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求人者サービスの基本

求人者サービスの必要性

職業紹介は、求人者と求職者を仲介して、求人と求職の結合を図ることですから、求人者
サービスは職業紹介事業者にとって重要な仕事のひとつです。
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求人者サービスの内容については、図表 1 － 16 に示すとおり、マッチング等のあっせ
ん活動が含まれることはもちろん、求人申込み（求人票の提出）にかかわるアドバイスやコ
ンサルティングの活動も含まれることになります。
図表 1 －16
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また、職業紹介には図表 1 － 17 に示すような 3 つの態様があるといわれていますので、
それぞれの特徴に応じて求人者サービスの内容や進め方も多少変化します。
まず、「①一般登録型」は、上述の基本型のように、先ず求人と求職の登録が存在し、紹
介事業者が両者のマッチング等を行う形でサービスが進展します。これに対し、「②サーチ
／スカウト型」は、企業からの求人依頼が先に存在し、紹介事業者がそのニーズに適合した
求職者を探索して、求職者に転職を勧奨する形で進展することになります。また、
「③再就

図表 1 －17

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

職支援型」は、転職候補者（対象者）を雇用する企業からの送出依頼が先に存在し、紹介事
職業紹介の 3 つの態様

職業紹介サービスの進め方

手数料の負担

①一般登録型

求人と求職の受付・登録を前提に、両者の
職業紹介が行われる。

原則として求人先の企業・個
人から徴収される。

②サーチ／スカウト型

求人企業からの求人ニーズに適合した人材
の探索や、転職動機の形成が行われ、職業
紹介が行われる。

求人企業から徴収される。

③再就職支援型

対象者に対する再就職支援サービス（教育 再就職支援サービスを求める
訓練やカウンセリングなど）が実施され、 企業、求人者から徴収される。
それに伴って職業紹介が行われる。
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業者は対象者に再就職支援サービス（教育訓練やカウンセリングなど）を実施し、受入企業
からの紹介依頼に基づいて職業紹介が行われる形で進展します。
それでは、求人者サービスを進める上での目標を、2 つに大別して考えてみましょう。
目標の 1 つ目は、何といっても、求人ニーズに効果・効率的に対応して、その求人・求
職の早期結合を実現することです。
そのためには、どうすればいいでしょうか？職業紹介事業者及び求人担当者が行動を急げ
ば早期充足が実現できるのでしょうか？
確かに行動は早いにこしたことはありませんが、行動を急ぐだけではうまくいきません。
なぜなら、求人ニーズに効果・効率的に対応するためには、“ 相手を知ること ”、つまり、
労働市場の特性を把握し、求職者の意識と行動を踏まえて対応することが必須だからです。
これらの情報は、紹介事業者にとっての専門的知見となるもので、日ごろから蓄積し、的確
なサービスを実施できるようにしておくことが望まれます。
ここでは、学習の便宜を図るため、以下に示す項目の基礎資料を「＜資料 1 ＞労働市場
の特性」「＜資料 2 ＞求職者の意識と行動」としてとりまとめ、巻末の参考資料に掲載して
おきますが、さらに、引き続き自身が担当する業界・職種の分野についての情報の整備に努
めていきましょう。
参考資料の項目
＜資料１＞労働市場の特性

＜資料２＞求職者の意識と行動

資料 1 － 1

労働力需給の変化

資料 2 － 1

働く目的の考え方

資料 1 － 2

需要構造の変化

資料 2 － 2

女性の年齢別労働力率

資料 1 － 3

雇用形態の変化

（M 字型カーブ）
資料 2 － 3

中小企業で働くメリットと
大企業で働くメリット

目標の 2 つ目は、求人者の「コンプライアンス」の確保・向上に貢献していくことです。
コンプライアンスとは、①狭い意味では、企業が法令を遵守することを意味しますが、②
広い意味では、法令以外の社会規範や企業倫理を守ることも含まれます。求人者が労働者を
採用するに当たっては、法令で課されている義務を遵守することは当然のこととして、それ
以外のことであっても、労働者が個人として尊重され、安全・健康な環境で、持てる能力を
十分に発揮するように働ける環境を作るために、いろいろ配慮が必要なことがあります。職
業紹介事業者及び求人担当者は、自ら関係法令の知識等の研鑽に努め、これを求人者に伝え
ていく必要があります。
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具体的な支援
求人・求職結合のためのサービス

