
求人受理開始 求人公開開始
（求人票返戻開始) 推薦開始 選考・採用内定開始 就業開始日

令和4年6月1日

新規高卒者の募集・選考・採用スケジュール

令和4年7月1日 令和4年9月5日 令和4年9月16日 卒業後

厚生労働省・北海道労働局・ハローワーク
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令和5年3月 高校卒業予定者を対象とした求人のご提出をお願いします
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求人申込書（高卒）記入例
あらかじめ事業所の所在地を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。

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 提供サービスで事業所
名等を含む求人情報を公開することを希
望する場合には「１」を選択し、希望しな
い場合には「４」を選択してください。

就業形態・雇用形態
•該当する数字に○を記入してください。
•雇用形態の「正社員以外」を選んだ場
合は、「正社員以外の名称」欄に「準社員」
「契約社員」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「正社員」ではなく、「無期雇用
派遣労働者」としてください。

賃金形態等
該当する数字に○を記入してください。
•月給…月額を決めて支給するもの
•日給…日額を決めて、勤務日数に応じて
支給するもの
•時給…時間額を決めて勤務時間数に応じ
て支給するもの
•年俸制…年額を決めて、各月に配分して
支給するもの
•その他…具体的に明示してください。

基本給（ａ）
「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。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。

定額的に支払われる手当（ｂ）
「定額的に支払われる手当」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。定額的に支払われる
手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、３ページ目の「求
人条件にかかる特記事項」にその内容を記入してください。

固定残業代（ｃ）
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、その額を記入し、「固定残業代に関する特記事項」に「時間外手当は、
時間外労働の有無に関わらず固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

仕事の内容
生徒が最も重要視する項目です。高校生
が分かりやすい言葉で記入してください。

試用期間
試用期間がある場合や試用期間中の労働
条件が異なる場合は３ページ目の「補足
事項」欄に試用期間の長さや異なる労働
条件の詳細を記入してください。

マイカー通勤
「可」の場合は駐車場の有無や料金の情
報を３ページ目の「求人条件にかかる特記
事項」欄に記入してください。

必要な知識・技能等
高校生の採用は未経験者の採用が基本で
す。できる限り応募の機会を広げていた
だくようお願いします。例えば、普通自動
車運転免許が必要な場合でも、誕生日な
どの事情により入社までに取得ができない
求職者もいるため、入社後の取得を認め
る等柔軟な対応をお願いします。

（1/4）

（2/4）

休日等
「週休二日制」欄には、以下の区分により選
択してください。
「毎　週」… 完全週休二日制を実施してい
 る場合
「な　し」… 週休二日制を実施していない
 場合
「その他」… それ以外の形態で週休二日制
 を実施している場合
年末年始休暇や夏季休暇など特別な休暇
がある場合は、「その他の記載事項」欄に記
入してください。

入居可能住宅
従業員のために用意している住宅が入居可
能な場合には、該当する項目「単身用あり」
または「世帯用あり」を、入居可能な住宅が
ない場合は「なし」を選択してください。な
お、利用条件や宿舎費用などの詳細や、現
在は利用不可能だが空きが出れば利用可
能な住宅がある場合などは３ページ目の
「求人条件にかかる特記事項」欄に記入して
ください。

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を確認させ
ていただく場合があります。
•「就業時間」１には通常の就業時間帯を記入します。
•「就業時間」２及び３には特定の曜日の就業時間やその他の就業時間パターン
を記入し、その内容を３ページ目の「補足事項」欄に記入します。
•「フレックスタイム制」について、
　「就業時間」１に標準となる一日の就業時間を記入し、３ページ目の「補足事
項」欄にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。
•「裁量労働制」について
３ページ目の「補足事項」欄に、「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時
刻は自由であり、○時間勤務したものととみなす」等記入してください。裁量
労働制の場合は「就業時間」１に具体的な就業時間について記入する必要はあ

りませんが、 「就業時間」１に記入する場合は、実態・目安であることを３ペー
ジ目の「補足事項」欄に記入してください。
•「変形労働時間制」について、
　特に指定がなければ「就業時間」１に具体的な就業時間を記入する必要はあり
ませんが、３ページ目の「補足事項」欄に、
(１ヶ月単位変形の場合は）
　「変形労働時間制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制
で決定する」
(１年単位変形の場合は）
　「変形労働時間制により繁忙期（●月～●月）は土曜日隔週休み、閑散期 (●月
～●月）は土日祝休み、年間所定労働時間数●●●●時間」
　など、具体的に記入してください。

