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ハローワークの求人情報をオンラインで提供します 

～マッチング機能の強化のため、平成26年９月から民間事業者や地方自治体などに提供～ 

 

厚生労働省では、平成 26年 9月から、全国のハローワークが保有する求人情報を、民間

職業紹介事業者（有料・無料）、職業紹介事業を行う地方自治体や学校などを対象に、オ

ンラインで提供するサービスを開始します。 

 

これは、今年６月に閣議決定された日本再興戦略で、「民間人材ビジネスの活用による

マッチング機能の強化」が掲げられたことを受けて、ハローワークが、民間の職業紹介事

業者や地方自治体などと連携しながら、求人・求職のマッチング機能の強化を図ることを

目的とするものです。 

（※）これに加え、今月 20 日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針につ

いて」においても、地方自治体へのオンライン提供を積極的に進めることとされています。 

 

ハローワークの求人情報を活用することで、民間職業紹介事業者は求職者への支援サー

ビスを、地方自治体などは雇用対策を充実させることができます。 

 

 

 

 

別紙１：利用申請案内リーフレット 

別紙２：「ハローワークの求人情報オンライン提供」利用申請受付窓口 

 

[参照先] 

ハローワークインターネットサービス内『導入マニュアル』に、詳細を掲載しています。 

URL ： 

（地方自治体向け）   https://www.hellowork.go.jp/info/online01.html 

（民間人材ビジネス向け）https://www.hellowork.go.jp/info/online02.html 

（求人事業主向け）   https://www.hellowork.go.jp/info/online03.html 

【照会先】 
石川労働局職業安定部職業安定課 

職業安定課長   中嶋  雅彦 
課 長 補 佐   宮崎 栄一郎 

電  話   076-265-4427 
(内  線）  2915 
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（別紙１） 

 ○ 職業安定法第33条の４第１項に基づく無料職業紹介事業を行う地方自治体 
 ○ 自ら職業紹介は行わないが、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体 
    （求人者・求職者から金銭を徴収しない場合に限る。） 

 ○ 職業安定法第33条の２第１項に基づく無料の職業紹介事業を行う職業能力開発施設等 
   ○ 就職相談・カウンセリング・キャリアコンサルティングなど就職に資する個別の相談支援 
  を実施している地方自治体 
 

職業紹介事業を行う地方自治体・職業能力開発施設等の皆さまへ 

ハローワークの求人情報を活用して 

雇用対策の充実が図れます    

 対象となる事業者 

 提供する求人情報 

全国のハローワークで求職者に公開している求人※のうち、求人事業主がオンライン提供に 
同意したものを提供します。 ※ 大卒などの求人や障害者求人も含みます。  

管轄の労働局に「利用申請書」「利用規約同意書」を提出してください。 

 申請方法 

厚生労働省・都道府県労働局 ・ハローワーク 

厚生労働省では、平成26年9月から、全国のハローワークが持っている求人情報を 
職業紹介事業を行う地方自治体や学校などの皆さまに、オンラインで提供します。 

  

 提供方法 

 

 申請期間 

詳細はハローワーク インターネット サービス（ https://www.hellowork.go.jp/info/online01. 
html）をご覧いただくか、最寄りの労働局にお問い合わせください。 

次の2つの方法から選べます。（併用も可能） 

 メリット 

管理番号LL251227首02 

平成26年9月～ 

  ① 求人情報提供端末方式  平成26年１月６日（月）～３月31日（月） 
  ② データ提供方式     平成26年６月２日（月）～７月31日（木） 

※ 上記の申請期間は、平成26年9月から利用される場合となります。 
   次回の申請は平成27年5月以降を予定しています。 

 

方 式 内  容 メリット 

① 求人情報提供端末方式 
ハローワークの求人情報提供端末と同等の端末を
自ら設置する方法 

ハローワークの端末と 
同等の操作性を実現 

② データ提供方式 
ハローワークの求人情報データを加工可能な 
形式（CSV形式など）でダウンロードする方法  

独自のデータ編集が可能 

○ ハローワークの求人情報を職業紹介事業に活用することができます。 
○ 就職支援対象者への支援内容の充実を図ることができます。 
○ 全国規模の求人情報の提供が可能になります。 
○ 自治体では雇用対策を充実することができます。 



