
網走公共職業安定所
〒０９３－８６０９

網走市大曲１丁目１番３号
TEL ０１５２－４４－６２８７
FAX ０１５２－４４－６２７６

ハローワークあばしりのホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
hellowork/newpage_00074.html

ハローワーク網走

開庁時間 ８：３０～１７：１５
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※職業相談・紹介には一定の時間が
かかること等から、９時～１７時
の利用をお勧めします。

令和３年12月版

ハローワークインターネットサービス 検索
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/



● 求職申込み手続きには、次の２つの方法があります。

求職申込み手続きのご案内

１ ハローワークに出向いて手続きを行う

方法

２ ご自宅のパソコンやタブレット、

スマートフォン等 から手続きを行う方法

【求職情報の登録】
受付でお渡しする「求職申込書」を記入、
または、ハローワーク内に設置されている
パソコン（検索・登録用端末）で求職情報を
登録して行います。

【求職情報の登録】
ハローワークインターネット
サービスにアクセスし、「求
職者マイページアカウント登
録」を行います。

【ハローワーク利用登録者】
窓口で、求職申込み手続き（ハローワーク
職員が申込み内容や希望条件などを確認）
を行い、求職情報の登録が完了すれば、
「ハローワーク利用登録者」となります。

【オンライン登録者】
アカウント登録の完了後、１４日以内に求
職情報を登録し、「求職者マイページ」を
開設し、求職情報の登録が完了すれば、
「オンライン登録者」となります。

◎
◎

ハローワーク利用登録者の方も、求職者マイページを開設することができます。
オンライン登録者の方は、ハローワークで職業相談を受けることによりハローワ
ーク利用登録者に変更できます。

ハローワーク受付票

求職申込みの手続きが終わると、

「ハローワーク受付票」
を発行します。

受付票には、求人情報の検索の際に
必要となる求職番号が記載されていま
す。また、この受付票で全国どのハロ
ーワークでもご利用いただけます。

ハローワークにお越しの際は必ずご
持参ください。

ハローワーク受付票（見本）

※求職者マイページを作成している場合、求職
者マイページ から表示することができます。

50000－
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求職者マイページのご案内

※求職者マイページを開設しない場合でも、ハローワークの窓口で職業相談、
職業紹介、その他のサービスをご利用いただけます。

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を
開設すると、以下のサービスが利用でき、お仕事探しがより便利にな
ります。

① 登録した求職情報を確認することができます。
② 求人の検索条件や気になった求人を保存することができます。
③ 求職活動の状況（応募中の求人や選考が終わった求人等）を確認することができ

ます。
④ ハローワークからおすすめ求人の情報を受け取ることができます。
⑤ ハローワークから職業紹介（オンラインハローワーク職業紹介）を受けることが

できます。
⑥ 求人に直接応募（オンライン自主応募）することができます。
⑦ メッセージ機能により、応募した求人の担当者とのやりとりができます。

※メッセージのやりとりができるのは、求人事業所が「求人者マイページ」を開始して
いる場合に限られます。

オンライン登録者は①②③⑥⑦の機能が利用できます。

＜留意事項＞
• 求職者マイページは、ハローワークおよびハローワークインターネットサービスを利用して就職

活動を行うことを希望する方を対象に、求人情報の検索・閲覧など仕事探しに必要なサービスを
提供するものです。

• 「求職者マイページ」を開設するには、ハローワークへの求職登録が必要です。
• マイページを開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレス（パソコン、

スマートフォンなど）が必要です。 また、利用規約およびプライバシーポリシーに同意いただ
く必要があります。

• 求職が無効となった場合、一部サービスが利用できなくなります。

サービス内容

登録したメールアドレス
を入力

利用規約などに同意

「求職者マイページ開設
（パスワード登録）」ボタン

をクリック

ハローワークインター
ネットサービスに

アクセス

ハローワーク窓口で
メールアドレスを

登録

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

メールで
認証キーを受信

パスワード登録
認証キー入力

マイページ
開設完了

ハローワークインター
ネットサービスに

アクセス

「求職者マイページ開設
（パスワード登録）」ボタンをクリック

メールアドレスを入力

利用規約などに同意

メールで
認証キーを受信

パスワード登録

認証キー入力

マイページ

開設完了

2. 自宅のパソコン等から求職者マイページ開設手続きを行う方法
【ハローワークインターネットサービスのトップ画面】の「求職申込み」ボタンから手続きができます。

求職者マイページを開設するには、次の2つのいずれかの方法によりお申込みください。
1. ハローワークの窓口で求職者マイページ開設手続きを行う方法

ログインアカウントとして使用するメールアドレスをご用意のうえ、窓口でお申し出ください。窓口でメール
アドレスを登録後（①）、ご自身でハローワークインターネットサービスから手続き（②～⑦）ができます。

マイページ開設手順

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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紹 介 状

