
仕事をお探しの方へ

求人情報検索のしかた

次頁へ

ステップ① ハローワークインターネットサービスのトップ画面

【ハローワークインターネットサービスを検索】
・左のQRコードを読み取る
・青文字のURLを打ち込む
・「ハローワークインターネットサービス」で検索する

などにより、ハローワークインターネットサービスの
トップ画面へ行きます。

ハローワーク稚内（☎0162-34-1120）

031110

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークインターネットサービス 検索

【求職者マイページを開設していない方】
青い画面部分「仕事をお探しの方」のうち、

上から２番目の 「求人情報検索」をクリック

【求職者マイページを開設済みの方】
青い画面部分「仕事をお探しの方」のうち、上から

１番目の 「ログイン（求職者マイページ）」をクリックす
ると登録メールアドレスとパスワードの入力を求める画面が
出るのでそれぞれ入力し をクリックします。

次頁以降は、主にマイページを開設していない方を対象に
した検索画面での説明となっているため、一部マイページ内
での操作と異なる部分がありますが、おおむねご参考にして
いただける内容になっております。

ログイン

ログイン（求職者マイページ）

求人情報検索

ホームページ https :// js i te .mhlw.go. jp/hokka ido -he l lowork/newpage_00082.html

①

☜ クリック

※「求職者マイページってなに？」
→ ⑤頁に概略を記載しております。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


次頁へ

ステップ② 求人情報検索画面

希望条件を入力した後、画面右下の 検索 をクリックしてください。

すべての条件を入力する必要はありません。譲れない条件を優先的に入力してください。

検索

【求職番号】
ハローワークに求職登録している方は、求職番

号を入力してください（注：求職者マイページにロ

グインして検索する場合は入力不要です）。求職登録
している方に限定して事業所名等を公開している
求人の事業所名等を閲覧できます。

【求人区分】
希望する就業形態（フルタイム・パート）を選

択してください。
●フルタイム：正社員のほか、正社員と同じ就業
時間で働くことを希望する方

●パート：正社員よりも短い就業時間で働くこと
を希望する方

【就業場所】
都道府県を１つ選択すると、リストの中から、

市区町村を５カ所まで選択できます。キーボード
左下の「Ctrl」キー を押しながら市区町村を
クリックすると複数選択できます。市区町村を６
カ所以上選択する場合は、都道府県の選択と市区
町村の選択を繰り返してください。

【希望する職種】
検索したい職種をリストの中から選択してくだ

さい。１つのボタンで５職種まで選択できます。
キーボード左下の「Ctrl」キー を押しながら
職種をクリックすると複数選択できます。
※⑥頁目以降で、キーワードである程度リストを
絞り込む方法を記載しておりますので併せてご参
照ください。

「閉じるボタン」 は、検索

そのものを終了するとき以外クリック
しないでください！

クリックすると、入力した検索条件
の画面が閉じてしまい、検索条件が残
りませんので、ご注意ください。

！

【フリーワード】
入力したキーワードを含む求人を検索できま

す。「職種名」「仕事の内容」「必要な経験
等」「免許・資格」「事業内容」などを表す
キーワードを入力してください。「事業所名」
を検索する場合は「詳細条件検索」をご利用く
ださい。

