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は じ め に 
 
 
 事業主の皆様には、平素より職業安定行政の業務運営に格別の御理解と御協

力を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、中長期的に若年労働力が減少する中で、産業の発展、社会の活力の維持・

向上を図るためにも、新規学校卒業者をはじめ若年者が仕事を得て、十分にその

能力や個性を発揮し、将来の産業や社会の担い手として活躍が求められます。 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中ではありますが、若年労働

力の確保のため、採用計画の早期策定や採用枠の確保、魅力ある求人条件の設定

に御協力をお願いいたします。 

また、新規学校卒業予定者の就職は、人生の大きな転機となるものであり、そ

れが適切に行われるかどうかは特に重要となります。応募者の適性と能力に基

づき公正な採用選考を実施していただくよう、併せてお願い申し上げます。 

さらに、和歌山県高等学校就職問題検討会議の申し合わせにより、令和４年３

月新規高等学校卒業予定者については、生徒の応募機会を増やすため、従来の

「一人一社制」を見直し、求人者が認める場合には、選考開始日より県内企業に

限り複数社への応募を可能とする「複数応募制」を導入することとなりました。

採用計画の御検討の際や選考過程において、この点にも御留意、御配慮をお願い

申し上げます。詳しくは、本冊子を御覧ください。 

和歌山労働局といたしましては、和歌山県・和歌山県教育委員会等の関係機関

との連携を強化しながら、新規学校卒業者の円滑な就職支援に努めてまいりま

すので、引き続き御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

令和３年５月 

 
 
 

 

和歌山労働局職業安定部長 

新平 紗恵子 
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規新学校卒業者の採用内定取消等に関する事前通知制



（20～29ページ参照）

26

　（職場見学実施にあたっては、夏休み期間等、学校の教育活動への影響が少ない日時・時期で
の計画にご協力ください。）

　職場見学はあくまでも生徒が仕事というものに対しての正しい知識を得るあるいは職業選
択をする機会なので見学に参加した生徒個人に対しては次の点に注意して実施されますよう
にお願いします。
　なお、職場見学において生徒は自主参加となっていますので、事前選考など採否の条件に
はしないでください。

◎「職場見学のお願い」以外の書類の提出や記入を求めないでください。
　（応募書類・履歴書・自己紹介書・アンケートなど）
◎採用選考につながる質問や内定と受け取られるような話をしないようにしてください。
　（生徒個人に関する質問など）
◎職場見学に来なかった生徒に対し「意欲がない」などと理由をつけ不採用にすることのな
いよう「職場見学」の趣旨をご理解の上実施してください。
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（５～７ページ参照）

　令和３年度については、申し合わせにより選考開始日より県内企業に限り、複数社への応募が可
能となりました。（複数応募を不可として求人を提出することも可能です。）
　複数応募が可能な求人を提出していただける場合は、生徒が希望する各企業の面接を受けること
ができるよう面接日は随時とするか複数設けるなどのご配慮をお願いします。

選考後原則７日以内に通知してください。

　　また、辞退があった場合にも、応募書類は速やかに学校あて返送してください。
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（参考様式）
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令令和和３３年年度度新新規規高高等等学学校校卒卒業業予予定定者者のの  
就就職職にに係係るる応応募募・・推推薦薦方方法法等等ににつついいてて  

 
和歌山県高等学校就職問題検討会議は、令和３年３月２９日、４月８日に会議を開催し 
下記のとおり申し合わせを行いました。 

 

 令和４年３月新規高等学校卒業予定者に係る申し合わせ等について 
 

令和３年４月８日

 
 経済団体、高等学校、和歌山県知事部局、和歌山県教育庁及び和歌山労働局で構成する和

歌山県高等学校就職問題検討会議は、令和４年３月新規高等学校卒業予定者を対象として

複数の就職機会の中から希望に合致した職業を選択できる機会の拡充を図るため、下記の

とおり申し合わせる。 
 

記 
 
  
１ 応募について 
 指定校求人及び公開求人に関わらず、令和３年９月１６日から県内企業に限り、複数社

への応募を可能とする（ただし、求人者が複数応募を認めた場合に限る。）。 
 

２ 指定校求人の推薦数について 
  求人者は求人先の学校に対して、当該校からの推薦数を設定できる。 
    
３ 内定承諾について 
  生徒は複数社から内定を受けた場合は、入社の意思がある１社に対して内定承諾の通 
知を、その他の求人者には内定辞退の通知を速やかに学校を通じて行うこと。 