求人者サービスの基本

（１）サービスの流れの概観
求人者からの求人依頼が行われた以後のサービスの流れを紹介事業者の側から見ると、図
表 1 － 18 のようになります。この中には、求人者サービスと並行して、求職の申込みを
受けてから求職者に対して提供している求職者サービスも並行して存在し、そしてある時点
で両者の間でマッチングが行われることにより、職業紹介が進展していきます。
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この場合、紹介事業所内の業務分担として、求人者に対する業務と求職者に対する業務を
一人の紹介従事者が兼業して行う方式と、求人者担当と求職者担当とに分かれて分業して行
う方式がありますが、多くの場合は前者の兼業方式がとられています。分業方式の場合には、
求人者担当の業務は点線より上の範囲の業務になります。
図表 1 －18

求人者サービスの一般的な流れ
第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（コンプライアンスの確保・向上）
労働条件の
検討

求人者から
の求人依頼

企業概要の
把握

求人内容の
把握

採用目的
の把握

求める
人材の
要件把握

求職の
申込み

求職者の
希望の把握

求職活動の
実行・支援

採用・入社、
フォロー

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

マッチング・紹介

求人者
担当

求職者
担当
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以上は職業紹介事業者（紹介従事者）の側から見た流れでしたが、これを求人者の側から
見てみましょう。
求人者は、何らかの採用計画を検討し、人を採用することを決め、募集活動に入ります。
募集活動のチャネル（経路）としては、職業紹介（民間職業紹介事業者、ハローワーク）の
他にも、求人広告（新聞広告、雑誌掲載、折込広告）、WEB サイト、合同説明会、さらに
は店頭貼り紙、縁故依頼などもあります。このようにして、募集方法を検討し、職業紹介を
利用する場合には求人申込み（求人票の提出）となります。
ここで、採用活動は、図表 1 － 19 のような 3 つの局面になって現れます。
時に、企業の担当者の中には「募集」に気を取られ過ぎて、「選考」「採用」をおろそかに
考えてしまうこともありますが、応募者の中から自分の会社にあった人を選考することも、
内定した人に確実に会社に入ってもらうことはとても大事なことですし、さらにいえば、入っ
てもらってから仕事に魅力を感じて定着してもらうことも採用からつながる過程と考えるべ
きことなのです。
このことは、紹介従事者もしっかり意識しておく必要があります。求人票を作成してもら
い、求職者をマッチングしさえすれば仕事が終わるのではありません。紹介の後も求人者に
よる選考がきちんと行われたかどうか確認し、選考の結果内定となった人が入社するまで見
守り、そしてできるだけ入社後の定着に関するバックアップをするところまで自分の仕事と
考え、その過程で求人者にアドバイスを求められた場合には責任をもって対応していくこと
が必要です。
図表 1 －19

求人者から見た採用活動の流れ（その１）

採用活動
増員
採用
補充
採用

募集

選考

採用

定着
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企業概要の把握

求人者サービスの基本

ア

第２章

それでは、図表 1 － 18 に戻り、各サービスの流れの中身について見ていきましょう。

求人を提供していただく企業あるいはその可能性のある企業等の概要については、そ
の企業の「業種」「企業規模」「事業内容」その他の基本情報を収集・把握します。
初めて取引をする企業等の場合には原則として訪問により情報収集を行います。基
本情報の収集に当たっては、事前にインターネットや会社四季報等で下調べをしてお

第１部 職業紹介事業の基礎知識

（２）求人者サービス実施上の留意点

きます。
求人を提供していただく企業あるいはその可能性のある企業等から情報収集する場合
に、もう 1 つ心掛けておくとよいことは、背景にあるニーズを把握するように努めるこ
とです。人材を必要とし採用を行おうとしている企業の側には、採用の目的、すなわち
採用活動の基となる「人材需要の背景」が存在していますので、これに関する情報を可
能な限り収集しておくのです。
人材需要の背景としてどのようなことがあるのでしょうか？その典型的な内容を、先
第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

