
 

 

 

 

 

ⅡⅡ..中中途途採採用用のの求求人人申申込込みみかからら採採用用ままでで  

 
   

 



１１．．求求人人申申込込みみ～～採採用用ままででのの手手続続ききのの流流れれ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

② ハローワーク内のパソコン
（検索・登録⽤端末）から

① 会社のパソコンなどから
（求⼈者マイページを開設）

※  ⼊⼒完了後14⽇以内にハロー ※求⼈申込書（筆記式）での申込
ワークにお越しください。 みもできます

求⼈申込み〜採⽤までの⼿続きの流れ
求⼈の申込み⽅法には、次の⽅法があります。
⽅法①︓会社のパソコンなどから「ハローワークインターネットサービス」上で「求⼈者マイ

ページ」を開設し、事業所情報や求⼈情報を⼊⼒（仮登録）後に、管轄のハロー ワークに
出向き、申込み⼿続きを⾏う。

⽅法②︓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、事業所情報や求⼈情報を
⼊⼒（仮登録）後に、窓⼝で申込み⼿続きを⾏う。

※ 求⼈申込書（筆記式）もご⽤意しています。
※ ハローワークに求⼈を申し込んだことがある場合（事業所登録⼿続きが完了している場合）は、事業所情報の⼊⼒（仮登

録）は省略されます。
※ ⽅法①で、派遣・請負求⼈を申し込む場合など⼀定の要件に該当する場合は、⼊⼒（仮登録）完了後14⽇以 内（期限⽇が

閉庁⽇の場合は前開庁⽇まで）にハローワークにお越しの上、本登録の⼿続きを⾏ってください。

事業所情報の⼊⼒

求⼈情報の⼊⼒

窓⼝で事業所登録・求⼈申込み
⼿続き（相談、内容確認）

事業所登録・求⼈受理完了

・初めて求⼈を申し込まれる場合は、事業所の基本的な情
報として、事業の内容や会社の特⻑、社会保険や福利厚
⽣制度などをご登録いただきます。

・雇⽤保険適⽤事業所番号を⼊⼒いただきますので、事前
にご確認ください。雇⽤保険の加⼊⼿続きがお済みでな
い場合は、事業内容が確認できる書類をご持参ください。

・登録した内容は、今後申し込む求⼈票などに共通して掲
載されます。会社のアピールポイントなどわかりやすく
登録してください。

事業所登録・求⼈申込み⼿続きが完了すると、「事業所確認
票」「求⼈票」などをお渡ししますので、内容を必ずご確認
ください。

希望の⼈材を採⽤するには、求⼈条件が重要です。また、分
かりやすい内容とすることが重要です。

求⼈情報の公開

ハローワークからの紹介連絡

選考（書類選考、⾯接）

採否決定
（応募者への通知、ハローワークへの連絡）

採⽤

申し込まれた求⼈は、ハローワーク内に設置されたパソ
コン（検索・登録⽤端末）やハローワークインターネット
サービスで公開するほか、窓⼝で求職者に提供したり、庁
舎内に掲⽰・配架したり、求⼈情報冊⼦に掲載します。

募集を終了する場合や求⼈条件を変更する場合には、ハ
ローワークにご連絡ください。

能⼒・適性に基づいた、公正な採⽤選考をお願いします。

選考結果（採⽤・不採⽤）が決定しましたら、応募者へ結果
を通知するとともに、ご紹介したハローワークへご連絡くだ
さい。

応募者が多数となった場合、または採⽤者がすべて決定
した場合、ハローワーク以外からの応募で採⽤が決まった
場合など、求⼈の公開が不要になった場合は、求⼈を申し
込んだハローワークにご連絡ください。

求職者をご紹介する際は、ハローワークから電話連絡し
ます。求⼈条件の確認や⾯接⽇時の調整をさせていただき
ますので、ご対応をお願いします。
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２２．．募募集集・・採採用用時時のの年年齢齢制制限限はは禁禁止止でですす！！  

平成 19 年 10 月 1 日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることが出来なく

なりました。 

 

１１  雇雇用用対対策策法法のの改改正正ににつついいてて  

  (1) 改正の背景 

 これまで，募集及び採用に係る年齢制限の緩和については努力義務とされてきました。 

しかし、依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、高齢者や年長フリーターなど一 

部の労働者の応募の機会が閉ざされている状況にありました。 

 そのため、このような状況を改善し、労働者の一人一人に、より均等な働く機会が与 

えられるよう雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が禁止されました。 

（平成 19 年 10 月 1 日から施行） 

 

(2) 改正の内容 

 労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。 

  この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業 

者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、 

広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。 

 

(3) 改正の留意点 

  年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否か 

を個々人の適性、能力などによって判断することが重要です。 

  このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、 

技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく 

必要があります。 

  これにより、労働者側も、募集の内容を応募の前に把握することにより、応募するかど 

うかの判断が容易になり、求人と求職のミスマッチが解消されます。 

  求人の内容などについては、公共職業安定所から資料の提出や説明を求められることが 

あります。 

また、雇用対策法第 10 条に違反する場合などには、助言、指導、勧告等の措置を受ける 

場合があるとともに、職業安定法第５条の５のただし書に基づき、公共職業安定所や職業 

紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があります。 

 

 

２２  例例外外的的にに年年齢齢制制限限をを行行ううここととがが認認めめらられれるる場場合合  

 募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が 

認められる場合（以下、「例外事由」という。）を厚生労働省令で定めています。 

 募集・採用の際に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当することが必要 

です。 

 

 

－　50　－



～～  例例外外事事由由（（雇雇用用対対策策法法施施行行規規則則第第１１条条のの３３第第１１項項））  ～～  

 

１号   定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象と

して募集・採用する場合 

    例：「60 歳未満の方を募集（定年が 60 歳）」 

 

２号   労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 

    例：「18 歳以上の方を募集（労働基準法第 62 条の危険有害業務）」 

    例：「18 歳以上の方を募集（警備業法第 14 条の警備業務）」 

 

３号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対

象として募集・採用する場合 

    例：「35 歳未満の方を募集（職務経験不問）」 

    例：「40 歳未満の方を募集（簿記２級以上）」 

    （必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められる） 

 

３号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の

年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 

    例：「□□社の電気通信技術者として 30～39 歳の方を募集（□□社の電気通信技術者 

は、20～29 歳が 10 人、30～39 歳が２人、40～49 歳が８人）」 

 

