
３ 求⼈申込書（⾼卒） 記⼊例
（１／４） （２／４）｢雇⽤形態｣

該当する数字を記⼊してくだ
さい。
１．正社員
２．正社員以外
（契約社員、派遣労働者等）
３．有期雇⽤派遣
４．無期雇⽤派遣

「２．正社員以外」を選んだ
場合は、右側[ ]内（特記事
項欄）に準社員、期間⼯など
の具体的な名称を記⼊してく
ださい。

｢求⼈数｣
求⼈者が住宅（宿舎）を⽤意
しない場合には「通勤」、⽤
意した住宅（宿舎）に⼊居す
ることを条件とするときは
「住込」、雇い⼊れる労働者
の希望があれば、⽤意すると
きは「不問」に記⼊してくだ
さい。

｢仕事の内容｣
⽣徒が最も重要視する項⽬の
⼀つです。詳しい記⼊をお願
いします。
⽂字数が多いほど応募者が多
いという調査結果もあります。

｢作業遂⾏上特に必要な知
識または技能｣
⾼校⽣の採⽤は未経験者の採
⽤が基本です。できる限り応
募機会を広げてくださいます
ようお願いいたします。

｢契約更新の可能性の有無｣
「雇⽤期間」欄で「あり」と回
答した場合に記⼊してください。
なお、契約更新の可能性「あ
り」の場合には、「原則更新」
か「条件あり」のいずれかを選
択し、更新の際の条件などにつ
いて「補⾜事項」欄（23欄）に
詳しく記⼊してください。

｢企業年⾦｣
事業所登録の内容
と異なる場合は、
下記の該当する数
字を記⼊してくだ
さい。

１．厚⽣年⾦基⾦
２．確定拠出年⾦
３．確定給付年⾦

｢就業時間｣
法定労働時間にご注意く
ださい。必要に応じて就
業規則や各種届出の内容
を確認させていただく場
合があります。

残業が多い職場の場合は、
残業が増える時期などを
「補⾜事項」欄（23欄）
などに記⼊してください。

｢休⽇等｣
「週休⼆⽇制」欄には、下記
の該当する数字を記⼊してく
ださい。
１．毎週
（完全週休⼆⽇制を実施）

２．隔週
（隔週週休⼆⽇制を実施）

３．その他
（上記１、２以外の形態で
週休⼆⽇制を実施）

４．なし
（週休⼆⽇制未実施）

年末年始休暇や夏季休暇など
の特別休暇がある場合は、
「休⽇、週休⼆⽇制のその他
の場合」欄に記⼊してくださ
い。

｢応募前職場⾒学｣
⽣徒に応募先選定・確認の機会をできる限
り与えるため、積極的な受⼊れをお願いい
たします。

なお、応募前職場⾒学は、⽣徒が事前に職
業や職場への理解を深め、適切な職業選択
や、事前の理解不⾜による就職後の早期離
職の防⽌を⽬的として⾏っていただくもの
です。このことをご理解いただき、応募前
職場⾒学が求⼈者の採⽤選考の場とならな
いよう⼗分にご注意ください。

｢受付期間｣｢選考⽇｣
⾼校⽣の推薦開始期⽇は、推薦⽂書の
到達が９⽉５⽇（沖縄県については８
⽉30⽇）以降となっています。
また、選考開始期⽇は９⽉16⽇以降と
なっています。ご注意ください。

｢毎⽉の賃⾦｣
「基本給」欄には、原則として、
就職者が就職後に⽀払を受ける
初任給の確定額を記⼊してくだ
さい（固定残業代など各種⼿当
は含めないでください）。
ただし、求⼈の申込み時点で確
定額の記⼊が困難な場合は、当
該年の新規学卒採⽤者の現⾏賃
⾦額を記⼊してください。

また、記⼊した賃⾦に応じて、
「現⾏」か「確定」のいずれか
を選択してください。
基本給は、⽉給制の場合にはそ
の額を、⽉給制以外の場合には
１⽇の所定労働時間、⽉平均労
働⽇数等から算出した⽉額を記
⼊してください。
なお、「定期的に⽀払われる賃
⾦」とは、毎賃⾦⽀払時に全員
に決まって⽀給される賃⾦をい
います。
固定残業代制を採⽤する場合は、
その名称及び⾦額を「⼿当」欄
に記載し、詳細を次項の「特記
事項」欄に記載してください。
また、他の⼿当に固定残業代が
含まれる場合は、固定残業代を
分けて記載してください。

