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1．全求協会員社が「求人情報提供ガイドライン」を遵守し、
40 社 109 メディアが「適合メディア宣言」を実施

2018 年 6 月 7 日、厚生労働省が「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言がスター
ト ～求人サイト等の求人情報提供適正化に向けた自主的な取組を促進～」の広報を行いま
した。これをうけて、公益社団法人全国求人情報協会では、以下の発表を行いました。

公益社団法人全国求人情報協会の会員各社は、求人情報提供ガイドラインを遵守し、
全会員社が適合メディア宣言を行うことを目指します。
2018 年 6 月 8 日現在、正会員 68 社のうち別紙にあります 40 社 109 メディアにおい
て、
「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」を行っております。
■求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言制度とは
求人情報提供事業者が自ら PDCA サイクルを回し、ガイドラインに適合した取り組みを行っ
ていることを求人メディア(求人情報提供事業者)各社が自己責任に基づいて 2018 年 6 月 1 日か
ら宣言できる制度です。本制度は、法に基づく制度ではなく、第三者が優良事業者を審査、認定・
認証するものとは異なります。苦情がゼロであることを示しているのではなく、求職者の声に向
き合い、適正化に向けて取り組みを実行し、読者・ユーザーからの信頼を得るための経営的不断
の努力を続けていることがポイントです。
※「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言」を行うためには、以下の 3 つの条件を満た
し、
「求人情報提供ガイドライン適合メディア」であることを自らの責任において宣言するこ
とが求められます。
①求人情報提供ガイドラインに適合した運営をしていること。具体的には、倫理綱領を踏ま
え、事前審査と事後審査（苦情対応）の仕組みを設け、表現上の留意事項および明示項目を
掲載し、明示に努める項目の掲載促進等に取り組んでいること。
②上記を証明する「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言書」を代表取締役または当該
メディアの担当役員の署名と役職名を入れたものを当該求人メディア等で公開すること。
③本宣言は求人メディアごとに行うものとし、宣言を行った場合は、速やかに協議会事務局へ
連絡を行うこと。

■求人情報提供ガイドラインについて
労働者の適切な職業選択のため、労働者の募集情報を提供する募集情報等提供事業が適切に
運営されることが重要であることから、2018 年 1 月 1 日施行の改正職業安定法を踏まえ、求人
情報提供の適正化を図るための「求人情報提供ガイドライン(以下「ガイドライン」という)」を
「求人情報適正化推進協議会」で検討、2017 年 11 月に改訂版を発表した。
「ガイドライン」は、
「配慮することが望ましい事項等」という位置づけではありますが、倫理綱領、表現上の留意事
項、事前審査および苦情対応の仕組み等を定め、求人情報に記載する項目については明示すべき
項目と明示に努める項目の 2 種類を設けております。なお、本ガイドラインの対象は、求人情報
提供事業者（労働者の募集を行う者の依頼を受けて、当該募集に関する情報を、労働者となろう
とする者に提供する事業者）で、求人サイトや求人情報誌・紙、新聞、雑誌、放送事業者等を指
しています（少数ながら直接応募が可能な職業紹介事業者や労働者派遣事業者も対象です）
。ソ
ーシャルネットワークや職業紹介事業者、労働者派遣事業者等も適宜参考としていただけるも
のです。
■求人情報適正化推進協議会とは
2016 年度にスタートした厚生労働省委託事業「求人情報提供事業の適正化推進事業」の一環
として、15 名の委員で構成される求人情報適正化推進協議会（座長：阿部正浩中央大学経済学
部教授・以下「協議会」
）が設置され、求職者が安心して選べる求人情報の質の向上を図ること
を目的として、求人情報提供事業者による自主規制が推進されるよう、実務指針となるガイドラ
インの作成や周知啓発を検討してきました。なお、この協議会は、2018 年度現在、公益社団法
人全国求人情報協会が受託し実施しております。
参考）求人情報適正化推進協議会ホームページ

