
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山口労働局・県内ハローワーク（公共職業安定所） 

令和３年度 

求人申込書（高卒）作成のしおり 

事業所の所在地を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。 

求人申込書（高卒）の受付は ６月１日 からです。 

求人申込（高卒）のご提出にあたっては、大学生等や一般の方とは

別に採用枠を確保していただき、大学生等を採用したことを理由に募

集を取消したり､募集人数を削減したりすることのないよう採用計画を

策定してください。 

新規高等学校卒業者を対象とする求人は、「求人申込書（高卒）」を記入のうえ、ハロ

ーワークで求人の内容が適正であることの確認（受付）を受けた後に、高等学校（専攻

科を含む）若しくは中等教育学校に申し込んでください。 

ハローワークの確認印がないものは、高等学校等への提出ができません。 



労働条件を的確に伝えることに加えて、新卒者の採用者数・離職者数や月平均時間外労働時

間といった職場情報（「青少年雇用情報」）を新卒者等に提供することが、「若者雇用促進法」によ

って定められています。 

この仕組みによって、新卒者等が企業の職場情報を理解した上で応募するようになります。ミ

スマッチによる早期離職を防ぎ、若者が充実した職業人生を歩んでいくための適職選択だけでな

く、企業が求める人材の円滑な採用などにも役立ちます。 

 

 求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間などの労働条件を明示することは、職

業安定法第５条の３により義務付けられています。 

労働条件などの明示は、労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮するためにも、そし

て、就職後のトラブルを避けるためにも重要です。 

 

 新規高卒者にはアルバイト未経験者もいることから、初めての就職活動ということもあり、誤解

を生じやすいため、正確かつ分かりやすく記載していただきますようお願いします。 

 

 ハローワークの窓口では、分かりやすい記載方法のアドバイスを行っています。お気軽にご相

談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青少年雇用情報欄」は、全ての項目に記入をお願いします。 

労働関係法令違反があった事業所の求人は 

受け付けません！ 

 ハローワークでは、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人を受け付けません。 

 ①内容が法令に違反する求人 

 ②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人 

 ③求人者が労働条件を明示しない求人 

 ④一定の労働関係法令違反のある求人者による求人 

 ⑤暴力団員など※による求人 
   ※暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者 
 ⑥職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人 

（職業安定法第５条の５） 

職場情報提供のメリット 

①新規学卒者等の応募意欲が高まる。 

②入社後の職場定着率向上につながる。 

③信用力、企業イメージアップにつながる。 

詳しくは 13～14ページをご参照ください。 

 

求人事業主の皆さまへ 
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山 口 労 働 局 

ハ ロ ー ワ ー ク 

 

「従業員採用のしおり」について御理解を…… 
 

※「就職」とは、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等、生き

ていくうえで極めて重大な意義をもっています。そのためには、職業選択の自由が保障され、

誰もが自己の適性と能力に応じた職業に就く機会が、平等に与えられなければなりません。 

 ハローワークなどでは、こうした考えのもとで、就職を希望するすべての人々に就職差別

のない公正な採用選考が行われるよう呼びかけています。 

 特に、新規学校卒業者においては、職業生活に入る大きな転機であり、職業意識や経験が

乏しい中で応募することになります。応募者の適性と能力に関係のない事項をもって採用選

考をすることのないよう、御理解をお願いします。 

 

 

○ 人権尊重に基づいた採用方針や選考基準を明確にしておきましょう。 

○ 統一応募用紙以外の書類を求めないようにしましょう。 

○ 作文や面接試験で応募者の家庭環境や思想、信条等について問わないようにし

ましょう。 

○ 血液検査等の健康診断は原則実施しないようにしましょう。どうしても必要な

場合は、募集する職務との関係において、その必要性や検査項目等を学校及び

応募者に了解を求めましょう。 

○ 身元調査につながることのないようにしましょう。 

 

 

…高校生の応募について… 

①応募前職場見学、②10月１日以降１人２社制については、応募者の職業意識形成の高

揚や職業選択を容易にし、職場定着等を図る観点で実施するものです。 

応募者の主体性を尊重され、面接試験等で就職差別的な取扱いがないよう御配慮くださ

い。 

 

 ① 応募前職場見学について 

職場見学の有無を理由とした採用選考をしないでください。 

また、「参加しなかった理由」や「参加してどうだったか」などの質問をしないで 

ください。 

（注）見学時において選考に類似した行為はしないでください。 

 ② 10月 1日以降１人２社までの応募について 

「専願」、「併願」を理由とした採用選考をしないでください。 

また、「他への応募」や「応募しない理由」などの質問をしないでください。 
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□ 求人条件が、労働基準法や最低賃金法などの労働法令に違反してい

