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1 はじめに

求人情報の作成・更新・申請の流れについて
求人情報の作成から公開までの流れについて

未申請 申請中 差し戻し中 承認済

事業所

管理者

求人情報の状態
承認済み以降の操作

UターンナビWebサイト

求人の作
成 

申請・承認 

差し戻し 
修正・公開申請 

求人公開 

差し戻し 
メール 

公開申請メール 

承認連絡
メール 

承認済みの 
求人情報への 

操作 

求人非公開 

求人取り下げ 
操作 

求人非公開 求人非公開 求人非公開 求人公開 

公開期間 
の延長 

求人を修正し再申請 

承認 

差し戻し 
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求人票の新規登録操作
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2 求人票の新規登録操作

新規求人追加の画面の操作の移動について

求人情報の複製操作による求人票の作成・申請操作の画面の移動について

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
新規作成 

（入力・確認・完了画面） 

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
詳細画面 

申請完了 
公開申請メール 
送信 

申請完了 
公開申請メール 
送信 

求人情報を 
複製 

求人情報の複製操作 

求人情報の作成・申請操作 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
新規作成 

（入力・確認・完了画面） 

求人情報の作成・申請操作 

事業所 

事業所 

5 



求人の新規の追加から公開までの流れ

操作の流れ（事業者の操作範囲）
①事業所管理ページログイン画面より事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
②ログイン後ダッシュボード画面から求人情報管理画面へ移動します。
③求人を追加ボタンより新規登録画面へ移動・求人情報を入力

求人情報を入力し画面下部の「公開申請」ボタンを押して公開に向けた申請を行います。
※このとき産業人材課管理者あてに公開依頼申請のメールが送信されます。

④申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。

①事業所管理ページログイン画面より事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

新規による求人情報の作成・公開申請

ログイン操作 

6 



②ログイン後ダッシュボード画面から求人情報管理画面へ移動します。
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

③求人を追加ボタンより新規登録画面へ移動・求人情報を入力
求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②右上の「求人を追加」ボタンをクリックし新規登録画面に移動
します。

求人情報新規登録 

求人情報管理へ 
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③求人を追加ボタンより新規登録画面へ移動・求人情報を入力
求人情報を入力し画面下部の「公開申請」ボタンを押して公開に向けた申請を行います。

入力画面での公開申請操作
①求人の公開に必要な情報を入力します。

※入力フィールドに「必須」の赤色のラベルがついているものは
入力が必須のフィールドになります。

②入力が完了したら画面右下の「公開申請」ボタンをクリックします。
※この時求人の入力方法に不備があった場合、画面上部に

エラーメッセージが表示され、エラー箇所のフィールド
の下にエラー内容が表示されます。

画面上部のエラーメッセージ

フィールドの下に表示されるエラーメッセージ例

③入力に問題が無ければ、確認画面に移動します。

その他の操作について
保存操作

公開申請前の求人情報については下書き保存が可能です
求人情報の入力を中断する場合は下書き保存を行ってください。

①「下書き保存」ボタンをクリックし入力した情報を保存します。
※下書き保存時は必須項目は空白でも保存できます。

途中省略 

公開申請操作（確認画面へ） 
保存操
作 

保存操
作 
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③求人を追加ボタンより新規登録画面へ移動・求人情報を入力（確認画面）
求人情報の確認操作
①入力した求人情報の各項目を確認画面より確認します。

②確認に問題がなければ「公開申請する」ボタンをクリックし
完了画面に移動します。

※確認した求人情報に問題がある場合は「入力に戻る」ボタンを
クリックし入力画面に戻り修正を行います。

途中省略 

公開申請操作（完了画面へ） 入力画面に戻る操
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④申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。
求人情報の完了操作
①確認画面より公開申請ボタンがクリックし完了画面に移動します。

これで求人の公開申請は完了です。

②確認画面の移動とあわせて産業人材課の管理者宛てに公開承認依頼
のメールが送信されます。

管理者に送信される申請依頼メールについて
※システムから送信されるメールになり、産業人材課の管理者に

向けて送信されます。

タイトル：求人申請（承認依頼）

本文：
担当各位

求人公開の請がありました。
管理画面にログインし申請内容を確認して
承認・差し戻しを行ってください。

管理画面ログインURL
https://admin.saga-uturn.jp/
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複製による求人情報の作成から公開までの流れ

