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News Release 

2020年 3月 26日 

～新型コロナウイルス感染症問題対応～ 

求人メディアによる求職者・求人者支援の取り組み 

 
 

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する雇用への影響を踏まえて、雇用調整助成金の

特例措置の追加実施や雇用の維持、採用内定の取り消しの防止について経済団体にお願いする

などの対応策を講じています。 

このような雇用情勢の中で、公益社団法人全国求人情報協会では、新型コロナウイルス問題対応

の一環として、会員による求職者・求人者支援の取り組みをまとめました。 

なお、本取組みは、2011年の東日本大震災の被災者・被災地を支援する各求人メディアの取り

組みの紹介以来のことです。 

（調査方法：2020年 3月 19日～25日に協会より会員社に呼びかけ、回答を得た取組み） 

 

会員求人メディアによる 求職者・求人者支援の取り組み一覧 

（3月 26日時点 11社 15メディア） 

詳細はこちら：https://www.zenkyukyo.or.jp/shingata_haien_torikumi/ 

（協会 HPでは、会員社より情報を得ましたら、順次追加してご案内をいたします。） 

（掲載：企業名 50音順） 

・株式会社アイデム 

  ・逆求人型就活サイト『JOBRASS 新卒』 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、スペシャ

ルオファー機能を企業に無償提供 

   https://www.aidem.co.jp/company/topics/service/20200309-01/index.html 

 

・株式会社あつまるホールディングス 

  ・熊本市の緊急雇用対策として、内定取り消しを受けた学生に対する就職相談会を受託・実

施予定。4月以降も受け入れ可能な企業の紹介を行う。 

   https://atsumaru.jp/news/615 

 

・株式会社ウィルビー 

  ・WEB面接サービス「jobMAKER ATS」無償提供について 

   https://willb.co.jp/news/detail/9 

 

・株式会社 KG情報 

  ・HP内において「短期」の求人をピックアップした特設バナーを設置 

   https://www.e-arpa.jp/okayama 

 

・株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 

  ・企業紹介動画を掲載するページ（企業 PRmovie）を用意しました 

   https://www.shukatsu.jp/2021/navi21/ninkitop/ 

 

・株式会社ディスコ 

  ・新型コロナウイルス感染症に関する対応について情報を掲載している企業一覧 

https://www.zenkyukyo.or.jp/shingata_haien_torikumi/
https://www.aidem.co.jp/company/topics/service/20200309-01/index.html
https://atsumaru.jp/news/615
https://willb.co.jp/news/detail/9
https://www.e-arpa.jp/okayama
https://www.shukatsu.jp/2021/navi21/ninkitop/
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   https://job.career-tasu.jp/2021/camp/corona/ 

 

・ディップ株式会社 

  ・新型コロナウィルス対策のための一斉臨時休校を受け 「バイトル」にて短期求人掲載枠

の無償提供を開始 

   https://www.dip-net.co.jp/news/1340 

  ・新型コロナウイルス感染による休業時の経済支援を 有期雇用のユーザー向けに開始 

   https://www.dip-net.co.jp/files/1094 

  ・新型コロナウイルス感染拡大により出勤が困難になった方向けの「在宅ワーク/リモート

ワーク」を集めた特設ページを開設 顧客企業に無償提供を開始 

   https://www.dip-net.co.jp/news/1354 

 

・冒険王株式会社 

  ・緊急雇用企画「つなぎの仕事」 

～本業が回復するまで、本業に就くまでの求人募集特集のご案内～ 

https://www.bokeno.com/archives/6215/ 

 

・株式会社マイナビ 

  ・アルバイト情報サイト『マイナビバイト』新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

3月 31日まで「オンライン面接機能」を企業に無償提供 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001143.000002955.html 

 

・リクルートキャリア 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響により、選考活動で対策をとる企業を一覧化 

   https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324001 

  ・『リクナビ 2021』で、Web説明会・面接を開催している企業を特集 

   https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002 

  ・リアルタイムでのオンライン説明会・面接サービスを『リクナビ』利用企業に提供 

   https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002 

  ・広報レポート『リクれぽ』：今年の就職活動についてお伝えしたいこと 

   https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200226-03/ 

  ・広報レポート『リクれぽ』：就職活動は「オンライン化」するか。心構えは？ 

   https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/ 

 