ませんか？ 
 

 

 

□ 賃金は正確に分かりやすく記入しましょう。 

□ 男女均等な募集・採用をしましょう。 

【禁止されている募集・採用例】 
・形式上男女を募集の対象にしているが、応募の受付を男性（女性）のみとする。 

・女性のみ未婚であることや自宅からの通勤を条件とするなど募集・採用に当たって、男女で異なる条件を

設ける。 

・面接試験において、女性に対してのみ、結婚の予定の有無について質問する。 

・男性（女性）にのみ会社案内の資料を送付する。 

 
□ 求人票作成にあたっては、採用計画を十分に検討し、求人取消しを行

わないようにしてください。 
求人申込み後における求人数の変更や求人取消しは、生徒にとって大きな混乱を生じさせ

ます。求人数の設定は、採用計画を十分検討の上、行ってください。 

一般求人や大卒求人で充足したことを理由に高卒求人を取り消すことのないようにお願いし

ます。やむを得ず求人数や求人条件を変更する場合は、求人者マイページから削除や変更は

せずに、直ちにハローワークに申し出てください。 
 

□ 内定取消しや入職時期の繰下げ等を行う場合は、速やかにハローワ

ークに連絡してください。 
 

内定取消し 採用内定後（卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又

は通知した後）、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの

間に、これを取消し、又は撤回するとき。 

入職時期の

繰下げ 

入職時期の繰下げ等内定期間を延長しようとするとき。 

 
特に内定取消しを行う場合は、対象となった生徒に対して、内定取消しを行わざるを得ない

理由について十分な説明を行うとともに、新たな就職先の確保に向けた積極的な支援に努め

てください。 

なお、内定取消しがあった場合には、企業名が公表される場合があります。 

 

□ 求人不受理について、ご理解いただけましたか？ 
職業安定法が改正され、一定の労働関係法令違反があった事業所については求人を一定

期間受け付けません。 
 

□ 公正な採用選考を心がけてください。 
➢詳細は２ページ及び「従業員採用のしおり」をご参照ください。 

 

山口県最低賃金 

８２９円（令和元年 10月５日から引き続き） 

チェックリスト 

※特定（産業別）最低賃金は山口労働局ＨＰでご確認ください。 

※最低賃金は就労地の都道府県によって異なります。 
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□ 新規高卒者の採用選考期日の日程を遵守してください。 
➢詳細は５ページをご参照ください。 

 

□ 指定校求人を申し込みされる場合は、「推薦依頼高校一覧」を添付して

お申し込みください。また、学校へ求人申込みする際は、必ずハローワ

ークの確認印が押印された「推薦依頼高校一覧」を添付してください。 
➢詳細は 15ページをご参照ください。 

 

□ 応募前職場見学について、ご理解いただけましたか？ 
➢詳細は６ページをご参照ください。 
□ 生徒が応募・学校推薦の前に求人事業所の職場見学を行うことは、生徒が応募先企業を

自ら確認する良い機会となりますので、積極的に受入れを行ってください。 

□ 応募前職場見学は採用選考の場ではありません。 

・生徒本人の意向等を聴取する等、採用選考類似の行為をとらないでください。 

・学校や生徒に対して、「職場見学依頼書」以外の書類の提出は求めないでください。 

□ ハローワークが求人受付をした後に実施してください。 

 

□ 応募書類は、学校から提出する以外の書類や会社独自の書類を使用

しないでください。 
学校から提出する応募書類は、「全国高等学校統一用紙」のみです。 

 

□ 新規高卒者の採用選考は、必ず面接を行ってください。 
書類選考のみで採否を決めることは、できません。 

 

□ オンライン面接を実施する場合は、学校で使用できる会場や通信機器

に限りがあることから、学校と事前調整を行った上で、最大限柔軟な対

応をお願いします。 
➢オンライン面接については 17～18ページをご参照ください。 

 

□ 卒業前に研修及び研修に類するものは、行わないでください。 
研修に類さない内定式を行う場合においても、学校教育に支障をきたさないよう日程を調整

してください。 

➢詳細は６ページをご参照ください。 

 

□ 「山口県高等学校就職問題検討会議申し合わせ事項」にご理解とご協

力をお願いします。 
➢詳細は６ページをご参照ください。 

 
 
ご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。 
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令和３年度新規高卒者の採用選考期日の日程等 
 

 