表 面 裏 面 ⇑ 選考結果が出るまで大切に保管
してください。

00-8888-4324

00-8888-8609

51010

本人控え（見本）

51010

〒123-4567

◇◇市△△区○○町１－１－１

00-8888-8609
00-8888-4324

51010

職業訓練（ハロートレーニング）

52010-52010-1061291

52010

000000000000

○○

◇◇市△△区○○町１－１－１

00-8888-8609

00-8888-4324

求人事業所への提出用（見本）

3

3

52010-52010-1061291

3

応募したい求人が見つかった場合は、窓口で求人事業所に連絡し「紹介状」
をお渡しします。紹介状は面接時に持参して求人事業所の担当者に提出して
ください。事前に応募書類を郵送する場合は応募書類に同封してください。

3

〒123-4567

51010-51010-1061291

◆ 職業訓練（愛称「ハロートレーニング」）は、「急がば学べ」
をキャッチフレーズに訓練受講により技能・知識を習得し、
速やかに再就職できることを目的として行われています。

◆ 受講料は無料です。（ただしテキスト代等は自己負担）
網走管内ではパソコン、介護などの訓練が行われます。

◆ 雇用保険受給中の方は、一定の要件を満たしていれば、職業訓練
の受講期間中、基本手当、通所手当が支給されます。
また、雇用保険を受給できない方も、一定の要件を満たせば、職
業訓練受講給付金、通所手当が支給されます。

※ 受講開始時期や応募条件がありますので、職業訓練を希望される
方は早めにご相談下さい。
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就職活動の進め方
ハローワークでは就職までのステップに合わせて各種支援メニューを用意しています。

就職活動に関することは何でもご相談に応じます。職業相談窓口を積極的に活用しましょう。

step1
＊仕事探しを上手に進めるには、まず自分自身を知ることが大切です。

●今までしてきたこと ●今できること ●これからやりたいこと など、きちんとまとめておきましょう。

＊興味を持っている仕事や経験がある仕事などについて、現在の状況を知りましょう。
●求人の数が多いか少ないか ●どのような求人がどのくらいの条件で出ているか

など、ハローワークやハローワークインターネットサービスで実際に調べてみましょう。

step2

step5

step6

step3 step4

自己分析・労働市場分析

条件決定

＊就きたい仕事、働きたい条件を決めましょう。さらに希望条件を決めたらどの項目を優先するのかを決めます。
●こだわる条件 ●譲れる条件 など、あらかじめ決めておくと仕事選びがスムーズです。

＊応募したい求人を決めましょう。見つからないときは
step1、step2に戻り、希望条件を再検討しましょう。

＊応募するには、履歴書が必要になります。また、最
近は職務経歴書も必要な場合が多くなっています。
提出する前にはしっかりチェックしておきましょう。

＊準備ができたら、いよいよ面接です。きちんと受け
答えができるよう準備しましょう。

＊採用が決まったら、まず労働条件を確認しましょう。労働基準法では、主要な労働条件を書面（雇用契約書や労働条件
通知書など）で明示することとされています。また、体調を崩さないよう注意して、初出勤に備えましょう。

求人を探す 応募準備

応 募

採 用

＊具体的に応募先が見つかったら、求人内容に合った履歴書・職務経歴書を作成し、面接の想定問答などを考えましょう。
＊実際の応募では、応募先事業所の情報を収集し、ニーズを把握することが大切です。準備を整え、自信を持って

臨むことが好印象を与えます。
＊面接日時や書類の送付期限は厳守です。余裕を持って準備しましょう。
＊やる気、熱意を伝えるには、あいさつと身だしなみが基本です。

ハローワークでは、ご希望する求人の応募状況の確認や求人事業所の担当者に連絡をとり面接日程調整を行った上で
紹介状を発行します。求人票だけではわからないことや直接質問しにくいことも、ハローワークの職員が代わって問い
合わせます。

応募にあたって実際に使用する履歴書・職務経歴書や面接への対策に関する直前のアドバイス等も行っています。

ハローワークでは、採用が決まった後もご相談をお受けします。労働条件について疑問がある場合はそのままにせ
ず、早めにハローワークにご相談ください。

不採用となってしまった場合でも、希望職種や条件の再検討、応募書類の見直しなどについてご相談ください。

ハローワークでは、仕事に関するいろいろなご相談をお受けしています。
どのような仕事を選べばよいか迷っている方には、ご自身の興味・関心や職業経験の振り返りなどの自己分析のお手

伝いをしています。また、就職したい地域の状況を知りたい方には、地域の労働市場に関する情報を提供しています。

ハローワークでは、ご希望と実際の求人状況を踏まえて、就職に近づく条件設定のお手伝いをしています。
技能・ 技術を身につけたい方には、公的職業訓練（ハロートレーニング）に関するご相談も行っています。

ハローワークでは、窓口で相談しながら希望条件に
合った求人を一緒に探したり、ハローワーク内に設
置されたパソコン（検索・登録用端末）でご自身で
求人を探すことができます。
また、求人の内容や応募要件等、希望する上で不明

な点がある場合などには求人事業所に確認します。

ハローワークでは、履歴書・職務経歴書の書き方、
面接の受け方などのセミナーを実施しています。
また、窓口でも個別の相談やアドバイスを行ってい

ます。
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ハローワーク網走のサービスメニュー
ハローワークでは、みなさまの就職活動を支援するため、次のサービスを行っています。