３号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 

    例：「演劇の子役のため、○歳以下の方を募集」 

 

３号のニ 60 歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しようとす

る場合に限る。）の対象となる者に限定して募集・採用する場合 

    例：「60 歳以上の方を募集」 

 

 

３３  年年齢齢制制限限をを設設けけるる場場合合ににおおけけるる理理由由のの掲掲示示ににつついいてて  

(1) 理由の提示義務について 

  例外的に年齢制限を設ける場合（＝例外事由のいずれかに該当する場合）において、上限 

（65 歳未満のものに限る。）を定める場合には、求職者、職業紹介事業者等に対して、その 

理由を書面や電子媒体により提示することが義務付けられています（高年齢者雇用安定法第 

18 条の２第１項）。 

  高年齢者雇用安定法第 18 条の２第１項に基づく適切な理由の明示を行わない事業主は、 

高年齢者雇用安定法第 18 条の２第２項の規定に基づき、公共職業安定所から、報告の徴収、 

助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があります。 

  また、やむを得ない理由を提示しない求人の申込みなどについては、職業安定法第５条の 

５ただし書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において受理を拒否される場合があ 

ります。 
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(2) 理由の明示に関する特例について 

 以下の場合に限り、理由提示の方法に関する特例が設けられています。 

  ① 新聞や雑誌、広告等を活用して、労働者の募集・採用を行う場合で、求人広告紙面の制約

により、詳細な情報の提供が難しいなどの理由から、あらかじめ当該広告等にやむを得ない

理由を提示することが困難な場合 

  ② 口頭により労働者の募集・採用を行う場合など、労働者の募集・採用の際に使用する書面

又は電磁的記録がない場合 

 

 

 事業主は、求職者の求めに応じて、遅延なく、次のいずれかの方法により当該理由を示すこ 

とができることとしております。 

 (1) 書面の交付 

 (2) 電子メールやＦＡＸの送信、ホームページへの掲示等、求職者が記録された電磁的記録を

出力することにより書面を作成することができるもの 
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３３．．男男女女均均等等なな募募集集・・採採用用をを！！  

急速な少子・高齢化の進行により、人口減少社会が到来する中、以前にも増して、労働者が性別

により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮できる雇用環境を整

備することが重要な課題となっております。 

このような状況の中、男女雇用機会均等の更なる推進のために、平成 19 年 4 月 1 日より男女雇

用機会均等法が改正施行され、男女双方に対する差別的取扱いが禁止されました。 

また、平成 26 年 7 月 1 日より、男女雇用機会均等法施行規則等が改正施行され、すべての労働

者の募集、採用に当たり、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、間接差別

として禁止されています。 

各企業におかれては、法に沿った雇用管理がなされるよう今一度点検していただき、労働者が性

別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる

雇用環境の整備に努めてください。 

                       

《《募募集集・・採採用用にに係係るる性性別別にによよるる差差別別のの具具体体的的なな内内容容》》  

１１  募募集集又又はは採採用用にに当当たたっってて、、そそのの対対象象かからら男男女女ののいいずずれれかかをを排排除除すするるこことと。。  

 ① 「営業職」,「総合職」,「大卒技術系」,「正社員」などの募集・採用で男性のみを 

その対象としたり,「事務職」,「一般職」,「高校卒」,「パート」などの募集・採用 

で女性のみをその対象とすること。 

 ② 「営業マン」,「ウェイター」など男性を表す職種の名称で募集したり，「ウェイトレ 

ス」,「看護婦」など女性を表す職種の名称で募集すること。（例えば「営業マン（男・ 

女）募集」とするなど一方の性を排除するものではないことを明確にする場合を除く。） 

 ③ 「男性（女性）歓迎」,「男性（女性）向きの職種」等の表示をすること。 

 ④ 形式上男女を募集対象としているが,応募の受付等の対象を男性（女性）のみとするこ 

と。 

 ⑤ 女性（男性）を採用しないという方針のもとに,採用決定に当たって女性（男性）を排 

除すること。 

 

２２  募募集集又又はは採採用用にに当当たたっってて男男女女ののいいずずれれかかをを優優先先すするるこことと。。  

 ① 「男性５人,女性２人」等男女別の採用予定人数を明示して募集すること。 

 ② 募集に当たっては男女別の採用予定人数を明示していないものの,男性（女性）の選 

考を終了した後で女性（男性）の選考をすること。 

 

３３  募募集集又又はは採採用用にに当当たたっっててのの条条件件をを男男女女でで異異ななるるももののととすするるこことと。。  

  ① 「男性 30 歳まで，女性 22 歳まで」のように，応募できる年齢の上限を，性別により 

設定すること。 

 ② 女性についてのみ，未婚であることや自宅から通勤すること，浪人又は留年していな 

いことを条件とすること。 

 ③ 「女性は未婚者優先」，「女性は自宅通勤者優先」等の一定の事情にある女性につい 

て異なる取扱いをする旨の表示をすること。 
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４４  求求人人のの内内容容のの説説明明等等募募集集・・採採用用にに係係るる情情報報のの提提供供ににつついいてて，，男男女女でで異異ななるる取取扱扱いいををすするる  

こことと。。 

① 会社案内等の資料を男性（女性）にのみ送付したり，女性（男性）に対する送付の時 

期を男性（女性）より遅くすること。 

 ② 男性（女性）に送付する会社案内等の資料の内容を女性（男性）に送付する内容より 

詳細なものとすること。 

③  会社説明会の対象を男性（女性）のみとすること。 

 

５５  採採用用選選考考ににおおいいてて，，能能力力及及びび資資質質のの有有無無等等をを判判断断すするる場場合合にに，，そそのの方方法法やや基基準準ににつついいてて  

男男女女でで異異ななるる取取扱扱いいををすするるこことと。。  

 ① 女性（男性）についてのみ採用試験を実施すること。 

 ② 面接に際して，「結婚後の就業継続の意思について」等女性のみに一定の事項の質問 

を行うこと。 

 ③ 採用試験の合格基準を，性別により異なるものとすること。 

 ④ 採用選考に当たって，採用の基準を満たす者の中から男性（女性）を優先して採用す 

ること。 

 