※１ ハローワークへの求人申込み及び事業主への求人票返戻について 
・「求人申込書（高卒）」に所定の事項を記載又は「求人者マイページ」上で登録のう

え、６月１日以降、管轄ハローワークにお申込みください。ハローワークでは、求

人条件、選考日等が適正であることを確認（確認印を押印）した後、７月１日以

降、求人票を求人者にお返しします。 

・求人票は、職種別に作成してください。 

・指定校求人を申し込む場合は、15ページを確認の上、ご提出ください。 

 

※２ 学校への求人申込み及び推薦開始について 
・ハローワークの確認印が押印された求人票（写）により各学校に求人申込みを行っ

てください。 

・学校からの推薦開始は、９月５日以降とされていますので、受付期間の開始日は同

日以降にしてください。 

・学校を指定せず、インターネット（高卒 WEB）公開されている場合は、各学校に個

別に求人申込する必要はありません。 

 

※３ 複数応募について 
・複数応募は都道府県によって取り決めが異なります。他都道府県の日程については

ハローワークにお問い合わせください。 

 

◆留意事項 
・学校課程（全日制、定時制、通信制）や学科により応募者の範囲を限定しないで、 

広く多くの生徒に応募の機会が与えられるよう御配慮をお願いします。 

・求人申込書提出後、記載内容等に変更が生じないよう従業員採用計画を十分に検討 

の上、提出してください。 

・指定校求人をインターネット（高卒 WEB）で公開した場合は、指定校以外の高校か

ら応募される場合があります。その際は、指定校ではないからという理由で応募を

拒否することはできません。指定校の生徒と同様に選考対象としていだくこととな

ります。 

新規高卒者の採用選考期日の日程 

６月１日以降 ハローワークによる求人申込の受付※1 

７月１日以降 事業主への求人票返戻※1及び学校への求人申込み※2 

９月５日以降 推薦開始※2 

９月 16日以降 選考開始、採用内定開始 

10月１日以降 １人２社※3までの複数応募・推薦可能（山口県） 

卒業式翌日以降 就業開始 
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1  令和３年度の応募前職場見学について
　応募前職場見学を実施する。

■ 　趣　旨

　就職を希望する生徒が、応募前に直接事業所を訪問し、求人票に記載されていない内容等を

確認することは、自己の個性・適性に応じた職種や応募先を決定する上で効果的であるため。

　　
　　
　　
　　
　　
　　
④求
人票
・応
募前
職場
見学
実施
予定
表

　　
　　
　　
　⑥
応募
前職
場見
学の
参加
依頼

⑧職
場見
学確
認書
（教
員引
率の
場合
は、
省略
可）

　　
　　
　　
　　
　　
　　
④求
人票
・応
募前
職場
見学
実施
予定
表

　　
　　
　　
　⑥
応募
前職
場見
学の
参加
依頼

⑧職
場見
学確
認書
（教
員引
率の
場合
は、
省略
可）

■ 　実施に当たっての留意事項

◇ 　対象生徒は、当該事業所への応募を検討中、若しくは学校からの推薦を得て応募す

る予定の者に限ります。

◇ 　見学期間は、原則として夏季休業中とします。

◇ 　原則として、教員の引率のもとで実施します。

　なお、就職サポーター等の企業訪問に合わせて実施する場合は、教員の引率がなく

てもよいこととします。

◇ 　求人者は、学校及び生徒に対して職場見学依頼書以外の書類の提出を求めないよう

お願いします。

◇ 　求人者は、求人者と生徒の面談機会において生徒本人の状況を聴取する等、採用選

考類似の行為をとらないよう十分御留意願います。

２　令和３年度の就職慣行について
 　１０月１日以降は一人二社までの複数応募・推薦を可能とする。

■ 　趣　旨

　新規高卒者の就職を取り巻く環境が変化する中、生徒の意志等に基づく職業及び事業

所の選択・決定を効果的に実施するため、また、応募・推薦の機会を拡大するため。

■ 　実施に当たっての留意事項

◇ 　生徒が作成する履歴書の備考欄に「専願」・「併願」の別を明記します。

◇ 　併願可の求人事業所は求人票に、「併願可」と記載してください。

◇ 　複数応募・推薦に御理解、御協力をお願いします。

◇ 　求人枠の拡大及び選考結果の早期通知（１０日程度）についてお願いします。

　卒業前に求人者が実施する研修及び研修に類するものは、その名称の如何に関わらず
行わないこととする。
　なお、研修に類さない内定式を行う場合においても、学校教育に支障をきたさないよう
日程を調整することとする。

