彩の国

埼玉県

掲載法人
続々増加中!

地域限定

対象市町村

秩父市、 飯能市、 本庄市、 ときがわ町、 横瀬町、
皆野町、 小鹿野町、 東秩父村、 神川町

埼玉県移住就業マッ チングサイト に

無料で 求人掲載

移住支援金対象法人募集中

移住支援金と は?

対象法人になるメリット と は?

東京23 区（ 在住者又は通勤者） から 埼玉に移

埼玉県移住支援金対象求人ページに無料で 求人掲載ができます。

住し 、 対象法人に就業し た 方等に移住支援金

また、 掲載し た 求人情報は民間求人まと めサイト に転載さ れ、

（（最大130万円）
最大100 万円） を 支給する制度です。

貴社の求人情報を 求職者へ広く PRすること ができます。

対象法人登録からマッチングサイト への求人掲載まで の流れ
【 企業】

【 事務局（

パーソル）】

マッ チングサイト 掲載要件を
確認（ チラシ裏面）

求人情報提出シート 等を
提供

【 企業】

【 企業】

パーソル ※に求人掲載申込

求人ページ作成に必要な
情報を パーソルに提供

【 企業】

マッ チングサイト 掲載に係る
必要書類を県に提出

マッ チングサイト への掲載で
応募数・ 採用数が増加！
（ 令和2 年度、 3 年度比較）

応募数

パーソル）】

昨対比

令和2 年度

採用数
【 事務局（

埼玉県移住就業
マッ チングサイト はコ チラ

昨対比

488％増加
令和3 年度

600％増加

求人ページを 作成

（ 申込後ご案内をお送りします。）

【 事務局（
【 県】

申請書類の内容確認・ 承認

パーソル）】

マッ チングサイト 掲載作業
／公開

※埼玉県移住就業マッ チングサイト の運営はパーソルプロセス & テクノロジー株式会社が受託し ています。

令和2 年度

令和3 年度

※埼玉県移住就業マッ チングサイト を 通じ た応募数と
採用数について、 令和2 年度と 令和3 年度の数値
を 比較し たデータ です。

マッ チングサイト への求人掲載
マッ チングサイト への求人掲載のお申込みは、FAXまたはWEBで受け付けます。
●FAXの方は下記内容をご記入の上、 お送りく ださ い。
●お申込みいただいた方には、 求人情報提出シート や作成マニュア ルなどのご 案内をさ せていただきます。（ マッ チングサイト 掲載には審査があります。）

FAX番号
受付送付先

申込者情報（

011-281-8285

北海道の事務局で申込受付を 行っ ているため、
札幌の市外局番となっ ています。

※WEB申し 込みはコチラ

埼玉県移住就業支援マッ チングシステム運営事務局

項目全てを 記載し てく ださ い。）

会社名
〒
基
本
情
報

所在地
電話番号

ご担当者名
申込受付後のご案内メールをお送り いたします。 応募受付兼原稿やりとり のメールアド レスを 1つだけご記入く ださ い。

メ ールアド レス

確認の上､チェックをお願いします。（

マッ チングサイト への求人掲載にあたり 、 次の全ての項目に該当する必要があります。）

□本社所在地が下記①～④のいずれかにある法人であること 。
①埼玉県内の条件不利地域（ 秩父市、 飯能市、 本庄市、 ときがわ町、 横瀬町、 皆野町、 小鹿野町、 東秩父村、 神川町）
②東京圏（ 東京都、 埼玉県、 千葉県、 神奈川県） 以外の地域
③東京圏の条件不利地域

マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
掲
載
要
件

④東京圏のう ち条件不利地域以外の地域（ ※埼玉県内対象地域を勤務地と する勤務地限定型社員を 採用する場合に限る。）
□就業場所が埼玉県内の条件不利地域に所在する求人であること 。
□公共職業安定所（ ハローワーク ） において公開さ れている求人であること 。
□週20時間以上の無期雇用の求人であること 。
□雇用保険の適用事業主の求人であること 。
□官公庁等（ ＊１ ） でないこと 。
□資本金10 億円以上の法人（ ＊２ ） 又はみなし 大企業の求人でないこと 。
□労働基準関係法令に重大悪質な違反をし ていない法人の求人であること 。
□公序良俗に反し ないこと 。 その他、 不適切と 判断さ れるよう な求人でないこと 。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の求人でないこと 。
□暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と 関係を 有する法人の求人でないこと 。
□マッ チングサイト に掲載し た求人が民間求人まと めサイト に転載さ れること に同意し ていること 。
＊１ 第三セクターのうち、 出資金が10 億円未満の法人又は地方公共団体から 補助を 受けている法人は対象となります。
＊２ 資本金概ね50 億円未満の法人であって、 市町村の推薦に基づき県が必要と 認める法人は例外とし て対象となります。

●申込者は、 埼玉県またはパーソ ルプ ロ セス＆テクノ ロジー株式会社から 求人掲載条件の審査を 行う ために必要な調査の実施や書類の提出を 求められた場合は、 こ れに応じることを 承諾します。
●申込者は、 申込内容に虚偽があること が判明し た場合や法令遵守のおそれ等がある場合、 その他、 サイト への掲載が不適当であると 判断さ れた場合には、 求人情報の掲載または登録を 取り 消すこ
とを 承諾します。
●申込者は、「 埼玉県移住支援金対象求人マッ チングサイト 」 を 通じ て採用し た雇用者と の間にト ラ ブ ル等が発生し た場合、 埼玉県またはパーソ ルプ ロ セス＆テクノ ロジー株式会社が責任を負わないこ
とを 承諾します。
●申込者は、 本事業を 通じ て取得し た求職者の個人情報について、 無断で第三者へ提供し ない等、 適切に管理することを 承諾します。

お問合せ： 埼玉県企画財政部地域政策課 地域振興担当
申込方法： FAX、 WEB（ 専用フォーム）

TEL： 048-830-2768 Mail ： a2760 - 01@pref.saitama.lg.jp

お問合せフォームはこちら ▲ht tps:// form.kintoneapp.com /public/ form / show/ b3eaf f19742793

abda60801169f2a23a9204f20ca0fd52b76933c5f90425aa3c

※移住支援金事業を利用し て労働者を 雇い入れた事業主については、 厚生労働省が実施する「 中途採用等支援助成金（ UIJタ ーンコ ース）」 の支給を
受けられる場合があります。 詳しく はハローワークにお問合せく ださ い。