の図表 1 － 19 の流れの川上に書き足してみると、図表 1 － 20 のようになります。つ
まり、人を求める企業は、経営計画の実行に伴い、人材についてあるべき姿と現状の間
に何らかの “ ギャップ ” を感じているのです。この “ ギャップ ” を感じ取り、企業の人事
担当者とともに一緒に埋め合わせていく連携関係を構築することができると、求人者に
とって満足度の高い求人者サービスを提供できることになります。
図表 1 －20

経営計画

「必要要員」と
「現状の要員」
のギャップが
「必要採用数」
となる。

採用

採用計画
職種別

増員
採用

募集

・
雇用形態別

選考

採用

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

新規事業
＆
従来事業

人材戦略

求人者から見た採用活動の流れ（その２）

補充
採用

定着

33

1

職業紹介事業の基礎知識

イ

求人内容の把握
求人は、①求人票（又は求人申込書）に求人内容を記入してもらう方法、②訪問等に
よりヒアリングする方法（ヒアリングシートを利用する場合もあります）等により受け
付け、内容を把握します。把握した内容についてはファイリングやデータベースへの登
録等を行い、紹介従事者の複数いる事業所では、ミーティングを行うなどにより、情報
共有を図ります（図表 1 － 21 参照）。
求人内容には、仕事の内容、求める人材の要件、労働条件その他の必要な把握事項が
ありますが、各項目に示された求人者のニーズ（重要度・優先順位）に留意することが
大切です。

図表 1 －21

求人内容の把握

求職者
の視点

法令遵守

求人
依頼

求人票

求人内容の把握
・仕事の内容
・人材要件（求める能
力、経験、人物等）
・労働条件（賃金、労

求人
開拓
電話・訪問
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等
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ひとつは、法令遵守の観点です。求人内容（従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間そ

求人者サービスの基本

の他の労働条件）はこれを求職者に明示しなければならないと職安法 5 条の 3 ②に定めら
れています。
そして、そのうち、
①

労働者が従事すべき業務内容に関する事項

②

労働契約の期間に関する事項

③

試用期間に関する事項

④

就業の場所に関する事項

⑤

始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩・休日に関する事項

⑥

賃金に関する事項

⑦

社会保険及び労働保険に関する事項

⑧

雇用しようとする者の氏名・名称に関する事項

⑨

派遣であるときは、その旨
第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

については、書面で明示することが必要です（職安法施行規則 4 条の 2。p20 参照）。
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求人内容を的確に把握し、
それを求人票にきちんと明示することは、
2 つの意味で重要です。

さらに、職安法 5 条の 5 では、職業紹介事業者等は、求人の申込みはすべて受理しなけ
ればなりませんが、ただし、
「その内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、
労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又
は求人者が 5 条の 3 ②の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことが
できる」とされています。
このような法令遵守の観点から、求人条件を的確に把握して、求人票に表していくことが
必要なわけです。
しかし、もう 1 つ重要なことがあります。それは、求職者の視点です。求人内容を的確
に把握し、それを求人票に適切・適正に表していくことは、求職者から “ 選ばれる条件 ” で
もあります。
「求職者に魅力的に見えない」のでは、図表 1 － 19 及び 1 － 20 に記載した「募

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

集」というステップを通過することが困難となりますので、目的である「採用」のステップ
にまで到達できなくなります。そこで、紹介従事者は、法令遵守と併せて、求職者の視点に
立って対象企業の魅力を分析し、求職者に適切に伝わるよう専門的立場からアドバイスして
いくことが望まれます（図表 1 － 21）。
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マッチングと求職者の紹介

求人を受理した後は、これに適合する求職者を探索して、求人・求職のマッチングを行い、
求人者に求職者を紹介します。マッチングの対象となる求職者の探索には、通常の一般登録
型の場合、図表 1 － 22 のように、
①