■ 　趣　旨

　卒業前に求人者が実施する実習・研修等は学校教育に支障をきたし、また災害発生が

懸念されるため。

　なお、卒業後、入社までの間に研修及び研修に類するものを行う場合は、求人者責任

のもとに行うこととする。

＜応募前職場見学のフローチャート＞

ハローワーク

高 校

求 人 者

生 徒
⑤参加希望を確認

⑨職場見学報告書

①求人票の提出

②職場見学の有無の確認

③応募前職場見学実施予定表

⑦
職
場
見
学

山 口 労 働 局 山 口 県 山口県教育委員会
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年 月 日

普通自動車免許（AT限定可）（入社後の取得可）

1 営業 3

2 4円 手当

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 　　　　　23,000　　　　　　　　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：

時間外労働の有無にかかわらず支給する。
10時間を超える時間外労働分については、追加で割り増し賃金を支給する。

月平均
労働日数 ２０　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 30,000 円 手当 円

手当

従業員数：就業場所（　　３５　人）  うち女性（　　１０　　人）  うちパート（　　０　　人）

受動喫煙対策

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

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 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

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）

電子機器の法人向け営業（既存顧客への営業及び新規顧客の開拓）
・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
・受注から納品までのフォロー・代金回収といった一連の営業業務を担当していただきます。

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

〒         －

最寄り駅（　　　　山口   　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（    １５     　分）

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：

9999-999999-9
求人の対象年度 　（　 令和４     ）年   ３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

✔

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。
（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「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「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「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。
・無期雇用派遣労働者については誤解を招かないよう「正社員」ではなく、「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、就業の可能性のある工場・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。

「屋内の受動喫煙対策」
・屋内の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、「屋内の受動喫煙対策に関する特記事

項」に記入してください。
・「屋内の受動喫煙対策」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」、「喫煙できる部屋（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部屋がある」等を「屋内の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。

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」欄に「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。

MTADKS
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年 月 日

普通自動車免許（AT限定可）（入社後の取得可）

1 営業 3

2 4円 手当

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 　　　　　23,000　　　　　　　　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：

時間外労働の有無にかかわらず支給する。
10時間を超える時間外労働分については、追加で割り増し賃金を支給する。

月平均
労働日数 ２０　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 30,000 円 手当 円

手当

従業員数：就業場所（　　３５　人）  うち女性（　　１０　　人）  うちパート（　　０　　人）

受動喫煙対策

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

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 転勤の可能性 １．あり　２．なし 通学 １．可　　２．不可

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）

電子機器の法人向け営業（既存顧客への営業及び新規顧客の開拓）
・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
・受注から納品までのフォロー・代金回収といった一連の営業業務を担当していただきます。

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

〒         －

最寄り駅（　　　　山口   　　　駅）から［ 徒歩 ・ 車 ］で（    １５     　分）

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：

9999-999999-9
求人の対象年度 　（　 令和４     ）年   ３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

✔

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。
（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「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「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「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。
・無期雇用派遣労働者については誤解を招かないよう「正社員」ではなく、「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、就業の可能性のある工場・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。

「屋内の受動喫煙対策」
・屋内の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、「屋内の受動喫煙対策に関する特記事

項」に記入してください。
・「屋内の受動喫煙対策」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」、「喫煙できる部屋（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部屋がある」等を「屋内の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。

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」欄に「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。

MTADKS
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（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。

円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

1 回

2 回

1 8 時 3 0 分 ～ 時 3 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

1 0

0 日

1 0 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

再雇用制度
１．あり

上限年齢

歳まで　
２．なし

上限年齢勤務延長
１．あり

２．なし
歳まで　65

１．あり

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

又は 昇給率：

17

時間

分 日12460

その他の記載事項：

　夏季休暇は7月～9月に5日間、年末年始12月28日～1月3日

１．雇用保険
７．その他（

３．一定額

４．なし

２．固定（月末）      当月・翌月

218,000

50,000

保険・
年金・
定年
等

１．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし入居可能住宅

a＋b

毎月

労働
時間

休憩
時間

年間
休日数

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

月平均時間外労働時間： 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：

休日等

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　　

時間外
労働

手当 円

手当 手当

賃金・
手当

２．制度なし 賞与月数：　　　４　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

回数

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

賞与
１．制度あり

回数

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

特別に支

払われる
手当

手当

円

賃金
締切日

１．固定（月末以外）
賃金

支払日

２．なし

金額：

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

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

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

当月 ・ 翌月

２．固定（月末）

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり

25

2,500

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：

　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし

６．財形
　　　　）

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

一律定年制 定年年齢： 歳60
２．なし

１．固定（月末以外）

（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

２．実費支給（上限なし）

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。

MTADKS
テキストボックス
⑨



（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。

円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

1 回

2 回

1 8 時 3 0 分 ～ 時 3 0 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

1 0

0 日

1 0 日

　　