【詳細条件検索】
さらに詳細な条件を設定して検索できます。

■検索項目（例）：賃金、就業時間、時間外労働、休
日、就業場所の沿線検索、学歴、必要な経験、必要
な免許・資格、事業所名、従業員数 など

②



ステップ③ 検索結果一覧画面

検索条件に該当する求人（概要）の一覧が表示されます。

見たい求人の「詳細を表示」をクリックしてください。詳細を表示

設定した検索条件に該当する求人の件数です。

＜件数が多すぎる場合＞
検索条件を追加し、絞り込んでください。

＜件数が少なすぎる場合＞
現状ではご希望の条件にあてはまる求人はこの件数

です。希望条件の範囲を広げるなどご検討のうえ、適
宜検索条件を変更してください。

設定した検索条件を変更する場合は、「ページ最上部へ」をクリックするか、
上にスクロールし、検索画面を表示させてください。

「閉じるボタン」 は、検索そのものを
終了するとき以外クリックしないでください！

！

次頁へ

00000-0000000

検索結果一覧のページを切り替える場合は、ページ番号をクリックするか、
「＜前へ」又は「次へ＞」をクリックします。

③

実は一部、事業所名称などの情報が表示され
ないものがあります。詳細は⑤頁をご確認くだ
さい。



52010- 3591

カブシキガイシャ ハローワークケア
株式会社 ハローワークケア

〒100-0000
東京都千代田区○○○１－Ｘ－Ｘ

介護福祉士

グループホーム（２ユニット：１８人定員）にて、ご利用者様に対
する生活全般の介護サービスを提供いただきます。
（主な業務）
・移動、食事、入力（２人体制）、排泄など日常生活の介助
・介護記録作成 ・誕生日会などレクリエーション開催
・買い物代行や、食材の買い出し ・機能訓練 など

※社用車（普通車１ＢＯＸ：ＡＴ車）の運転をお願いすることがあ
ります。

http://www.XXXX/XXXXX/XXXXjp

求人情報画面では、求人票に掲載される情報のほ
かに、就業場所や選考場所の地図、事業所の画像、
事業所からのメッセージなどのＰＲ情報を見ること
ができます。

ご希望の方には、ハローワーク窓口で「就業場
所・選考場所の地図」「求人・事業所ＰＲシート」
をお渡しします。

ステップ④ 求人情報画面

下までスクロールしてご覧ください。

検索画面に戻るときは、一番左又は検索画面のタブ
をクリックし、検索画面を表示させます。

フルタイム

〇〇公共職業安定所

5201 - 123456 - 8

正社員

雇用期間の定めなし

派遣・請負ではない

就業場所

事業所所在地と同じ
〒100-0000
東京都千代田区○○○１－Ｘ－Ｘ
〇〇ビル１階

最寄り駅

〇〇線△△駅

最寄り駅から就業場所までの交通手段 所要時間

徒歩 15分

屋内の受動喫煙対策

あり（禁煙）

マイカー通勤 駐車場の有無

可 あり

転勤の可能性

なし

年齢制限 年齢制限範囲

制限あり ～ 59歳

年齢制限該当事由

定年を上限

年齢制限の理由

定年が６０歳のため

必須 高校以上

必要な経験・知識・技能等

不問

簡単なパソコン入力（定型フォームへの簡単な入力作業があります）

介護福祉士 必須

普通自動車運転免許

必須（ＡＴ限定可）

「求人票」形式で見る場合は、「求人票を表示」をクリックしてください。

「求人票には」表面と裏面がありますので、２頁目もご確認ください。

求人票を表示

求人票の見方・印刷のしかた

「閉じるボタン」 は、検索そのものを
終了するとき以外クリックしないでください！

応募したい求人や気になる求人がある方、事業
所名等が公開されていない求人（※）の情報を確認
したい方は、ハローワーク窓口でご相談ください。

※ 求人事業所の意向により事業所名等を公開していない求人
があります。

！
不可

52010- 3591

2022年3月6日

2022年5月31日

○○公共職業安定所

フルタイム

「オンライン自主応募の受付」欄に自主応募の受付
可否が記載されてます。「可」となっている求人の
み自主応募が可能です。自主応募が可能な求人で、
自主応募を希望する場合は、右上の「自主応募」ボ
タンをクリックし、続いて案内されるページに応募
動機等必要事項を入力します。

④



「求職者マイページ」のご案内

ハローワークインターネットサービス上に、あなた専用の「求職者マイページ」を開設す
ると、ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、以下①～⑦のサービスが利用
できます。ただし、ハローワークインターネットサービス上の登録のみで求職者マイページ
を開設する場合(オンライン登録者）、求職者マイページの一部の機能は利用できません。