   
  
 
 

和歌山県高等学校就職問題検討会議 
                                          和歌山県経営者協会 
                                          和歌山県商工会議所連合会    
                                          和歌山県商工会連合会    
                                          和歌山県中小企業団体中央会 
                                             一般社団法人和歌山経済同友会  
                                            和歌山県高等学校進路指導研究会 
                           和歌山県高等学校長会    
                           和歌山県   
                         和歌山県教育庁 
                                        和歌山労働局 
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令和４年３⽉新規⾼等学校卒業予定者に係る申し合わせ等について QA 
和歌⼭県⾼等学校就職問題検討会議 

【趣旨について】 
Ｑ１．  複数応募制導⼊の趣旨は？ 

Ａ． 従来の仕組みでは、⽣徒は⾏きたい企業よりも、教員との⾯談等の中で校内選考に
受かりやすい企業を希望する傾向があると指摘されている。そのため、就職後に就職
先の企業が⾃分の思いと違った時に、離職につながりやすい可能性を秘めている。 

このような状況を改善するために、⽣徒が主体的に企業を研究し、⾃らの意思と責
任で職種や就職先を選択する意欲や態度、能⼒を育てていった上で、⽣徒全員が希望
する企業に応募できるよう、指定校求⼈における推薦枠の上限を撤廃するとともに、
従来の⼀⼈⼀社制から複数応募制に変更する。 
 また、企業にとっても、主体的に⾃社を希望する⽣徒からより多くの応募があれば、
⾃社が求める⼈材を採⽤できる可能性が⾼まる上に、⽣徒と企業とのミスマッチが少
なくなることにより、⼊社後の早期離職の減少にもつなげることができると考える。 

企業にあっては、これらのことを踏まえ、⽣徒が複数の企業に応募できるよう併願
可能な求⼈とともに、希望する⽣徒全員が応募できるよう配慮をお願いしたい。 

 
【複数応募制について】 
Ｑ２．  ⽣徒の１⼈当たりの応募社数に制限はないのか？ 

Ａ． 複数の企業に応募できるが、⽇程等の関係から応募できる企業数は限られることが
考えられるので、学校は、⽣徒に事前に⼗分な企業研究を⾏って応募するよう指導す
る。 

 
Ｑ３． ⽣徒がＡ社から内定通知を得た後、Ｂ社の選考試験がまだの場合、Ｂ社の試験を辞

退できるのか？ 
 Ａ． Ａ社が⽣徒の第⼀希望であり、内定承諾の意思がある場合は、Ｂ社の試験を辞退し

ても構わない。 
 
【指定校求⼈について】 
Ｑ４． 企業が指定校求⼈の推薦数の設定に配慮すべきことは何か？ 
 Ａ． 企業は、複数応募制の趣旨に鑑み、できるだけ希望する⽣徒全員が応募できるよう

な⼈数設定に配慮するが、採⽤予定の⼈数等、⾃社の実情を勘案した上で、採⽤計画
に⽀障をきたさない範囲で推薦数を任意に設定しても構わない。 

 
Ｑ５.  学校は、推薦数が設定された指定校求⼈に対して、推薦数を超えた⽣徒からの応募

があった場合、どうすればよいか？ 
Ａ． 学校は、推薦数の枠を超えて⽣徒の希望があった場合、当該企業と協議する。その  

上でもなお、応募希望者数が推薦枠を超える場合は、校内において適切に選考する。 
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Ｑ６． 企業は、指定した学校から推薦数の枠を超えた応募についての相談があった場合、

どのように対応すればよいか？ 
 Ａ． 原則として、学校別推薦数の範囲の推薦⼈数とするが、学校から特に相談があれば、

希望する⽣徒が応募できるよう柔軟に対応する。 
 
【内定について】 
Ｑ７． 企業からの「内定通知」をもって⽣徒の「内定承諾」となるのか？ 
 Ａ． 指定校求⼈、公開求⼈ともに、企業が内定通知を出した後、⽣徒が内定承諾の通知

を企業に⾏った時点で、内定承諾となる。なお、試験後の内定通知、それに続く内定
承諾をできるだけすみやかに⾏うこととする。（企業は、選考結果を選考後７⽇程度
以内に学校に通知し、⽣徒の内定承諾もしくは内定辞退については、学校への内定通
知後７⽇程度以内に学校を通じて企業に通知する。） 

