
７ 求⼈申込書（⼤卒等） 記⼊例
（１／４） （２／４）｢学校種別｣

応募可能な学校種別をマーク
してください。
また、留学⽣の採⽤実績、外
国⼈雇⽤状況届の提出実績が
ある場合には「留学⽣」欄に
もマークしてください。

｢派遣｣｢請負｣
派遣または請負により他の事
業所で就業する仕事の場合は、
いずれか⼀つマークしてくだ
さい。

｢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、準社員等）
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。
無期派遣労働者については、
誤解を招かないよう「1.正社
員」ではなく、「4.無期派遣
労働者」としてください。

｢仕事の内容｣
学⽣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。

｢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（20欄）などに記⼊
してください。

｢契約更新の可能性の有無｣
「雇⽤期間」欄で「あり」と
マーク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（20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

｢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。

｢既卒者の応募｣
新卒採⽤求⼈につ
いては、少なくと
も卒業後３年間は
応募できるようご
配慮をお願いいた
します。

｢説明会｣
学⽣に応募先選定・
確認の機会をできる
限り与えるため、な
るべく説明会の開催
をお願いいたします。
説明会を開催する際
は、学業に⽀障がな
いよう、開催⽇時な
どに配慮してくださ
い。

｢応募書類の返戻｣
応募書類は重要な個
⼈情報です。原則と
して応募者に返却し
てください。
返却できない場合に
ついては、その理由
および処分⽅法など
の取扱いを確認させ
ていただく場合があ
ります。

｢受付⽅法｣
該当する受付⽅法
（志願者からの応
募⽅法）にマーク
をしてください。

受付先が事業所登
録の際の連絡先と
異なる場合には、
「書類提出先」欄
に受付先を記⼊し
てください。

｢基本給｣
原則として、就職した⼈が就職
後に⽀払い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
⾦とし、その旨を「求⼈条件に
かかる特記事項」欄（21欄）に
記⼊してください。

また、基本給が⽉給制の場合に
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。

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、詳細を次⾴の「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、固定残業代分
を分けて記載してください。

｢賃⾦形態｣
「⽉給」の場合は「⽉給」を○
で囲み、それ以外の場合は「⽉
給」を横線で抹消した上で
「（ ）給」欄に記⼊してくだ
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）

｢ハローワーク以外への情報
公開｣
ハローワーク以外の職業紹介事
業者（地⽅⾃治体や⺠間職業紹
介事業者）への求⼈情報の提供
について、１〜４から選んで記
⼊してください。求⼈申込み･公
開後にも変更可能です。

｢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。

９９９９ ９９９９９９ ９ 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

営 業

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（ワンボックス・ＡＴ⾞）を使⽤して営業する場合があります。 普通⾃動⾞免許
（ＡＴ限定可）

⼤学卒、⼤学院卒

｜

５ １
１８３ ２５３５ １０

｜

｜

○○⽀社 △△△⼯場□□□⽀社
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｜
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（３／４）｢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、採⽤に当
たって参考となる情報などを記
⼊してください。
ハローワークが情報を追加する
場合があります。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 ⼊社にあたって道具の購
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
有無に関わらず固定残業
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。

｢採⽤・離職状況｣
過去３年度（各年４⽉〜翌年３⽉）分の新規学卒者等（⼤
卒等）の採⽤者数とそのうちの離職者数を記載してくださ
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。

（４／４）

霞ヶ関電⼦⼯業株式会社９９９９ ９９９９９９ ９

３０ ２９ ２８
１５ １４ １６

１ ２２
７ ８８
７ ８７

５ ７６

０ １０
２ ４２
３ ３３

３０ ２９ ２８

１８５ １６３
４１７ ４３２

｜

｜

｜

｜

｜

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

⼤ 卒

１５５ ２１２
１０７ ８６

９ ６２ １
１２ ７１０ ６

２２１ ３０５

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

⼈事総務課リーダー 厚労花⼦

｜

｜

hanako_k@kasumigaseki.△△.jp

｜

２８ ３ １

２９ ４ １

３０ ３ ０

・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
して⼤学院卒２６，０００円、⼤学卒２５，０００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カ⽉程度、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