（別紙１） 

 ○ 職業安定法第30条第１項に基づく有料職業紹介事業を行う事業者 
 ○ 職業安定法第33条第１項に基づく無料職業紹介事業を行う事業者 
 ○ 職業安定法第33条の３第１項に基づく無料職業紹介事業を行う特別の法人 
 ○ 職業安定法第33条の２第１項に基づく無料の職業紹介事業を行う学校など 
  （中学校・高等学校を除く）   

職業紹介事業者の皆さまへ 

ハローワークの求人情報を活用して 

就職支援サービスの充実が図れます 

 対象となる事業者 

 提供する求人情報 

全国のハローワークで求職者に公開している求人※のうち、求人事業主がオンライン提供に 
同意したものを提供します。 ※ 大卒などの求人や障害者求人も含みます。  

管轄の労働局に「利用申請書」「利用規約同意書」を提出してください。 

 申請方法 

厚生労働省・都道府県労働局 ・ハローワーク 

厚生労働省では、平成26年9月から、全国のハローワークが持っている求人情報を 
職業紹介事業者の皆さまに、オンラインで提供するサービスを開始します。 

  

 提供方法 

 

 申請期間 

  ① 求人情報提供端末方式  平成26年１月６日（月）～３月31日（月） 
  ② データ提供方式     平成26年６月２日（月）～７月31日（木） 

※ 上記の申請期間は、平成26年9月から利用される場合となります。 
   次回の申請は平成27年5月以降を予定しています。 

詳細はハローワーク インターネット サービス（ https://www.hellowork.go.jp/info/online02. 
html）をご覧いただくか、最寄りの労働局にお問い合わせください。 

次の2つの方法から選べます。（併用も可能） 

○ ハローワークの求人情報を貴社で行っている職業紹介事業に活用することができます。 
○ 貴社の就職支援対象者への支援内容の充実、新たな求職者の獲得につながります。 
○ ハローワークの求人情報を基に、地域の事業主を開拓するチャンスが広がります。 

 メリット 

管理番号LL251227首01 

平成26年9月～ 

方 式 内  容 メリット 

① 求人情報提供端末方式 
ハローワークの求人情報提供端末と同等の端末を
自ら設置する方法 

ハローワークの端末と 
同等の操作性を実現 

② データ提供方式 
ハローワークの求人情報データを加工可能な 
形式（CSV形式など）でダウンロードする方法  

独自のデータ編集が可能 



所在地等

北海道労働局 〒060-8566　札幌市北区北８条西2-1-1　札幌第一合同庁舎3階

職業安定部職業安定課 〔電話 011(709)2311(代)〕〔FAX 011(738)1061〕　　　http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

青森労働局 〒030-8558　青森市新町2-4-25　青森合同庁舎

職業安定部職業安定課 〔電話 017(721)2000(代)〕〔FAX 017(773)5372〕　　　http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

岩手労働局 〒020-8522　盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第2合同庁舎　5階

職業安定部職業安定課 〔電話 019(604)3004(直)〕〔FAX 019(604)1533〕　　　http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

宮城労働局 〒983-8585　仙台市宮城野区鉄砲町1　仙台第4合同庁舎

職業安定部職業安定課 〔電話 022(299)8061(直)〕〔FAX 022(299)8064〕　　　http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

秋田労働局 〒010-0951　秋田市山王3-1-7　東カンビル5階

職業安定部職業安定課 〔電話 018(883)0007(代)〕〔FAX 018(865)6179〕　　　http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

山形労働局 〒990-8567　山形市香澄町3-2-1　山交ﾋﾞﾙ3階

職業安定部職業安定課 〔電話 023(626)6109(直)〕〔FAX 023(635)0580〕　　　http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