・リクルートジョブズ 

  ・『タウンワークネット』で「在宅」、「短期・単発」の求人を集めた特設バナーを設置 

  ご利用企業には、該当求人掲載枠を無償提供※ 

   https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20200317_1201.html 

 

 

  
本リリースに関するお問い合わせ先 
公益社団法人全国求人情報協会 常務理事:吉田修、業務部長:佐藤日出男 
Tel：03-3288-0881 Email：koho@zenkyukyo.or.jp https://www.zenkyukyo.or.jp/ 
【公益社団法人 全国求人情報協会について】 
1985 年に求人メディアを利用して仕事を探す求職者の職業選択と安定した職業生活に役立
つために求人情報の適正化等の事業に取り組んでいます。 

https://job.career-tasu.jp/2021/camp/corona/
https://www.dip-net.co.jp/news/1340
https://www.dip-net.co.jp/files/1094
https://www.dip-net.co.jp/news/1354
https://www.bokeno.com/archives/6215/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001143.000002955.html
https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324001
https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002
https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200226-03/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/
https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20200317_1201.html
https://www.zenkyukyo.or.jp/
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●詳細版（全求協 HPより） 

カーキ色は求人者向け、レモン色は求人者・求職者双方向け、ピンク色は求職者向けのサービス 

 

社名 株式会社アイデム 

取組についての概略 

逆求人型就活サイト『JOBRASS新卒』 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、スペシャルオファー機能を企業

に 4月 30日(木) まで無償提供 

詳細説明サイト 
https://www.aidem.co.jp/company/topics/service/20200309-

01/index.html  

お問合せ窓口 

JOBRASS&Smart Division 

（東日本）03-5269-8743 （西日本）06-6537-5802 

問い合わせ http://jobrass.jp/contactform 

申込 https://form.jobrass.com/spoffer_entry/ 

メディア名 

  

 

社名 株式会社あつまるホールディングス 

対象の求職者 2020年 3月新卒者（大卒・短大卒・専門卒） 

取組についての概略 

熊本市の緊急雇用対策として、内定取り消しを受けた学生に対する就

職相談会を受託・実施予定。 就職相談ブースを設け、4月以降も受け

入れ可能な企業の紹介を行う。 

（開催：2020年 3月 25日 / 会場：熊本市役所） 

リリース https://atsumaru.jp/news/615  

お問合せ窓口 HR事業部 古池・藤本 

メディア名 

  

 

社名 株式会社ウィルビー 

取組についての概略 
外出、訪問の必要がない Web 面接機能を搭載した jobMAKER ATS

を 5月末まで無料で提供。対象は人材紹介、派遣会社様。 

詳細説明サイト https://willb.co.jp/news/detail/9  

お問合せ窓口 support@willb.co.jp 03-6435-0145 （担当：藤原） 

メディア名 

  

https://www.aidem.co.jp/company/topics/service/20200309-01/index.html
https://www.aidem.co.jp/company/topics/service/20200309-01/index.html
http://jobrass.jp/contactform
https://form.jobrass.com/spoffer_entry/
https://atsumaru.jp/news/615
https://willb.co.jp/news/detail/9
mailto:support@willb.co.jp
https://jobrass.com/business/
https://atsumaru.jp/top
https://white-job.com/
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社名 株式会社 KG 情報 

対象の求職者 パート・アルバイト 

取組についての概略 
弊社 HP内において「短期」の求人をピックアップした特設バナーを

設置しました。 

掲載先 https://www.e-arpa.jp/okayama  

お問合せ窓口 086-241-4554 

メディア名 

 

 

社名 株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 

対象の求職者 新卒 2021年卒者向け 

取組についての概略 

企業の紹介動画を掲載するページ「企業 PR movie」を用意しました。 

イベントが中止・延期となり、学生のみなさんが企業のプレゼンを聞

く機会がなくなってしまったため、Web 上で企業の紹介動画を閲覧

できるページを新設しました。 

詳細説明サイト https://www.shukatsu.jp/2021/navi21/ninkitop/  

お問い合わせ窓口 
株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 

企業様お問合せ  shukatsujinji21@shukatsu.jp 

メディア名 ダイヤモンド就活ナビ 2021 

 

