2019年10月以降に求人申込みを行った事業主の皆さまへ

2020年１月6日から

求人票が変わります

その２

2020年１月６日にハローワークのシステムが変わり、より多くの求職者の方々に、
より詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになります。

◆ポイント１ 求人票の様式がA４片面からA４両面に変わります。掲載
する情報量が増え、求職者が求める情報をより詳細に伝えら
れるようになります。
◆ポイント２ ハローワークに来所しない求職者に対しても、ハローワー
クインターネットサービスを通じて、ハローワーク内に設置
されたパソコン（検索・登録用端末）と同じ求人情報を提供できる
ようになります。
これまでにご登録いただいた情報は「新求人票」に掲載されます※が、新設する情報
欄は空欄となります。
※一部を除く。詳細は「2020年1月6日から求人票が変わります

その１」を参照。

このため、2020年１月６日以降に、
① 現在申し込んでいる求人の更新や条件変更を行う場合
② 現在申し込んでいる求人について、新設する情報欄の追加登録を希望する場合
は、以下の事業所・求人情報の追加登録手続きについて、ご理解・ご協力をお願いいた
します。
追加登録や更新などに当たっては、備え付けの追加登録様式をご活用ください。
■すべての事業所・求人について、登録が必要な情報
■一定の条件に該当する事業所・求人について、登録が必要な情報
■その他、新設する情報や登録方法が変わる情報
■画像情報について
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→
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→
→
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すべての事業所・求人について、登録が必要な情報

新求人票に新設する情報のうち、すべての事業所・求人について登録する必要があるものは次表のと
おりです。（★印は新設したもの）
（１）事業所情報
登録情報

留意点

1

代表者役職★

＊これまでは「代表者名」欄に役職も登録していましたが、「役職」欄を新設し
たため、今後は本欄にご登録ください。

2

代表者名（フリガナ★）

＊求人票には掲載されません。

3

労働者派遣事業の許可有無★、許可番号★

＊これまでは「事業内容」欄などに登録していましたが、「許可番号」欄を新設
したため、今後は本欄にご登録ください。

4

事業所所在地の地図

＊地図ソフトを活用した登録方式に変わります。詳細は４頁をご覧ください。
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登録情報

5

6

留意点

職務給制度★

＊職務給制度：労働者が従事する職務に応じて賃金を決定する制度。一部の職種
に適用している場合を含みます。
＊求人票には有無のみ掲載されます。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はすべて（有無および内
容）掲載されます。

復職制度★

＊復職制度：結婚、出産、介護、配偶者の転勤などでいったん会社を退社した後
に、復職できる（再雇用する）制度。
＊求人票には有無のみ掲載されます。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上ではすべて（有無および
内容）掲載されます。

（２）求人情報
登録情報

留意点

就業場所における屋内の受動喫煙対策★

＊就業場所における受動喫煙対策の有無・内容欄を新設します。

賃金－固定残業代（C）★

＊固定残業代はこれまでｂ欄などに登録していましたが、欄を新設したため、該当
なしの場合もご登録ください。
＊「あり」の場合で、これまでｂ欄に記載・表示していた内容については、ｃ欄に
登録し直してください。
＊固定残業代がある場合、賃金欄は「ａ＋ｂ＋ｃ」の額が表示されます。

昇給制度の有無★

＊制度の有無欄を新設します。
＊これまで登録した内容に応じ、「前年度実績あり」の場合は「制度あり」、「前
年度実績なし」の場合は「制度なし」と表示されますので、実状に合わせて登録し
直してください。「前年度実績あり」の場合で金額等が未登録の場合はあわせてご
登録ください。

4

賞与制度の有無★

＊制度の有無欄を新設します。
＊これまで登録した内容に応じ、「前年度実績あり」の場合は「制度あり」、「前
年度実績なし」の場合は「制度なし」と表示されますので、実状に合わせて登録し
直してください。「前年度実績あり」の場合で金額等が未登録の場合はあわせてご
登録ください。

5

時間外労働－３６協定における特別条項の有無★、
特別な事情・期間等★

＊時間外労働「あり」の場合、「３６協定における特別条項の有無」欄を新設しま
す。季節的に残業を行うことがある場合などは「特別な事情・期間等」欄にご登録
ください。

6

応募書類の送付方法★

＊これまで「求人条件特記事項」欄などに登録していた情報については、今後は本
欄にご登録ください。

1

2

3

２

条件に該当する事業所・求人について、登録が必要な情報

求人票に掲載する情報のうち、各条件に該当する事業所・求人について登録する必要のあるものは
次表のとおりです。（★印は新設したもの）
（１）事業所情報
登録情報

条件

1

代表者氏名

未登録の場合

2

事業所所在地の郵便番号

未登録の場合

3

会社の特長

未登録の場合

4

加入保険等

未登録の場合

5

退職金共済

未登録の場合

6

退職金制度

未登録の場合

7

定年制

未登録の場合

8

再雇用制度

未登録の場合

9

勤務延長

未登録の場合

10 就業場所情報

地図
従業員数★

11 PRロゴ等

事業所と異なる就業場所を登録している
場合
「PRロゴ等」を登録している場合

留意点

＊地図ソフトを活用した登録方式に変わります。詳細
は４頁をご覧ください。

＊求人単位で登録する方式から、事業所単位で登録す
る方式に変わるため、あらためてご登録ください。
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（２）求人情報
登録情報