このため、ハローワークの様々なサービスをご利用になりたい場合には、ハローワークに
ご相談ください。

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の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やりとりができます

※ ⑤⑥⑦は、求人事業所が「求人者マイページ」を開設している場合に限られます。

すでに求職登録がお済みでマイページの開設を希望する方は、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準備のうえ、ハローワーク稚内にお申し出ください。
＜留意事項＞

・ 「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。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。

・ マイページを開設するには、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。
・ オンラインハローワーク紹介とは、ハローワーク職員が、職業相談の中で希望条件等の求職内容を

確認している方に対して、求人との適合性を判断した上で、オンライン上で職業紹介を行うものです。
ハローワークインターネットサービス上で求職登録をし、ハローワークで相談を受けていない方（オ
ンライン登録者）は対象になりません。

・ オンライン自主応募は、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワークの職業紹介
を要件とする雇用保険の再就職手当等の対象外です。また、事業主に支給される助成金のうち、ハ
ローワークの職業紹介を要件とする助成金は支給されません。

・ オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応することが基本です。

求人情報には、一部、事業所名等が表示されないものがあります

事業所名等については、求人事業所の意向を踏まえて公開しています。
公開方法（公開区分）は、次の３つのパターンに分けられます。

１．ハローワークインターネットサービスで求人を検索するすべての方に対して、
事業所名等を公開する

２．求職登録している方（①頁目の画面で から入った方、
または②頁目の画面で求職番号を入力した方）に限定して事業所名等を公開する

３．すべての方に対して、事業所名等を公開しない（←実際にはほとんどありません）

このことから、検索するすべての求人情報について事業所名称等も含めた内容をしっかり
確認するためにも、ハローワークで求職登録をすることをお勧めしております。

現在、求職登録はハローワーク窓口のほか、オンラインでも行うことができます。①頁目
下部に記載のハローワーク稚内ホームページには「オンライン求職登録マニュアル」を掲載
しておりますのでぜひご参考にしてください。