自社への求職登録者情報の利用（求職登録を促進するために広告等による求職申込み
の勧奨をすることがあります）

②

インターネットを通じてのエントリーの利用（自社ホームページを利用する場合のほ
か、就職支援サイトを利用する場合があります）

③

その他の方法の利用（業務提携の利用、再就職支援会社の利用等）

がありますが、この中から求人の求める要件に適合すると思われる人材を選定して紹介します。
紹介の方法は求人者により異なりますが、書類による推薦（書類による推薦の後面接選考
の設定がセットされます）や、面接（求職者が単独で面接に出向く場合、職業紹介従事者が
同行して求人企業の事務所等を訪問する場合等があります）などがあります。
紹介従事者は、応募企業への推薦や面接日時・場所の調整等を代理して行います。
紹介に際しては、求人者に対しては、求職者が求める人材の要件を満たしていること、当
該求職者を採用することが求人者にとってメリットがあることを示し、求職者に対しては、
求人者名、仕事の内容、労働条件等の情報とともに、当該求人企業に就職することのメリッ
トを示し、雇用契約の締結に至るようサポートしていきます。
図表 1 －22

マッチングと求職者の紹介

広告
情報誌

求職登録

を通じたエン

トリー

その他
（業務提携、
再就職支援会社の利用）
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選考の結果により採用内定となった後も、入社までサポートします。受入企業におい
ては、内定者を正式に採用するに当たり、人事部門を中心にいろいろな準備（各種書類・

求人者サービスの基本

手続き、配属の準備、教育研修の準備など）が必要になります。特に、各種書類・手続
きなどは、法律で定められた手続きがあり、大手の企業では慣れていますが、小規模企
業ではアドバイスを求められることもありますので、紹介従事者も採用に伴う事務処理
の基礎知識を持っておくことが必要です。
図表 1 －23

採用に伴う事務処理と労働者からの提出書類

所得税・住民税
に関する処理

社会保険
に関する処理

雇用保険
に関する処理

労働者からの
書類の提出

）
※

雇用契約の締結

採用決定、
採用内定（

第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

前後することがあります。
入社時の必要書類
（例）
□誓約書

□通勤届

□年金手帳のコピー
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□緊急連絡先

□給与振込同意書

□雇用保険被保険者証

□給与所得の扶養控除等
（異動）
申告書

□運転免許証
（あれば）

□給与所得の源泉徴収票
（前職がある場合）

（※）
採用内定により、一定の条件付き
（始期付き解約権留保付き）
の雇用契約が成立します。

入社までのサポートが必要なのは、求人企業に対してだけではありません。求職者の
側でも、内定が出たあとで急に迷ってしまうということがあります。希望していたはず
の会社から内定が出た場合にも「本当に入社していいのだろうか」と不安になる人もい
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

ます。求職者にとっては、人生の大きな決断ですので、ときに求職者が慎重になり、リ
スクばかりが気になることもあるのです。そんな時には、求職者に寄り添い、就職（転職）
の理由や働く上で大切にしたいことを再確認することを促し、物事を前向きに考えてい
くよう支援することも必要です。
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コラム

入社に伴う各種手続き

◆雇用契約締結
雇用契約書等を交わします。その際会社に誓約書、通勤届、給与・賞与等銀行振込同意書な
ど必要書類を出してもらいます。また、労働・社会保険の手続きや税務の手続きのため、必要に
応じ、
マイナンバーの提出を依頼します。
◆労働・社会保険の手続き
従業員を採用したとき、企業等（適用事業）
は、雇用保険・労災保険の手続きを行います。
雇用保険については、被保険者に該当する者（p101の適用事業・適用除外参照）
について、翌
月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
労災保険は、事業所単位で労働者全員（ｐ173の適用事業・適用除外参照）が加入となり、採
用時に個人ごとに加入の届等を行うことは必要ありません。
健康保険・厚生年金については、入社の日から5日以内に資格取得届を年金事務所等（健康
保険組合を含む）
に提出しなければなりません
注；(1) 労働時間について、週所定労働時間及び月所定労働日数が通常労働者の4分の
3未満の者を除きます
（ただし、労働者数が500人を超える特定適用事業所につ
いては、一定の要件に該当すれば加入することができます）。
(2) 雇用形態について、
日々雇用 、2月以内の雇用、季節雇用の者を除きます。
(3) 年齢について、健康保険は後期高齢者医療（75歳以上）対象者を除き、厚生年金
は70歳以上の者を除きます。40歳以上65歳未満の医療保険の被保険者は、
介護保険2号被保険者にもなります。

