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新人アルバイト・パートの教育担当に関するアンケート
『タウンワーク』
創刊 20 周年に関するお知らせ
株式会社リクルートジョブズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：葛原孝司）が提供する全国のアルバイト・パート求人を掲載する媒
体「タウンワーク」が、2018 年 11 月 27 日（火）を持ちまして、創刊から 20 周年を迎えたことをお知らせします。

全国 104 版、求人件数は毎週約 90 万件の情報量を持つ 『タウンワーク』
『タウンワーク』は、地域での仕事や人のマッチングを目指し
て 1998 年に創刊。以降、日本全国へと発行地域を増やし
続け、現在は全国 104 版を展開、求人件数は毎週約 90
万件に及んでいます。創刊時より大事にしている「地域密着」
「幅広い求職者のニーズに応える」「求職者の生活導線に合
わせたリーチ」という”カスタマーファースト”をテーマに、利用機会
を創出してきました。
現在もタウンワークネットをはじめとした Web とフリーペーパーのトータルアプローチで、日本全国の求人情報を網羅し、求職者の方のお仕事探し
を応援し続けています。

20 年間、日本のアルバイトの働き方を見つめ、社会の変化に対応してきた『タウンワーク』の変遷
創刊から 20 年間、求職者の働き方や労働市場の変化、通信・テクノロジーなどの社会の変化に対応し、タウンワークは常に進化をしてきました。
これからも求職者のニーズや時代の流れに対応した求人情報の提供を目指します。
年

働き方の変化

インターネット・IT の変化

バブル崩壊後の景気回復後、景気後退の
1998

1998 年

局面。年平均の失業率が 4.1%まで上

地域に密着した「人と仕事」をつなぐメ

昇。就職難の傾向が強まり、仕事探しの

ディアとしてタウンワークが創刊。

難易度が高まる。
完全失業率が 5.3%を記録。非正規労
2003

2003 年

働者の割合が 30.3%となり、1998 年 2

地域で社員職として働きたい求職者の

月の 23.6%から約 6.7pt 増加。労働市

ニーズに応えて、社員版を創刊。

場の多様化が一層加速した。

2005

タウンワークの変遷

家庭でのパソコン普及率が 80%を超え

2005 年

て、1 世帯に 1 台以上のパソコン所有が

タウンワークネットがオープン。業界として

一般的に。家庭でのホームページの閲覧・

いち早く、Web＋フリーペーパーのトータ

検索が日常的に行われるようになった。

ルアプローチを展開

年

2007

2009

働き方の変化

インターネット・IT の変化

大学の進学率が上昇した影響で、在学し

2010 年

ながら就業している人口が 150 万人を突

入学シーズンの大学生に向けて、初め

破。生活費の足しのために、バイトを行う大

てのバイト探しを応援するための「春の

学生が増加した。

特別号」を発行開始。

金融危機「リーマンショック」が世界の景況

2009 年

に影響を与えた。日本でも有効求人倍率

タウンワークとフロム・エー ナビのケータイ

が 0.47 倍と前年の 0.88 倍を大幅に下

版に長期間低価格掲載のプラン「モバ

回る。

得プラン」をリリース
スマートフォン普及率 29.3%に上昇。

2011

2011 年

携帯電話のキャリアが位置情報を利用し

アプリ版をリリース

た検索サービスをリリースするなど、モバイル

スマートフォンの本格普及に先駆けて、

端末の利便性向上が図られた。

探しやすさを追求。
2015 年

育児や介護と両立しながら働きたいと考え
2015

タウンワークの変遷

仕事をしたい主婦・主夫に向けた「主

る人が増加。働きたいのに働けない子育て

婦・主夫歓迎」インデックスを創設。５

中の女性は約 170 万人にものぼり、多様

時間以内の短時間案件は２年で約

な働き方の実現の必要性が高まった。

1.8 倍に増加
クラウド会計ソフトやグループウェ
アなど、IT を活用して生産性を向上
する企業が増加。

2016 年
企業の採用担当者がオンライン上で求
人活動ができる「タウンワークオンライン」
をリリース
2015 年
ここでしか出来ない、そして将来
に繋がるような貴重な「働く体
験」を提供するサービスとして

2016

スマートフォン普及率が 71.8%にまで到
達。メッセージアプリでのやり取りや SNS で
のコンテンツの拡散など、情報収集やコミュ
ニケーションの幅が一層広がった。

「激レアバイト」の提供を開始。
2017 年
LINE 公式アカウント「タウンワ
ーク」がスタート。新着や希望条
件の求人情報を受け取ったり、
LINE 内のサイトからお仕事の検
索ができるようになった。

少子高齢化や、2013 年の高年齢者雇
用安定法の改正等により、労働力人口に
2017

占める高齢者の比率が上昇。65 歳以上
での就業率は 23.0%と、2012 年と比較
し約 3.5pt 増加した。

2018 年
60 歳以上を歓迎する案件を届け
るための求人特集を定期的に発行
開始

2018

有効求人倍率は 1.63 倍（2018 年 8
月現在）と高い水準で推移。

景気回復による求人件数の増加等の影

2018 年

響で、人材確保の難しい状況が長期的に

創刊 20 周年

続いている

＜上記についての詳細または画像はこちら＞https://townwork.net/twc/special/tw20th/

人手不足解決の一環として、パート・アルバイト領域における、新しい働き方を兆しを発信
有効求人倍率が１倍を超え、労働力の需要の高まりを迎えた 2013 年から開始。時代の兆候を捉え、翌年の働き方、採用方法、マネジメントのト
レンドを発信してきました。
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概要

育児経験などママの力を戦略的に活用した働き方

超短時間でも「やりがい」や「働く喜び」を感じられる新し
い働き方
多国籍のスタッフが一人ひとりの強みを活かし、シナジー
を生む職場作り
個人のチカラをパズルのように組み合わせ活かしあう職
場作り

戦略的なシニア雇用で企業の成長を促進させる採用
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