このほかご不明な点につきましてはお気軽にハローワーク稚内へお問い合わせください。

ログイン（求職者マイページ）

⑤



次頁へ

※②頁目の補足 希望する職種の検索方法（名称検索）

②頁目ではリストから選択し職種を検索する旨記載しておりましたが、あらゆるお仕事の
リストの中からご希望のものを探すのはなかなか大変かと思います。

そこでこの頁以降では、あるキーワードを入力し、そのワードにヒットする職種のみリス
トアップされる検索方法をご案内します。

その後、大まかな職種の早見表を添付しますので、「やっぱりリストから選択して検索し
たい」という場合の参考にしてください。

【希望する職種】

「職業分類を選択」をクリックします。

「閉じるボタン」 は、検索

そのものを終了するとき以外クリック
しないでください！

クリックすると、入力した検索条件
の画面が閉じてしまい、検索条件が残
りませんので、ご注意ください。

！

⑥



⑦

【職業分類(階層) 検索画面】

「名称検索」をクリックします。

次頁へ

【職業分類(名称) 検索画面】

「名称」欄にキーワードとする語句を
入力（ここでは介護と入力してみます）し
「検索」をクリックします。



⑧

次頁へ

【職業分類(名称) 検索画面】

こちらに介護職のみならず、「調理員
（介護施設）」や「介護タクシー運転手」
など「介護」というキーワードにヒットす
る職種がリストアップされます。

ここでは「36101002介護職員（福祉施
設）」選択し「決定」をクリックする
と・・・

【求人情報検索画面】に戻り、こちらに
「361-01 施設介護員」と、検索したい
職種が選択されました。

同様の方法で、あといくつかの職種を選
択することができます。

最後に、大まかではありますが、全体の職種リスト早見表をご参照ください



求人情報検索のしかた ＜希望する職種＞編
～職種と分野の早見表～

求人情報検索を行うとき、「希望する職種」で条件を絞り込むことができます。
「職種を選択」ボタンをクリックし、絞り込みたい分野や職種を選択してください。

複数選択するときは、キーボードの
左下にあるCtrlキーを押しながら、該
当するものをクリックしてください。

１ 事務、管理職

①一般事務、事務補助
②総務、人事
③受付・案内、秘書
④医療事務・受付、調剤薬局事務、介護事務
⑤会計・経理
⑥営業事務、販売事務
⑦金融・保険事務
⑧貿易事務
⑨企画事務、マーケティング
⑩生産・工程管理事務、出荷・荷受事務
⑪運行管理事務、郵便事務、旅客・料金収受係
⑫ＰＣ操作（データ入力、ＣＡＤ、ＤＴＰなど）
⑬コールセンターオペレーターなど
⑭集金・検針・調査など
⑮法人・団体の役員・管理職

２ 営業

①不動産営業
②金融・保険営業
③飲食料品営業
④機械器具・電気器具販売営業
⑤自動車販売営業
⑥製品受注営業
⑦通信・情報システム営業
⑧化学品販売営業、医薬品営業
⑨広告営業、会員勧誘、その他の営業
⑩テレフォンアポインター

３ 販売

①スーパー・百貨店の販売店員
②レジ係
③コンビニ店員
④衣料品の販売店員
⑤飲食料品の販売店員
⑥医薬品・化粧品の販売店員
⑦自動車の販売店員
⑧電気機器の販売店員
⑨ガソリンスタンド販売員
⑩その他の小売店販売員
⑪小売店作業員（商品の陳列・補充など）
⑫店長（小売、卸売）
⑬不動産仲介・売買
⑭訪問販売、卸売、その他の販売

４ 接客、理美容、調理、サービス

①飲食店のホールスタッフ
②飲食店の店長
③ホテル・旅館のフロント、接客、客室係
④娯楽施設・スポーツ施設・その他の接客
⑤美容師
⑥理容師
⑦エステティシャン、ネイリスト
⑧理美容師補助、その他の美容サービス
⑨調理人（日本料理・西洋料理・中華料理）
⑩調理人（給食）
⑪調理人（食堂、居酒屋、弁当店、その他）
⑫調理補助、調理人見習
⑬食堂作業員（洗い場など）
⑭クリーニングなどの生活衛生サービス
⑮保育・介護補助、冠婚葬祭、その他サービス

５ 介護、福祉

①施設介護員
②訪問介護員、ホームヘルパー
③介護支援専門員、ケアマネージャー
④老人福祉施設の指導員
⑤障害者福祉施設の指導員
⑥児童福祉施設の指導員
⑦福祉相談員、ケースワーカー
⑧その他の福祉専門職
⑨福祉施設管理者

６ 保育、教育

①保育士
②保育補助（その他のサービスを含む）
③学童保育・放課後児童クラブなどの指導員
④幼稚園教員
⑤小・中・高等学校・特別支援学校などの教員
⑥専修学校・各種学校の教員
⑦職業訓練指導員、研修講師、その他の教員
⑧学習塾教師
⑨スポーツインストラクター
⑩習い事・その他の講師、インストラクター
⑪図書館司書
⑫学芸員
⑬学校カウンセラー

OTFVUS
タイプライターテキスト
⑨



12 運輸（運転）、配送

①トラック運転手
②トレーラー・タンクローリー運転手
③ミキサー車・ダンプカー運転手
④ゴミ収集・陸送・その他の貨物自動車運転手
⑤バス運転手
⑥タクシー運転手
⑦役員車・送迎車などの乗用自動車運転手
⑧その他の自動車運転手
⑨フォークリフト運転作業員
⑩鉄道・船舶・航空機の運転、その他の輸送
⑪荷物の配達
⑫ルート集配
⑬郵便の集配、新聞配達など
⑭運行管理事務
⑮出札・改札・貨物・料金収受係