ガイドライン：

適正化推進協議会：

別紙：適合宣言メディア一覧（2018 年 6 月 8 日現在
メディア名
エスタニュース
十勝の求人 仕事情報検索サイト WEB プラスワン
仕事情報誌 プラスワン
アルキタ
アルキタオタルナビ
シゴトガイド
しゅふきた
ジョブキタ
新聞折込【バイトル山形】
フリーマガジン【バイトル山形】
求人サイト「イーアイデム」
求人フリーペーパー「ジョブアイデム」
新聞折込求人紙「しごと情報アイデム」
アクセス就活
ＤＯＭＯＮＥＴ
ＤＯＭＯ
ＪＯＢ
ＤＯＭＯリーフ
障がい者の就職・転職を支援する求人サイト
「ウェブ・サーナ」
障がい者のための就職・転職情報誌
「サ～ナ」
シフトワークス
ショットワークス
ハピリク
AMBI
［en］ウィメンズワーク
エンバイト
エン転職
エン派遣
ミドルの転職
女の求人マート
求人サイト「Workin.jp」
求人情報誌「WorkinFree」
就職ウォーカーNet
就職ウォーカー (情報誌)
クローバーナビ
クローバー （情報誌）
めでぃしーんねっと
めでぃしーん BOOK （情報誌）
ダイヤモンド就活ナビ 2019
キャリタス就活 2019／2020
キャリタス看護
バイトル
バイトル NEXT
はたらこねっと
「ａｎ」
「ＤＯＤＡ」
ブンナビ！２０１９
ブンナビ！２０２０
ジャパンタイムズジョブズ
文化放送ナースナビ看護学生

※都道府県別、社名五十音順)
求人情報提供事業者名
株式会社エスタ
株式会社ヒューマンリンクス
株式会社ヒューマンリンクス
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社青陵社
株式会社青陵社
株式会社アイデム
株式会社アイデム
株式会社アイデム
株式会社アクセスヒューマネクスト
株式会社アルバイトタイムス
株式会社アルバイトタイムス
株式会社アルバイトタイムス
株式会社アルバイトタイムス
株式会社イフ
株式会社イフ
株式会社インディバル
株式会社インディバル
株式会社ウィルビー
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社
株式会社廣済堂
株式会社廣済堂
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ジェイ・ブロード
株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース
株式会社ディスコ
株式会社ディスコ
ディップ株式会社
ディップ株式会社
ディップ株式会社
パーソルキャリア株式会社
パーソルキャリア株式会社
株式会社文化放送キャリアパートナーズ
株式会社文化放送キャリアパートナーズ
株式会社文化放送キャリアパートナーズ
株式会社文化放送キャリアパートナーズ

文化放送ナースナビ看護師
マイナビバイト
マイナビパート
アパレルクローゼット
マイナビ 2019
マイナビ看護学生
マイナビ転職
マイナビ国際派就職
求人サイト「ユメックスネット」
新聞折込求人紙「ユメックス」
リクナビ
リクナビＮＥＸＴ
フロム・エーナビ
はたらいく
リクナビ派遣
とらばーゆ
タウンワーク
バスドライバーnavi（どらなび）
どらなび送迎
月刊 adva
就職情報エール
イイシゴト山梨 yell
求人＆タウン情報誌 「タウンインプ」
Ｗｅｂタイムス
求人サイト「お仕事くっく」
フリーペーパー「求人くっく」
折込求人紙「求人くっく」
Ｗｏｒｋｉｎぱど 和歌山版
Ｗｏｒｋｉｎぱど 泉州版
Workin ぱど南大阪版
地域のお仕事情報サンデー
イーアルパ（e-ARPA）
ARPA
オリコミアルパ
ポスティングアルパ
ジョブクラウド派遣
おしごとおかやま
週刊クイックリィ
求人情報フリーマガジンもってけ！ 西部版
求人情報フリーマガジンもってけ！ 東部版
もってけ！ 求人検索サイト
動画付求人フリーペーパー「しごとっぷ」
あつまるくんの求人案内
ゲットサポート
業界専門求人サイト あつナビ
週刊 求人かごしま
スグアル!!
Agre（アグレ）
WEBAgre（アグレ）
Joonavi 新卒
joonavi 転職
joonavi 学生バイト
総合求人サイト ジェイウォーム.net
沖縄で働く！主婦を応援するサイト しゅふぴた
採用マッチングメディア ジェイウォーム
県内版 Rookie
県外版 Rookie
ルーキーWeb
ルーキーナビ

株式会社文化放送キャリアパートナーズ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
株式会社マイナビ
ユメックス株式会社
ユメックス株式会社
株式会社リクルートキャリア
株式会社リクルートキャリア
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルートジョブズ
株式会社リクルートジョブズ
リッツＭＣ株式会社
リッツＭＣ株式会社
株式会社桐朋
株式会社エール
株式会社エール
株式会社インプレス
株式会社日本広報企画
株式会社クック広告社
株式会社クック広告社
株式会社クック広告社
泉州広告株式会社
泉州広告株式会社
ニワダニネットワークシステム株式会社
株式会社毎日ジャーナル
株式会社 KG 情報
株式会社 KG 情報
株式会社 KG 情報
株式会社 KG 情報
株式会社 KG 情報
株式会社ティーアイシー
株式会社ティーアイシー
株式会社ビジネスアシスト
株式会社ビジネスアシスト
株式会社ビジネスアシスト
株式会社テレバイス
株式会社あつまるホールディングス
株式会社あつまるホールディングス
株式会社あつまるホールディングス
南日本出版株式会社
南日本出版株式会社
株式会社求人おきなわ
株式会社求人おきなわ
株式会社求人おきなわ
株式会社求人おきなわ
株式会社求人おきなわ
冒険王株式会社
冒険王株式会社
冒険王株式会社
株式会社ラジカル沖縄
株式会社ラジカル沖縄
株式会社ラジカル沖縄
株式会社ラジカル沖縄