雇用期間・契約更新の可能性
「定めあり」の場合は期間を記入したうえ
で、契約更新の可能性「あり（原則更新・条
件付きで更新あり）」「なし」を選択し、 ３
ページ目の「補足事項」欄に更新の際の条
件などを記入してください。

就業場所
複数拠点の採用を一括処理する等により、
求人申込時に就業場所が特定できない場合
は、就業の可能性がある支店等を列記し、
３ページ目の「補足事項」欄に就業場所の
決定方法や決定時期を記入してください。

受動喫煙対策
•受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動
喫煙対策に関する特記事項」に詳細を記入
してください。
•「受動喫煙対策」で「喫煙室あり」を選択
した場合は、「受動喫煙対策に関する特記
事項」に「喫煙のみを行う部屋がある」「喫
煙できる室（飲食サービス提供あり）があ
る」「加熱式たばこのみの喫煙ができる室
がある」等を記入してください。

昇給制度・賞与制度
昇給制度や賞与制度は制度の有無に加え、
前年度の実績を可能な範囲で記入します。

時間外労働の有無
•時間外労働の有無を選択してください。
•時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第
36条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協定（３６協定）の締結、
労働基準監督署への届出が必要です。
•時間外労働「あり」の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
•事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超え
るみなし時間を設定している場合、その時間数を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
　特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な
事情・期間等」に特別な事情や延長時間などについて具体的に記入してく
ださい。
　例：「○○のとき（特別な事情）は、1日○時間まで、○回を限度として１ヶ
月○時間まで、年に○時間できる」

毎月の賃金
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。
「現行」：申込み時点で賃金額の確定が困難
な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用
者の現行の賃金額とします。
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求人申込書（高卒）記入例
あらかじめ事業所の所在地を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。

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 提供サービスで事業所
名等を含む求人情報を公開することを希
望する場合には「１」を選択し、希望しな
い場合には「４」を選択してください。

就業形態・雇用形態
•該当する数字に○を記入してください。
•雇用形態の「正社員以外」を選んだ場
合は、「正社員以外の名称」欄に「準社員」
「契約社員」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「正社員」ではなく、「無期雇用
派遣労働者」としてください。

賃金形態等
該当する数字に○を記入してください。
•月給…月額を決めて支給するもの
•日給…日額を決めて、勤務日数に応じて
支給するもの
•時給…時間額を決めて勤務時間数に応じ
て支給するもの
•年俸制…年額を決めて、各月に配分して
支給するもの
•その他…具体的に明示してください。

基本給（ａ）
「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。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。

定額的に支払われる手当（ｂ）
「定額的に支払われる手当」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。定額的に支払われる
手当の他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、３ページ目の「求
人条件にかかる特記事項」にその内容を記入してください。

固定残業代（ｃ）
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、その額を記入し、「固定残業代に関する特記事項」に「時間外手当は、
時間外労働の有無に関わらず固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。

仕事の内容
生徒が最も重要視する項目です。高校生
が分かりやすい言葉で記入してください。

試用期間
試用期間がある場合や試用期間中の労働
条件が異なる場合は３ページ目の「補足
事項」欄に試用期間の長さや異なる労働
条件の詳細を記入してください。

マイカー通勤
「可」の場合は駐車場の有無や料金の情
報を３ページ目の「求人条件にかかる特記
事項」欄に記入してください。

必要な知識・技能等
高校生の採用は未経験者の採用が基本で
す。できる限り応募の機会を広げていた
だくようお願いします。例えば、普通自動
車運転免許が必要な場合でも、誕生日な
どの事情により入社までに取得ができない
求職者もいるため、入社後の取得を認め
る等柔軟な対応をお願いします。

（1/4）

（2/4）

休日等
「週休二日制」欄には、以下の区分により選
択してください。
「毎　週」… 完全週休二日制を実施してい
 る場合
「な　し」… 週休二日制を実施していない
 場合
「その他」… それ以外の形態で週休二日制
 を実施している場合
年末年始休暇や夏季休暇など特別な休暇
がある場合は、「その他の記載事項」欄に記
入してください。

入居可能住宅
従業員のために用意している住宅が入居可
能な場合には、該当する項目「単身用あり」
または「世帯用あり」を、入居可能な住宅が
ない場合は「なし」を選択してください。な
お、利用条件や宿舎費用などの詳細や、現
在は利用不可能だが空きが出れば利用可
能な住宅がある場合などは３ページ目の
「求人条件にかかる特記事項」欄に記入して
ください。