       求求人人申申込込書書のの記記入入例例  

    求人申込書の記入に当たっては，職務内容，求める適性・能力，職場の特徴等を,「仕事 

の内容」,「事業所・求人条件にかかる特記事項」,「必要な経験・免許資格等」,「備考」 

欄等を活用して,できるだけ具体的に記入してください。 

 

   〔記載可能な例示〕 

・「重量物運搬○㎏」「高所作業あり○ｍ」「庶務・雑務あり」「来客対応あり」 

「課内スタッフのアシスタント」「営業社員のアシスタント」「定型的な事務作業が中心」 

   ・「転勤あり」「（時期により）残業多い」 

   ・「経験者を求む」 

・「幹部候補として残業,転勤等もこなしてもらいます。」「いろいろな部署で経験を積ん 

でキャリア形成してもらいます。」「長期間働ける方を求めます。」「突発的な残業等は 

ほとんどなく，規則的に働ける仕事です。」 

   ・「部門構成 男○人，女○人」 

 

   〔記載不可能な例示〕 

   ・「男性（女性）優遇」「男性（女性）歓迎」 

   ・「男性（女性）向き」「男性（女性）不向き」 

 

   〔表現変更が必要な例〕 

    ×「営業マン」 ⇒ ○「営業職」「営業マン（男・女）」 

    ×「ウェイター」⇒ ○「ウェイター・ウェイトレス」 

   ×「看護婦」  ⇒ ○「看護師」 
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４４．．事事業業所所登登録録シシーートト記記入入例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて求⼈を申し込む場合は、事業所についての情報をご登録いただきます。
登録した内容は、今後申し込む「求⼈票」に共通して掲載され、求職者に提供されますので、わかり

やすく正確に記⼊してください。

【事業所基本情報】
・事業所の基本的な情報を記⼊してください。
・「雇⽤保険適⽤事業所番号」︓雇⽤保険適⽤
事業所の場合は記⼊してください。事業所番号
は「雇⽤保険適⽤事業所設置届（事業主控
え）」などで確認できます。
・「事業所名」「代表者名」「所在地」「電話
番号」は必ず記⼊してください。
・「所在地」は、求職者が迷わないよう、ビル
名、階数、部屋番号まで正確に記⼊してくださ
い。
・「最寄り駅」は、鉄道の路線名・最寄り駅を
記⼊してください。バスの場合は、求⼈申込み
時にご登録ください。
・記⼊した所在地をもとに地図ソフトにより地
図を登録します。

【事業内容】
事業の種類のほか、取扱商品、ブランド、顧

客層、店舗数、最近の業績など、事業展開の状
況などもわかりやすく記⼊してください。

【会社の特⻑】
会社の経営⽅針、社⾵、スポーツや⽂化⽀援、

ボランティアなどの地域貢献活動など、会社の
アピールポイントをわかりやすく記⼊してくだ
さい。

【企業基本情報】
・企業・団体の基本情報を記⼊してください。
・法⼈番号は必ず記⼊してください。個⼈事業
主の場合は⼊⼒不要です。
・「法⼈名」「本社所在地」は求⼈票には掲載
されません。
・「資本⾦」は、法⼈・団体の資本の額⼜は出
資の総額を記⼊してください。資本⾦などが存
在しない法⼈・個⼈事業主は記⼊不要です。

【就労継続⽀援Ａ型事業所に該当】
「就労継続⽀援Ａ型事業所」とは、障害者総

合⽀援法に基づく指定を受け、通常の事業所に
雇⽤されることが困難であり、雇⽤契約に基づ
く就労が可能である障害者に対して、雇⽤契約
の締結等による就労の機会の提供等の⽀援を⾏
う事業所のことです。
該当する場合はチェックしてください。

【加⼊保険等】【企業年⾦】【退職⾦共済】【退職⾦制度】
事業所に雇⽤される通常の労働者に適⽤される制度などを選

択・記⼊してください。

株式会社 ハローワークケア

✔

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２

９９９ ００００

○○県△△△市□□□町１番地２－３ ○○ビル１階

５８

３，０００

１１０ ３１ ４ １

株式会社 ハローワークケア

カブシキガイシャ ハローワークケア

代表取締役

春風 吹

ハルカゼ フキ

９９９ ００００

○○県△△△市□□□町１番地２－３ ○○ビル１階

○○線 △△ １０

９９ ９９９９ ９９９９

９９ ９９９９ ９９９０

介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・
認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）の運営

「ご利用者やご家族、地域の方に満足していただく」ため、
「社員が活き活きと働けること」を大切にしています。

現在、○○県内に○施設を運営。
子育て休暇等、独自の福利厚生にも力を入れています。

２５ １３ １５

✔ ✔ ✔✔

３

５２０１ １２３４５６ ８
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【復職制度】
・復職制度とは、結婚、出産、介護、疾病、
配偶者の転勤などによりいったん退職した場
合に復職する（再雇⽤する）制度を指します。
・育児・介護などの休業後に職場復帰するも
のは該当しません。

【ＰＲロゴマーク等】
取得しているロゴマークを求⼈票などで表

⽰できます。【就業場所情報】
・事業所所在地のほかに、⼯場や⽀店、店舗など、最⼤20箇所まで就業場
所として登録できます。
・あらかじめ就業場所情報を登録しておくことで、求⼈申込み時に登録情
報を利⽤（転⽤）することができます。
・追加登録をご希望の場合は、続紙をご利⽤ください。
・「就業場所名称」は就業場所登録⽤の名称であり、求⼈票には掲載され
ません。
・「所在地」は、求職者が迷わないよう、ビル名、階数、部屋番号まで正
確に記⼊してください。
・「最寄り駅」は、鉄道の路線名と最寄り駅を記⼊してください。バスの
場合は、求⼈申込み時にご登録ください。
・記⼊した所在地をもとに地図ソフトにより地図を登録します。

【求⼈者マイページ】について
ハローワークインターネットサービス上に

「求⼈者マイページ」を開設すると、会社の
パソコンから、求⼈申込み（仮登録）や内容
変更、画像情報の登録・公開、選考結果（採
⽤・不採⽤）の登録（ハローワークへの連
絡）、求職情報検索などのサービスをご利⽤
いただけます。
求⼈者マイページの開設を希望される場合