操作の流れ（事業者の操作範囲）
①求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
②ログイン後求人情報管理画面へ移動
③求人の詳細ボタンより複製対象の求人詳細画面へ移動

複製ボタンをクリックし求人情報の複製を行う。

④求人情報管理一覧画面より複製した求人情報の詳細画面へ移動
求人情報を必要に応じて修正し画面下部の「公開申請」ボタンを押して公開に向けた申請を行います。

※このとき産業人材課管理者あてに公開依頼申請のメールが送信されます。

⑤申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。

①事業所管理ページログイン画面よりログイン
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

求人情報の複製操作による求人情報の作成・公開申請

ログイン操作 
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②ログイン後求人情報管理画面へ移動
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

③求人の詳細ボタンより複製対象の求人詳細画面へ移動

求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
複製したい求人の詳細画面に移動します。

求人情報管理へ 

求人詳細画面 
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③求人の詳細ボタンより複製対象の求人詳細画面へ移動
画面下部の「この求人を複製する」ボタンを押して求人情報の複製を行います。

求人情報の複製操作
①詳細画面では求人情報の登録情報が表示されます。

②画面下部にある「この求人情報を複製する」ボタンをクリックする。

③複製確認のダイアログが表示されOK後、求人情報が複製されます。
複製が完了すると求人の一覧画面に移動されます。

複製の確認ダイアログ

途中省略 

求人情報を複製 
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④求人情報管理一覧画面より複製した求人情報の詳細画面へ移動
複製した求人情報の編集操作
①求人が複製されると求人名＋：コピーというタイトルで求人情報が

表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
複製した求人の詳細画面に移動します。

複製された求人情報を修正 
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④求人情報管理一覧画面より複製した求人情報の詳細画面へ移動（詳細入力画面）
詳細入力画面での公開申請操作
①複製した求人に対して公開に必要な情報を修正します。

※入力フィールドに「必須」の赤色のラベルがついているものは
入力が必須のフィールドになります。

②入力が完了したら画面右下の「公開申請」ボタンをクリックします。
※この時求人の入力方法に不備があった場合、新規作成時と同じく

画面上部にエラーメッセージが表示され、エラー箇所の
フィールドの下にエラー内容が表示されます。

画面上部のエラーメッセージ

フィールドの下に表示されるエラーメッセージ例

③入力に問題が無ければ、確認画面に移動します。
途中省略 

公開申請（確認画面へ） 
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④求人情報管理一覧画面より複製した求人情報の詳細画面へ移動（確認画面）
求人情報の確認操作
①入力した求人情報の各項目を確認画面より確認します。

②確認に問題がなければ「公開申請する」ボタンをクリックし
完了画面に移動します。

※確認した求人情報に問題がある場合は「入力に戻る」ボタンを
クリックし入力画面に戻り修正を行います。

途中省略 

公開申請操作（完了画面へ） 入力画面に戻る操
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⑤申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。
求人情報の完了操作
①確認画面より公開申請ボタンがクリックすると完了画面

に移動します。これで求人の公開申請は完了です。

②確認画面の移動とあわせて産業人材課の担当者宛てに公開承認依頼
のメールが送信されます。

産業人材課の管理者に送信される申請依頼メール内容について
※システムから送信されるメールになり、産業人材課の管理者に

向けて送信されます。

タイトル：求人申請（承認依頼）

本文：
担当各位

求人公開の請がありました。
管理画面にログインし申請内容を確認して
承認・差し戻しを行ってください。

管理画面ログインURL
https://admin.saga-uturn.jp/
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申請した求人情報が承認されると求人情報が公開され、事業所のメールアドレスに向けて承認メールが送信されます。

承認時に送信される承認メール内容について
タイトル：求人情報申請結果のおしらせ

本文：
このメールに返信はできません。

いつもさがUターンナビをご利用いただき誠にありがとうございます。

申請いただいた求人情報につきましては
承認されましたのでご連絡させていただきます。

お問い合わせの際は以下にご連絡ください。
*************************************************
佐賀県庁　産業労働部　産業人材課
　〒840-8570　佐賀市城内1-1-59
　TEL: 0952-25-7310　 FAX: 0952-25-7305
　E-mail  :  sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp
*************************************************