２．労災保険 ３．公務災害補償 ４．健康保険 ５．厚生年金

再雇用制度
１．あり

上限年齢

歳まで　
２．なし

上限年齢勤務延長
１．あり

２．なし
歳まで　65

１．あり

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

又は 昇給率：

17

時間

分 日12460

その他の記載事項：

　夏季休暇は7月～9月に5日間、年末年始12月28日～1月3日

１．雇用保険
７．その他（

３．一定額

４．なし

２．固定（月末）      当月・翌月

218,000

50,000

保険・
年金・
定年
等

１．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし入居可能住宅

a＋b

毎月

労働
時間

休憩
時間

年間
休日数

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

月平均時間外労働時間： 　□ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：

休日等

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　　

時間外
労働

手当 円

手当 手当

賃金・
手当

２．制度なし 賞与月数：　　　４　ヶ月分 又は 賞与額：　　　　　　　　　　円～　　　　　　　　　　　円

回数

※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

賞与
１．制度あり

回数

※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入

特別に支

払われる
手当

手当

円

賃金
締切日

１．固定（月末以外）
賃金

支払日

２．なし

金額：

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

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

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

当月 ・ 翌月

２．固定（月末）

３．その他 ３．その他

昇給
１．制度あり

25

2,500

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：

　※前年度実績がある場合は記入

２．制度なし

６．財形
　　　　）

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

一律定年制 定年年齢： 歳60
２．なし

１．固定（月末以外）

（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

２．実費支給（上限なし）

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。

MTADKS
テキストボックス
⑩



2 人 0 人 0 人

9 月 5 日 ～ 12 月 11 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

年 月 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。）

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・駐車場有り
・手当は他に以下のものがあります。
　資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給
・選考旅費：上限額５万円まで。

紹介希望安定所

都道府県： △△ ○○ 2

都道府県： △△ ○○ 2

都道府県：

都道府県：

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。
・応募前職場見学については、７月20日以降実施予定です。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　花子

担当者（カタカナ） コウロウ　ハナコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

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

Eメールアドレス

応募前職場見学 複数応募
□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 通勤： 住込： 不問：

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✔ ✔

✔ ✔

✔

（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」
・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。なお、応募不可の場合は、「既卒者等の入社

日」欄の「４応募不可」を選択してください。
できる限り、既卒者の方にも応募の機会を広げていただくようお願いします。
【参考】

若者雇用促進法に基づく事業主等指針（法第７条）
１.事業主などが青少年の募集や採用に当たって講じるべき措置
 事業主は、既卒者についても、新規学校卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定するとともに、

当該条件の設定に当たって、既卒者が卒業後少なくとも３年間は応募できるものとするなどの措置を講じるよ
う努めること。

 新規学校卒業予定者の採用時期については、通年採用や秋季採用の導入などの個々の事情に配慮した柔軟な対
応を積極的に検討すること。

「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。

「複数応募」
・生徒の応募機会拡大のため、10月１日以降、１人２社までの複数応募を可能とする場合は「可」を、専願（応募中に他社

を受験することを認めない）の場合は、「否」を選択してください。

「選考方法」
・選考方法において、その他を選択した場合は、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。

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。

MTADKS
テキストボックス
⑪



2 人 0 人 0 人

9 月 5 日 ～ 12 月 11 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

年 月 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。）

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

・駐車場有り
・手当は他に以下のものがあります。
　資格手当：当社の定める資格の保有者に対し、10,000円支給
・選考旅費：上限額５万円まで。

紹介希望安定所

都道府県： △△ ○○ 2

都道府県： △△ ○○ 2

都道府県：

都道府県：

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。
・応募前職場見学については、７月20日以降実施予定です。

担当者

課係名、役職名 人事総務課　リーダー

担当者 厚労　花子

担当者（カタカナ） コウロウ　ハナコ

電話番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

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

Eメールアドレス

応募前職場見学 複数応募
□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 通勤： 住込： 不問：

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✔ ✔

✔ ✔

✔

（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」
・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。なお、応募不可の場合は、「既卒者等の入社