※家事使用人のうち個人家庭に使用される者は、労働・社会保険の適用とはなりません。
◆所得税・住民税の手続き
所得税は、申告納税が原則ですが、企業等の従業員には源泉徴収〔＝毎月（日）の給与から徴
収・納税し年末調整で確定する仕組み〕が採用されていますので、企業等は最初の給与の支
給までに労働者から扶養控除等（異動）申告書を提出してもらうことが必要です。申告書を提
出して年末調整を受けた人は、確定申告が不要になります。
注1；毎月
（日）の給与から徴収すべき税額は「源泉徴収税額表（月額表）」
「同（日額表）」に
定められていますが、
どちらも甲欄と乙欄があり、申告書を提出すれば甲欄の低い額
が、申告書を提出しないと乙欄の高い額が適用されます。また、
日額表には、働いた日
ごとに支給する日給制の人を対象とする丙欄が設けられています
（これに該当する方
の場合は一定額（H30年度：9,200円）
まで源泉徴収税額は0円となります）。
注2；申告書を提出し、年末調整を受けるためには、
マイナンバーの提出が必要です。また、
源泉徴収をすべき企業等は、申告書が提出されなかった場合でも、1年間の給与、報
酬等が50万円を超える方については、一定の源泉徴収票、支払調書を作成し、翌年1
月31日までに税務署に提出する必要がありますので、
この場合にもマイナンバーの
提出が求められます。

※「常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与・退職金を支払っている
者」は源泉徴収義務者から除外されています
（所得税法184条）。
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住民税について、所得税を会社で徴収している場合は、源泉徴収の方法により会社が市町村
に納付することになっています。これを“特別徴収”といいます。これによらない場合は、“普通
徴収”といって個人が直接納付することになります。

入社時手続きの図解
従業員

企業等

○誓約書等

提出先

○雇用契約書
（労働条件通知書）

○通勤届
○給与・賞与等
銀行振込同意書
マイナンバー

雇用保険

○雇用保険
被保険者証＊

資格取得確認通知書

ハローワーク

雇用保険被保険者証

第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

資格取得届

健保・厚年資格取得届
健保被扶養者届

○年金手帳コピー＊

第3号届
健保資格証明申請
資格取得確認・標準報酬
決定通知書
健保資格証明書

健保被保険者証

健保被保険者証

○扶養控除等申告書

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

所得税；扶養控除等

協会けんぽ

健保資格証明書

年金事務所

各種手続

（異動）
申告書

住民税；給与所得者

税務署

○給与所得の源泉
徴収票＊（前職有の場合）

異動届出書
労働者名簿、賃金
台帳、出勤簿等作成

（必要がある場合）

市町村

○その他従業員情報

＊印は、入社する従業員が、初めての就職や19歳までの就職等の場合は、不要です。
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２ 「コンプライアンス」の確保・向上
（１）コンプライアンスとその重要性
「コンプライアンス」とは、企業が公正・適切に業務を遂行することをいいます。日本語
では「法令遵守」と訳されますが、この「法令」という言葉は幅が広く、関係法令の遵守は
もちろん、社会的な倫理規範や社内規範（社内のルールやマニュアル）の遵守も含まれます
ので、「法律違反さえ起こさなければいい」というものではありません。また、遵守すべき
法令は労働分野だけに限らず、企業行動の全てにわたります。
労働分野の関係法令の遵守については、
• 労働者を雇用する場面では、職業安定法、雇用対策法等のマッチングに関連する法律、
• 労働者を雇用してから後の場面では、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法等の労
働条件に関する法律や社内の就業規則や労働協約
• 個人情報を取り扱う場面では、個人情報保護法や職業安定法の関連規定
等を遵守していく必要があります。
求人先の企業が法令を知っている場合にはこれに即して行動していただけばいいのです
が、法令を知らなかったり、これに則った適切な行動がとれなかったりする場合もあります
ので、このような場合には、職業紹介従事者としても労働分野のスペシャリストとして、
• 関係法令や社会的な倫理規範に習熟し、自らこれを遵守すること
• 求人者サービスの実施（求人内容の把握や労働条件の検討、職業紹介に伴う応募書類の
検討や面接実施、採用決定や入社手続き）の中で、求人者がこれを遵守し、適切な行動
をとることができるよう助言・援助すること
が求められてきます。
図表 1 －24