 
【その他】 
Ｑ８． 企業は、採⽤計画に⽀障がある場合、複数応募を不可として求⼈を申し込んでもよ

いか？ 
 Ａ． 企業は、⾃社の実情を勘案した上で、複数応募を不可として求⼈を提出することは

可能である。 
 
Ｑ９． 教員が⽣徒の応募前職場⾒学に同⾏できない場合は、どうすればよいか？ 
 Ａ． 今後も、原則は教員や保護者が⽣徒に同⾏することとするが、保護者の承諾を得た

上で、⽣徒のみが参加する場合も考えられる。 
 
Ｑ10． 本県の⽣徒が県外の企業に応募するとき、複数応募ができるのか？ 
 Ａ． 本県の⽣徒が県外企業に応募する場合は、当該都道府県のルールに従う。 
 
Ｑ11． 県外の⽣徒は、本県の企業を複数応募できるのか？ 
 Ａ． 県外の⽣徒も本県のルールに従って複数応募することができる。 
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10～12
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 ２０２１年度大学・短期大学・高等専門学校卒業予定者を対象とする採用・就職活動に係る

取扱いについて、企業等においては、政府から経済団体等に対する「2021 年度卒業・修了予定

者等の就職・採用活動に関する要請について」により、また大学等においては「2021 年度大学、

短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」により、就職・採

用活動の円滑な実施及び学生の学修環境の確保等が求められています。 

 

１．就職、採用活動日程を以下のとおり、遵守すること。 

    ・広報活動開始：  卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

    ・採用選考活動開始：卒業・修了年度の６月１日以降 

    ・正式な内定日：  卒業・修了年度の１０月１日以降 

    

２．学事日程等に十分配慮すること。 

    ・採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用するとともに、 

学生の健康状態に配慮すること。 

    ・遠隔地の学生に対し、多様な通信手段などを活用すること。 

   

３．日本人海外留学者・外国人留学生などに対し、多様な採用選考機会を積極的に周知・ 

提供すること。 

   

４．学生の個人情報の取扱い等について、法令を遵守すること。 

    

５．セクシュアルハラスメント等の防止を徹底すること。 

    

６．就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行ったり、情報発信する 

ことがないようにするとともに、学生の長期休暇の活用など学事日程に十分配慮する

こと。 

    

７．採用選考に当たり、成績証明等を一層活用し、学修成果や学業への取組状況を適切に 

評価すること。 

    

８．卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応 

募を可能とすること。 

 

 

４ 大学・短期大学・高等専門学校等卒業者 

（1）2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項（ポイント）
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（項目のみ抜粋） 

  

【大学等における取組】 

   １．就職・採用選考活動の円滑な実施 

    （１）就職・採用選考活動スケジュールに関する留意事項 

      ①「企業説明会」の取扱い 

      ②学校推薦の取扱い 

      ③正式内定開始日の周知 

    （２）学生への周知・情報提供 

      ①就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知 

      ②就職関連情報の積極的な提供 

    （３）学修成果等に関する情報の公表等の実施 

    （４）相談体制の充実 

   ２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について 

    （１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知 

    （２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱いについて 

   ３．その他の事項について 

    （１）各大学等における職員採用の対応 

    （２）「申合せ」の内容の周知 

 

 【企業等への要請事項】 

   （１）就職・採用選考活動開始時期の遵守 

   （２）学生の学業への配慮 

   （３）多様な選考機会の提供 

   （４）雇用の機会均等、職業の選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の

徹底 

   （５）インターンシップの適切な実施 

   （６）採用選考活動における評価 

   （７）学生の健康状態への配慮 

   （８）卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱いについて 

        

 

 

 

※ポイント及び項目のみ抜粋しておりますので、内容については以下の内閣府のホームページをご覧ください。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/index.html 

 

  

（2）大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）
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市堀川

30 ～ 38

ハローワークインターネットサービスによる求人情報提供
　ハローワークでは、ハローワークインターネットサービスにより各大学等及び学生等に対し
て求人情報を迅速に提供できるようになっています。

わかやま新卒応援ハローワーク
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承諾書について

承諾書

承諾書

者

（参考例）

内 定 承 諾 書

考慮
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したがって、通学可とする求人にあっては、以下の配慮をお願いします。
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仕事