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を確認させ
ていただく場合があります。
•「就業時間」１には通常の就業時間帯を記入します。
•「就業時間」２及び３には特定の曜日の就業時間やその他の就業時間パターン
を記入し、その内容を３ページ目の「補足事項」欄に記入します。
•「フレックスタイム制」について、
　「就業時間」１に標準となる一日の就業時間を記入し、３ページ目の「補足事
項」欄にフレキシブルタイム・コアタイムの就業時間帯を記入してください。
•「裁量労働制」について
３ページ目の「補足事項」欄に、「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時
刻は自由であり、○時間勤務したものととみなす」等記入してください。裁量
労働制の場合は「就業時間」１に具体的な就業時間について記入する必要はあ

りませんが、 「就業時間」１に記入する場合は、実態・目安であることを３ペー
ジ目の「補足事項」欄に記入してください。
•「変形労働時間制」について、
　特に指定がなければ「就業時間」１に具体的な就業時間を記入する必要はあり
ませんが、３ページ目の「補足事項」欄に、
(１ヶ月単位変形の場合は）
　「変形労働時間制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制
で決定する」
(１年単位変形の場合は）
　「変形労働時間制により繁忙期（●月～●月）は土曜日隔週休み、閑散期 (●月
～●月）は土日祝休み、年間所定労働時間数●●●●時間」
　など、具体的に記入してください。

雇用期間・契約更新の可能性
「定めあり」の場合は期間を記入したうえ
で、契約更新の可能性「あり（原則更新・条
件付きで更新あり）」「なし」を選択し、 ３
ページ目の「補足事項」欄に更新の際の条
件などを記入してください。

就業場所
複数拠点の採用を一括処理する等により、
求人申込時に就業場所が特定できない場合
は、就業の可能性がある支店等を列記し、
３ページ目の「補足事項」欄に就業場所の
決定方法や決定時期を記入してください。

受動喫煙対策
•受動喫煙対策の有無を選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、「受動
喫煙対策に関する特記事項」に詳細を記入
してください。
•「受動喫煙対策」で「喫煙室あり」を選択
した場合は、「受動喫煙対策に関する特記
事項」に「喫煙のみを行う部屋がある」「喫
煙できる室（飲食サービス提供あり）があ
る」「加熱式たばこのみの喫煙ができる室
がある」等を記入してください。

昇給制度・賞与制度
昇給制度や賞与制度は制度の有無に加え、
前年度の実績を可能な範囲で記入します。

時間外労働の有無
•時間外労働の有無を選択してください。
•時間外労働を行わせる場合には、過半数労働組合等との労働基準法第
36条に基づく時間外及び休日労働に関する労使協定（３６協定）の締結、
労働基準監督署への届出が必要です。
•時間外労働「あり」の場合は、月平均残業時間数を記入して下さい。
•事業場外労働のみなし労働時間制の場合であって、所定労働時間を超え
るみなし時間を設定している場合、その時間数を記入して下さい。

【３６協定における特別条項あり】
　特別条項付きの３６協定を締結している場合は「あり」を選択し、「特別な
事情・期間等」に特別な事情や延長時間などについて具体的に記入してく
ださい。
　例：「○○のとき（特別な事情）は、1日○時間まで、○回を限度として１ヶ
月○時間まで、年に○時間できる」

毎月の賃金
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。
「現行」：申込み時点で賃金額の確定が困難
な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用
者の現行の賃金額とします。
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求人数
求人者が入居可能住宅を用意しない場合
には「通勤」、求人者が用意した住宅に入
居することを応募の条件とするときは「住
込」、通勤・住込どちらでも応募可能な場
合は「不問」に記入してください。

担当者
各高校からはこちらに記入した担当者あ
てに問い合わせの連絡や応募書類の送付
がありますので、実際に担当される方を記
入するようにしてください。

選考方法
選考方法において、その他を選択した場合
は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入
してください。また、適性検査の具体的な
検査名も記入してください。

複数応募
北海道では申し合わせにより10月末までは生
徒一人あたり１社ずつの応募に制限されていま
す。11/1以降は2社まで同時応募を可能として
います。
他社への同時応募を認める場合は「可」、認め
ない場合は「否」を選択してください。

指定校推薦
応募できる学校を指定する場合はこちらに記
入します。（記入された内容は求人票には表示
されません）

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
注意事項などを記入してください。
また、新規学卒者の入社日については、４
月1日が一般的ですが、異なる場合は、
「補足事項」欄に記入してください。
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。