福島労働局 〒960-8021　福島市霞町1-46　福島合同庁舎4階

職業安定部職業安定課 〔電話 024(529)5338(直)〕〔FAX 024(536)4200〕　　　http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

茨城労働局 〒310-8511　水戸市宮町1-8-31

職業安定部職業安定課 〔電話 029(224)6218(直)〕〔FAX 029(224)6279〕　　　http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

栃木労働局 〒320-0845　宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第2地方合同庁舎2階

職業安定部職業安定課 〔電話 028(610)3555(直)〕〔FAX 028(637)8609〕　　　http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

群馬労働局 〒371-8567　前橋市大渡町1-10-7　群馬県公社総合ビル8階

職業安定部職業安定課 〔電話 027(210)5007(直)〕〔FAX 027(210)5103〕　　　http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

埼玉労働局 〒330-6016　さいたま市中央区新都心11-2　明治安田生命さいたま新都心ビル　ランド･アクシス･タワー14階・15階

職業安定部職業安定課 〔電話 048(600)6208(直)〕〔FAX 048(600)6228〕　　　http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

千葉労働局 〒260-8612　千葉市中央区中央4-11-1　千葉第2地方合同庁舎

職業安定部職業安定課 〔電話 043(221)4081(直)〕〔FAX 043(202)5140〕　　　http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

東京労働局 〒102-8305　東京都千代田区九段南１－２－１  九段第3合同庁舎１２階

職業安定部職業安定課 〔電話 03(3512)1655(直)〕〔FAX 03(3512)1565〕　　　http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

神奈川労働局 〒231-0015　横浜市中区尾上町5-77-2　馬車道ウエストビル2階・3階・5階

職業安定部職業安定課 〔電話 045(650)2800(代)〕〔FAX 045(650)2804〕　　　http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

新潟労働局 〒950-8625　新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎２号館

職業安定部職業安定課 〔電話 025(288)3507(代)〕〔FAX 025(288)3517〕　　　http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

富山労働局 〒930-8509　富山市神通本町１-５-５　富山労働総合庁舎６階

職業安定部職業安定課 〔電話 076(432)2782(直)〕〔FAX 076(432)3801〕　　　http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

石川労働局 〒920-0024　金沢市西念3-4-1　金沢駅西合同庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 076(265)4427(直)〕〔FAX 076(261)1407〕　　　http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

福井労働局 〒910-8559　福井市春山1-1-54　福井春山合同庁舎9階

職業安定部職業安定課 〔電話 0776(26)8609(直)〕〔FAX 0776(27)5320〕　　　http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

山梨労働局 〒400-8577　甲府市丸の内1-1-11

職業安定部職業安定課 〔電話 055(225)2857(直)〕〔FAX 055(225)2785〕　　　http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

長野労働局 〒380-8572　長野市中御所1-22-1

職業安定部職業安定課 〔電話 026(226)0865(直)〕〔FAX 026(226)0157〕　　　http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.gojp/

岐阜労働局 〒500-8723　岐阜市金竜町５－１３　岐阜地方合同庁舎４階

職業安定部職業安定課 〔電話 058(245)1311(直)〕〔FAX 058(245)3105〕　　　http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

静岡労働局 〒420-8639　 静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 054(271)9950(直)〕〔FAX 054(271)9966〕　　　http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

愛知労働局 〒460-0008　名古屋市中区栄2-3-1　名古屋広小路ビルヂング１５階

職業安定部職業安定課 〔電話 052(219)5505(直)〕〔FAX 052(220)0571〕　　　http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

都道府県労働局部課名

　　　　　　「ハローワークの求人情報オンライン提供」　利用申請受付窓口　　　　　　　　　（別紙２）



三重労働局 〒514-8524　津市島崎町327-2　津第2地方合同庁舎2階

職業安定部職業安定課 〔電話 059(226)2305(直)〕〔FAX 059(227)4331〕　　　http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

滋賀労働局 〒520-0051　大津市梅林1-3-10　滋賀ビル3階

職業安定部職業安定課 〔電話 077(526)8609(直)〕〔FAX 077(528)5418〕　　　http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