初めて求人を申し込む場合は、事業所登録シートをご記入ください。（39ページ参照）
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求人申込書の記入について
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年 月 日

1 3
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 000,03業営 円 手当 円

手当 円 手当

転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金・
手当

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a) 165,000　円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし
て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

就

業

形

態

１．派遣・請負ではない
２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇

用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒  100－0000

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

東京都千代田区○○○１－×－×

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

求人申込書（高卒）
受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

求人の対象年度 　（　２０２１　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

受動喫煙対策

既卒者・中退者の
応募可否

可不．２　　可．１：募応者退中可不．２　　可．１：募応卒既

卒業後概ね（　３　）年以内

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可

（１／４） 求人区分

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

仕事内容

「仕事の内容」
・生徒が最も重要視する項目の一つです。分かりやすい記入をお願いします。

「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「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間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「１.正社員」ではなく、「４.無期雇用派遣労働者」としてください。

「雇用期間」
・定めありの場合は期間を明示してください。

「契約更新の可能性」
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の条件など
について「補足事項」欄に詳しく記入してください。

「試用期間」
・試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄
に記入してください。

「就業場所」
・本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支
店等を記入し、「補足事項」欄に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。
「転勤の可能性」
・転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄に可能性のある地域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」に記入
してください。
・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「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「受動喫煙対策に関する特記事項」に記入してくださ
い。

「マイカー通勤」
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。
・通学が「可」で配慮（時間配慮、賃金補助等）がある場合は、青少年雇用情報の「２（２）自己啓発支援の有無及びその内
容」に詳しい情報を記入してください。

「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。

賃金・手当

「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・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･･･具体的に明示してく
ださい。）
「基本給」
・「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）。

また、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する。
・基本給は、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。
「固定残業代」
・固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「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かかわらず、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。

求人申込書（高卒）の書き方

－ 22 －



年 月 日

1 3

42

 000,03業営 円 手当 円

手当 円 手当

転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

賃金・
手当

賃金形態

等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制

　５．その他
毎月の賃金 １．現行　　２．確定

基本給（a) 165,000　円

円

固定

残業代（ｃ）
(全角120文

字以内)

１．あり 　　　　　　　　　　　　16,000　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：　時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代とし
て支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。

月平均

労働日数 　19.8日

定額的に

支払われる

手当(b)
（手当名は

全角6文字

以内）

手当

雇用期間

１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

　　　　　　営業

仕事の内容：(全角300文字以内）

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

就

業

形

態

１．派遣・請負ではない
２．派遣

３．紹介予定派遣

４．請負

雇

用

形

態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間
１．あり　　２．なし

試用期間中の労働条件： 同条件　　　　　・　　　　　異なる

　

　　　　　就業場所

住所(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

　□ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒  100－0000

最寄り駅（　　　　○○線△△　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（        10　　分）

東京都千代田区○○○１－×－×

普通自動車免許（AT限定可）　（入社後の取得可）

求人申込書（高卒）
受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

霞ヶ関電子工業　株式会社

事業所番号：

１３０７－９４０６２１－１

求人の対象年度 　（　２０２１　　）年      月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

従業員数：就業場所（　　　105   　人）  うち女性（　　　42　　　人）  うちパート（　　　　6　　　人）

受動喫煙対策

既卒者・中退者の
応募可否

可不．２　　可．１：募応者退中可不．２　　可．１：募応卒既

卒業後概ね（　３　）年以内

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：
　喫煙できる部屋がある

マイカー通勤 １．可　　２．不可

（１／４） 求人区分

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

仕事内容

「仕事の内容」
・生徒が最も重要視する項目の一つです。分かりやすい記入をお願いします。

「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「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間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「１.正社員」ではなく、「４.無期雇用派遣労働者」としてください。

「雇用期間」
・定めありの場合は期間を明示してください。

「契約更新の可能性」
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の条件など
について「補足事項」欄に詳しく記入してください。

「試用期間」
・試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄
に記入してください。

「就業場所」
・本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支
店等を記入し、「補足事項」欄に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。
「転勤の可能性」
・転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「補足事項」欄に可能性のある地域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」に記入
してください。
・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「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「受動喫煙対策に関する特記事項」に記入してくださ
い。

「マイカー通勤」
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。
・通学が「可」で配慮（時間配慮、賃金補助等）がある場合は、青少年雇用情報の「２（２）自己啓発支援の有無及びその内
容」に詳しい情報を記入してください。