は、ログインアカウントとして使⽤する事業
所のＥメールアドレスを記⼊してください。
サービス内容の詳細や開設⼿続きについては、
窓⼝でご案内いたします。

【就業規則】
・同⼀の就業規則をフルタイムとパートタイ
ムに適⽤する場合はそれぞれ「あり」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
じ就業時間の従業員は、雇⽤形態や社内での
呼称にかかわらずフルタイムになります。
「パート」︓正社員より就業時間が短い従業
員。

【職務給制度】
・事業所に雇⽤される通常の労働者に適⽤さ
れる制度を選択・記⼊してください。
・職務給制度とは、基本給の決定要素が専ら
職務給である（職務・職種などの仕事の内容
に基づき基本給が決定される）ものを指しま
す。職務給に加え、職能給（経験年数・スキ
ルなど）や年齢給を組み合わせている場合で
あっても、賃⾦の⼤半が職務給により決定さ
れている場合は該当します。
・基本給が年齢や勤務年数・スキルなどを踏
まえて決定されている場合は該当しません。
・基本給に上乗せされる職務⼿当とは異なり
ます。
・職務に応じた賃⾦額の⽀給規程などがある
ものに限ります。

【定年制】【再雇⽤制度】【勤務延⻑】
事業所に雇⽤される通常の労働者に適⽤される制度を選択・記⼊してください。

「定年制」︓事業所の労働協約、就業規則、労働契約等で定める定年制の有無。定年年齢などについ
て記⼊してください。

「再雇⽤制度」︓定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇⽤する制度の有無、上限年
齢について記⼊してください。

「勤務延⻑」︓定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇⽤する制度の有無、上限年齢に
ついて記⼊してください。

「事業所に関する特記事項」︓定年制、再雇⽤制度、勤務延⻑についての条件などがある場合は記⼊
してください。

６０

６５

再雇用終了後も、本人の希望を踏まえ、会社が認めた場合は継続
雇用をする場合があります。

育児・介護離職者復職支援制度

社内独自の職務等級表を作成し、
職務（役割）に応じて基本給を
決定。

https.//xxxx/xxxxx/xxxx/xx

✔

株式会社 ハローワークケア霞

０００ ０１２４

○○県△△△市□□□３番地

○○線 □□ １０

２２ １２ １４
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ＰＲ情報として、代表的な⽀店・営業所・⼯場等、福利厚⽣・研修制度、両⽴⽀援の内容、障害
者に対する配慮に関する状況などをご登録いただきます（任意）。
登録した内容は、「求⼈票」には掲載されませんが、「求⼈・事業所ＰＲシート」やハローワー

クインターネットサービス、ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録⽤端末）を通じて
公開されます。

【福利厚⽣の内容】
独⾃の福利厚⽣制度につい

て記⼊してください。
（例）社員⾷堂、社内融資制
度、法定以上の健康診断
（⼈間ドック補助、メン
タルヘルス）、余暇活動
⽀援、制服の有無、休憩
室の有無など

【研修制度の内容】
社内研修制度や資格取得の

補助など、従業員向けの各種
研修制度について記⼊してく
ださい。

【両⽴⽀援の内容】
育児や介護など家庭の都合

や病気などの事情を抱えてい
る⽅に対する勤務時間の調整
や休暇の付与などの⽀援や配
慮があれば記⼊してください。

【障害者に対する配慮に関す
る状況】
障害者専⽤求⼈（障害者に

限定して募集する求⼈）の提
出予定の有無にかかわらず、
できる限り記⼊してください
（障害者が応募する場合があ
ります）。

・視覚障害に対応した拡大読書器、パソコンのスクリーンリーダー（画面読み上げソフト）及び点
字ディスプレイを用意しています。
・社員有志による手話講習会を定期的に開催し、手話による意思疎通が可能な社員の育成に努めて
います。

✔

５ ２ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ８ 株式会社 ハローワークケア

わかばホーム

霞ホーム ３

３０ ８，０００

２９ ７，８００

２８ ５，０００

株式会社 □ □ □ □ □ □

株式会社 △ △ △ △ △

・介護関係資格取得休暇制度
・介護関係資格取得にかかる費用補助制度（○○％補助）
・永年勤続リフレッシュ休暇制度（５年ごと・連続１週間）

・新人研修（入社後３週間、施設内にて法人理念～介護全般にかかる基礎的な内容）
・中堅社員研修(○○市の当社研修センターにおいて、入社３年以上の社員を対象として計画的に実施）
・その他、月１回、テーマを変えながら実践的な研修を実施

・育児目的休暇制度（小学校卒業まで）
・育児短時間勤務制度（小学校入学まで）
・介護休業制度（最長１年間まで利用可能）
・育児・介護離職者復職支援制度

✔
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事業所情報の登録⼿続き後に「事業所確認票」をお渡しします。登録内容に誤りがないか、よくご確
認ください。地図表⽰やＰＲ情報は、求⼈申込み後にお渡しする「就業場所・選考場所の地図」「求⼈
・事業所ＰＲシート」でご確認ください。
登録した内容はいつでも変更可能ですので、お気軽にご相談ください。

表⾯

裏⾯

5201-

0000000000000
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５５．．求求人人申申込込書書記記入入例例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 求⼈は、職種別、就業場所別、雇⽤形態別にお申し込みください。
● 法令に違反する内容が含まれているもの、雇⽤関係でないもの、必要な条件が明⽰されていない
ものは受理できません。

● これから記⼊いただく労働条件は、そのまま採⽤後の労働条件になることが期待されています。
求職者に分かりやすく誤解のないように、記⼊してください。

【正社員登⽤】（雇⽤形態が「正社員」以外の場合）
正社員以外の労働者を正社員に登⽤する制度の有

無を選択し、「あり」の場合は、過去３年間の登⽤
実績を記⼊してください。

株式会社 ハローワークケア わかば ５ ２ ０ １ － １ ２ ３ ４ ５ ６ － ８

✔

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先般の介護
サービスを提供いただきます。
〈主な業務〉
・移動、食事、入浴（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。

３ヶ月

０００ ０１２４

○○県△△△市□□□３番地

○○線 □□ １０

２２ １２ １４

✔ ✔

【求⼈区分】
「フルタイム」︓正社員のほか、正社員と同じ就業時間の従業員や、雇⽤形態や社内での呼称にかかわらずフルタイムになります。
「パート」︓正社員より就業時間が短い従業員はパートになります
（注意）⽉給制＝フルタイム、時給制＝パートではありません。