条件

1

就労継続支援A型事業の利用者募
集★

就労継続支援A型事業所であって、障
害者を募集する場合

2

就業形態－派遣・請負等（紹介予
定派遣★）

就業形態が「紹介予定派遣」の場合

3

雇用形態－正社員以外の名称、
正社員登用★（有無、実績）

雇用形態が「正社員」以外の場合

留意点

＊選択肢「請負」「派遣」に「紹介予定」を新設しま
す。該当する場合はご登録ください。

期間
4

5

雇用期間

試用期間

契約更新の可能性、
契約更新の条件★

「雇用期間の定めなし」以外で、かつ
未登録の場合

期間★

「試用期間あり」の場合

労働条件の内容

「試用期間あり」で、未登録の場合

＊「契約更新の条件」欄を新設します。これまで「求
人条件特記事項」欄などに登録した内容は、今後は本
欄にご登録ください
＊試用期間の詳細について、「期間」欄と「試用期間
中の労働条件の内容」欄に分割します。これまでに登
録した内容は「労働条件の内容」欄に表示されますが、
今後は「期間」欄にご登録ください。

6

就業場所の地図

就業場所が「事業所所在地と異なる」
場合

＊地図ソフトを活用した登録方式に変わります。詳細
は４頁をご覧ください。
＊事業所情報として、事業所所在地と異なる就業場所
を既に登録している場合は、当該情報を活用できます。

7

マイカー通勤（駐車場の有無★）

「マイカー通勤可」の場合

＊「駐車場の有無」欄を新設します。駐車場が「あ
り」で駐車費用が必要な場合は「求人に関する特記事
項」欄にご登録ください。

8

転勤の可能性（転勤範囲）

転勤の可能性「あり」で、かつ未登録
の場合

9

年齢制限理由

「不問」以外で、かつ未登録の場合

10

学歴（学校の選択★）

「不問」以外の場合

＊選択肢に「必須」を新設します。また、自由記載方
式から該当する学歴を選択・登録する方式に変更しま
す。これまでに登録した内容は下段に表示されますが、
本欄に登録し直してください。

11

必要な経験等

「不問」以外の場合

＊選択肢に「必須」「あれば尚可」を追加します。い
ずれかを選択してください。

12

賃金形態（その他の内容）

賃金形態が「その他」（月給、日給、
時給、年俸制以外）で、かつ未登録の
場合

13

月平均労働日数

フルタイム求人で、かつ未登録の場合

14

賃金締切日（その他の締切日★）

賃金締切日が「その他」の場合

＊これまで「求人条件特記事項」欄などに登録した内
容について、今後は本欄にご登録ください。

15

賃金支払日（その他の支払日★）

賃金支払日が「その他」の場合

＊これまで「求人条件特記事項」欄などに登録した内
容について、今後は本欄にご登録ください。

16

加入保険

17

退職金共済

18

退職金制度

19

定年制

20

再雇用制度

21

勤務延長

22

選考方法（面接予定回数★）

選考方法が「面接」の場合

23

選考結果通知時期（書類選考／面
接選考○日後★）

「即決」「その他」以外の場合

事業所登録情報と条件が「異なる」で、
かつ未登録の場合

＊応募書類到着後と面接選考後のそれぞれについて登
録する方式に変わります。

3

登録情報

条件

留意点

24

選考日時

選考日時が「その他」で、かつ未登録
の場合

25

選考場所の地図

選考場所が事業所所在地と異なる場合

26

担当者（課係名、役職名）

未登録の場合

＊地図ソフトを活用した登録方式に変わります。詳細
は４頁をご覧ください。
＊事業所情報として、事業所所在地と異なる就業場所
を既に登録している場合は、当該情報を活用できます。

※地図の登録について
2020年１月６日以降、事業所所在地や就業場所、選考場所の地図については、これまでの手書きな
どによる登録方式から、地図ソフトを活用した登録方式に変わります。
①

＜地図表示イメージ＞

地図上の正確な位置などを確認して登録する場合

→

②

ハローワークにご一任いただく場合

→
ピンマーク

＊

３

ハローワークの窓口で、縮尺やピンマークの位置に
ついて、イメージをご確認いただきながらご登録い
ただきます。

基本的には、登録いただいた所在地から自動表示さ
れた地図を登録します。なお、ピンマークを外した
状態で登録します。

地図は求人票には掲載されませんが、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上に掲載されます。また、ハ
ローワーク窓口で求職者にお渡しする「就業場所・選考
場所の地図」に掲載されます。

その他、新設する情報や登録方法が変わる情報
１～２以外で、新設する情報（記入欄や選択肢）や登録方法が変わる情報は次表のとおりです。

これらの情報には任意でご登録いただくものも含まれていますが、求職者により分かりやすく情報発
信する観点から、可能な限りご登録ください。（★は新設したもの）
（１）事業所情報
登録情報
1