｢賃⾦形態等｣
該当する数字を記⼊してくださ
い。
・⽉給（⽉額を決めて⽀給）
・⽇給（⽇額を決めて、勤務

⽇数に応じて⽀給）
・時給（時間額を決めて勤務

時間数に応じて⽀給）
・年俸制（年額を決めて、各⽉

に配分して⽀給）

｢通学｣
時間配慮「あり」の場合は、労
働の義務を免除した時間に対応
する賃⾦の⽀払いの有無のいず
れかを選択してください。
通学時間は、「徒歩」、「バ
ス」、「スクールバス」など、
どのような交通⼿段を⽤いて何
分かを記⼊してください。

｢宿舎｣
「独⽴の宿舎」とは、求⼈者の
居住する住居と同じ建物や、⼯
場・店舗などの建物の⼀部を改
造したものではなく、⼯場・店
舗などから完全に独⽴した宿舎
専⽤の建物をいいます。⼯場な
どと同⼀敷地内でも差し⽀えあ
りません。

｢職種｣
該当する場合、派遣・請負の
別についても記⼊してくださ
い。

営業
９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

ｶｽﾐｶﾞｾｷﾃﾞﾝｼｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

１２ １

１８３ ２５３５ １０

電⼦機器の法⼈向け営業（既存顧客への営業および新規顧客の開拓）

・受注計画に基づき、顧客の新製品開発に合わせた製品の提案・⾒積り
・受注から納品までのフォロー
・代⾦回収

といった⼀連の営業業務を担当していただきます。

※社⽤⾞を使⽤して営業する場合があります。

普通⾃動⾞免許
（⼊社後取得可、ＡＴ限定可）

｜

｜

８３０ １７３０

｜ １０ ６０

｜ 別途定めるカレンダーによる

３ ９３

０ １０

２０

｜

｜

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

｜ ｜｜ １ ８０ ３０

｜ ｜

｜ ２５ ｜

｜ １６５０００

２００

固定残業 23,000
営業 30,000

２１８０００

２１８０００

4,200 31,439

4,200 31,439 15,000

３５６３９

５０６３９

１８２３６１

１６７３６１｜ 駐⾞場なし

｜

１

資格 10,000 ｜ １

２

２００

４００

｜ ２５００

９ ５ ９１１ ９１６

本社（所在地と同じ）

｜ ｜

｜

｜

｜ ｜

｜ ３ヶ⽉１０ １｜

｢マイカー通勤｣
「可」の場合は、駐⾞場の有無
や有料か無料かを「マイカー通
勤に関する特記事項」欄に記載
してください。

｢試⽤期間｣
試⽤期間がある場合は試⽤期間の⻑さ、試
⽤期間中の労働条件を記⼊してください。
なお、試⽤期間の⻑さは、能⼒や適性を判
断するための最⼩限のものとすることが望
ましいです。

０

１

0

0

５００００

７
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３ 求⼈申込書（⾼卒） 記⼊例
（１／４） （２／４）｢雇⽤形態｣

該当する数字を記⼊してくだ
さい。
１．正社員
２．正社員以外
（契約社員、派遣労働者等）
３．有期雇⽤派遣
４．無期雇⽤派遣

「２．正社員以外」を選んだ
場合は、右側[ ]内（特記事
項欄）に準社員、期間⼯など
の具体的な名称を記⼊してく
ださい。

｢求⼈数｣
求⼈者が住宅（宿舎）を⽤意
しない場合には「通勤」、⽤
意した住宅（宿舎）に⼊居す
ることを条件とするときは
「住込」、雇い⼊れる労働者
の希望があれば、⽤意すると
きは「不問」に記⼊してくだ
さい。

｢仕事の内容｣
⽣徒が最も重要視する項⽬の
⼀つです。詳しい記⼊をお願
いします。
⽂字数が多いほど応募者が多
いという調査結果もあります。

｢作業遂⾏上特に必要な知
識または技能｣
⾼校⽣の採⽤は未経験者の採
⽤が基本です。できる限り応
募機会を広げてくださいます
ようお願いいたします。

｢契約更新の可能性の有無｣
「雇⽤期間」欄で「あり」と回
答した場合に記⼊してください。
なお、契約更新の可能性「あ
り」の場合には、「原則更新」
か「条件あり」のいずれかを選
択し、更新の際の条件などにつ
いて「補⾜事項」欄（23欄）に
詳しく記⼊してください。

