
令和２年度版「従業員採用の手引－就職の機会均等を－」正誤訂正及び補遺 

 

１ 正誤訂正（発行時点での誤り） 

該当頁 誤 正 備考 

1下段   動画の

ＱＲコ

ード修

正 

137下段 京都労働局雇用保険電子申請事務センタ

ー 

〒604-8171  

京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町 

566-1 井門明治安田生命ビル 2階 

電話 075-277-8660 

F A X 075-280-8658 

京都労働局雇用保険電子申請事務センタ

ー 

〒600-0084  

京都市下京区朱雀正会町1 ハローワー

ク京都七条千本労働分庁舎2階 

電話 075-280-8660 

F A X 075-280-8658 

所在地

及び電

話番号

の誤り 

 

落丁頁（労働者募集を行う事業主に対する「個人情報の適正な取扱い」にかかる周知・啓発文） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ＨＰ     動 画  

 

 

 

厚生労働省ＨＰ     動 画  

令和 2年 2月 10日 

  

    事 業 主 殿 

 

                                 京都労働局職業安定部長 

  

個人情報の適正な取扱いについて（お願い） 

 

  今般、労働者募集を行う事業主（以下「募集事業主」という。）において、株式会社リクルート 

キャリアから、自社の募集に応募しようとする学生等の個人情報である内定辞退の可能性を推定する 

情報を収集していた事実が明らかとなったところです。 

  職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろう 

とする者（以下「応募者」という。）等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定し 

ているところであり、募集事業主は職業安定法等の規定に反することがないよう応募者の個人情報を 

適切に取り扱うことが求められるところです。 

  加えて、本件については、応募者本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項等応募者本人の 

適性・能力以外のことが採用基準となり得る可能性があったものであり、公正採用選考の観点から極 

めて不適切と言わざるを得ないものであります。 

  学生等の就職活動において大きな存在となっている就活サイトをはじめとする人材サービス等は、 

就職という未来への第一歩を歩み出そうとする学生等と必要な人材を採用したい募集事業主の双方に 

とって有益なものでありますが、こうしたサービスの利用は、職業安定法等に基づく個人情報の適切 

な取扱いがなされているかという観点と、本人の適性・能力のみが採用基準となり得るという公正採 

用選考という観点から、事業主自らがその妥当性を見極めた上で利用の可否や是非を決定いただくと 

共に、本件のような個人情報の収集のための第三者によるサービスの利用は控えていただきますよう 

お願いします。 

  また、当然のこととして、自らの選考においても同様に御対応いただきますよう併せてお願いします。 

 



２ 補遺（発行以後の変更点） 

該当頁 旧 新 備考 

2中段 
紹介（推薦）  9月 5日以降 

 

紹介（推薦） 10月 5日以降 
 

高校生

の選考

開始期

日変更

のため 

2中段 
採用選考開始期日 9月 16日以降 

 

採用選考開始期日 10月 16日以降 
 

20上段 
紹介・あっせん 9月 5日以降に 

 

紹介・あっせん 10月 5日以降に 
 

20上段 

選考 
9月 16日以降に

実施する 
 

選考 
10月 16日以降に

実施する 
 

22下段 ④ 応募 9月 5日以降に ④ 応募 10月 5日以降に 

22下段 ⑥ 採用選考 9月 16日以降に ⑥ 採用選考 10月 16日以降に 

23中段 ⑧ 充足状況 年 3回「充足状況調査」

を 

⑧ 充足状況 年 2回「充足状況調査」

を 

24中段 【応募・推薦・選考について】 

10月15日までは従来どおり1人1社制

とし、10月 16日以降は複数応募可能（10

月 16日以降に応募書類を送付するもの）

としたところです。（京都府以外の都道

府県の複数応募可能時期については、26

ページをご覧ください。） 

したがって、特に 10月 15日まで 

【応募・推薦・選考について】 

10月15日までは従来どおり1人1社制

とし、10月 16日以降は複数応募可能（10

月 16日以降に応募書類を送付するもの）

としたところですが、新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う高校生の選考開始時期

変更に伴い、令和 2年度の応募・推薦に

ついては、10月 31日までは１人１社制と

し、11月 1日以降、複数応募（1人 2社）

を可能としました。（京都府以外の都道

府県の複数応募可能時期については、26

ページをご覧ください。） 

したがって、特に 10月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24頁上段（高校生の選考開始期日変更に伴う複数応募開始時期変更のため） 