※通年採⽤可

｜

３ヶ⽉

｜

｢公開希望｣
ハローワークインターネットサービスでの求⼈情報や事業
所名の公開について、可もしくは不可を選んで記⼊してく
ださい。
なお、ハローワークインターネットサービスは、⺠間の⼈
材ビジネス企業のサイトなどに求⼈情報の転載を認めてい
るため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせがく
る場合があります。あらかじめご了承ください。

「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

｢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。
※ 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。

「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。

(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。
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（３／４）｢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、採⽤に当
たって参考となる情報などを記
⼊してください。
ハローワークが情報を追加する
場合があります。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 ⼊社にあたって道具の購
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
有無に関わらず固定残業
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。

｢採⽤・離職状況｣
過去３年度（各年４⽉〜翌年３⽉）分の新規学卒者等（⼤
卒等）の採⽤者数とそのうちの離職者数を記載してくださ
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。

（４／４）

霞ヶ関電⼦⼯業株式会社９９９９ ９９９９９９ ９

３０ ２９ ２８
１５ １４ １６

１ ２２
７ ８８
７ ８７

５ ７６

０ １０
２ ４２
３ ３３

３０ ２９ ２８

１８５ １６３
４１７ ４３２

｜

｜

｜

｜

｜

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

⼤ 卒

１５５ ２１２
１０７ ８６

９ ６２ １
１２ ７１０ ６

２２１ ３０５

９９９９ ９９９９９９ ９ 霞ヶ関電⼦⼯業株式会社

⼈事総務課リーダー 厚労花⼦

｜

｜

hanako_k@kasumigaseki.△△.jp

｜

２８ ３ １

２９ ４ １

３０ ３ ０

・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
して⼤学院卒２６，０００円、⼤学卒２５，０００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カ⽉程度、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

※通年採⽤可

｜

３ヶ⽉

｜

｢公開希望｣
ハローワークインターネットサービスでの求⼈情報や事業
所名の公開について、可もしくは不可を選んで記⼊してく
ださい。
なお、ハローワークインターネットサービスは、⺠間の⼈
材ビジネス企業のサイトなどに求⼈情報の転載を認めてい
るため、公開すると事業所に対して各種の問い合わせがく
る場合があります。あらかじめご了承ください。

「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

｢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。
※ 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。

「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。

(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。
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①　会社の特徴欄を活用しましょう！