「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。

賃金・手当

「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・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･･･具体的に明示してく
ださい。）
「基本給」
・「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）。

また、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する。
・基本給は、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。
「固定残業代」
・固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「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かかわらず、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。

求人申込書（高卒）の書き方

－ 23 －



円

円

1 円 3

4円2

日 日

％円

1 回

2 回

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支
払われる

手当

（手当名は

全角6文字

以内）

手当 10,000 手当 円

手当 5,000 手当 円

賞与
１．制度あり

25

月翌・月当      ）末月（定固．２）末月（定固．２

他のそ．３他のそ．３

昇給
１．制度あり 　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　4.5　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

2,500 又は 昇給率：

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

回数 賞与月数：　　　　２　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

18

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他の記載事項：
　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
しな．２しな．２

再雇用制度
１．あり

上限年齢     70  歳まで
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

　でま歳齢年限上
２．なし

資格

皆勤

10

（２／４）

労働時間

「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の内容を確認させていただく場合があります。
・「就業時間」 １に通常の就業時間帯
「就業時間」 ２及び３に特定の曜日の就業時間帯を記入し、「補足事項」欄に曜日を特定して注釈を記入してください。

・「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、「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、

選考方法欄の「補足事項」欄に、例えば、「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。
また、「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」に入力する場合は、実

態・目安であることを「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、「補足事項」欄に、例えば
「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）など、具体的に
記入してください。

「３６協定」
・３６協定における特別条項がある場合は「特別な事情・期間等」に、例えば、「○○とき（特別な事情）は○回を限度とし
て１ヶ月○○時間まで、一年○○時間できる」と具体的に記入してください。

「休日等」
・「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。
１．毎週・・・完全週休二日制を実施している場合
２．なし・・・週休二日制を実施していない場合
３．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。

賃金・手当

「手当」
・「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、「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。

保険・年金・定年等

「企業年金」
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

「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該当する項目「単身用あり」、「世帯用あり」、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、現在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「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。

求人申込書（高卒）の書き方
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円

円

1 円 3

4円2

日 日

％円

1 回

2 回

1 9 時 0 分 ～ 時 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

0 日

10 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

211,000

２．実費支給（上限なし）

３．一定額

50,000４．なし

特別に支
払われる

手当

（手当名は

全角6文字

以内）

手当 10,000 手当 円

手当 5,000 手当 円

賞与
１．制度あり

25

月翌・月当      ）末月（定固．２）末月（定固．２

他のそ．３他のそ．３

昇給
１．制度あり 　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 回数 賞与月数：　　4.5　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

2,500 又は 昇給率：

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

回数 賞与月数：　　　　２　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

時間外
労働

(全角60文

字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間： 時間 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：
１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

18

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

休日等
(全角100文

字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　☑ 土　　☑ 日　　☑ 祝　　□ その他

週休二日制 １．毎週　　２．なし　　３．その他　　

その他の記載事項：
　年末年始（12/29～1/3）、夏期休暇(7～9月に3日間)、誕生日休暇（年１回）、その他特別休暇あり

休憩
時間

60 分
年間

休日数
127 日

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等

１．雇用保険
７．その他（

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済 １．加入　　　　２．未加入

退職金制度
１．あり

勤続年数 １．不問　　２．必要（　　　　　３　　　）年以上
２．なし

定年制
１．あり

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

歳
しな．２しな．２

再雇用制度
１．あり

上限年齢     70  歳まで
２．なし

一律定年制
１．あり

定年年齢： 65

勤務延長
１．あり

　でま歳齢年限上
２．なし

資格

皆勤

10

（２／４）

労働時間

「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の内容を確認させていただく場合があります。
・「就業時間」 １に通常の就業時間帯
「就業時間」 ２及び３に特定の曜日の就業時間帯を記入し、「補足事項」欄に曜日を特定して注釈を記入してください。

・「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、「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、

選考方法欄の「補足事項」欄に、例えば、「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。
また、「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」に入力する場合は、実

態・目安であることを「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、「補足事項」欄に、例えば
「変形労働制により始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）など、具体的に
記入してください。

「３６協定」
・３６協定における特別条項がある場合は「特別な事情・期間等」に、例えば、「○○とき（特別な事情）は○回を限度とし
て１ヶ月○○時間まで、一年○○時間できる」と具体的に記入してください。