｢企業年⾦｣
事業所登録の内容
と異なる場合は、
下記の該当する数
字を記⼊してくだ
さい。

１．厚⽣年⾦基⾦
２．確定拠出年⾦
３．確定給付年⾦

｢就業時間｣
法定労働時間にご注意く
ださい。必要に応じて就
業規則や各種届出の内容
を確認させていただく場
合があります。

残業が多い職場の場合は、
残業が増える時期などを
「補⾜事項」欄（23欄）
などに記⼊してください。

｢休⽇等｣
「週休⼆⽇制」欄には、下記
の該当する数字を記⼊してく
ださい。
１．毎週
（完全週休⼆⽇制を実施）

２．隔週
（隔週週休⼆⽇制を実施）

３．その他
（上記１、２以外の形態で
週休⼆⽇制を実施）

４．なし
（週休⼆⽇制未実施）

年末年始休暇や夏季休暇など
の特別休暇がある場合は、
「休⽇、週休⼆⽇制のその他
の場合」欄に記⼊してくださ
い。

｢応募前職場⾒学｣
⽣徒に応募先選定・確認の機会をできる限
り与えるため、積極的な受⼊れをお願いい
たします。

なお、応募前職場⾒学は、⽣徒が事前に職
業や職場への理解を深め、適切な職業選択
や、事前の理解不⾜による就職後の早期離
職の防⽌を⽬的として⾏っていただくもの
です。このことをご理解いただき、応募前
職場⾒学が求⼈者の採⽤選考の場とならな
いよう⼗分にご注意ください。

｢受付期間｣｢選考⽇｣
⾼校⽣の推薦開始期⽇は、推薦⽂書の
到達が９⽉５⽇（沖縄県については８
⽉30⽇）以降となっています。
また、選考開始期⽇は９⽉16⽇以降と
なっています。ご注意ください。

｢毎⽉の賃⾦｣
「基本給」欄には、原則として、
就職者が就職後に⽀払を受ける
初任給の確定額を記⼊してくだ
さい（固定残業代など各種⼿当
は含めないでください）。
ただし、求⼈の申込み時点で確
定額の記⼊が困難な場合は、当
該年の新規学卒採⽤者の現⾏賃
⾦額を記⼊してください。

また、記⼊した賃⾦に応じて、
「現⾏」か「確定」のいずれか
を選択してください。
基本給は、⽉給制の場合にはそ
の額を、⽉給制以外の場合には
１⽇の所定労働時間、⽉平均労
働⽇数等から算出した⽉額を記
⼊してください。
なお、「定期的に⽀払われる賃
⾦」とは、毎賃⾦⽀払時に全員
に決まって⽀給される賃⾦をい
います。
固定残業代制を採⽤する場合は、
その名称及び⾦額を「⼿当」欄
に記載し、詳細を次項の「特記
事項」欄に記載してください。
また、他の⼿当に固定残業代が
含まれる場合は、固定残業代を
分けて記載してください。

｢賃⾦形態等｣
該当する数字を記⼊してくださ
い。
・⽉給（⽉額を決めて⽀給）
・⽇給（⽇額を決めて、勤務

⽇数に応じて⽀給）
・時給（時間額を決めて勤務

時間数に応じて⽀給）
・年俸制（年額を決めて、各⽉

に配分して⽀給）

｢通学｣
時間配慮「あり」の場合は、労
働の義務を免除した時間に対応
する賃⾦の⽀払いの有無のいず
れかを選択してください。
通学時間は、「徒歩」、「バ
ス」、「スクールバス」など、
どのような交通⼿段を⽤いて何
分かを記⼊してください。

｢宿舎｣
「独⽴の宿舎」とは、求⼈者の
居住する住居と同じ建物や、⼯
場・店舗などの建物の⼀部を改
造したものではなく、⼯場・店
舗などから完全に独⽴した宿舎
専⽤の建物をいいます。⼯場な
どと同⼀敷地内でも差し⽀えあ
りません。