　●　「当社は○○で有名な企業ですが、”環境にやさしい企業”を目指して、日々技術開発に取り組んでいます。」

　●　「少数精鋭で県内業界ではトップクラスの業績をあげています。」

　●　「少人数ですが、社員個々の実力が十分発揮でき、年功序列に関係なく昇進やスキルアップができます。」

　●　「家庭の都合による勤務時間の調整が可能で、仕事と育児を両立している社員も多数います。」

②　仕事内容を詳細に記入しましょう！

　求人票の「仕事の内容」欄について、２つの事例を比較してみましょう。

　どちらの求人がより多くの求職者の方に注目され、応募を検討されるでしょうか。

　求人票Aは、営業を行うことはわかりますが、どのような製品を扱うのか、どのような顧客への営業なのか、新規開拓

が必要なのかなどが記載されていません。求職者の方々も、これだけの情報では、仕事の内容がわかりにくいため、

応募をとまどうことが予想されます。

　これに対して、求人票Bは、扱っている製品や顧客層、営業地域などが明確に記載され、さらに社用車の使用や必要

な営業経験もわかるので、求職者の方々にとって、就職後の仕事のイメージがわくため、応募への不安を解消すること

ができます。

　実際に「仕事の内容」欄の充実度と応募状況の関係を調べてみると、記載内容が少ないと応募者が少なく、記載内容

が充実するに従って応募者が増えるといった結果も出ています。

　求人票Bの記載を参考にして、仕事内容を詳細にわかりやすく記入してください。

　取り扱う製品、担当する業務範囲、使用する機材などを詳しく記入していただくことで、仕事の内容が具体的なイメージ

として求職者の方に伝わります。また、経験を問わずに募集する場合は、専門用語を避け、初めての方でもどんな仕事

なのかがイメージできるような記入を心掛けてください。未経験者にとって、その仕事ができるかどうか不安に思うという

ことは、応募をためらう原因となります。
現在

　秋田労働局

平成30年10月1日

事業所台帳にある「会社の特長」欄を活用して貴社をアピールしましょう。貴社の経営方針、業績、教育訓練制度、職

場の雰囲気、代表的商品の評判などを記入して、貴社の魅力をお伝えください。

記入例

職種名や仕事内容、必要な資格・経験などが具体的に記入されていることで、求職者の方々の疑問やとまどいを軽

減し、応募者が増えることにつながります。また、正確で詳細な記入は入社後の定着率にも影響します。貴社が必要

としているのは「どんな仕事ができる人材」なのかを、応募される方の目線に立って詳細にわかりやすく記入してくださ

い。

■誰でもなじみのある職種名でも、詳細に記入することが必要です。

■具体的な事例で見てみましょう。
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③　賃金等は正確にわかりやすく記載しましょう！

　秋田労働局

●　求人者が想定する残業手当等の諸手当（通勤手当を除く。）を含む総支給額を下限（初任給）
●　在職従業員の具体的賃金例
●　世帯主・１人住まい等、家庭環境に応じて考慮される場合はその額

【賃金支給例：総支給額（各種手当を含む総支給額。通勤手当は除く。】
　未経験者：　１８万円（世帯有　２１万円）から
　（具体例）　２３歳　総支給額　２２万円　　残業手当　２０時間／月額約３万円　　住宅手当１万円／月

④　福利厚生や研修制度等の補足情報を記入しましょう！

●　「夏季・冬季にそれぞれ１週間以上の長期休暇が取得できます。」
●　「採用後は、約１週間の一般導入教育を実施するとともに、配属部署において３週間の実習を行います。」
●　「当社研修プログラムに基づく階層的研修を実施しており、確実に技術が取得出来ます。」

⑤　企業や求人の魅力をアピールしましょう！

　　年齢や勤務年数よりも、本人の実力・成績を重視し、昇給・昇格を行うなどの人事評価を行っている場合は、実例を
　含めて紹介してください。

現在平成30年10月1日

賃金については、正確にわかりやすく記入することが重要です。

求人票の「賃金」欄は、「基本給」、「定額的に支払われる手当」、「その他の手当等付記事項」の各記

入欄があり、それぞれに該当するものを記入します。

また、基本給＋定額手当以外の各種手当を含む総支給額を伝えることにより、求職者の方々は支給

される賃金について把握でき、就職後の生活をイメージしやすくなります。この場合は「賃金」欄とは別に、

「備考」欄または「求人条件に係る特記事項」欄に追加して記入してください。

さらに、「昇給」、「賞与」欄についても、実績ベースで正確に記入することで誤解がなくわかりやすい求

人となります。

■「備考」欄、「求人条件特記事項」欄に追加する内容は、例えば次のようなものです。

記入例

福利厚生や研修制度等の補足情報もイメージアップにつながります。

特に未経験者を募集する場合、研修制度や資格取得の支援制度などは初めての仕事に対する不安を

和らげ、応募機会を増やすきっかけとなります。また、入社１年後、３年後といった将来像を記入すること

で、入社後の自分をイメージしやすくなり、応募のきっかけになることもあります。

なお、試用期間がある場合は、その期間中の待遇等をきちんと明示することで、後々のトラブル防止に

役立ちますので、「試用期間」欄は正確に記入しましょう。

求職者が「求めている求人」とはどのような求人なのか検討し、求職者が魅力を感じる求人をアピール

しましょう。ｄｄｄｄｄ

ｄ

資格取得や技能取得、能力向上等に対する支援

能力主義による昇給、昇格など、本人の実力・成績次第で評価を得られる

≪求職者が魅力を感じるアピールポイントの例≫

本人の実力・成績次第で賃金アップや早期昇格など、個人の評価が明確なことをアピール！

記入例
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