンジしてもらうことができます。

シニア求人のツボシニア求人のツボシニア求人のツボシニア求人のツボ

シニアが持つ不安（体力や健康状態、
新しいことへの挑戦）を解消できるような
情報を提供する。

現役のシニア運転手の声や体験談は求
職者の励みになる。

シニアが持つ不安（体力や健康状態、
新しいことへの挑戦）を解消できるような
情報を提供する。

現役のシニア運転手の声や体験談は求
職者の励みになる。

求職者本人へ求職者本人へ
ハローワーク・自衛隊援護協
会への求人

新聞折込・民間の求人情報
サービスへの掲載

社員からの紹介

ハローワーク・自衛隊援護協
会への求人

新聞折込・民間の求人情報
サービスへの掲載

社員からの紹介

をターゲットにした求人

あなたは、何歳頃まで
収入を伴う仕事をしたいですか

出典：内閣府「高齢者の日常に関する意識調査」（平成26年）
調査対象は、全国60歳以上の男女。現在仕事をしている者のみの再集計。

11%

70歳
くらいまで

7%

その他

14%

65歳
くらいまで

22%

4%

42%

働けるうちは
いつまでも

75歳くらいまで80歳くらいまで



求人ターゲットの関心事・競合との差別化ポイント

意思決定はどう行われるか
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女性

女性運転手の半数以上が「設備」に満
足・やや満足してると回答。女性に配慮
したトイレや休憩所などの施設を整え
ることで、女性にとって魅力的な職場
環境となることが期待できます。
また、子育てや介護など、家庭の環境
に応じて選択できる勤務形態（シフト、
短時間勤務、休暇取得など）もアピー
ルポイントとなります。

女性運転手として活躍する先輩の存在やその働き方は、転職後の自分の生活をイメー
ジするのに効果的です。すでに女性運転手を雇用している場合は、ホームページ等で
の情報発信が有効です。併せて、教育環境を伝えることで、安心してチャレンジしても
らうことができます。4ページの図のように、転職の意思決定には「配偶者（64％）」の影
響があります。配偶者を含む家族に向けて、就職後の生活に対する安心感を与える情
報発信や業界全体のイメージアップも重要です。

女性求人のツボ女性求人のツボ女性求人のツボ女性求人のツボ

配慮のある施設や、子育て等と両立しや
すい勤務体制があることを伝える。女性
専用のちらし等で歓迎ムードを出せる。

先輩女性運転手の体験談を掲載した
り、直接質問できる場を設けても。

配慮のある施設や、子育て等と両立しや
すい勤務体制があることを伝える。女性
専用のちらし等で歓迎ムードを出せる。

先輩女性運転手の体験談を掲載した
り、直接質問できる場を設けても。

求職者本人へ求職者本人へ
マザーズハローワーク向け
の求人

新聞折込・民間の求人情報
サービスへの掲載

社員からの紹介

マザーズハローワーク向け
の求人

新聞折込・民間の求人情報
サービスへの掲載

社員からの紹介

仕事内容や環境、就業後の生活など、
安心してもらうための情報を提供する。
仕事内容や環境、就業後の生活など、
安心してもらうための情報を提供する。

配偶者や家族へ配偶者や家族へ
家族も参加できる会社説明
会や運転体験会の開催
家族も参加できる会社説明
会や運転体験会の開催

をターゲットにした求人

設備の満足度

出典：中国運輸局「女性転職者アンケート」（2018年度）　
バス27人、タクシー31人が複数回答

33%
33%

22%

7%

4%

26%

16%

3%

26%

29%

満足
満足していないあまり満足していない

どちらとも言えないやや満足

バ　ス タクシー



65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇
用への転換を行う事業主に対して助成。

◉65歳超雇用推進助成金　（厚生労働省）

雇用・労働・育成に使える助成制度等
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求職者向け

事業者向け

◉トライアル雇用助成金　（厚生労働省）
雇用・労働支援

◉大型二種免許取得養成助成事業　（各県バス協会）

◉一般教育訓練給付金　（厚生労働省）
二種免許の取得費用支援

各助成金・制度等については、支給要件等がありますので、各問合せ先にご確認の上ご活用ください。
中国運輸局のＨＰにてリンク集を掲載しています。
このほか、国・都道府県・市町村・経済団体等が実施する補助メニューがある場合もあります。
また、求人ターゲットを示す4種のアイコンは、必ずしも対象者を限定するものではありません。

◉「女性ドライバー応援企業」認定制度　（国土交通省）

育成支援

一定の条件を満たす雇用保険被保険者または被保険者であった方に対し、二種免許の取得費用と
して教育訓練施設に支払った経費の20%（上限10万円）を給付。

例：広島県バス協会　大型二種免許を取得した社員及び事業者が貸し付けた場合は免許取得費用
の免除が終了した社員に対し、3万円を上限に助成。※助成の金額や条件等は協会により異なる。