｢職種｣
該当する場合、派遣・請負の
別についても記⼊してくださ
い。

営業
９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

ｶｽﾐｶﾞｾｷﾃﾞﾝｼｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

１２ １

１８３ ２５３５ １０

電⼦機器の法⼈向け営業（既存顧客への営業および新規顧客の開拓）

・受注計画に基づき、顧客の新製品開発に合わせた製品の提案・⾒積り
・受注から納品までのフォロー
・代⾦回収

といった⼀連の営業業務を担当していただきます。

※社⽤⾞を使⽤して営業する場合があります。

普通⾃動⾞免許
（⼊社後取得可、ＡＴ限定可）

｜

｜

８３０ １７３０

｜ １０ ６０

｜ 別途定めるカレンダーによる

３ ９３

０ １０

２０

｜

｜

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

｜ ｜｜ １ ８０ ３０

｜ ｜

｜ ２５ ｜

｜ １６５０００

２００

固定残業 23,000
営業 30,000

２１８０００

２１８０００

4,200 31,439

4,200 31,439 15,000

３５６３９

５０６３９

１８２３６１

１６７３６１｜ 駐⾞場なし

｜

１

資格 10,000 ｜ １

２

２００

４００

｜ ２５００

９ ５ ９１１ ９１６

本社（所在地と同じ）

｜ ｜

｜

｜

｜ ｜

｜ ３ヶ⽉１０ １｜

｢マイカー通勤｣
「可」の場合は、駐⾞場の有無
や有料か無料かを「マイカー通
勤に関する特記事項」欄に記載
してください。

｢試⽤期間｣
試⽤期間がある場合は試⽤期間の⻑さ、試
⽤期間中の労働条件を記⼊してください。
なお、試⽤期間の⻑さは、能⼒や適性を判
断するための最⼩限のものとすることが望
ましいです。

０

１

0

0

５００００

７
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（３／４）

｢採⽤・離職情報｣
過去３年分の新規⾼卒者の応募者数、採⽤者数とそ
のうちの離職者数を記⼊してください。
なお、離職者数は、各年度の採⽤者数のうち、記⼊
⽇現在における離職者数を記⼊してください。また、
採⽤・離職者数は求⼈事業所単位で記載してくださ
い。

｢⾼校既卒者の応募｣
職業紹介の参考とするため、⾼校
既卒者の応募の可否を選択してく
ださい。応募可の場合、「卒業後
概ね何年」まで応募可能かを記載
してください。

（４／４）

｢補⾜事項｣
｢求⼈条件にかかる特記事項｣
各欄に書ききれなかった内容や
応募上の注意事項、採⽤にあ
たって参考となる情報などを記
⼊してください。
なお、ハローワークが情報を追
加する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
＜留意事項＞
① 学⽣が興味をもつ求⼈は、

⾃分の未来像が具体的にイ
メージできる情報が多いも
のです。この「補⾜事項」
欄などを活⽤して、企業の
特⾊や新⼊社員の研修制度
などを合わせて記載すると、
学⽣に対し企業の魅⼒を効
果的にアピールすることが
できます。

② 異動や昇進昇給の状況、休
⽇出勤やノルマの有無、福
利厚⽣制度の利⽤状況、有
給休暇の消化率など具体的
に明記することによって、
早期離職を防ぐことができ
ますので積極的に記⼊して
ください。

③ ⼊社に当たって道具の購⼊
や資格取得費⽤など、⾃⼰
負担で⽀出が必要なものが
ある場合などは記⼊してく
ださい。

④ 固定残業代制を取っている
場合は、時間外労働の有無
にかかわらず固定残業代と
して⽀給することや、固定
残業代に相当する残業時間
と、その時間を超えて残業
した場合には超過分につい
ても適切に⽀払うことなど
を記⼊してください。

＜記載例＞
・ □□⼿当（時間外労働の有

無にかかわらず、○時間分の
時間外⼿当として△△円を⽀
給）

・ ○時間を超える時間外労働
分についての割増賃⾦は追加
で⽀給

※ □□⼿当には、前⾴の「毎
⽉の賃⾦」欄の「⼿当」欄に記
載した固定残業代に該当する⼿
当の名称を記載してください。

｢公開希望｣
各⾼等学校の進路指導教諭に対
して、⾼卒就職情報WEB提供
サービスで求⼈情報を公開する
ことを希望する場合には可、希
望しない場合には不可を選んで
記⼊してください。
「可」･･･