承認メールについて
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登録している求人票の更新操作
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再申請時の申請までの画面操作の流れ

差し戻し時の申請までの画面操作の流れ

登録している求人票の更新操作

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
詳細画面 

（詳細・入力・確認・完了画面） 

申請完了 
公開申請メール 
送信 

求人情報の修正・申請操作 

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
詳細画面 

（詳細・入力・確認・完了画面） 

申請完了 
公開申請メー
ル 
送信 

求人情報の修正・申請操作 

差し戻し 
連絡メール 

事業所 

事業所 
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公開期間延長時の操作

求人取り下げの操作

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
詳細画面 

（詳細画面） 

求人情報の求人取り下げ操作 

ログイン 
画面 

ダッシュボード 
画面 

求人情報管理 
一覧画面 

求人情報管理 
詳細画面 

（詳細画面） 

求人情報の期間延長操作 

掲載期限リマインドメー
ル 
（定期送信） 

事業所 

事業所 
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再申請は現在公開されている求人情報に対して修正を行い、求人情報の修正から公開申請を行う流れを指します。
※公開期間を延長した求人については修正ができませんので延長された求人は内容修正のための再申請はできません。

再申請による求人情報の修正から公開までの流れ
操作の流れ（事業者の操作範囲）

①求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
②ログイン後求人情報管理画面へ移動
③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動

求人情報を修正し画面下部の「公開申請」ボタンを押して公開に向けた申請を行います。
※このとき産業人材課管理者あてに公開依頼申請のメールが送信されます。

④申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの確認を行われ承認されると求人が公開されます。

①求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

再申請の操作

ログイン操作 
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②ログイン後求人情報管理画面へ移動
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動

求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
修正したい求人情報の詳細画面に移動します。

求人情報管理へ 

求人詳細画面 
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③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動
修正入力画面への移動
①修正対象の求人情報の詳細画面に移動します。

②画面右下にある「修正を行う」ボタンより修正画面に移動します。

途中省略 

修正を行う。（修正画面へ） 
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③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動（入力画面）
入力画面での修正
①修正対象の求人情報の入力画面に移動します。

②求人情報の修正を行い、「公開申請」ボタンをクリックし
確認画面に移動します。
※この時求人の入力方法に不備があった場合、新規作成時と同じく

画面上部にエラーメッセージが表示され、エラー箇所の
フィールドの下にエラー内容が表示されます。

画面上部のエラーメッセージ

フィールドの下に表示されるエラーメッセージ例

途中省略 

公開申請（確認画面へ） 
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③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動（確認画面）
求人情報の確認操作
①入力した求人情報の各項目を確認画面より確認します。

②確認に問題がなければ「公開申請する」ボタンをクリックし
完了画面に移動します。

※確認した求人情報に問題がある場合は「入力に戻る」ボタンを
クリックし入力画面に戻り修正を行います。

途中省略 

公開申請操作（完了画面へ） 
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④申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。
求人情報の完了操作
①確認画面より公開申請ボタンがクリックすると完了画面

に移動します。これで求人の公開申請は完了です。

②確認画面の移動とあわせて産業人材課の管理者宛てに公開承認依頼
のメールが送信されます。

産業人材課の管理者に送信される申請依頼メール内容について
タイトル：求人申請（承認依頼）

本文：
担当各位

求人公開の請がありました。
管理画面にログインし申請内容を確認して
承認・差し戻しを行ってください。

管理画面ログインURL
https://admin.saga-uturn.jp/
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差し戻しは公開申請した求人情報の内容に対して、修正・変更など管理者より差し戻された際の処理になります。

差し戻しによる求人情報の修正から公開までの流れ
操作の流れ（事業者の操作範囲）

①管理者より申請した事業所のメールアドレスに向けて差し戻しのメールが送信される。
②差し戻しのメールを確認し求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
③ログイン後求人情報管理画面へ移動
④求人の詳細ボタンより修正対象の差し戻しされた求人情報の求人詳細画面へ移動

求人情報を差し戻し理由の内容で修正し画面下部の「公開申請」ボタンを押して公開に向けた申請を行います。
※このとき産業人材課管理者あてに公開依頼申請のメールが送信されます。