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
します。「応募前職場見学」の可否につい
て、「可」を選択した場合には、「随時」又
は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事
項欄参照」を選択した場合には3ページ目
の「補足事項」欄に詳細を記入してくださ
い。
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。

既卒者等の入社日
１ページ目の「既卒者の応募」欄で「可」を選択した場合は、「既卒者等の
入社日」欄に入社日等を記入してください。

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日以降となります。ご注意ください。
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企業の募集・採用に関する情報
【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。

【平均勤続年数】
記入日現在において労働者一人ひ
とりの勤続年数を合計した値を、
労働者数で割って算出します。

区分毎の情報（本求人に対する追加の
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。

企業の職場への定着の促進に関する取組
の実施状況
【前事業年度の月平均所定外労働時間】以
下の計算式により算出します。
（労働者ごとの一月あたりの所定外労働時
間の平均値の合計）÷（前事業年度の労働
者数）又は（前事業年度の所定外労働時間
の合計）÷（各月１日に在籍している労働
者の延べ人数）
※管理的地位にある者（原則として課長級
以上が該当します）については、算出対象
から除いて差し支えありません。

【前事業年度の有給休暇の平均取得日数】
以下の計算式により算出します。
（前事業年度の労働者ごとの年次有給休
暇の取得日数の合計）÷（前事業年度の労
働者数）
※管理的地位にある者、有給休暇が付与
されていない者については、算出対象から
除いて差し支えありません。

【前事業年度の出産者数／育児休業取得
者数】
出産者数及び育児休業取得者数につい
て、いずれも記入してください。男性につい
ては、配偶者の出産者数を記入してくださ
い。

【女性の役員割合・管理職割合】　
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記入してく
ださい。

企業の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者または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。

【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。また、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。

【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、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。

【キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容】
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。）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。またセルフ・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。）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。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
自社で実施する社内検定制度のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も「あり」と記入してください。
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記載する情報についての留意事項
•「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
•グループ会社等別法人の情報は含めません。
•海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
•原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

情報の範囲
求人区分（正社員又は正社員以外）に応じて、企業全体の情報を記入してください。
また、正社員以外の情報は期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全て
に関する情報を記入してください。情報提供の義務（※）にとどまらず、可能な限り全項目の記載をお願いします。
（※情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する
取組の実施状況」、「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１
項目以上）
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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。

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
します。「応募前職場見学」の可否につい
て、「可」を選択した場合には、「随時」又
は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事
項欄参照」を選択した場合には3ページ目
の「補足事項」欄に詳細を記入してくださ
い。
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。

既卒者等の入社日
１ページ目の「既卒者の応募」欄で「可」を選択した場合は、「既卒者等の
入社日」欄に入社日等を記入してください。

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日以降となります。ご注意ください。

（3/4）

企業の募集・採用に関する情報
【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
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記入日現在において労働者一人ひ
とりの勤続年数を合計した値を、
労働者数で割って算出します。

区分毎の情報（本求人に対する追加の
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。

企業の職場への定着の促進に関する取組
の実施状況
【前事業年度の月平均所定外労働時間】以
下の計算式により算出します。
（労働者ごとの一月あたりの所定外労働時
間の平均値の合計）÷（前事業年度の労働
者数）又は（前事業年度の所定外労働時間
の合計）÷（各月１日に在籍している労働
者の延べ人数）
※管理的地位にある者（原則として課長級
以上が該当します）については、算出対象
から除いて差し支えありません。

【前事業年度の有給休暇の平均取得日数】
以下の計算式により算出します。
（前事業年度の労働者ごとの年次有給休
暇の取得日数の合計）÷（前事業年度の労
働者数）
※管理的地位にある者、有給休暇が付与
されていない者については、算出対象から
除いて差し支えありません。

【前事業年度の出産者数／育児休業取得
者数】
出産者数及び育児休業取得者数につい
て、いずれも記入してください。男性につい
ては、配偶者の出産者数を記入してくださ
い。

【女性の役員割合・管理職割合】　
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記入してく
ださい。

企業の職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
【研修の有無及びその内容】
具体的な対象者または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。

【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。また、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。

【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、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。

【キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容】
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。）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。またセルフ・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。）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。