求⼈事業所の名称など
を含む求⼈情報を提供

「不可」･･･
求⼈情報を提供しない

「２ 職業能⼒の開発及び向上に関する
取組の実施状況」
・「あり」「なし」のどちらかを選択し、
「あり」の場合は、その内容を右の欄に具体
的に記⼊してください。

・制度として就業規則や労働協約に規定され
ていなくても、継続的に実施しており、かつ
そのことが従業員に周知されていれば「あ
り」と記⼊してください。
(1) 研修の有無及びその内容
具体的な対象者、内容を⽰してください。全
ての研修の内容を書き切れない場合は、主な
研修の内容のみ記⼊してください。

(2) ⾃⼰啓発⽀援の有無及びその内容
教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度
がある場合は、その情報を含めて記⼊してく
ださい。他には、配置等についての配慮、始
終業時刻の変更、資格取得の費⽤補助等もこ
の欄に記⼊してください。

(3) メンター制度の有無
メンター制度とは、新たに雇い⼊れた新規学
卒者等からの職業能⼒の開発及び向上その他
の職業⽣活に関する相談に応じ、並びに必要
な助⾔その他の援助を⾏う者を当該新規学卒
者等に割り当てる制度のことです。

(4) キャリアコンサルティング※1制度の
有無及びその内容

セルフ・キャリアドック※2を実施している
場合は、その情報を含めて記⼊してください。
キャリアコンサルティングを実施する者が企
業に雇⽤されているかどうか、また資格の有
無は問いませんが、企業内の仕組みとして実
施されていることが必要です。

※1 キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業⽣活設計または職
業能⼒の開発や向上に関する相談に応じ、助
⾔や指導を⾏うこと。

※2 セルフ・キャリアドック
労働者が⾃らのキャリアや⾝に付けるべき知
識・能⼒等を確認することを通じて主体的な
キャリア形成を⾏うことを⽀援するため、年
齢、就業年数、役職等の節⽬において定期的
にキャリアコンサルティングを受ける機会を
設定する仕組み。

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社
霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

９９９９ ９９９９９９ ９

⼈事総務課リーダー 厚労花⼦こうろう はなこ

｜

｜

hanako_k@kasumigaseki.△△.jp

｜３１ ４ １ ｜

○
３

・固定残業⼿当（時間外労働の有無に関わらず、１０時間分の時間外⼿当として
２３，０００円を⽀給）

・１０時間を超える時間外労働分についての割増賃⾦は追加で⽀給

・⼊社後１週間は座学でビジネスマナーや社内規則等の研修を受講し、その後
２ヶ⽉程度、相模原⼯場にて実習していただきます。

⼿当としては他に以下のものがあります。

・資格⼿当：当社の定める資格の保有者に対し、１０，０００円⽀給

３０ ２９ ２８
１５ １６ １３

２ １０

８ ８９

８ ５８

４ ３５

１ ００

２ ２３

２ １３

３０ ２９ ２８

１８５ ２０７
４２１ ４０２

｜

｜

｜

｜

｜

新⼊社員導⼊研修、英語講座（通信制）、
簿記検定講座（社外講座）、管理職研修 等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費⽤の全額補填

⼊社直後、⼊社３年⽬等の節⽬に⼈事担当者によるキャリア等に関する
相談を実施

霞ヶ関電⼦⼯業社内検定

⾼ 卒

１５５ ９８
１０７ １２８

９ ３２ １

１２ ５１０ ４
２２１ ３０５

２９ ３０ ３１

１２ １０ １３

３ ４ ５

１ ０ ０

○○ △△ ２
○○ △△ ２

２ ４

(4) 役員及び管理的地位にある者に
占める⼥性の割合

求⼈区分に関わらず、貴社に雇⽤さ
れる全ての労働者に関する情報とし
てください。

＊｢管理的地位にある者｣とは、原則
としていわゆる課⻑級以上が該当し
ます。

「３ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況」
(1)(2) 前事業年度の⽉平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得⽇数