紹介従事者とコンプライアンス

習熟・遵守
助言・援助
求人者

法

律
社会的
倫理規範

各種ル

ール

紹介従事者

（２）紹介従事者にとってのコンプライアンスの重要性
職業紹介従事者、特に求人者担当は、企業の人事担当者や人事に決定権のある者と頻繁に
接触し、求人を受理しあるいは求人の提出を勧奨（求人開拓）し、採用についてのアドバイ
スやコンサルテーションを行い、さらには採用後のアフターフォローも行うなど、求人者の
採用活動に関し、その「コンプライアンス」の確保・向上についてかかわる立場にあります。
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階がさまざまですから、新人や業務の補助者においては関与の度合いは少ないかもしれませ
んが、業務の主任や責任者その他の上位の立場になると、求人者とのかかわりはより深いも

求人者サービスの基本

のとなり、「コンプライアンス」の確保・向上に果たす役割は一層重要になってくると考え
られます。
図表 1 － 25 は、職業紹介従事者（職業紹介担当者）の能力開発の実施状況を職業紹介
の 3 つの形態ごとに、キャリア段階別（新人、一人前、事業所の責任者の別）に、上位 5
位まで示したものです。これを見ると、実務においても、「職業安定法・労働基準法の知識」

第１部 職業紹介事業の基礎知識

もちろん、紹介従事者といっても、経験年数や立場、さらには業務の熟練度やキャリア段

や「個人情報に関する知識」といった法令遵守に関する事項が上位を占め、重視されている
といえます。
図表 1 －25

職業紹介従事者のキャリア段階別の能力開発の実施状況

新人
事項

一人前
実施率
（％）

事項

事業所の責任者
実施率
（％）

事項

実施率
（％）

77.6 個人情報に関する知識

75.0 個人情報に関する知識

78.8

職業安定法・労働基準法の知識

72.4 職業安定法・労働基準法の知識

67.0 職業安定法・労働基準法の知識

72.5

求人開拓手法

64.1 インターネット・PCの活用ノウハウ 56.7 人材紹介業の業界知識

求職者探索手法

58.2

人材派遣等関連する人材ビジネスの知識 57.1

55.0

サーチ／スカウト型

クレーム対応の知識

54.5 インターネット・PCの活用ノウハウ 51.9

人材紹介業の業界知識

53.4

職業安定法・労働基準法の知識

72.1 個人情報に関する知識

クレーム対応の知識

50.8

再就職支援型

求職者探索手法

71.9

職業安定法・労働基準法の知識

70.2 個人情報に関する知識

個人情報に関する知識

64.9

求人側企業の職種に関する知識

66.2 求人側企業に関する知識

求人開拓手法

61.4

求人企業に関する知識

64.7

求人側企業の職種に関する知識

58.0

職種に関する知識

59.6

求職者探索手法

61.8

クレーム対応の知識

55.6

職業安定法・労働基準法の知識

73.7 個人情報に関する知識

個人情報に関する知識

73.7

インターネット・PCの活用ノウハウ 73.7
求人側企業に関する知識

67.6

84.0
76.5
58.0

75.0 個人情報に関する知識

83.3

職業安定法・労働基準法の知識

70.8

カウンセリングノウハウ

79.2

カウンセリングノウハウ

66.7

職業安定法・労働基準法の知識

75.0

68.4 インターネット・PCの活用ノウハウ 58.3
職種に関する知識

54.4

クレーム対応の知識／インター 66.7
ネット・PC の活用ノウハウ
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

求人開拓手法／求職者探索手法 63.2
／職種に関する知識／求人側企
業の業種に関する知識

職業安定法・労働基準法の知識

第２部 労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

一般登録型

個人情報に関する知識
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