企業の皆さまへ

｢ 職場情報総合サイト ｣ のご案内
職場情報総合サイトとは
⚫ 厚生労働省では、Webサイト「職場情報総合サイト」を2018年9月28日に一般公開しました。
⚫ 当サイトは、「若者雇用促進総合サイト」 「女性の活躍推進企業データベース」 「両立支援のひろば」の３サイトに掲載され
ている各企業の職場情報を収集し、転載しています。また、各企業の各種認定・表彰（次頁「連携サイト一覧」参照）の
取得等の情報も掲載しています。
⚫ 職場情報をワンストップで閲覧できるようにし、横断的に検索・比較できるようにすることで、企業と働き手のよりよいマッチング
の実現が期待できます。

★ 職場情報が掲載されることで自社のPRにつながります。

企業の
メリット

★ 職場情報の事前提供で、より良いマッチングを実現します。
★ 雇用管理がより良く、職場改善に積極的に取り組んでいる企業
が、より求職者から選ばれるようになることが期待されます。

職場情報総合サイトに掲載される企業の条件
若者雇用促進総合サイト

条件①

女性の活躍推進企業データベース
両立支援のひろば

左の3サイトのいずれかに掲載されている企業
※いずれにも掲載されていない企業は、当サイトでは掲載対象外になります。

条件② 条件①のサイトに「法人番号」が入力されている企業

※上の３サイトに掲載されていない場合は、当サイトでは掲載対象外です。当サイトへの掲載を希望する場合は、いずれかの
サイトに登録の上、「法人番号」の入力をお願いします。
※当サイトでは、 「国税庁法人番号公表サイト」上の①法人番号、②商号又は名称の情報と、各既存サイトの情報を突合し、
一致した企業の情報を転載しておりますので、各既存サイトでの法人番号等の入力ミスにご注意ください。
（②商号又は名称については、全角・半角の差異などの軽微な差異であれば転載できるようにしております。）
なお、当サイトでは、企業名を「国税庁法人番号公表サイト」上の商号又は名称で表示します。

職場情報総合サイトでの情報の掲載方法
⚫ 当サイトでは、個別企業毎の詳細の情報を表示する画面（詳細画面）に加え、企業間で情報を比較することが可能な
画面（企業間比較画面）を設けました。原則として、当サイトに掲載される全ての情報が、詳細画面、企業間比較画面
の両方に掲載されます。
⚫ 各画面の詳細は当サイトの「職場情報検索」よりご確認ください。

企業の皆さまへのお願い
（１）当サイトへの掲載を希望する場合
当サイトへの掲載を希望する場合は、「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支
援のひろば」のいずれかのサイトに登録の上、「法人番号」の入力をお願いします。登録の詳細については、下記の各サイ
トにてご確認ください。
なお、当サイトに掲載されるための上記の条件を満たした場合、上記３サイトの情報に加え、以下の「連携サイト一
覧」のその他のサイトの情報も転載されます。
○各サイトのURL
・ 若者雇用促進総合サイト

URL https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

・ 女性の活躍推進企業データベース URL http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
・ 両立支援のひろば

URL

http://ryouritsu.mhlw.go.jp/

※「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」については、両サイトのポータルサイトである「女性の活躍・両立支援総合サイ
ト」で法人番号を入力してください。
※「若者雇用促進総合サイト」については、法人番号を有する企業様には当該サイトへの情報登録時に法人番号を登録いただいております。

（２）当サイトへの掲載を希望しない場合
当サイトへの掲載を望まない場合は、以下の連絡先までご連絡ください。（詳細は３頁以降をご確認ください。）掲
載を許諾する場合はご連絡の必要はありません。
○連絡先：servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp
※「若者雇用促進総合サイト」への登録時等、既に掲載の可否についてご連絡いただいている場合は、ご対応不要です。

（３）独自情報項目の入力のお願い
各サイトの情報に加えて、当サイトの独自情報項目の入力をお願いします。詳細は以下をご確認ください。
○独自情報入力機能のご案内：https://shokuba.mhlw.go.jp/030/dokuji_leaflet_01.pdf
No. 独自情報項目

連
携
サ
イ
ト
一
覧

①

証券コード

②

市場区分

③

36協定に関する情報

④

社会保険（厚生年金保険・健康保険）適用の有無

⑤

自由PR欄（500文字以内）

若者雇用促進総合サイト

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

女性の活躍推進企業データベース

優良派遣事業者認定制度

両立支援のひろば

製造請負優良適正事業者認定制度

安全衛生優良企業公表制度

職業紹介優良事業者認定制度

あんぜんプロジェクト

障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰

働き方・休み方改善ポータルサイト

高年齢者雇用開発コンテスト

なでしこ銘柄

新・ダイバーシティ経営企業100選

イクメンプロジェクト（イクメン企業アワード）

健康経営銘柄

厚生労働大臣表彰 輝くテレワーク賞

パートタイム労働者活躍推進企業表彰

グッドキャリア企業アワード（キャリア支援企業表彰を含む）

【職場情報総合サイトに関する問合せ先】
[連絡窓口：職場情報総合サイト サービスデスク]
[連絡先：servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp]