日」欄の「４応募不可」を選択してください。
できる限り、既卒者の方にも応募の機会を広げていただくようお願いします。
【参考】

若者雇用促進法に基づく事業主等指針（法第７条）
１.事業主などが青少年の募集や採用に当たって講じるべき措置
 事業主は、既卒者についても、新規学校卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定するとともに、

当該条件の設定に当たって、既卒者が卒業後少なくとも３年間は応募できるものとするなどの措置を講じるよ
う努めること。

 新規学校卒業予定者の採用時期については、通年採用や秋季採用の導入などの個々の事情に配慮した柔軟な対
応を積極的に検討すること。

「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。

「複数応募」
・生徒の応募機会拡大のため、10月１日以降、１人２社までの複数応募を可能とする場合は「可」を、専願（応募中に他社

を受験することを認めない）の場合は、「否」を選択してください。

「選考方法」
・選考方法において、その他を選択した場合は、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。

求人内容に変更があった場合は速やかに応募者・内定者に明示してください。また、ハローワークにもご連絡ください。

MTADKS
テキストボックス
⑫



（４／４）

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法

前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝

労働者ごとの一月あたりの

所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数

※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝

前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法

労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数 ＝

前事業年度の労働者ごとの

年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲

求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。

※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者や派遣等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報としてください。

青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いします。

・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務（「企業の募集・採用に関する情報」「企業の職業能力の開
発及び向上に関する取組の実施状況」「企業の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１
項目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。

・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業の職場能力の開発及び向上に関する取組実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていなく

ても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

「新卒者等の採用者数／離職者数」
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了してい
る事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。離職者数は、各年度の採用者数のうち、記入日現在におけ
る離職者数を記入してください。

「平均継続勤務年数」
・労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

「従業員の平均年齢」（参考値）
・若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記

入してください。平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値とし
ても差し支えありません。

「研修の有無及びその内容」
・具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

「自己啓発支援の有無及びその内容」
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。他には、配置等について

の配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

「メンター制度の有無」
・メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、

並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

「キャリア・コンサルティング（※１）制度の有無及びその内容」
・セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。キャリアコンサルティングを

実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリアコンサル
ティングが実施されていることが必要です。
※１ キャリアコンサルティング

労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
※２ セルフ・キャリアドック

労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援するため、年
齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

「前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数」
・算出方法は左記を参照してください。

「役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合」
・求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。
＊「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

「前事業年度の育児休業取得者数／出産者数」
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。

・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

「区分毎の情報」（本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：学歴別（大卒／高卒）、総合職／一般職）や事業所別、職

種別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
＊ 追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【 記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

MTADKS
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（４／４）

前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法

前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある
者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝

労働者ごとの一月あたりの

所定外労働時間の平均値の合計

前事業年度の労働者数

※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。

前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝

前事業年度の所定外労働時間の合計

各月１日に在籍している労働者の延べ人数

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法

労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位にある者、有給休暇が付与され
ていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。）

前事業年度の有給休暇の平均取得日数 ＝

前事業年度の労働者ごとの

年次有給休暇の取得日数の合計

前事業年度の労働者数

情報の範囲

求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以外※の情報を提供してください。

※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者や派遣等、いわゆる正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報としてください。

青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いします。

・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務（「企業の募集・採用に関する情報」「企業の職業能力の開
発及び向上に関する取組の実施状況」「企業の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１
項目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。

・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業の職場能力の開発及び向上に関する取組実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていなく

ても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

「新卒者等の採用者数／離職者数」
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了してい
る事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。離職者数は、各年度の採用者数のうち、記入日現在におけ
る離職者数を記入してください。

「平均継続勤務年数」
・労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。

「従業員の平均年齢」（参考値）
・若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記

入してください。平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値とし
ても差し支えありません。

「研修の有無及びその内容」
・具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してください。

「自己啓発支援の有無及びその内容」
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。他には、配置等について

の配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。

「メンター制度の有無」
・メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、

並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。

「キャリア・コンサルティング（※１）制度の有無及びその内容」
・セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。キャリアコンサルティングを

実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリアコンサル
ティングが実施されていることが必要です。
※１ キャリアコンサルティング

労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
※２ セルフ・キャリアドック

労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援するため、年
齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

「前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数」
・算出方法は左記を参照してください。

「役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合」
・求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。
＊「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。

「前事業年度の育児休業取得者数／出産者数」
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。

・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。

「区分毎の情報」（本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：学歴別（大卒／高卒）、総合職／一般職）や事業所別、職

種別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
＊ 追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【 記載する情報についての留意事項】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。
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推薦依頼高校一覧

