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令和４年度 埼玉県正社員になろうプロジェクト
求人票登録マニュアル



０１ 埼玉県正社員になろうプロジェクト求人について

（正社員になろうプロジェクトとは）
埼玉県正社員になろうプロジェクトでは、正社員就職を希望するおおむね３０代・４０代の
求職者の県内企業へ正社員就職をサポートするプロジェクトとなっております。

（正社員になろうプロジェクト求人とは）
埼玉県 正社員になろうプロジェクト求人とは、埼玉県正社員になろうプロジェクト参加企業様の
求人情報を事業ホームページで公開させていただき、求職者がその情報を検索し、ホームページから
直接応募が可能なシステムとなっております。

正社員になろうプロジェクトでの選考は、書類選考だけでなく、
必ず面接（オンライン・対面型可）をお願いいたします。

（正社員になろうプロジェクト求人での選考プロセスについて）

＜Step１＞
企業様からプロジェクトに掲載する求人情報（求人票、求人ホームページに登録する付随情報）をご送付
いただきます。

＜Step２＞
事務局にてホームページに掲載させていただきます。
ホームページ掲載ができましたら、ご連絡をさせて頂きます。

＜Step３＞
求職者は、事業ホームページの求人検索条件から求人を検索し、応募ページより選考の申し込みを行います
※申し込みを行うと、求人登録の際にご登録いただいた採用担当者あてにメールが届きます。

＜Step４＞
求職者から選考の申し込みが来ましたら、企業様から直接求職者の方へ連絡いただき、選考を進めて下さい
※正社員になろうプロジェクトの選考では、書類選考だけでなく、必ず面接（オンラインも可）をして

いただくよう、お願いいたします。
※選考結果が出た段階で、お手数ですが埼玉県正社員になろうプロジェクト事務局までご連絡ください



０２ 昨年度との相違点について

昨年は、業種別に検索可能としておりましたが、今年から、求職者がより検索しやすいよう、以下の項目で
検索できるように、システムをバージョンアップいたしました。
それに伴い、企業様からの登録時にお伺いする内容が増えておりますので、ご了承ください。
また、勤務地での検索ができることに伴い、事業所（勤務地）ごとに求人票をご提出いただくこととなり
ます。不明点等につきましては、事務局までご連絡をお願いいたします

＜本年度の求職者向け検索項目＞
・勤務地：地区分けについては、次ページを参照願います
・業種
・職種
・こだわり条件：転勤なし、土日祝日休み、未経験者歓迎、車通勤可、急募 など
・フリーワード

＜求職者向け検索画面＞ ＜求職者応募フォーム＞



南部地区 南西部地域 西部地域 県央地域 川越比企地域 東部地域 利根地域 北部地域 秩父地域 さいたま市

戸田市 ふじみ野市 飯能市 鴻巣市 川越市 春日部市 行田市 熊谷市 長瀞町 大宮区

蕨市 富士見市 日高市 北本市 鶴ヶ島市 松伏町 羽生市 深谷市 皆野町 見沼区

川口市 三芳町 入間市 桶川市 坂戸市 越谷市 加須市 寄居町 秩父市 緑区

志木市 狭山市 伊奈町 川島町 吉川市 久喜市 美里町 小鹿野町 浦和区

朝霞市 所沢市 上尾市 毛呂山町 草加市 蓮田市 本庄市 横瀬町 中央区

新座市 越生町 三郷市 白岡市 神川町 桜区

和光市 鳩山町 八潮市 宮代町 上里町 西区

東松山市 杉戸町 北区

吉見町 幸手市

ときがわ町

小川町

嵐山町

滑川町

東秩父村

＜勤務地の地域分け①求人票入力フォーム＞
検索画面の「勤務地」については、以下の分け方をしておりますので、同じ求人内容で、勤務地が同じ
地区であれば、一つの求人票で構いません。

０３ 求人情報の登録について

求人票の提出については、下記二種類のExcelシートの提出をお願いいたします。

＜ご提出いただくファイル＞
①求人票入力フォーム（Excel）

→必要事項をご記入の上、Excelシートのままご送付ください
昨年ご登録いただきました企業様は同じ求人フォーマットでも可能です

→複数の求人がある場合は、シートをコピーして記載ください。
複数の求人がある場合は、Excelシートのシート名を①、②と番号で記入いただき、もう一つの
「求人登録票フォーム」の求人番号のところに対応する求人票のシート名（①、②等）をご記入
ください。

②求人情報登録フォーム（Excel）
→検索等に必要な情報を記載願います。

求人票の数だけご記入下さい。その際、「求人番号（Excelのシート名）」と、①の求人票入力
フォームのシート名を合わせてください。
求人票１枚につき、１行の記入となります。