障害者に限定しての募集をご希望の場合は、「障害者」にもチェックしてください。また、就労継続⽀援Ａ型の事業所での利⽤
者を募集する場合は、「就労継続⽀援Ａ型事業の利⽤者の募集に該当」にチェックしてください。

【トライアル雇⽤併⽤の希望】
トライアル雇⽤の利⽤希望がある場合にチェック

してください。

【公開範囲】
ハローワークインターネットサービスやハローワ

ーク内の検索・登録⽤パソコンでの求⼈情報・事業
所名等の公開範囲について、希望するものを選択し
てください。（詳細は５⾴参照）

【オンライン提供を不可とする機関】
ハローワークにお申し込みいただいた求⼈は、原

則として、職業紹介事業を⾏う地⽅⾃治体・地⽅版
ハローワークや⺠間⼈材ビジネスにオンラインで提
供されます。オンライン提供を希望しない場合は、
不可とする機関を選択してください。

【職種】
どのような職業かイメージしやすいよう専⾨⽤語

や企業独⾃の呼称を避けた表現で記⼊してください。

【仕事の内容】
仕事の内容は求職者が最も重要視する項⽬の⼀つ

です。詳しく説明することで、求職者の⽅の疑問や
とまどいを解消し、応募者が増えることにつながり
ます。応募者の⽬線に⽴って詳細かつ分かりやすい
内容で記⼊してください。

【試⽤期間】
試⽤期間が「あり」の場合はその期間を記⼊して

ください。試⽤期間中の労働条件が「異なる」場合
は「試⽤期間中の労働条件の内容」に試⽤期間中の
条件をできる限り詳しく記⼊してください。

【就業場所】
求職者が迷わないよう、ビル名、階数、部屋番号

まで正確に記⼊してください。
【最寄り駅】
鉄道等の路線名と最寄り駅を記⼊してください。

バス停等を利⽤する場合は、「就業場所に関する特
記事項」に記⼊してください。

【屋内の受動喫煙対策】
就業場所における受動喫煙防⽌に向けた取組内容につい

て記⼊してください。詳細はリーフレット「受動喫煙防⽌
のための取組を明⽰してください」をご確認ください。

【転勤の可能性】
・記⼊した就業場所以外への転勤の可能性の有無を選択してください。
・就業場所が数カ所あり、それぞれの場所ごとの募集⼈数が確定して
いる場合は、就業場所ごとに別の求⼈として申し込んでください。
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５９

✔

定年が６０歳のため

介護福祉士

簡単なＰＣ入力（定型フォームへの簡単な入力業務があります）

１８５，０００円 ～２５５，０００円

資格

処遇改善

５，０００ １０，０００

１５，０００ ２５，０００

２０５，０００ ２９０，０００

・深夜手当：６，０００円／１回 ※月４回程度
・基本給は資格及び同一職種の経験年数に応じて決定します。
・深夜手当（月４回）を含めると月額２２９，０００円～３１４，０００円となります。

２１．５ ２５，０００

２０ ２５

０ ５，０００

２

４

【必要なＰＣスキル】
必要なパソコン（ＰＣ）スキルがある場合は、使⽤するアプリケー

ションやどのような作業を⾏うのかを具体的に記⼊してください。

【年齢】
・年齢にかかわりなく働く機会が均等に与えられるよう、労働者の募
集・採⽤の際には、労働施策総合推進法に基づく例外事由に該当する
場合を除き、年齢を不問としなければなりません。
・「制限あり」を選択した場合は、「年齢制限範囲」を記⼊し、「年
齢制限該当事由」について該当するものを選択し、「年齢制限の理
由」を記⼊してください。

【賃⾦形態】
賃⾦形態を選択してください。

「⽉給」︓⽉額が決められて⽀給
「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
「その他」︓上記のいずれにも該当しない場合（週給

など）は、「その他の内容」欄に賃⾦形態
を記⼊してください。

【賃⾦の額】
＜フルタイム求⼈の場合＞
「⽉給」以外の場合に、その額を記⼊してください。
＜パート求⼈の場合＞
「時給」以外の場合に、その額を記⼊してください。

【基本給（ａ）】
＜フルタイム求⼈の場合＞
⽉額で記⼊してください。時給や⽇給、年俸制の

場合でも、⽉額に換算して（標準的な⽉の出勤⽇数
により算出して）記⼊してください。
＜パート求⼈の場合＞
時間額で記⼊してください。 ⽇給や⽉給の場合で

も時間額に換算して記⼊してください。
＜共通＞
基本給に固定残業代が含まれている場合、その分

を抜き出し「固定残業代(ｃ)」に記⼊してください。

【定額的に⽀払われる⼿当（ｂ）】
・採⽤する労働者全員に毎⽉定額的に⽀払われる⼿
当がある場合に記⼊してください。
（例） 役職⼿当、技能⼿当、資格⼿当、地域⼿当など
・固定残業代は「定期的に⽀払われる⼿当(ｂ)」
ではなく「固定残業代(ｃ)」に記⼊してください。

【固定残業代（ｃ）】
・固定残業代（名称にかかわらず、⼀定時間分の時間外
労働に対する割増賃⾦を定額で⽀払うこととする労働契約
を締結する仕組み）を採⽤しているか否かを選択して
ください。
・「あり」の場合は固定残業代の額を記⼊し、「固
定残業代に関する特記事項」欄に、時間外労働の有
無にかかわらず固定的に⽀給されるものであること、
超過分が法定どおり追加で⽀給されることを必ず明
記してください。

【ａ＋ｂ＋ｃ】
フルタイム求⼈の場合は⽉額（換算額）です。
パート求⼈の場合は時間額（換算額）です。

【昇給】
・昇給制度の有無を選択してください。
・制度「あり」の場合は、前年度実績の有無を選択してく
ださい。
・前年度実績「あり」の場合、フルタイム求⼈は１⽉あた
り、パート求⼈は１時間あたりの⾦額⼜は昇給率を記⼊し
てください。昇給にはベースアップを含みます。
・昇給制度はないが、前年度に臨時的に昇給した場合は、
「求⼈に関する特記事項」に記⼊してください。