社名 株式会社ディスコ 

対象の求職者 新卒 2021年卒者向け 

取組についての概略 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、会社説明会、選考方法など

今後の採用活動における対応について情報を掲載している企業をま

とめています。 

（新卒 2021年卒者向け、期間未定） 

リリース https://job.career-tasu.jp/2021/camp/corona/  

お問い合わせ窓口 株式会社ディスコ キャリタス就活 カスタマーサポート 

メディア名 
 

  

https://www.e-arpa.jp/okayama
https://www.shukatsu.jp/2021/navi21/ninkitop/
mailto:shukatsujinji21@shukatsu.jp
https://job.career-tasu.jp/2021/camp/corona/
https://www.e-arpa.jp/okayama
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社名 ディップ株式会社 

取組についての概略 

一斉臨時休校を受け、従業員の出勤が困難で急な欠員の対応に苦慮す

る企業を支援すべく、求人情報サービス「バイトル」において、求人

掲載枠を無償（※）で提供する 

※バイトルをご利用中の企業様を対象としております 

リリース https://www.dip-net.co.jp/news/1340  

お問合わせ窓口 
ディップ株式会社 広報担当 

℡ 03-6628-4070 

メディア名 バイトル 

 

社名 ディップ株式会社 

対象の求職者 

「バイトル」「バイトル NEXT」「はたらこねっと」を通じて就業して

いるアルバイト・パート・派遣社員・契約社員などの有期雇用労働者

で、新型コロナウイルス感染により欠勤を余儀なくされた方 

※勤務先企業や公的機関からの補償等がある場合は対象外になりま

す。 

取組についての概略 

有期雇用労働者の多くは無期雇用と比べて有給休暇や休業手当など

が十分でないことがあり、万が一新型コロナウイルスに感染すると、

休業による収入減に直面するケースが出てきております。こうした経

済的な生活不安を少しでも緩和するため、新型コロナウイルスに感染

した場合に治療期間として必要と言われる半月分の収入相当額を支

給します。 

リリース https://www.dip-net.co.jp/files/1094  

お問い合わせ窓口 
https://www.baitoru.com/pdt/shien2020/ 

https://www.hatarako.net/contents/shien2020/ 

メディア名 

バイトル 

バイトル NEXT 

はたらこねっと 

  

https://www.dip-net.co.jp/news/1340
https://www.dip-net.co.jp/files/1094
https://www.baitoru.com/pdt/shien2020/
https://www.hatarako.net/contents/shien2020/
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社名 ディップ株式会社 

対象の求職者 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う就業機会の減少により収入に影

響のある方や、ご自身やご家族の感染などの理由で自宅待機を余儀な

くされ出勤が困難になった方 

取組についての概略 

新型コロナウイルス感染拡大により出勤が困難になった方向けの「在

宅ワーク/リモートワーク」を集めた特設ページを開設 顧客企業に無

償提供を開始 

※該当する顧客企業様は無償で特設ページにご掲載いただけます。 

リリース https://www.dip-net.co.jp/news/1354  

お問い合わせ窓口 

ディップ株式会社 広報担当 

TEL：03-6628-4070 

e-mail：info@dip-net.co.jp 

メディア名 バイトル 

 

社名 冒険王株式会社 

取組についての概略 

新型肺炎の影響で、急に仕事が激減してしまったことで、一時的に仕

事をしたい働き手と、復調したら元の職場に戻っても OK という企業

とのマッチング企画「つなぎの仕事」としての求人特集です。 

期間/2020年 3月 19日（木）～2020年 4月 30日 

○ジェイウォームに通常掲載企業の場合は、同上の広告は無料で掲載 

○ジェイウォームに掲載していない場合は、同上の広告は千円で掲載

※税抜き 

ジェイウォーム（1/16枠）、WebTOP特集バナーにも掲載【2週間連

続掲載】 

詳細説明サイト https://www.bokeno.com/archives/6215/  

お問合せ窓口 

TEL / 098-869-3524 

E-mail / info@jwarm.net 

「つなぎの仕事」募集の件でとご連絡ください。 

メディア名 

  

 

 

沖縄の求人情報メディア ジェイウォーム 

 

  

https://www.dip-net.co.jp/news/1354
https://www.bokeno.com/archives/6215/
mailto:info@jwarm.net
https://www.jwarm.net/
https://www.jwarm.net/
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社名 株式会社マイナビ 

取組についての概略 

「オンライン面接機能」をマイナビバイト掲載企業に無償提供 

応募者と企業・店舗がオンラインで面接をすることができる機能を、新

型コロナウイルス感染症拡大防止策の一つとして活用しやすくするた

め掲載中の全企業に無償提供をご利用の企業に、新卒面接のためのツー

ルを無料貸出します。 

リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001143.000002955.html  

お問合せ窓口 
マイナビバイトカスタマーサポート 

Email：mb-client@mynavi.jp 

メディア名 マイナビバイト  

 