「休日等」
・「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。
１．毎週・・・完全週休二日制を実施している場合
２．なし・・・週休二日制を実施していない場合
３．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。

賃金・手当

「手当」
・「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、「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。

保険・年金・定年等

「企業年金」
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

「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該当する項目「単身用あり」、「世帯用あり」、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、現在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「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。

求人申込書（高卒）の書き方
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人人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

否．２　　可．１可不．２　　可．１

3 年 9 月 16 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

募応数複学見場職前募応
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

選考
方法

求人数 ：問不：込住：勤通

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　 　　　　　　　　　　                                           

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： 1△△○○

都道府県： 1△△○○

都道府県：

都道府県：

都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

01

（３／４）

選考方法
「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」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入
れる労働者の希望があれば用意するときは「不問」に記入してください。

「既卒者等の応募可否・入社日」
・高校既卒者の応募の可否を選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

「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いたします。「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
「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。

「選考方法」
・選考方法において、その他に選択した場合は、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、「その他の選考方法」欄に記入してください。

「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（沖縄県については８月30日）以降となっています。
また、選考開始期日は９月16日以降となっています。ご注意ください。

「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、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。

７

･ 入社年月日：令和４年４月１日

･ 無料駐車場あり ／ 駐車場あり（駐車場代 月額3,000円）

「複数応募」
・複数応募について、「可」か「否」を選択してください。
　複数応募が「可」の場合は、いつから複数応募が可能か明記してください。
※令和３年度については、申し合わせにより県内企業に限り９月16日から複数応募が可能となりました。
　詳しくは５～７ページをご参照ください。

「選考日」
・複数応募が可能な求人の場合は、できる限り面接日は「随時」とするか複数設けていただきますようお願いします。
　面接日を複数日指定する場合には、「補足事項」欄にその面接日をご記入ください。

求人申込書（高卒）の書き方

－ 26 －

HYOFMA
取り消し線

HYOFMA
長方形

HYOFMA
テキストボックス
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人人 0 人

9 月 5 日 ～ 9 月 11 日

否．２　　可．１可不．２　　可．１

3 年 9 月 16 日 以降

10 日以内）

月 日 9 月 16 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

募応数複学見場職前募応
□随時 又は☑補足事項欄参照

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費

選考
方法

求人数 ：問不：込住：勤通

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

既卒者等の入社日
１．日にちを指定　　２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

　年　　　　　　　月　　　　　　日

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

最寄り駅（　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（             　　　　分）

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

１．あり　２．なし

その他の選考方法（　○○テスト、△△△試験　　　 　　　　　　　　　　                                           

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 □ 作文☑ その他

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

・試用期間3ヶ月

補足事項
(全角300文字以内）

・試用期間3ヶ月
・応募前職場見学については、7月20日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものではありません。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　安子

担当者（カタカナ） コウロウ　ヤスコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限50,000まで

紹介希望安定所

都道府県： 1△△○○

都道府県： 1△△○○

都道府県：

都道府県：

都道府県：

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

01

（３／４）

選考方法
「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」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入
れる労働者の希望があれば用意するときは「不問」に記入してください。

「既卒者等の応募可否・入社日」
・高校既卒者の応募の可否を選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

「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いたします。「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
「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。

「選考方法」
・選考方法において、その他に選択した場合は、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、「その他の選考方法」欄に記入してください。

「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（沖縄県については８月30日）以降となっています。
また、選考開始期日は９月16日以降となっています。ご注意ください。

「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、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。

７

･ 入社年月日：令和４年４月１日

･ 無料駐車場あり ／ 駐車場あり（駐車場代 月額3,000円）

「複数応募」
・複数応募について、「可」か「否」を選択してください。
　複数応募が「可」の場合は、いつから複数応募が可能か明記してください。
※令和３年度については、申し合わせにより県内企業に限り９月16日から複数応募が可能となりました。
　詳しくは５～７ページをご参照ください。

「選考日」
・複数応募が可能な求人の場合は、できる限り面接日は「随時」とするか複数設けていただきますようお願いします。
　面接日を複数日指定する場合には、「補足事項」欄にその面接日をご記入ください。

求人申込書（高卒）の書き方

－ 27 －

HYOFMA
取り消し線

HYOFMA
テキストボックス
申し合わせにより県内企業に限り選考開始当初から複数応募が可能となりました。
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