（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 応募・推薦について 

  平成 18年度からの、応募・推薦については、10月 16日以降、複数応募（1人 2社）を可能とする。 

平成 18年 3月 28日 

京都府高等学校就職問題検討会議 
   京都商工会議所         京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 
   京都経営者協会         京都府総務部文教課 
   京都府商工会連合会       京都府立高等学校進路指導研究協議会 
   京都府中小企業団体中央会    京都市立高等学校進路指導研究協議会 
   社団法人 京都工業会      京都府私立中学高等学校連合会進路指導研究会 
   社団法人 京都経済同友会    京都府府民労働部雇用対策プロジェクト 
   京都府教育庁指導部高校教育課  厚生労働省京都労働局職業安定部職業安定課 

応募・推薦等に係る申し合わせ 

 

記 

令和 2年度の応募・推薦については、10月 31日までは１人１社制とし、11月 1日以降、複数応募（1人 2社）を 

可能とする。 

令和 2年 6月 30日 

京都府高等学校就職問題検討会議 
京都商工会議所          京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 
一般社団法人 京都経営者協会   京都府文化スポーツ部文教課 
京都府商工会連合会            京都府立高等学校進路指導研究協議会 
京都府中小企業団体中央会      京都市立高等学校進路指導研究協議会 
公益社団法人 京都工業会       京都府私立中学高等学校連合会進路指導研究会 
一般社団法人 京都経済同友会   京都府商工労働観光部人材確保推進室 
京都府教育庁指導部高校教育課   厚生労働省京都労働局職業安定部訓練室  

応募・推薦等に係る申し合わせ 



 

都道府県 令和2年3月卒業者の応募・推薦方法 備考

北海道 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 (ただし、就職面接会で応募する場合は期間にとらわれず2社以上応募可能とする。）

青森 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

岩手 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

宮城 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

秋田 当初から1人3社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、県内求人事業所に応募・推薦する場合に限る）

山形 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。

福島 9月中までは1人1社制、10月1日以降事業主の承諾を得た場合に限り複数の応募・推薦（原則2社まで）を可能とする。

茨城 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、就職面接会においては2社以上応募可能とする。）

栃木 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

群馬 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

埼玉 9月中までは1人1社制、10月1日以降は、事業主の承諾を得た場合に限り複数の応募・推薦（原則2社まで）を認める。

千葉 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人原則2社まで応募・推薦を可能とする。

東京 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、道府県の企業に応募する場合は、応募先の応募・推薦の申し合わせを適用する。)

神奈川 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

新潟 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募･推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用し、県内外を含め受験できる企業数は原則2社以内とする。)

富山 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用することが望ましい。)

石川 10月中までは1人1社制、11月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

福井 9月中までは1人1社制、10月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

山梨 10月14日までは1人1社制、10月15日以降複数応募・推薦を可能とする。

長野 10月15日までは1人1社制、10月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

岐阜 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

静岡 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。

愛知 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

三重 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

滋賀 9月中までは1人1社制、10月1日以降未充足求人に限り1人2社まで応募・推薦を可能とする。

京都 10月15日までは1人1社制、10月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

大阪 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

兵庫 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

奈良 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

和歌山 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

鳥取 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

島根 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

岡山 10月中までは1人1社制、11月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

広島 9月中までは1人1社制、10月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

山口 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

徳島 10月15日までは1人1社制、10月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

香川 9月中までは1人1社制、10月1日以降複数応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

愛媛 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

高知 9月中までは1人1社制、10月1日以降事業所の了解のもと1人2社まで応募・推薦を可能とする。

福岡 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

佐賀 10月中までは1人1社制、求人者の承諾を得た場合に限り11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

長崎 10月14日までは1人1社制、10月15日以降複数応募・推薦を可能とする。

熊本 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

大分 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

宮崎 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

鹿児島 9月中までは1人1社制、10月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 (ただし、高校生のための就職面接会を通じての応募は複数応募可能とする。)