【各連携サイトに関する問合せ先】
各連携サイトの所管部署からのご案内等をご確認ください。

職場情報総合サイトへの転載を希望されない企業の皆様へ
厚生労働省では、2018 年 9 月 28 日に Web サイト「職場情報総合サイト」（以下、当サイト）を公開
しました。当サイトは、連携サイト（次頁参照）で掲載されている情報を転載し、ワンストップで閲覧で
きるようにすることで、求職者や学生が様々な観点から横断的に職場情報の検索・比較ができるようにす
るものです。
サイト開設に当たっては、連携サイトで掲載されている情報を当サイトへ転載いたします。既に掲載さ
れている情報であるため、基本的には転載をいたしますが、特別な理由・事情により当サイトへの情報の
転載を希望されない場合は、別紙「職場情報総合サイトへの転載拒否申込書」に必要事項をご記入の上、
下記送付先まで申込書のメール送付をお願い申し上げます。
■ご連絡方法
・別紙「職場情報総合サイトへの転載拒否申込書」に必要事項をご記入の上、下記送付先まで申込書のメ
ール送付をお願いいたします。 ○送付先メールアドレス：servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp
■留意事項
・「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」の３サイトに掲載され
ていない企業については、当サイトでは掲載対象外になります。
・３サイトのいずれにも登録されていない企業で、当サイトでの掲載を希望される場合は、下記の各サイトから登録
をお願いします。
◇「若者雇用促進総合サイト」https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action
◇「女性の活躍推進企業データベース」http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
◇「両立支援のひろば」http://ryouritsu.mhlw.go.jp/
・「若者雇用促進総合サイト」に掲載されている対象企業様へは別途ご連絡を差し上げておりますが、同サイトか
らの企業情報の転載可否については、同サイトにログインの上、直接ご登録いただいております。
・転載拒否申込書のサイト選択の項目では、御社が登録されているサイト（連携サイト一覧参照）のうち、当サイト
（職場情報総合サイト）への転載を希望しないサイト名のみをご選択ください。ご選択いただいた連携サイトに掲
載されている御社の情報は、当サイトには掲載されません。
・転載拒否申込書をご提出いただいた企業には、当サイトの今後の改善の参考とするため、ご記入いただいた内
容について照会をさせていただくことがございます。
■個人情報の取り扱いについて
・ご記入いただいた個人情報は、当サイトへの転載拒否申込受理以外の目的で使用することはございません。
・ご記入いただいた個人情報が外部に出るようなことは一切ございません。
・ご記入いただいた個人情報については、本業務終了後、速やかにデータの削除を行います。

■厚生労働省担当

■お問い合わせ先

職業安定局 首席職業指導官室

職場情報総合サイト サービスデスク

政策統括官付 政策統括室

メールアドレス： servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp

■連携サイト一覧
•

若者雇用促進総合サイト

•

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action
女性の活躍推進企業データベース

•

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
両立支援のひろば

•

http://ryouritsu.mhlw.go.jp/
安全衛生優良企業公表制度

•

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
あんぜんプロジェクト

•

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/
働き方・休み方改善ポータルサイト

•

http://work-holiday.mhlw.go.jp/
なでしこ銘柄

•

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム

•

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/
健康経営銘柄

•

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html
パートタイム労働者活躍推進企業表彰

•

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/award/
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

•

http://muki.mhlw.go.jp/
優良派遣事業者認定制度

•

http://yuryohaken.info/
製造請負優良適正事業者認定制度

•

http://www.js-gino.org/mhlw/
職業紹介優良事業者認定制度

•

http://www.yuryoshokai.info/
障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰

•

http://www.jeed.or.jp/disability/activity/education/hyosho_kaisai.html
高年齢者雇用開発コンテスト

•

http://www.jeed.or.jp/elderly/activity/activity02.html
イクメンプロジェクト（イクメン企業アワード）

•

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
厚生労働大臣表彰 輝くテレワーク賞

•

http://kagayakutelework.jp/
グッドキャリア企業アワード（キャリア支援企業表彰を含む）

•

https://career-award.mhlw.go.jp/
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html

別紙

職場情報総合サイトへの転載拒否申込書
職場情報総合サイト

☐若者雇用促進総合サイト

への転載を希望しな

☐女性の活躍推進企業データベース

いサイト

☐両立支援のひろば

※複数選択可能です

☐安全衛生優良企業公表制度

が、既に情報を掲載

☐あんぜんプロジェクト

しているサイトのみ

☐働き方・休み方改善ポータルサイト

選択してださい。情

☐なでしこ銘柄

報を掲載していない

☐新・ダイバーシティ経営企業 100 選

サイトからしょくば

☐健康経営銘柄

らぼに転載されるこ

☐パートタイム労働者活躍推進企業表彰

とはありません。

☐有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

（必須）

☐優良派遣事業者認定制度
☐製造請負優良適正事業者認定制度
☐職業紹介優良事業者認定制度
☐障害者雇用優良事業所等の厚生労働大臣表彰
☐高年齢者雇用開発コンテスト
☐イクメンプロジェクト（イクメン企業アワード）
☐厚生労働大臣表彰 輝くテレワーク賞
☐グッドキャリア企業アワード（キャリア支援企業表彰含む）
☐障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）

フリガナ
法人名
（必須）
法人番号
（必須）
本社所在地
（必須）
ご担当者様所属部署
（必須）
フリガナ
ご担当者様氏名
（必須）
ご連絡先電話番号
（必須）
ご連絡先
メールアドレス
（必須）
転載拒否理由
（任意）

☐職場情報総合サイトへの情報掲載にメリットが感じられないため
☐広く公開するべき情報ではないと判断したため
☐他社と比較されたくない項目と判断したため
☐その他（

■送付先メールアドレス：servicedesk@m.shokuba.mhlw.go.jp

）