【賞与】
・賞与制度の有無を選択してください。
・制度「あり」の場合は、前年度実績の有無を選択してください。
・前年度実績「あり」の場合、⽀給回数、年間の⽀給合計⽉数また
は⽀給⾦額（従業員の平均）を記⼊してください。
・前年度実績「なし」の場合は、⽀給回数に「０」を記⼊してくだ
さい。
・賞与制度はないが、前年度に臨時的に⽀給した場合は、「求⼈に
関する特記事項」に記⼊してください。

【その他の⼿当等付記事項（ｄ）】
(a)〜(c)のほか、家族⼿当、皆勤⼿当など、個⼈

の状態、実績に応じて⽀払われる⼿当等がある場合
にはその内容を記⼊してください。
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【⑥求⼈ＰＲ情報】
登録したＰＲ情報は、求⼈票には掲載され

ませんが、ハローワークインターネットサー
ビスやハローワーク内のパソコン（検索・登
録⽤端末）のほか、「求⼈・事業所ＰＲシー
ト」に掲載されます。

(1)7:00～16:00、(2)10:00～19:00、(3)16:00～翌10:00
とし、シフト表で決定。(3)は休憩時間１２０分

１０

６０

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

当社では、社員を大切に考えています。社員が活き活きとしていることが、ご利用者様
やご家族、ひいては地域の皆様へのサービス向上につながると考えているからです。

「働き方改革」にも積極的に取り組み、現場の意見を聞きながら業務の効率化に取り組
み、超過勤務も全社員平均で８時間程度まで削減しています。

子育てや家族介護をされる方には、シフトの要望等、可能な限り柔軟に対応をすると共
に､周りの方の負担も軽減できるよう、業務配分の見直しなど、積極的に取り組んでいます。

結果として、平均勤続年数も年々延びてきており、「働きやすい職場」になっているも
のと自負しています。

私共と一緒に頑張っていただける方、ご応募をお待ちしております。

平日に通院が必要な社員について、通院日のみ勤務時間の短縮を行っています。

【障害者に実施している合理的配慮の例】
募集・採⽤時や採⽤後において、障害者に対して合理的配慮を⾏っ

た例があれば記⼊してください。
※ 合理的配慮とは、障害者と障害者でない者との均等な機会や待遇の確保、
障害者の有する能⼒の有効な発揮の⽀障となっている事情を改善するための
必要な措置です。

【加⼊保険等】【企業年⾦】
【退職⾦共済】【退職⾦制度】
【定年制】【再雇⽤制度】【勤務延⻑制度】

雇い⼊れようとする労働者に適⽤される制度に
ついて、事業所情報として登録した内容と同じ場
合には「同じ」を選択してください。雇⽤形態や、
フルタイム・パートタイムによって適⽤される内
容が異なる場合には、雇い⼊れようとする労働者
に適⽤される制度を選択・記⼊してください。

【利⽤可能託児施設】
利⽤可能託児施設「あり」の場合は、施設の場

所が社内か社外か、利⽤条件、利⽤時間、⾃⼰負
担の有無などを具体的に記⼊してくだい。

【事業所からのメッセージ】
従業員の働きやすさ（有給休暇の平均取得実績

などの情報開⽰）、事業所の求める具体的な⼈物
像、社⻑・社員から応募者に向けたメッセージな
どの事業所や求⼈のアピールポイントや求職者に
伝えたい事柄を⼊⼒してください。

【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
数を記⼊してください。
・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ください。

【３６協定における特別条項の有無】
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
別な事情や延⻑時間などについて具体的に記⼊し
てください。

記載例︓「○○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、１年
○時間までできる」

【就業時間】
・就業時間は、24時間表記で記⼊してください。
・就業時間が法定労働時間の範囲内となっていることを確認するため、必要に応じて就業規則や各種届出等の内容を確認させてい
ただく場合があります。
■特定曜⽇のみ通常の就業時間と異なる場合

「就業時間１」に通常の就業時間を記⼊し、「就業時間２」に特定曜⽇の就業時間帯を追加して記⼊し、「就業時間に関する特
記事項」に特定曜⽇について記⼊してください。
■交替制・シフト制（２交替制・３交替制）の場合

１〜３にそれぞれの就業時間を記⼊してください。
■「フレックスタイム制」の場合

「就業時間１」に標準となる１⽇の就業時間帯を⼊⼒し、 「就業時間に関する特記事項」にフレキシブルタイム、コアタイム
の就業時間帯を⼊⼒してください。
■変形労働時間制の場合

「１ヶ⽉単位」「１年単位」「１週間単位⾮定型的」のいずれかを選択してください。また、始業・終業時刻を「就業時間に関
する特記事項」に記⼊してください。

１年単位の場合の記載例︓変形労働時間制により所定の始業終業時間は業務繁忙期の○⽉〜○⽉は○時〜○時、○⽉〜○⽉は○時〜○時、
所定休⽇は年間カレンダーで指定。

✔

４週８休 シフト制

１０ １０８
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（参考）注⽬される情報
① 次の項⽬は、求職者が求⼈情報を検索したときに、検索結果として⼀覧表⽰される情報です。

特に注⽬される情報となります。
「職種」「求⼈区分」「事業所名」「就業場所（市区町村まで表⽰）」「仕事の内容（30字×４⾏まで表⽰）」
「雇⽤形態」「正社員以外の名称」「賃⾦」「就業時間（時間帯のみ）」「休⽇」「年齢」
「求⼈番号」「（求⼈情報・事業所名の）公開範囲」「求⼈数」「受付年⽉⽇、紹介期限⽇」

② 求職者が注⽬する次の情報について該当する場合は、アイコンで強調して表⽰されます。
「経験不問」「学歴不問」「資格不問」「時間外労働なし」「週休⼆⽇制（⼟⽇休）」「転勤なし」
「書類選考なし」「通勤⼿当あり」「駅近（徒歩１０分以内）」「マイカー通勤可」「ＵＩＪターン歓迎」
「トライアル雇⽤併⽤」

求⼈情報検索の結果⼀覧に表⽰される求⼈情報（イメージ）

全ての事業所及び部署に障害者職業生活相談員を配置し、いつでも相談しやすい体制
を整えています。

弊社では、障害の有無や性別、年齢などに関わらず誰でも活躍できるよう、職場環境
の改善に努めています。

障害者社員のチームリーダーとして勤務しています。一人一人の障害特性に合わせた
柔軟な働き方が可能な職場です。

弊社の障害者雇用の取組が評価され、「障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰」
を受賞しました（平成○年）。