法人名★

2

本社所在地★

3

4

5

6

事業所所在地－最寄り駅までの交通手段★、所要時間
（就業場所や選考場所が「事業所所在地に同じ」場合で、かつ最寄り駅を登録
している場合）

留意点
＊求人票には掲載されない情報です。

＊交通手段の選択肢に「車」を追加します。これに伴い、所要時間欄は
空欄となりますので、必要に応じてあらためてご登録ください。

育児休業取得実績、介護休業取得実績、看護休暇取得実績

＊選択肢に「該当者なし」★を新設します。

就業場所－最寄り駅までの交通手段★、所要時間

＊交通手段の選択肢に「車」を追加するとともに、所要時間欄を分けま
す。これまで登録した内容は「最寄り駅」欄に表示されますが、「駅近
（徒歩10分以内）」の場合は求人検索の「駅近」該当率向上のため
「所要時間」欄に登録し直すことをお勧めします。

（事業所所在地と異なる就業場所を登録し、かつ最寄り駅を登録している場
合）

事業所ＰＲ情報★
（代表的な支店・営業所・工場等、年商、主要取引先、関連会社、福利厚生の
内容、研修制度の内容、両立支援の内容、障害者に対する配慮に関する状況）

＊求人票には掲載されませんが、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上に掲載さ
れる情報です。また、窓口で求職者に配付する「求人・事業所PRシー
ト」に掲載されます。
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（２）求人情報
登録情報
1

トライアル雇用併用の希望★

2

就業場所－在宅勤務★
（在宅勤務求人の場合）

3

就業場所－就業場所に関する特記事項★

4

必要なＰＣスキル★

留意点

＊これまでは「職種」「仕事の内容」欄などに「在宅勤務」であること
を登録していましたが、欄を新設します。「在宅勤務」求人に該当する
場合にチェックすることで、「就業場所」欄に表示でき、検索もしやす
くなります。

5

必要な免許・資格（必須・あれば尚可★、いずれかの免許・
資格所持で可★）

＊それぞれの免許・資格について「必須／あれば尚可」★を選択できる
ようになります。
＊複数の免許・資格について「いずれかの免許・資格所持で可」★を表
示できるようになります。
＊なお、自由記載方式から該当する免許・資格を選択・登録する方式に
変わります。ハローワーク窓口でコード登録した免許・資格名称が表示
されますので、内容を確認し、必要に応じて修正してください。

6

週所定労働日数（労働日数について相談可★）

＊パート求人に限ります。

7

事業所からのメッセージ★

＊求人票には掲載されませんが、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上に掲載さ
れます。また、窓口で求職者に配付する「求人・事業所PRシート」に
掲載されます。

8

障害者雇用に関する項目★

＊求人票には掲載されませんが、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上に掲
載されます。

9

採用人数（募集理由★）

10

選考結果通知方法（求職者マイページ★）

11

選考場所－最寄り駅名★、最寄り駅までの交通手段、所要時
間

＊選択肢に「求職者マイページ」を新設します。求人者・求職者ともに
マイページを作成している場合、メッセージ機能を用いて通知できるよ
うになります。

（「事業所所在地と異なる」場合で、かつ最寄り駅を登録している場合）

＊「最寄り駅名」欄を新設し、交通手段の選択肢に「車」を追加します。
これまで登録した内容は所要時間を含めて「最寄り駅」欄に表示されま
すので、必要に応じて登録し直してください。

12

ＵＩＪターン歓迎★

＊「ＵＩＪターン歓迎」であることを求人票に掲載できます。また、
「ＵＩＪターン歓迎求人」として検索ができます。

13

外国人雇用実績の有無★

＊外国人雇用実績の有無を求人票に掲載できます。

■

４

上記のほか、「仕事の内容」「就業時間に関する特記事項」「求人に関する特記事項」欄など、登録可能
文字数が増える項目もあります。求職者により詳細で分かりやすく情報を提供できるようになりますので、
ご活用ください。

画像情報について

事業所の画像情報（外観・職場の写真、パンフレットなど）をハローワークインターネットサー
ビス上でも公開できるようになります。
（注：2020年１月６日以降、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」を開設すると登録できるようになりま
す。）

これまでハローワーク内に設置されたパソコン（検索用端末）で公開していた画像情報については、
2020年1月６日時点では非公開になりますので、公開をご希望の場合は、2020年１月６日以降に
窓口でご相談ください。

2020年１月６日以降、求人の申込み方法などもより便利になります。
詳しくは、リーフレット「2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わ
ります」をご参照ください。
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紫色箇所：１．すべての求人について登録が必要な情報

新求人票イメージ

青色箇所：２．条件に該当する求人について登録が必要な情報
緑色箇所：３．その他、新設する情報や登録方法が変わる情報
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ＵＩＪターン歓迎

厚 生 労 働 省 ・ 都 道 府 県 労働 局 ・ハ ロ ーワ ー ク
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