◆求職活動を全面的にバックアップします。
求職活動の進め方、求人情報の入手方法や検索方法、

応募書類の添削指導など、あなたの仕事への興味・関心
、経験・能力に合った仕事探しを支援します。

◆求人情報を提供します。
ハローワーク職員が一緒になって希望条件に合う求人を
探して提供し、きめ細かな職業相談を行っています。

◆求人票の条件を確認します。
希望する職種に応じて、学歴や経験、資格等の募集条

件について確認します。場合によっては、求人条件を緩
和・ 拡充することを求人事業所に提案しています。

◆応募する求人事業所にご紹介します。
応募したい求人が決まれば窓口で「紹介状」をお渡しし

ます。ハローワーク職員が求人事業所に連絡して応募方
法、 面接日時や場所をご案内します。

職業相談

求人検索・登録用パソコン

◆全国のハローワークで受け付けた求人を検索
できます。

ハローワーク内に３台のパソコンを設置しています。
ご利用の際は受付にお申し出ください。

◆検索した求人情報をすぐに印刷できます。

◆求職情報の登録、求職者マイページの開設、
確認ができます。

求人公開コーナー

◆求人公開ファイル
ハローワーク網走管内の「求人早見シート」を閲覧

できます。

◆ホット求人コーナー
新着求人の「求人早見シート」を閲覧できます。

気になる求人は、受付や職業相談窓口にお申し出い
ただければ、求人票を印刷することができます。
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◆毎週水曜日に発行しています。
発行日の前の週の１週間（月～金）に就業場所がハロー

ワーク網走管内で、発行時点で有効中のものを一覧にまと
めています。

ご覧になった時点で、すでに取消（変更）され、応募で
きない場合もありますので、ご注意ください。

週刊ハローワーク求人情報

担当者制による就職支援

◆応募書類の作成や面接に向けた準備への支援

を行います。
ご希望に応じて、履歴書や職務経歴書といった応募書類の

添削指導や、面接のマナー・心構えについてアドバイスし
ます。また、実際の場面を想定した模擬面接（予約制）を
行っています。

◆就職支援セミナーを開催しています。
「Zoom」を利用したオンラインによる就職支援セミナー

を毎月開催しています。お手持ちのパソコンやスマート
フォンからご参加いただけます。
参加には事前予約が必要です。
※参加時にかかる通信費等は参加者の負担となります。

◆３か月間、継続して同じ相談員が担当します。
・予約制による職業相談、職業紹介
・Zoomを利用したオンライン職業相談
・電話、郵送、求職者マイページによる求人情報の提供
・応募書類の書き方アドバイス、応募書類の添削
・面接の受け方アドバイス、面接トレーニング
・職業適性検査、職業興味検査（おおむね35歳未満の方）
・求職者マイページの開設支援、利用方法の案内

◆担当者制による支援をおすすめする方
・早期再就職（おおむね３か月以内）をめざし、短期間に集中

した支援を希望する方
・求人へ応募しているがなかなか決まらないなど、就職活動に

対する悩みや不安があり、継続的な支援を希望する方 など

応募書類の作成支援・面接トレーニング

※担当者制による支援を希望しない場合でも、各種支援メニューは利用でき
ますので、職業相談窓口にお申し出ください。

◆主な設置場所
・ハローワーク網走玄関前 ・シティ網走店 ・まちなかぷらざ ・ソレイユ網走
・オホーツク総合振興局 ・エコーセンター ・網走市役所 ・各町役場
・子育て支援センターひまわり・どんぐり ・網走市保健センター
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■高年齢者の補助的、短期的な仕事に関する相談

網走市シルバー人材センター
〒093-0041 網走市桂町２丁目１番３号 ℡0152-43-6688

■労働条件、労働問題に関する相談

北見労働基準監督署
〒090-8540 北見市青葉町６－８ 北見地方合同庁舎

（労働条件・解雇・賃金） ℡0157-88-3983
（総合労働相談コーナー） ℡0157-88-3982

■年金に関する相談

日本年金機構 北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町２－２１ ℡0157-25-9635

■国民健康保険に関する相談

居住地の市町村役場

ハローワーク網走では、人と仕事を結ぶための総合機関として、就職に関する様々な
相談やサービスを提供させていただいております。
このガイドブックは、ハローワーク網走のサービス内容をまとめたものです。
仕事をお探しの方は、是非ハローワークをご利用下さい。

関係機関のご案内

職業情報提供サイ ト（日本版 O - N E T）

職業情報提供サイト
（日本版O-NET）は

こんなサイト！

約500の職業の解説（動画コンテンツを含む）、求められる知識やスキル、どんな人に向いているか

などを、「数値データ」で見える化！就職・転職活動で重要な、「市場分析」、「自己分析」、面接などで

のアピールポイントの確認や、企業の採用活動での詳しい求人（＝応募が集まりやすい求人）の作成、

採用基準の明確化など、さまざまな場面で活躍するサイトです。

PC・スマホから
サイトへGO!

職 業情報提 供サイト（日本版O - N E T ）トップペー ジ

●自分に合ったものを探してみよう！

検 索職業情報
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