京都労働局 〒604-0846　京都市中京区両替町通御池上ル　金吹町451

職業安定部職業安定課 〔電話 075(241)3268(直)〕〔FAX 075(241)3264〕　　　http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

大阪労働局 〒540-0028　大阪市中央区常盤町1-3-8　中央大通FNビル21階

職業安定部職業安定課 〔電話 06(4790)6300(直)〕〔FAX 06(4790)6307〕　　　http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

兵庫労働局 〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー14階

職業安定部職業安定課 〔電話 078(367)0802(直)〕〔FAX 078(367)3852〕　　　http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

奈良労働局 〒630-8570　奈良市法蓮町387　奈良第3地方合同庁舎

職業安定部職業安定課 〔電話 0742(32)0208(直)〕〔FAX 0742(32)0225〕　　　http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

和歌山労働局 〒640-8581　和歌山市黒田２－３－３　和歌山労働総合庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 073(488)1160(直)〕〔FAX 073(475)0115〕　　　http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

鳥取労働局 〒680-8522　鳥取市富安2-89-9

職業安定部職業安定課 〔電話 0857(29)1707(直)〕〔FAX 0857(22)7717〕　　　http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

島根労働局 〒690-0841　松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 0852(20)7016(直)〕〔FAX 0852(20)7025〕　　　http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

岡山労働局 〒700-8611　岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎

職業安定部職業安定課 〔電話 086(801)5103(直)〕〔FAX 086(801)4526〕　　　http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

広島労働局 〒730-0013　広島市中区八丁堀5-7　広島KSビル4階

職業安定部職業安定課 〔電話 082(502)7831(直)〕〔FAX 082(502)7825〕　　　http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

山口労働局 〒753-8510　山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎2号館

職業安定部職業安定課 〔電話 083(995)0380(直)〕〔FAX 083(995)0384〕　http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html

徳島労働局 〒770-0851　徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎4階

職業安定部職業安定課 〔電話 088(611)5383(直)〕〔FAX 088(622)2448〕　　　http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

香川労働局 〒760-0019　高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎3階

職業安定部職業安定課 〔電話 087(811)8922(直)〕〔FAX 087(811)8934〕　　　http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

愛媛労働局 〒790-8538　松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 089(943)5221(直)〕〔FAX 089(941)5200〕　　　http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

高知労働局 〒780-8548　高知市南金田1-39

職業安定部職業安定課 〔電話 088(885)6051(直)〕〔FAX 088(885)6064〕　　　http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

福岡労働局 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎新館6階

職業安定部職業安定課 〔電話 092(434)9801(直)〕〔FAX 092(434)9821〕　　　http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

佐賀労働局 〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第二合同庁舎6階

職業安定部職業安定課 〔電話 0952(32)7216(直)〕〔FAX 0952(32)7223〕　　　http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

長崎労働局 〒850-0033　長崎市万才町7－1　住友生命長崎ビル６階

職業安定部職業安定課 〔電話 095(801)0040(直)〕〔FAX 095(801)0041〕　　　http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

熊本労働局 〒860-8514　熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎９階

職業安定部職業安定課 〔電話 096(211)1703(直)〕〔FAX 096(323)3663〕　http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html

大分労働局 〒870-0037　大分市東春日町17-20　大分第2ソフィアプラザビル3階

職業安定部職業安定課 〔電話 097(535)2090(直)〕〔FAX 097(535)2091〕　　　http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

宮崎労働局 〒880-0805　宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎5階

職業安定部職業安定課 〔電話 0985(38)8823(直)〕〔FAX 0985(38)8829〕　　　http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

鹿児島労働局 〒892-0847　鹿児島市西千石町1-1　鹿児島西千石第一生命ビル1階

職業安定部職業安定課 〔電話 099(219)8711(直)〕〔FAX 099(216)9911〕　　　http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

沖縄労働局 〒900-0006　那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎1号館3階

職業安定部職業安定課 〔電話 098(868)1655(直)〕〔FAX 098(868)1635〕　　　http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