１

２

７

３又は自己ＰＲでも可

ハローワークから電話連絡のうえ、面接日の前日までに履歴書、職務経歴書、
ハローワークの紹介状を郵送してください。

橋本 花子

ハシモト ハナコ

人事係

９９ ９９９９ ９８７６

XXXXXXXX@XXXXXXXX.XX．XX
✔ ✔

・深夜手当（月４回）を含めると月額２２９，０００円～３１４，０００円とな
ります。
・制服は貸与します。
・駐車場の利用費用は無料です。
・職場は２５名体制で、２０代から６０代まで、幅広い年齢層の方が活躍されて
います。
※「資格は取得したが、業務経験がない」という方も歓迎します。丁寧にＯＪＴ
を行いますので安心してご応募ください。

【求⼈に関する特記事項】
各欄に記⼊し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。

【担当者】【メールアドレス】など
担当者名やメールアドレスなどについて、ハ

ローワークインターネットサービスやハローワー
ク内のパソコン（検索・登録⽤端末）で公開した
くない場合は空欄とし、担当者名やメールアドレ
スなどを窓⼝の職員にお伝えください。

【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、その理由及び処分⽅法などの取扱いを
ハローワークから確認させていただく場合があり
ます。

【選考場所】
求職者が迷わないようにビル名、階数など正確

に記⼊してください。
【最寄り駅】
・鉄道の最寄り駅について、路線名と駅名を記⼊
してください。
・バス停等は、「選考に関する特記事項」に記⼊
してください。

【選考結果通知】
・選考結果を通知するタイミングや⽇数を選択・
記⼊してください。
・「その他」の場合は「選考に関する特記事項」
に記⼊してください。
・事情により選考が遅れた場合も、この⽇数以内
に応募者に対して事情を説明し、ハローワークに
も連絡してください。

【障害者の就労や定着に関するサポート体制】
⾃社で雇⽤する障害者の就労や定着のために取

り組んでいることがあれば記⼊してください（障
害者に特化したものでなくてもかまいません）。
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６６．．求求人人票票のの例例示示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求⼈申込み⼿続き終了（求⼈受理）後、求⼈票の控えをお渡しします。内容に誤りがないか⼗分
にご確認ください。
条件設定や書き⽅などが応募者数に⼤きく影響します。応募者が少ない場合は内容を⾒直しま

しょう。ハローワークまでお気軽にご相談ください。

表⾯

裏⾯

ＵＩＪターン歓迎あり

求職者マイページに連絡

0000000000000

5201-

52010 -

5201-
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７７．．求求人人者者ママイイペペーージジののごご案案内内  

＜サービス内容＞
ハローワークインターネットサービス上に「求⼈者マイページ」を開設すると、会社のパソコン

などから、次のサービスを利⽤いただけます。

●求⼈の申込み
※会社のパソコンから、求⼈情報を⼊⼒し、求⼈を申し込むことができます（求⼈仮登録）。申し込み済の求⼈データを活

⽤して求⼈を申し込むこともできます。
※ 申込み内容はハローワークで確認後に受理・公開します。
※ 次の要件に該当する場合は、マイページでの求⼈情報の⼊⼒（仮登録）後、14⽇以内（期限⽇が閉庁⽇の場合は前開庁⽇

まで）にハローワークにお越しのうえ、本登録の⼿続きを⾏う必要があります。
• マイページを通じて初めて求⼈を申し込む場合（窓⼝でマイページ開設⼿続きを⾏った場合を除く。）
• 2020年1⽉以降、初めて障害者専⽤求⼈を申し込む場合
• 2020年1⽉以降、初めてトライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
• 2020年1⽉以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇⽤求⼈を申し込む場合
• 過去１年間に求⼈を申し込んでいない場合
• 派遣・請負求⼈を申し込む場合
• その他、ハローワークが必要と認める場合

●申し込んだ求⼈内容の変更や求⼈の募集停⽌、事業所情報の変更など
※ 申込み内容をハローワークで確認します。

●事業所の外観、職場⾵景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
●ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採⽤・不採⽤）の登録（ハ

ローワークに連絡）
※ 求⼈が無効となった場合 紹介状の確認、選考結果の

登録（ハローワークへの連絡）はできなくなります。
※ 応募者本⼈には直接ご連絡いただく必要があります。

●メッセージ機能（ハローワークからご紹介し
た求職者（応募者）とのやりとり）

※ メッセージをやりとりできるのは、相⼿⽅の求職者が
「求職者マイページ」を開設している場合に限られます。
求⼈が有効中の間に限り、やりとりできます。

●求職情報検索
※ ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専

⾨知識、資格や希望条件など求職情報を求⼈者にＰＲ
（公開）することを希望している⽅々の情報（⽒名、連
絡先などの個⼈が特定される情報を除く。）を検索でき
ます。

※ 有効中の求⼈がある場合に利⽤できます。
※ ハローワークで求職者の希望条件など求⼈との適合性

を判断したうえでご紹介しますので、求職情報詳細画⾯
に表⽰されているお問い合わせ先ハローワークにご相談
ください。

求⼈申込み（仮登録）の⼊⼒画⾯イメージ

※ 上記の⽅法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録、事業所情報・求⼈情報を⼊⼒（仮登
録）後、ハローワークにお越しのうえ窓⼝で本登録⼿続きを⾏い、マイページを開設する⽅法もあります。

※ 事業所登録済みの場合は、あらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不⾜情報の把握等をさせていただきます。

パスワード登録
認証キー⼊⼒認証キー受信 マイページ

開設完了
登録したメールアドレスの⼊⼒

利⽤規約などに同意
ハローワークインターネット

サービスにアクセス
窓⼝で

メールアドレスを登録

＜マイページ開設⼿順＞
求⼈者マイページを開設するには、ハローワークの窓⼝で開設⼿続きを⾏ってください。

窓⼝で
事業所登録
求⼈申込み
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応募者の紹介状を確認したり、選考
結果を登録（ハローワークへ連絡）
できます。