推薦人数

（別添１）

推薦人数

職    種

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名学 校 名安定所名

事業所名

県 名 県 名

総数

（管外） 校

校 人

人

安定所処理欄

（管内）

指定校推薦欄について

令和２年１月のハローワークシステムの刷新に伴い、高卒求人票の指定校推薦欄が削除されまし
た。
つきましては、指定校求人をハローワークに提出する場合は、『推薦依頼高校一覧』にご記入の
上、お申込みください。
また、指定校求人に関しましては、安定所処理欄に確認印を押印された『推薦依頼高校一覧』と
一緒に学校に送付又は持参してください。

➣様式は山口労働局ホームページよりダウンロードできます。

出来るだけ特定の学校を指定することなく、より多くの学校から応募の機会が与え
られるよう、ご理解・ご協力をお願いします。

MTADKS
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「求人者マイページ」のご案内

＜サービス内容＞

●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）。申込み済み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）
・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
※申し込み内容をハローワークで確認します。
※高卒求人の場合、求人募集停止や削減は求人者マイページから削除や変更はせずに、直ちにハローワークに申し出てください。

●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
※登録できる画像情報は10ファイルまでです（サイズ：１ファイルにつき２MBまで 形式：JPEG、GIF、PNG、BMP）。
※ハローワークで確認後に公開します。

ハローワークインターネットサービス上に求人者専用の「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や内容変更などのサービスをご利用いただけます。

※一般求人・学卒求人ともにご利用いただけます。

＜マイページ開設手順＞
・開設を希望する方は、ログインアカウントとして使用する事業所のメールアドレスをご用
意のうえ、窓口へお申し出ください。

・窓口でメールアドレスを登録後（①）、会社のパソコンから手続き（②～⑥）をお願いします。
（「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記バーコード、URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html を入力）

※マイページを開設するには、事業所登録が必要です。（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など
させていただく場合があります。）

※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
し、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。

※メールの受信制限をしている場合は、パスワード登録手続きを行う前に「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からの受信を許可してください。

メールアドレス（控え）：

パスワード登録
認証キー入力

認証キー
受信

（30分有効）

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
「パスワード登録」

窓口でメールアドレス
を登録

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

＜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・求人申し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開設・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使用する事業所のメールアドレスが必要となりま
す。ログインアカウントとして使用するメールアドレスおよびパスワードは、利用者の責任において管理し、第三者に開
示、貸与および譲渡しないでください。

◆求人者マイページを開設するに当たり、利用規約およ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。

◆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、マイページを「利用不可」とする場合があります。

◆事業所の移転など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。

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およ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（ハローワークインターネットサービスからご確認いただけます）。

マイページの操作方法は、「求人者マイページ利用者マニュアル」（ハローワークインターネットサービスに掲載）をご
覧ください。ヘルプデスク（電話：０５７０－０７７４５０）でも操作方法をご案内しております。