上記２つのファイルを、ｐｄｆ形式等ではなく、Excelファイルの
ままご送付ください



＜①求人票入力フォーム＞

※求人票が複数になる場合には、シートをコピーして作成下さい

＜ ②求人情報登録フォーム（Excel）の項目＞
列項目 必須項目 記入時のご注意

求人タイトル（全角32文字以内） ※
求職者にアピールするために、求人内容をわかりやすく表現して

ください

業種名 ※

業種について、プルダウンから選んでください。プルダウンにな

い場合は「その他」を選んでください。その他を選んだ場合は、

Ｊ列に業種名を記入願います

業種名（一覧にない場合）
業種名で「その他」

を選んだ場合に記入
「Ｉ」列で「その他」を選んだ場合のみ記入願います

勤務地エリア ※ 別シート「エリア分類」から、就業場所を選んで入力願います

職種 ※

職種について、プルダウンから選んでください。プルダウンにな

い場合は「その他」を選んでください。その他を選んだ場合は、

Ｍ列に職種名を記入願います

職種（一覧にない場合）
職種名で「その他」

を選んだ場合に記入
「Ｌ」列で「その他」を選んだ場合のみ記入願います

こだわり条件：転勤なし、土日祝日休み、未

経験者歓迎、車通勤可　など
※

求人内容で当てはまるものは「残して」、当てはまらないものは

「削除してください」

求人番号（Excelのシート名） ※
提出していただく求人票（Excel）のシート名を記載ください。

求人票が１つの場合は記入不要です。

法人名 ※
株式会社○○、社会福祉法人●●など、正式名称をご記入くださ

い

勤務地住所 ※ 実際に働く事業所の住所をご記入ください

採用担当者メールアドレス ※ 求職者からの選考申し込みは、このアドレスに届きます



※②求人情報登録フォーム（Excel）の記載例

０４ 本件に関する問い合わせ先

その他の場合記入

列項目 求人タイトル（全角32文字以内推奨）
業種名

※プルダウンから入力

業種名（一覧に

ない場合）

勤務地エリア

※プルダウン

から入力

※エリアはエ

リア分類シー

トでご確認下

さい

職種※プルダウンから入力
職種（一覧にない

場合）

こだわり条件

※当てはまらない

ものを削除

①求人票入力

フォーム

（Excel）の

シート名

法人名 勤務地住所

採用担当者メー

ルアドレス

記入のポイン

ト、注意

【職種名】その説明　という表記でお

願いいたします。

プルダウン項目：医

療・福祉・介護,機械

系製造業,食品製造業,

その他製造業,警備,

建設・工事,物流・倉

庫,IT・システム,不動

産,保険・金融,卸売

業・商社,小売,

飲食,環境・リサイク

ル,その他

プルダウン項

目：さいたま

市,東部地域,

南部地区,南西

部地域,西部地

域,秩父地域,

利根地域,県央

地域,川越比企

地域,北部地域

プルダウン項目：営業（法

人）, 営業（法人・個人）,

営業（個人） 事務, ITエン

ジニア, 製造・構内作業,

マシンオペレーター, 施工

管理, 設備管理, 介護職, 支

援職, 販売・接客, ホー

ル・調理スタッフ, 倉庫内

作業, ドライバー, その他

初期表示：未経験

者歓迎,急募,転勤

なし,土日祝日休

み,

車通勤可

求人票が複数

ある時は、

①求人票入力

フォームの求

人票のシート

をコピーいた

だき、シート

名を記入願い

ます

株式会社○○、社

会福祉法人●●な

ど、正式名称をご

記入ください

記入例①
【リサイクルスタッフ】産業廃棄物の改

修を行います
環境・リサイクル 南西部地域 ドライバー

未経験者歓迎,

転勤なし,車通勤可
① テスト株式会社

埼玉県大宮

市○○丁目

○○

jinji@oooo.co.jp

記入例②
【重機オペレーター】自社製造の削正

機を操作しての削正作業、未経験者歓迎
機械系製造業 秩父地域 マシンオペレーター

未経験者歓迎,転勤

なし ② テスト株式会社

埼玉県浦和

市○○丁目

○○

jinji@oooo.co.jp

記入例③
【介護職】アットホームな雰囲気で、

充実した教育制度で未経験でも歓迎
医療・福祉・介護 さいたま市 その他 保育士

未経験者歓迎,急

募,

転勤なし,車通勤可

③ テスト株式会社

埼玉県さい

たま市○○

丁目○○

jinji@oooo.co.jp

●問い合わせ
埼玉県 正社員になろうプロジェクト事務局
受託先）株式会社クオリティ・オブ・ライフ 担当：山福

・メール:info@seisyainsaitama.com
・電話:0120-555-843（平日10:00～18:00）
・事業ホームページ：https://seisyainsaitama.com/

mailto:info@seisyainsaitama.com
https://seisyainsaitama.com/