算出⽅法はP12を参照してください。

(3) 前事業年度の育児休業取得者数／出産者数

育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

「１ 募集・採⽤に関する情報」
(1)(2) 直近３事業年度の新卒者等の採⽤者
数・離職者数
新卒者のほか、新卒者と同じ採⽤枠で採⽤し
た既卒者など、新卒者と同等の処遇を⾏うも
のを含みます。

直近で終了している事業年度を含む３年度間
についての状況を記⼊してください。離職者
数は、各年度の採⽤者数のうち、記⼊⽇現在
における離職者数を記⼊してください。

(3)平均継続勤務年数
労働者ごとのその企業に雇い⼊れられてから
記⼊⽇の時点までに勤続した年数を合計した
値を、労働者数で割って算出します。

参考値︓従業員の平均年齢
若者雇⽤促進法に基づく⻘少年雇⽤情報の項
⽬ではありませんが、参考値として、記⼊⽇
時点での平均年齢も可能な限り記⼊してくだ
さい。

平均継続勤務年数及び平均年齢は、事業年度
末時点、事業年度当初等、求⼈申込書記⼊⽇
直近の数値としても差し⽀えありません。

可能な限り全ての項⽬を記⼊していただくようお願いします。
全ての項⽬を記⼊することが難しい場合でも、情報提供の義務（以下のシートサンプルにおける１〜３の３類型そ
れぞれで１項⽬以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
数値を算出して記⼊する項⽬については、⼩数点第２位を切り捨て、⼩数点第１位まで記⼊してください。

情報の範囲
求⼈区分に応じて、企業全体の正社員／正社員以外※別の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇⽤者や派遣等、いわゆる正社員以外の直接雇⽤の労働者全てに関する情報としてく
ださい。

「本求⼈に関する追加の情報提供」
企業全体の情報のほか、求⼈申込みを⾏って
いる採⽤区分（例︓総合職／⼀般職）、学歴
別（⼤卒／⾼卒）や事業所別、職種別などの
情報についても、追加情報として極⼒記⼊し
てください。

※ 追加の情報については、貴社の任意の区分
の情報で構いません。

既卒者の応募可：卒業後概ね３年以内

● 5 ●



（３／４）

｢採⽤・離職情報｣
過去３年分の新規⾼卒者の応募者数、採⽤者数とそ
のうちの離職者数を記⼊してください。
なお、離職者数は、各年度の採⽤者数のうち、記⼊
⽇現在における離職者数を記⼊してください。また、
採⽤・離職者数は求⼈事業所単位で記載してくださ
い。

｢⾼校既卒者の応募｣
職業紹介の参考とするため、⾼校
既卒者の応募の可否を選択してく
ださい。応募可の場合、「卒業後
概ね何年」まで応募可能かを記載
してください。

（４／４）

｢補⾜事項｣
｢求⼈条件にかかる特記事項｣
各欄に書ききれなかった内容や
応募上の注意事項、採⽤にあ
たって参考となる情報などを記
⼊してください。
なお、ハローワークが情報を追
加する場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
＜留意事項＞
① 学⽣が興味をもつ求⼈は、

⾃分の未来像が具体的にイ
メージできる情報が多いも
のです。この「補⾜事項」
欄などを活⽤して、企業の
特⾊や新⼊社員の研修制度
などを合わせて記載すると、
学⽣に対し企業の魅⼒を効
果的にアピールすることが
できます。

② 異動や昇進昇給の状況、休
⽇出勤やノルマの有無、福
利厚⽣制度の利⽤状況、有
給休暇の消化率など具体的
に明記することによって、
早期離職を防ぐことができ
ますので積極的に記⼊して
ください。

③ ⼊社に当たって道具の購⼊
や資格取得費⽤など、⾃⼰
負担で⽀出が必要なものが
ある場合などは記⼊してく
ださい。

④ 固定残業代制を取っている
場合は、時間外労働の有無
にかかわらず固定残業代と
して⽀給することや、固定
残業代に相当する残業時間
と、その時間を超えて残業
した場合には超過分につい
ても適切に⽀払うことなど
を記⼊してください。

＜記載例＞
・ □□⼿当（時間外労働の有

無にかかわらず、○時間分の
時間外⼿当として△△円を⽀
給）

・ ○時間を超える時間外労働
分についての割増賃⾦は追加
で⽀給

※ □□⼿当には、前⾴の「毎
⽉の賃⾦」欄の「⼿当」欄に記
載した固定残業代に該当する⼿
当の名称を記載してください。

｢公開希望｣
各⾼等学校の進路指導教諭に対
して、⾼卒就職情報WEB提供
サービスで求⼈情報を公開する
ことを希望する場合には可、希
望しない場合には不可を選んで
記⼊してください。
「可」･･･