13 清掃・洗浄、倉庫、包装、軽作業

①ビル・建物の清掃、ハウスクリーニング
②ごみ収集、産業洗浄、その他の清掃・洗浄
③フォークリフト運転作業員
④倉庫作業
⑤梱包作業
⑥包装、ラベル・シール貼付
⑦商品などの選別・ピッキング
⑧運搬・積卸・引越作業、港湾荷役作業
⑨工場労務作業員
⑩食堂作業員（洗い場など）
⑪小売店作業員（商品の陳列・補充など）
⑫学校・病院の用務員、その他の作業員

14 農業、林業、漁業

①稲作、畑作、園芸など
②養畜、動物飼育など
③植木職、造園師
④その他の農業
⑤林業
⑥漁業
⑦農業・畜産・林業・水産技術者
⑧農学・林学・水産学研究者

11 警備、施設管理、設備運転

①施設警備員
②道路交通誘導員
③雑踏警備員
④その他の保安・警備・監視員
⑤管理人（マンション、アパートなど）
⑥管理人（駐車場、駐輪場）
⑦ビル施設管理員、ビル管理人
⑧管理人（寄宿舎、寮、その他）
⑨クレーン・ボイラー・発電などの機械設備運転

10 建築、土木、電気工事

①大工
②配管工
③左官、タイル張・内装・防水工など
④とび工、型枠大工、鉄筋工（建築躯体工事）
⑤建設機械・クレーンなどの運転工、玉掛
⑥ダンプカー・ミキサー車運転手
⑦建設・土木作業員
⑧塗装・線路工事・掘削など作業員
⑨電気工事作業員
⑩通信設備作業員、送電線など架線・敷設作業員
⑪採掘
⑫建築技術者（工事監督、設計技術者など）
⑬土木技術者（工事監督、設計技術者など）
⑭測量技術者（測量士、測量士補）など

９ 技術職（建設、開発、ＩＴ）、専門職

①建築技術者（工事監督、設計技術者など）
②土木技術者（工事監督、設計技術者など）
③測量技術者（測量士、測量士補）
④ソフトウェア開発技術者、プログラマー
⑤その他の情報処理・通信技術者
⑥電気・電子・電気通信の開発・製造技術者
⑦機械・自動車などの設計・製造技術者
⑧食品・その他の技術者、研究者
⑨経営、法務
⑩ウェブデザイナー
⑪デザイナー
⑫カメラマン、記者・編集者、芸術
⑬通訳、翻訳
⑭カウンセラー（医療・福祉施設を除く）
⑮司書、その他の専門職

７ 医療、看護、保健

①医師、歯科医師、獣医師
②薬剤師
③看護師
④准看護師
⑤看護助手
⑥保健師、助産師
⑦理学療法士、作業療法士
⑧臨床検査技師、診療放射線技師など
⑨歯科衛生士、歯科技工士
⑩歯科助手、歯科受付
⑪栄養士、管理栄養士
⑫あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
⑬言語聴覚士、その他の保健医療専門職
⑭動物病院助手、その他の助手など
⑮医療事務・受付、調剤薬局事務

８ 製造、修理、保全、検査、印刷

①金属材料の製造、金属加工、溶接
②自動車の組立、輸送用機械の組立・整備
③自動車整備工
④電気・電子・通信機器などの組立・修理
⑤光学機械、その他の機械の組立・修理
⑥食料品の製造・加工
⑦衣服・繊維製品の製造、パタンナー
⑧化学製品、窯業製品、土石製品の製造・加工
⑨プラスチック製品、その他の製造・加工
⑩ＤＴＰオペレーター、印刷、製本
⑪ＣＡＤオペレーター、製図、写図、現図
⑫塗装、看板製作、その他生産関連
⑬製品検査
⑭生産設備オペレーター（制御・監視）
⑮工場労務作業

OTFVUS
タイプライターテキスト
⑩