求⼈者マイページホーム画⾯（イメージ）

求⼈の変更申込みや取消しな
どができます。

求⼈情報の内容（詳細）
を確認できます。

ホーム画⾯では、有効中の求⼈、
申込み中の求⼈、無効になった
求⼈などが表⽰されます。

求職情報検索でき
ます。

＜求⼈者マイページの利⽤に当たっての留意事項＞
◆ 求⼈者マイページは、ハローワーク（公共職業安定所）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
求職者の募集・採⽤活動を⾏うことを希望する求⼈者を対象に、ハローワークへの事業所登録・求⼈申込みの⼿続き
などのサービスを提供するものです。

◆ 求⼈者マイページを利⽤するには、事業所所在地を管轄するハローワークで事業所登録の⼿続きを⾏う必要があ
ります。

◆ 求⼈者マイページの利⽤を希望する場合は、ログインアカウントとして事業所のメールアドレスが必要となりま
す。

◆ 求⼈者マイページを開設するに当たり、利⽤規約及びプライバシーポリシーの内容に承諾・同意いただく必要が
あります。

◆ ログインアカウントとして使⽤するメールアドレス及びパスワードは、利⽤者の責任において管理し、第三者に
開⽰、貸与及び譲渡しないでください。

◆◆ 有効中の求⼈がない場合は、求職情報検索など求⼈者マイページの⼀部の機能が利⽤できません。
◆ 求⼈者マイページは、利⽤規約に定める⽬的の範囲内で利⽤するものとし、ハローワークにおける職業紹介業務
の運営を著しく妨げる⾏為を⾏った場合、マイページは利⽤できなくなります。

◆ ハローワークからご紹介した求職者の選考結果について、未登録の件数が⼀定数を超える場合、求⼈者マイペー
ジの⼀部機能の利⽤が制限されます。

◆ 事業所の移転等に伴い管轄ハローワークが変わる場合などは、求⼈者マイページ上に保有している情報は引き継
がれませんので、あらかじめご了承ください。

◆ 求⼈者マイページの利⽤を停⽌したい場合は、求⼈者マイページから退会⼿続きを⾏ってください。退会⼿続き
完了後３１⽇経過後に、求⼈者マイページ（登録している情報を含む。）が完全に消去されます。退会⼿続きを⾏
わない場合でも、求⼈無効⽇から５年以内に求⼈の申込みがない場合は、求⼈者マイページ（登録している情報を
含む。）は⾃動的に消去されます。

詳細は、「ハローワークインターネットサービスにおける求⼈者マイページ及び求職者マイページの利⽤規約」お
よび「プライバシーポリシー」をお読みください。

介護福祉士

フルタイム

東京都千代田区

正社員

地方自治体、民間人材ビジネス共に可

事業所名等を含む求人情報を公開
する

有効

求職情報検索応募者管理へ進む

２件 ２名

１件 ４名

１件 １名

株式会社 ハローワークケア

管轄安定所名：○○公共職業安定所

新着メッセージ：２件

求⼈申込み（新規申込みや過
去に申し込んだ求⼈データを
活⽤した申込み）ができます。

転勤なし 書類選考なし 駅近（徒歩10分以内） マイカー通勤可 ＵＩＪターン歓迎経験不問

トライアル雇用併用

詳細を表示 求人情報を編集

新規求人情報を登録

有効中の求人を全て表示

求人／応募管理

職種

求人区分

就業場所

雇用形態

正社員以外
の名称

提供範囲

求人数：１名
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８８．．ハハロローーワワーーククののササーービビスス  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９．．求求人人のの有有効効期期限限  

  

  

  

 
 

 
 

○応応募募がが増増ええるるよよううなな求求人人条条件件のの提提案案やや雇雇用用管管理理にに関関すするる提提案案ををししまますす  

求人条件はいつでも見直しができます。求人条件に関すること、雇用管理に関することは早めに 

ご相談ください。 

○ススタタッッフフがが事事業業所所をを訪訪問問ししてておお話話をを伺伺いいまますす  

ハローワークには事業所訪問担当スタッフを配置しています。お気軽にお電話ください。 

○就就職職面面接接会会・・会会社社説説明明会会をを開開催催ししてていいまますす  

ハローワークの会議室を使用して行う小規模なものや地方自治体などとの共催によるものなど、さ

まざまな形で就職面接会や会社説明会を開催しています。また、会社見学会なども企画します。 

○事事業業所所ののププロロフフィィーールルをを求求職職者者にに提提供供ししまますす  

事業所の外観・職場風景や取扱商品等の「画像情報」、「会社パンフレット」など、求人票だけで

は伝わらない事業所情報をご登録ください。職業相談窓口で求職者に提供するほか、ハローワーク

によっては所内に掲示します。 

○豊豊富富ななデデーータタにに基基づづくく情情報報をを提提供供ししまますす  

バランスシート（職種別の求人数・求職者数を並べたデータ）、職種別賃金情報のほか、ハローワ

ークの豊富な経験に基づき、適格者を採用するための情報提供を行っています。 

○全全国国でで求求人人をを公公開開ししまますす  

申し込まれた求人票は、ハローワーク内に設置されている求人検索端末で公開されます。 

就業場所が離れている場合でも、全国ネットワークにより就業場所の近くのハローワークで公開す

ることができます。 

○イインンタターーネネッットトででもも求求人人情情報報をを公公開開ししまますす（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/） 

ハローワーク内の求人検索端末のほか、インターネットで求人情報を公開することができます。 

○各各種種助助成成金金制制度度をを紹紹介介ししまますす  

中高年齢者、障害者などの雇用に関する各種助成金制度を利用することができます。 

詳しくは窓口にご相談ください。 

○各各ハハロローーワワーーククがが作作成成すするる求求人人情情報報誌誌ももあありりまますす  

フルタイム／パート別、職種別など各ハローワークで求職者向けに作成、配布しています。 

  

○申し込まれた求人の有効期限は、原則として翌々月末となります。 

例： ４月 １日に求人受理 → ６月３０日まで有効 

     ５月１５日に求人受理 → ７月３１日まで有効 

     ６月３０日に求人受理 → ８月３１日まで有効 

○「採用が決まった」「応募者が十分に集まった」などで、有効期間内に求人を取り消す場合

は速やかにご連絡ください。連絡が遅れますと、仕事を探している方に迷惑をかけることに

なります。 

○有効期限を経過した場合は、求人票の記載内容を見直して更新しましょう。 

○担当者が出張などで不在となる場合は、一時的に紹介を止めることができますので、ご連絡

ください。 
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