求⼈事業所の名称など
を含む求⼈情報を提供

「不可」･･･
求⼈情報を提供しない

「２ 職業能⼒の開発及び向上に関する
取組の実施状況」
・「あり」「なし」のどちらかを選択し、
「あり」の場合は、その内容を右の欄に具体
的に記⼊してください。

・制度として就業規則や労働協約に規定され
ていなくても、継続的に実施しており、かつ
そのことが従業員に周知されていれば「あ
り」と記⼊してください。
(1) 研修の有無及びその内容
具体的な対象者、内容を⽰してください。全
ての研修の内容を書き切れない場合は、主な
研修の内容のみ記⼊してください。

(2) ⾃⼰啓発⽀援の有無及びその内容
教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度
がある場合は、その情報を含めて記⼊してく
ださい。他には、配置等についての配慮、始
終業時刻の変更、資格取得の費⽤補助等もこ
の欄に記⼊してください。

(3) メンター制度の有無
メンター制度とは、新たに雇い⼊れた新規学
卒者等からの職業能⼒の開発及び向上その他
の職業⽣活に関する相談に応じ、並びに必要
な助⾔その他の援助を⾏う者を当該新規学卒
者等に割り当てる制度のことです。

(4) キャリアコンサルティング※1制度の
有無及びその内容

セルフ・キャリアドック※2を実施している
場合は、その情報を含めて記⼊してください。
キャリアコンサルティングを実施する者が企
業に雇⽤されているかどうか、また資格の有
無は問いませんが、企業内の仕組みとして実
施されていることが必要です。

※1 キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業⽣活設計または職
業能⼒の開発や向上に関する相談に応じ、助
⾔や指導を⾏うこと。

※2 セルフ・キャリアドック
労働者が⾃らのキャリアや⾝に付けるべき知
識・能⼒等を確認することを通じて主体的な
キャリア形成を⾏うことを⽀援するため、年
齢、就業年数、役職等の節⽬において定期的
にキャリアコンサルティングを受ける機会を
設定する仕組み。

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社
霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

９９９９ ９９９９９９ ９

⼈事総務課リーダー 厚労花⼦こうろう はなこ

｜

｜

hanako_k@kasumigaseki.△△.jp

｜３１ ４ １ ｜

○
３

・固定残業⼿当（時間外労働の有無に関わらず、１０時間分の時間外⼿当として
２３，０００円を⽀給）

・１０時間を超える時間外労働分についての割増賃⾦は追加で⽀給

・⼊社後１週間は座学でビジネスマナーや社内規則等の研修を受講し、その後
２ヶ⽉程度、相模原⼯場にて実習していただきます。

⼿当としては他に以下のものがあります。

・資格⼿当：当社の定める資格の保有者に対し、１０，０００円⽀給

３０ ２９ ２８
１５ １６ １３

２ １０

８ ８９

８ ５８

４ ３５

１ ００

２ ２３

２ １３

３０ ２９ ２８

１８５ ２０７
４２１ ４０２

｜

｜

｜

｜

｜

新⼊社員導⼊研修、英語講座（通信制）、
簿記検定講座（社外講座）、管理職研修 等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費⽤の全額補填

⼊社直後、⼊社３年⽬等の節⽬に⼈事担当者によるキャリア等に関する
相談を実施

霞ヶ関電⼦⼯業社内検定

⾼ 卒

１５５ ９８
１０７ １２８

９ ３２ １

１２ ５１０ ４
２２１ ３０５

２９ ３０ ３１

１２ １０ １３

３ ４ ５

１ ０ ０

○○ △△ ２
○○ △△ ２

２ ４

(4) 役員及び管理的地位にある者に
占める⼥性の割合

求⼈区分に関わらず、貴社に雇⽤さ
れる全ての労働者に関する情報とし
てください。

＊｢管理的地位にある者｣とは、原則
としていわゆる課⻑級以上が該当し
ます。

「３ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況」
(1)(2) 前事業年度の⽉平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得⽇数