沖縄 当初から1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)  

時期 都道府県名 都道府県数

9月16日から 秋田県、沖縄県 2

10月1日から
青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福井
県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、鹿児島県

23

10月15日から 山梨県、長崎県 2

10月16日から 長野県、京都府、徳島県 3

11月1日から
北海道、新潟県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、
兵庫県、奈良県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県

17
 

※厚生労働省「高卒就職情報 WEB提供サービス」より作成

https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2

.pdf 

26頁（高校生の選考開始期日変更に伴う複数応募開始時期変更のため） 

（旧） 

各都道府県の複数応募開始時期                     令和元年 7月現在 

https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2.pdf
https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2.pdf


 

都道府県 令和2年3月卒業者の応募・推薦方法 備考

北海道 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 (ただし、就職面接会で応募する場合は期間にとらわれず2社以上応募可能とする。）

青森 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

岩手 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

宮城 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

秋田 当初から1人3社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、県内求人事業所に応募・推薦する場合に限る）

山形 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。

福島 10月中までは1人1社制、11月1日以降事業主の承諾を得た場合に限り複数の応募・推薦（原則2社まで）を可能とする。

茨城 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、就職面接会においては2社以上応募可能とする。）

栃木 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

群馬 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

埼玉 10月中までは1人1社制、11月1日以降は、事業主の承諾を得た場合に限り複数の応募・推薦（原則2社まで）を認める。

千葉 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人原則2社まで応募・推薦を可能とする。

東京 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 （ただし、道府県の企業に応募する場合は、応募先の応募・推薦の申し合わせを適用する。)

神奈川 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

新潟 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募･推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用し、県内外を含め受験できる企業数は原則2社以内とする。)

富山 11月中までは1人1社制、12月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用することが望ましい。)

石川 11月中までは1人1社制、12月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

福井 10月中までは1人1社制、11月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

山梨 11月14日までは1人1社制、11月15日以降複数応募・推薦を可能とする。

長野 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

岐阜 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

静岡 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人3社まで応募・推薦を可能とする。

愛知 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

三重 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

滋賀 10月中までは1人1社制、11月1日以降未充足求人に限り1人2社まで応募・推薦を可能とする。

京都 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

大阪 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

兵庫 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)

奈良 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

和歌山 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

鳥取 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

島根 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

岡山 11月中までは1人1社制、12月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

広島 10月中までは1人1社制、11月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

山口 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

徳島 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

香川 10月中までは1人1社制、11月1日以降複数応募・推薦を可能とする。

愛媛 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

高知 10月中までは1人1社制、11月1日以降事業所の了解のもと1人2社まで応募・推薦を可能とする。

福岡 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

佐賀 10月中までは1人1社制、求人者の承諾を得た場合に限り11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

長崎 11月14日までは1人1社制、11月15日以降複数応募・推薦を可能とする。

熊本 11月15日までは1人1社制、11月16日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

大分 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

宮崎 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。

鹿児島 10月中までは1人1社制、11月1日以降1人2社まで応募・推薦を可能とする。 (ただし、高校生のための就職面接会を通じての応募は複数応募可能とする。)

沖縄 当初から1人3社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適
用する。)  

10月16日から 秋田県、沖縄県 2

11月1日から
北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、、新潟県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、
広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県
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11月15日から 山梨県、長崎県 2

11月16日から 愛知県、三重県、島根県、徳島県、福岡県、熊本県 6

12月1日から 富山県、石川県、岡山県 3  

（新） 

各都道府県の複数応募開始時期                     令和 2年 7月現在（日程変更後） 

※厚生労働省「高卒就職情報 WEB提供サービス」より作成

https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2

.pdf 

https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2.pdf
https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ichiran0107_ver2.pdf


29頁（高校生の選考開始期日変更に伴う複数応募開始時期変更のため） 

（旧） 

 

 

 

 



 

（新） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90頁（近畿高等学校統一用紙履歴書の一部変更：性別欄削除） 

（旧） 

新規高等学校卒業者用応募書類・履歴書（近畿高等学校統一用紙） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新） 

新規高等学校卒業者用応募書類・履歴書（近畿高等学校統一用紙） 