２．当協会の周年事業の成果
当協会では 2004 年に設立 20 周年事業として「障がい者雇用支援キャンペーン」を、
2014 年に 30 周年事業として「小学生のキャリア教育支援事業」に取り組んで参りまし
た。
●15 年連続で障がい者雇用支援キャンペーンを実施
【これまでの成果】
啓発資料配布はのべ 64 万 6000 枚、情報件数は 2 万 9500 件、応募者数は 2 万 800 名、
採用者数は 1040 名を数えます。
【キャンペーンの概要】
同キャンペーンは 2004 年の協会設立 20 周年記念事業としてスタートし、厚生労働省の
後援を受け、例年 7 月～9 月に実施しています。キャンペーンでは、求人者に障がい者雇用
の理解を促すために協会が作成した啓発資料を会員が配布したり、会員の求人メディアで
無料求人情報の掲載などを行います。
県内の会員が集まって共同で地域のマスコミに発表したり、労働局やハローワークから
障がい者求人情報の掲載を受けたり、会員が任意で様々な支援活動を行います。協会では、
求人情報の掲載フォーマットやキャンペーンを社内外に周知するためのチラシのひな形、
啓発資料を制作し、会員が主体的な取組みができるようパッケージ化しています。
キャンペーン期間中は、協会ホームページ上で無料求人情報を掲載するメディア名を一
覧表示したり、ポスターを都道府県労働局や各ハローワークへ掲示していただくように配
布しています。求人広告の効果を発揮し、障がい者の雇用支援に貢献するために活動してき
た本キャンペーンは、全求協会員が一致団結し、15 年連続で活動しており着実に雇用支援
につながっています。

障がい者雇用支援キャンペーン活動結果の推移
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●全国 20 校を目標に小学生のキャリア教育の支援事業
【これまでの成果】
設立 30 周年事業として 2015 年にスタートし、今年で４年目を迎えます。初年度（2015
年）は 5 校で実施し、2 年目(2016 年度)には、会員社 7 社で 10 校の目標を掲げ、目標を
達成。2017 年度は、会員社 9 社で 17 校にのぼりました。
【事業の概要】
地域社会の一員として、学校や企業・店舗と連携
し、求人情報の事業から得られた知見をもとに子
どもたちのキャリア形成支援をおこないます。小
学生 5～6 年生を対象としたキャリア教育（出張授
業型）を協会がパッケージ化し、会員の従業員が講
師となって『お仕事ブック』を制作するプログラム
です。児童は、仕事研究や職場の見学・取材を行い、
仕事の内容や特徴をまとめた原稿を制作、会員が、
その原稿を情報誌等に編集し、納品します。
実施した会員からは「講師となった従業員のモ
チベーションが著しく向上した」
「来年も実施して
ほしいとリピートを依頼された」
「地域の中で実際に仕事をしている人たちに取材したり、
原稿に起こすことで児童の理解が深まったと先生からたいへん喜ばれた」などの声が寄せ
られました。
その他 2018 年度事業の概要
公益社団法人として、より信頼できる求人情報を一人ひとりに届ける事業に重点を置いて活
動を行うとともに、会員を中心に構成する各委員会、専門部会、研究会やワーキンググループな
どが労働市場をめぐる諸課題に関し、下記の事業に積極的かつスピーディーに取り組む。
①求人情報の適正化事業として、厚生労働省委託事業のほか求人情報の適正化を推進するた
めに審査室員及び専門委員からなる会員資格審査室の設置、求人情報のチェック、求職者等から
の苦情・相談対応、求人者啓発コンテンツの作成配布を行う。
②求人情報等に関する調査研究事業として、月次で求人情報掲載件数を都道府県別・職業大分
類別・雇用形態別件数の集計、2017 年度における求人情報提供サービスに関する市場規模の調
査、新規学卒者の就職活動の実態に関する調査、若者の就職・転職の在り方に関する研究会を設
置する。
③その他、教育研修事業として会員の営業スタッフを中心に、年間約 3000 名が学習・受験す
る求人広告取扱者資格試験事業等を行うほか、広報事業の一環として求人広告賞 2017 の選定・
表彰等を行う。
●全国求人情報協会の概要
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