社名 株式会社リクルートキャリア 

対象の求職者 新卒（2021年卒の学生） 

取組についての概略 

新型コロナウイルス感染症の影響により、選考活動で対策をとる企業

を一覧化 

『リクナビ 2021』では、学生の皆さんが企業の採用スケジュールなど

の変更情報をすぐに取得できるよう、特設ページを設けています。 

リリース https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324001  

お問合せ窓口 03-3211-7117（リクルートキャリア社外広報・代表） 

メディア名 リクナビ 2021 

 

社名 株式会社リクルートキャリア 

対象の求職者 新卒（2021年卒の学生） 

取組についての概略 

『リクナビ 2021』で、Web説明会・面接を開催している企業を特集 

企業はWeb活用を進めています。場所を選ばないため、学生の皆さん

は移動時間や交通費を抑えられます。加えて、空いた時間や費用の有

効活用も期待できます。 

リリース https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002  

お問合せ窓口 03-3211-7117（リクルートキャリア社外広報・代表） 

メディア名 リクナビ 2021 

  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001143.000002955.html
mailto:mb-client@mynavi.jp
https://baito.mynavi.jp/
https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324001
https://job.rikunabi.com/2021/mail/?u=C00324002
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社名 株式会社リクルートキャリア 

対象の求職者 新卒（2021年卒の学生） 

取組についての概略 

リアルタイムでのオンライン説明会・面接サービスを『リクナビ』利用

企業に提供 

学生は自宅にいながら、企業の担当者と対話できます。面接は 1 対１だ

けでなく、グループ面接にも対応。スタジアム社との協業です。 

リリース 
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-

01/ 

お問合せ窓口 03-3211-7117（リクルートキャリア社外広報・代表） 

メディア名 リクナビ 2021 

 

社名 株式会社リクルートキャリア 

対象の求職者 新卒（2021年卒の学生） 

取組についての概略 

広報レポート『リクれぽ』：今年の就職活動についてお伝えしたいこと 

先行き不透明な現状で、学生の皆さんが抱く不安を紐解きながら、今で

きることを解説。有志企業から寄せていただいたメッセージも公開しま

した。 

リリース 
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200226-

03/ 

お問合せ窓口 03-3211-7117（リクルートキャリア社外広報・代表） 

メディア名 広報レポート「リクれぽ」 

 

社名 株式会社リクルートキャリア 

対象の求職者 新卒（2021年卒の学生） 

取組についての概略 

広報レポート『リクれぽ』：就職活動は「オンライン化」するか。心構え

は？ 

オンラインの就職活動は、特別な対策が必要と思われがちです。しかし

過度な心配は無用です。学生の皆さんが準備すべきことを説明しました。 

リリース 
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-

01/ 

お問合せ窓口 03-3211-7117（リクルートキャリア社外広報・代表） 

メディア名 広報レポート「リクれぽ」 

 

  

https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200226-03/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200226-03/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/information/2020/200318-01/
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社名 株式会社リクルートジョブズ 

取組についての概略 

3/30（月）号（～4/5(日)掲載）のタウンワークで「在宅」又は「”短

期”かつ”単発 OK”かつ”即日勤務”」の求人掲載枠を無償提供。※3/23

号掲載のタウンワークネットにご掲載かつ、該当メリットマークを設

定頂いている企業が対象 

※既に求人者向けの締め切りは終了しております。 

リリース https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20200317_1201.html  

お問合せ窓口 https://www.recruitjobs.co.jp/about/contact.html  

メディア名 タウンワーク  

 

社名 株式会社リクルートジョブズ 

対象の求職者 アルバイト、パート、業務委託、派遣等 

取組についての概略 

在宅でできる仕事を求めている方や、勤務先の休業により収入に影響

が出ている方を支援すべく『タウンワークネット』にて、3/16（月）

～4/5（日）迄「在宅」及び「短期・単発」の求人を集めた特設バナー

を設置致します。 

リリース https://www.recruitjobs.co.jp/press/pr20200317_1201.html  

お問合せ窓口 https://www.recruitjobs.co.jp/about/contact.html  

メディア名 タウンワークネット  
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