【社内検定等の制度の有無及びその内容】
自社で実施する社内検定制度のほか、業界団体が実施する検定を活用する場合も「あり」と記入してください。
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記載する情報についての留意事項
•「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
•グループ会社等別法人の情報は含めません。
•海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
•原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

情報の範囲
求人区分（正社員又は正社員以外）に応じて、企業全体の情報を記入してください。
また、正社員以外の情報は期間雇用者やパート、短時間労働者等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全て
に関する情報を記入してください。情報提供の義務（※）にとどまらず、可能な限り全項目の記載をお願いします。
（※情報提供の義務：「企業全体の募集・採用に関する情報」、「企業全体の職業能力の開発及び向上に関する
取組の実施状況」、「企業全体の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１
項目以上）
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高卒求人をご提出する前に、以下の内容を十分にご確認ください。

■募集時のチェックポイント
企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、生徒が就職先を決定するに当たって重要な情報です。安易な募集の中止又は募
集人員の削減は行わないでください。

業務内容などは、生徒に誤解を生じさせることのないように平易な言葉で的確に表示してください。（職業安定法第42条）

家庭訪問による求人活動は行うことはできません。

保護者、その他の関係者に対し金品又は利便の供与を行うことはできません。

求人活動としての学校訪問は、学校の事前了解の下、ハローワークに求人申込みを行った日以降に行ってください。（厚生労働省通達）

高卒求人の求人数を、大卒求人又は一般求人と併用することはできません。
（悪い例①：大卒求人、一般求人で採用したため高卒求人を取り消す、又は、求人数を減らす。）
（悪い例②：高卒求人で応募者が無いため、高卒求人を取り消し、一般求人で募集する。）
募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、ハローワークへあらかじめ通知が必要となります。
（職業安定法施行規則第35条第２項） 

やむを得ず変更する場合は、ハローワークへ求人変更の連絡を行う必要があるほか、内定者、応募者をはじめ、新たに応募してき
た生徒に対して変更内容の明示が必要になります。

ハローワークに対しても速やかにご連絡願います。
（悪い例③：応募書類が届いたものの、ほかにも応募があるかもしれないので、1ヶ月様子を見てから選考日を通知した。）
（悪い例④：求人票に記載されていない筆記試験や面接を複数回実施し、結果として応募から選考結果の通知までの期間が長くなった。）

学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明示した条件を変更し、削除し、又は当初明示した条件に含まれない従
事すべき業務の内容等を追加することは不適切です。（青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針※以下「青少年指針」といいます。）

選考結果を１週間以内を目途に書面により、高等学校を経由し、生徒に通知するものとし、応募者が多数である等やむを得ない場合で
あっても１０日以内に通知してください。（令和５年３月新規高等学校卒業者の就職に関する申合せ）

応募書類を受理した企業は、選考日を速やか、かつ確実に高等学校を経由し、生徒に通知してください。　　　　　　　　　 
 （令和５年３月新規高等学校卒業者の就職に関する申合せ）

違反した場合は罰則の対象となります。（労働基準法第120条第１号）

■採用内定時のチェックポイント

■選考時のチェックポイント

採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行ってください。（青少年指針）

書面により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由を明示するとともに、学校等を卒業することを採用の条件としている場合につ
いても、内定時にその旨を明示してください。（青少年指針）

明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。（労働基準法第15条第２項）

労働条件の変更には、労使の合意が必要です。（労働契約法第８条）

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採
用内定の取消しは無効となりますので、十分にご留意ください。（青少年指針）

やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職（入社）時期の繰り下げを行う場合は、生徒の就職先の確保に最大限努力するととも
に、生徒からの補償などの要求に誠意を持って対応してください。（青少年指針）

採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要することなどの職業選択の自由を妨げる行
為などは、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないでください。（青少年指針）

労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に
当たるおそれがあることから行わないでください。（青少年指針）

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク及び生徒の所属する学校の長に通知すること
が必要となります。（職業安定法施行規則第35条第２項）
厚生労働大臣は、採用内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、生徒の適切な職業選択に資するよう生
徒に情報提供するため、その内容を公表することができることとなります。（職業安定法施行規則第17条の４）

■労働契約時のチェックポイント
労働条件を書面の交付により明示してください。（労働基準法第15条第１項）

新規高等学校卒業者の入社日（就業開始日）は、卒業後の日付としてください。
（文部科学省・厚生労働省・全国高等学校長協会・主要経済団体検討結果）

虚偽の広告、条件提示等を行った場合は、罰則の対象となります。（職業安定法第65条第８号又は第9号）