算出⽅法はP12を参照してください。

(3) 前事業年度の育児休業取得者数／出産者数

育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

「１ 募集・採⽤に関する情報」
(1)(2) 直近３事業年度の新卒者等の採⽤者
数・離職者数
新卒者のほか、新卒者と同じ採⽤枠で採⽤し
た既卒者など、新卒者と同等の処遇を⾏うも
のを含みます。

直近で終了している事業年度を含む３年度間
についての状況を記⼊してください。離職者
数は、各年度の採⽤者数のうち、記⼊⽇現在
における離職者数を記⼊してください。

(3)平均継続勤務年数
労働者ごとのその企業に雇い⼊れられてから
記⼊⽇の時点までに勤続した年数を合計した
値を、労働者数で割って算出します。

参考値︓従業員の平均年齢
若者雇⽤促進法に基づく⻘少年雇⽤情報の項
⽬ではありませんが、参考値として、記⼊⽇
時点での平均年齢も可能な限り記⼊してくだ
さい。

平均継続勤務年数及び平均年齢は、事業年度
末時点、事業年度当初等、求⼈申込書記⼊⽇
直近の数値としても差し⽀えありません。

可能な限り全ての項⽬を記⼊していただくようお願いします。
全ての項⽬を記⼊することが難しい場合でも、情報提供の義務（以下のシートサンプルにおける１〜３の３類型そ
れぞれで１項⽬以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
数値を算出して記⼊する項⽬については、⼩数点第２位を切り捨て、⼩数点第１位まで記⼊してください。

情報の範囲
求⼈区分に応じて、企業全体の正社員／正社員以外※別の情報を提供してください。
※ 正社員以外の情報は、 期間雇⽤者や派遣等、いわゆる正社員以外の直接雇⽤の労働者全てに関する情報としてく
ださい。

「本求⼈に関する追加の情報提供」
企業全体の情報のほか、求⼈申込みを⾏って
いる採⽤区分（例︓総合職／⼀般職）、学歴
別（⼤卒／⾼卒）や事業所別、職種別などの
情報についても、追加情報として極⼒記⼊し
てください。

※ 追加の情報については、貴社の任意の区分
の情報で構いません。

既卒者の応募可：卒業後概ね３年以内

● 6 ●



● 7 ●

県 内 企 業 県 外 企 業

○ 生徒には求人票が同じに見える。き

らりと光る個性がほしい。手当、休

暇制度があれば、全て記入してほし

い。 
 
○ 毎年求人票を出していても、進路担

当の教諭は毎年代わるので、企業Ｐ

Ｒ も兼ねて訪問してほしい。 
 
○ 企業の具体的な情報を入手できる

ため、企業による学校訪問は非常に

重要であります。情報が多い分、生

徒に対して具体的に勧めることが

できます。 
 

○ 「先輩からの声」のポスター等は、

県内企業の作成が少ない。生徒にと

っては効果的な情報提供ツールで

あります。 
 
○ 県内の雇用状況が上向きとなり、数

年ぶりに高卒求人を出す県内企業

も出てきているが、企業内の先輩と

の年齢差も大きく、新入社員を育て

る意識が低いと感じます。 

○ 県外企業は、昨年度の求人票との違

い（ベースアップ等）を分かりやす

く明示しています。 
 
○ 県外企業の人事担当者は売り込み

が上手。保護者へ受験前の企業見学

会を勧める企業が増えてきたほか、

学校の先輩の様子を伝えるポスタ

ーを作成し、学校に持参していま

す。生徒はそのポスターをよく見て

います。 
 

○ 県外企業は、ＤＶＤ、パンフレット、

サイト等で自社の魅力をアピール

するのが上手く、生徒が引きつけら

れています。 
 

○ 社員教育制度や給与体系の説明な

ど、魅力あるプレゼンは県外が上で

あると感じています。入社後のキャ

リアアップや人生設計がわかるよう

なパンフレットやＷＥＢを作成し

ている県外企業には、生徒も教諭も

志望しやすいです。 

 

休日数や休暇制度、残業時間、研修

制度など福利厚生やキャリアを重視

する生徒が増えてきています。

 
 県移住・定住促進課調査（平成２９年５月～６月） 

に基づき、県雇用労働政策課が作成 

多くの生徒は夏休み前までに

志望企業を決めます。