MTADKS
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高校生の採用を行う企業の皆さまへ

オンライン面接実施にあたってのお願い

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
LL020827開若01

公正な採用選考について

オンライン面接への対応可否を採用基準としたり、対応できないことをもって、不利

益な取扱いを行わないようにしてください。

また、対面での面接と同様に不適切な質問がないよう、公正な採用選考についての社

内研修を実施するなど工夫して頂き、本人の適性・能力のみを採用基準とするようお願

いします。

詳しくは、公正採用選考特設サイトをご覧ください。

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/

学校との連絡・調整について

学校で使用できるオンライン面接会場や通信機器には限りがあることから、「学校や

生徒の個別事情に配慮して面接日を複数設定する」、「企業側で機器や面接会場を用意

する」など、学校と事前調整を行った上で、最大限柔軟な対応をお願いします。

学校との調整にあたっては、セキュリティ上、Web会議ツールの導入が出来ないなど、

学校ごとに環境が異なることや、学校の面接会場の確保や教員の対応が難しい場合もあ

るため、早めの確認をお願いします。

また、生徒の通信料などの経済的な負担の観点などから、自宅以外での実施として頂

くとともに、面接当日の流れやトラブル時の対応についても、事前に打ち合わせをお願

いします。

なお、企業側でオンライン面接会場を用意する場合にも、実際に使用するWeb会議

ツールを学校にもお知らせください。

高校生の採用選考については、面接機会の限られている高校生に職場の雰囲気などが

伝わるよう、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分留意した上で、対面での

面接実施について、ご理解・ご協力をお願いします。

学校・生徒の事情などにより、オンライン面接を実施する場合は、次の点について、

学校と協議頂いた上で、ご協力をお願いします。また、裏面の留意点もご参照ください。

MTADKS
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面接時の留意点

事前準備時の留意点

□ 利用するWeb会議ツールの確認
⇒学校を会場として実施する場合、学校ごとに対応出来るWeb会議ツールが限られて

いるので、企業側が学校のWeb会議ツールに対応できない場合は、対面での面接実

施などの対応をお願いします。

⇒接続時間の利用制限など、Web会議ツールの機能の確認もお願いします。

※ハローワークでは機器やWeb会議ツールの設定方法などの技術的な相談はお答えできません。

□ 接続テストとトラブル対応の確認
⇒事前に接続テストを行うとともに、面接中に音声・映像のトラブルなどが起こった場

合の連絡体制など、緊急時の対応についても確認をお願いします。

□ 当日のスケジュール管理
⇒対面での面接よりも準備や入れ替えに時間を要すると考えられますので、時間設定に

は十分な余裕を持ってください。

□ 面接開始の合図は明確に
⇒生徒はログイン状態で待機していますので、通信状態を確認した後、「これから面接

を始めます」など、明確な合図をお願いします。

□ 緊張をほぐす声がけを
⇒慣れない環境での面接ですので、対面での面接以上に生徒は緊張しています。生徒が

本来の実力を発揮できるよう、お互いに会話がしやすい雰囲気を作っていただくよう

お願いします。その際、出生地や家族に関することなど本人に責任のない事項や、尊

敬する人物や愛読書など思想・信条に関することなど、本人の適性・能力以外の質問

をしないようご留意ください。また、質問内容が聞き取りづらかったり、分かりにく

かったりするところはないか、こまめに確認をお願いします。

□ あいづちや反応を分かりやすく
⇒画面を通すと言葉や表情が伝わりにくくなるので、対面よりもはっきり話すようお

願いします。

⇒対面での面接に比べてタイムラグが生じる場合があるため、生徒が話している途中

でのあいづちにもご留意ください。

□ 面接終了の合図を
⇒面接終了については、「これで面接を終了します」など声かけをして、退出（ログ

アウト）を促してください。

⇒面接する生徒が複数名いる場合、次の生徒の面接が始まるまでは企業内部での打ち

合わせなどの音声が入らないようご留意ください。
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TEL  0834(31)1950

FAX  0834(22)3765

〒755-8609
宇部市北琴芝2丁目4-30

TEL　0836(31)0164

FAX  0836(31)1835

〒747-0801
防府市駅南町9-33

TEL  0835(22)3855

FAX  0835(25)4033

TEL  0820(22)2661

FAX  0820(22)1069

防府市、山口市徳地
ハローワーク

防　府

ハローワーク
萩

ハローワーク
徳　山

ハローワーク
下　松

〒744-0017
下松市東柳1丁目6-1

TEL　 0833(41)0870

FAX   0833(41)5482

〒740-0022
岩国市山手町1丁目1-21

TEL  0827(21)3281

FAX  0827(23)2863

〒758-0074
萩市大字平安古町599-3
萩地方合同庁舎1F

TEL  0838(22)0714

FAX  0838(25)8581

柳井市、大島郡、熊毛郡

岩国市、玖珂郡和木町

下松市、光市、周南市のうち大字大河
内、大字奥関屋、大字小松原、大字清
尾、大字中村、大字原、大字樋口、大
字八代、大字安田、大字呼坂

周南市（下松公共職業安定所の管轄
区域を除く）

萩市、長門市、阿武郡阿武町

新卒求人受付ハローワーク　一覧表

宇部市、山陽小野田市、美祢市

下関市
※ハローワーク下関（下関市貴船町）では新卒
求人の受付をおこなっていません。

山口市（防府公共職業安定所の管轄
区域を除く）
※ハローワーク山口（山口市神田町）では新卒
求人の受付をおこなっていません。

管  轄  区  域

TEL  083(973)8080

安定所名
電 話 番 号

F A X 番 号

〒750-0025
下関市竹崎町4-3-3
JR下関駅ビルripie（リピエ）2階

TEL  083(231)8189

FAX  083(232)6176

FAX  083(973)7123

郵　便　番　号

所　　在　　地

山口新卒応援
ハローワーク

ハローワーク
プラザ下関

〒754-0014
山口市小郡高砂町1-20
山口しごとセンター内
※2021年５月にKDDI維新ホール
（新山口駅北口）へ移転します。

ハローワーク
岩　国

ハローワーク
柳　井

ハローワーク
宇　部

〒742-0031
柳井市南町2丁目7-22

〒745-0866
周南市大字徳山7510-8