二種免許の取得費用支援

問各県バス協会

◉人材開発支援助成金　（厚生労働省）

◉両立支援助成金　（厚生労働省）

安定的な就職が困難な求職者等を一定期間試行雇用する場合、１人あたりの支給額が４万円（最長
3ヵ月）。

問(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各県支部

仕事と育児・介護等家庭との両立を支援する取組に対して助成（6つのコースを設定）。

人材育成の支援のため、職業訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。

広報支援

バス タクシー

◉求人サイト「BUS.きゅー」　（広島県バス協会）

問各県労働局雇用環境・均等室
◉キャリアアップ助成金　（厚生労働省）
有期契約労働者等の正社員化や新たな規定・制度等導入に対して助成。問各県労働局職業対策課

女性ドライバーの採用に向けた取組や、子育て中の女性が働き続けることのできる環境整備を行っ
ている事業者を支援・ＰＲする。

問各県労働局職業対策課

問国土交通省自動車局旅客課

2019年3月時点

広島県のバス運転者のための求人情報Webサイト。協会会員は掲載無料。 問広島県バス協会

問各ハローワーク

問各ハローワーク

事業者向け

事業者向け

事業者向け

女性中途 シニア

女性中途

女性新卒 中途 シニア

バス タクシー

バス タクシー

バス タクシー

バス タクシー

バス タクシー

バス

タクシー

バス

女性中途

女性新卒 中途

女性新卒 中途 シニア

http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/kousei/joseiseido2019.html

シニア

女性

女性中途
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人材確保の先進的な取組み事例

育児・介護・加齢など従業員本人のラ
イフスタイルに応じて、正社員のまま
労働時間を柔軟に変えることのでき
る「短時間正社員制度」を導入しまし
た。従来の時短勤務は子どもが3歳に
なるまででしたが、この制度はいつで
も誰でも利用できます。

「短時間正社員制度」の創設「短時間正社員制度」の創設

運転手からのキャリアアップ制度運転手からのキャリアアップ制度

社内の風通しをより良くし、女性や若
手に選ばれる会社にしようと、事務所
の一部を改装しました。女性社員を交
えて意見を出し、業者による施工のほ
か社員自らも塗装に携わり、カフェの
ような空間ができました。

女性の意見を生かした施設の改装女性の意見を生かした施設の改装

運転手として採用すると、まず路線バ
スで経験を積み、高速バス、貸切バス
へとステップアップします。また、途中
で支店・営業所の内勤（管理職）や本
社業務へ移り、そこでさらなるステッ
プアップもできます。

広島電鉄株式会社広島電鉄株式会社

中国ジェイアールバス株式会社中国ジェイアールバス株式会社有限会社サービスタクシー有限会社サービスタクシー

金銭的な支援で不安を解消金銭的な支援で不安を解消
下電観光バス株式会社下電観光バス株式会社

タクシー運転手は歩合制の給与体系
ですが、タクシー運転が未経験の方に
は入社後の一定期間を固定給として
います。
また、遠方から転居するバス運転手に
は、家賃の一部を一定期間補助する
制度があります。

一畑バス株式会社一畑バス株式会社

入社するバス運転手には、入社支度
金として10万円を支給しています。

入社支度金の支給入社支度金の支給

一般路線バス
昼行高速バス

夜行高速バス
貸切バス

運転手として
ステップアップ

支店・営業所の内勤や
本社業務への移行も可

採用

正 社 員正 社 員

短時間正社員短時間正社員

65歳入社

1日の労働時間もしくは
週の労働日数を短縮

いつでも誰でも転換可いつでも誰でも転換可

改装後改装後

改装前改装前



出典：中国運輸局「他業界からの転職者アンケート」
　　「女性転職者アンケート」（2018年度）

転職してよかったこと、やりがいを感じること、そしてこれから転職する人へ

2019年3月発行

（バス・女性）

（バス・男性）

（バス・男性）

（バス・男性）

（バス・男性）

（バス・男性）

（タクシー・女性）

（タクシー・女性）

（タクシー・男性）

（タクシー・男性）

（タクシー・男性）

（タクシー・男性）

（タクシー・男性）

夢であったバス運転手の
仕事ができること。

自分のペースで
仕事ができる。

お客様から
「ありがとう」と言われると
嬉しい気持ちになります。

地域の方々のために
働いているという
実感がある。

努力した分だけ
返ってくる。 お客様に言われた

場所へのルートが
パッと思いつくと嬉しい！！

人の命を預かる仕事ですので
慎重になりますが、
仕事が終わった時は達成感が
あります。　

年を取ってもできるので
中高年の人には
おすすめです。

厳しい業界ではありますが
助けてくれる仲間は
多いです。

年齢を問わず同条件で
出来るのが良い。

職場の人間関係が
良い。

母の介護もできるし、
給料ももらえて
介護で煮詰まる気持ちを
発散できます。

こんなに感謝されながらの
仕事はそうないと思います。

国土交通省中国運輸局　交通政策部交通企画課
TEL　082-228-3495

現役
運転

手さんのメッセージ
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