⑤申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。

①管理者より申請した事業所のメールアドレスに向けて差し戻しのメールが送信される。
差し戻し操作より事業所に送信される差し戻しメール内容について

差し戻し時の操作

タイトル：求人情報申請結果のおしらせ

本文：
このメールに返信はできません。

いつもさがUターンナビをご利用いただき誠にありがとうございます。

申請いただいた求人情報につきましては
差し戻しされましたのでご連絡させていただきます。

差し戻し理由：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お問い合わせの際は以下にご連絡ください。
*************************************************
佐賀県庁　産業労働部　産業人材課
　〒840-8570　佐賀市城内1-1-59
　TEL: 0952-25-7310　 FAX: 0952-25-7305
　E-mail  :  sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp
*************************************************
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②差し戻しのメールを確認し求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

③ログイン後求人情報管理画面へ移動
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

ログイン操作 

求人情報管理へ 
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④求人の詳細ボタンより修正対象の差し戻しされた求人情報の求人詳細画面へ移動
求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
差し戻し中の求人の詳細画面に移動します。

差し戻しされた求人情報を修正 
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④求人の詳細ボタンより修正対象の差し戻しされた求人情報の求人詳細画面へ移動
修正入力画面への移動
①修正対象の求人情報の詳細画面に移動します。

画面上部に差し戻し理由が表示されます表示内容を確認し
入力画面より修正を行います。

②画面右下にある「修正を行う」ボタンより入力画面に移動します。

途中省略 

修正を行う 

差し戻し理由 
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④求人の詳細ボタンより修正対象の差し戻しされた求人情報の求人詳細画面へ移動
入力画面での修正
①修正対象の求人情報の入力画面に移動します。

②求人情報の修正を行い、「公開申請」ボタンをクリックし
確認画面に移動します。
※この時求人の入力方法に不備があった場合、新規作成時と同じく

画面上部にエラーメッセージが表示され、エラー箇所の
フィールドの下にエラー内容が表示されます。

画面上部のエラーメッセージ

フィールドの下に表示されるエラーメッセージ例

途中省略 

公開申請（確認画面へ） 
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③求人の詳細ボタンより修正対象の求人詳細画面へ移動（確認画面）
求人情報の確認操作
①入力した求人情報の各項目を確認画面より確認します。

②確認に問題がなければ「公開申請する」ボタンをクリックし
完了画面に移動します。

※確認した求人情報に問題がある場合は「入力に戻る」ボタンを
クリックし入力画面に戻り修正を行います。

公開申請操作（完了画面へ） 

途中省略 
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⑤申請操作は完了となります。その後、管理者側で内容を確認し承認・差し戻しの処理を行われ承認されると求人が公開されます。
求人情報の完了操作
①確認画面より公開申請ボタンがクリックすると完了画面

に移動します。これで求人の公開申請は完了です。

②確認画面の移動とあわせて産業人材課の管理者宛てに公開承認依頼
のメールが送信されます。

産業人材課の管理者に送信される申請依頼メール内容について
※システムから送信されるメールになり、産業人材課の管理者に

向けて送信されます。

タイトル：求人申請（承認依頼）

本文：
担当各位

求人公開の請がありました。
管理画面にログインし申請内容を確認して
承認・差し戻しを行ってください。

管理画面ログインURL
https://admin.saga-uturn.jp/
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期間延長は現在公開されている求人に対して公開期間の延長を行う操作になります。

期間延長操作による求人情報の期間延長までの流れ
操作の流れ（事業者の操作範囲）

①公開期間の終了が近づくと求人情報の公開の終了期限のメールが対象求人の事業所に向けてメールされます。
②求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
③ログイン後求人情報管理画面へ移動
④求人の詳細ボタンより公開期間延長対象の求人詳細画面へ移動

「公開延長申請を行う」ボタンをクリックし求人情報の延長を行う。

⑤延長操作が完了し公開期間が延長されます。

①公開期間の終了が近づくと求人情報の公開の終了期限のメールが対象求人の事業所に向けてメールされます。
メール送信について
①メール送信については毎週月曜日に求人の公開終了6日以内の

求人情報の事業所に対して送信されます。

公開期間延長時の操作

タイトル：【さがUターンナビ】求人情報の公開期限のお知らせ

本文：
事業所名　様

いつも、さがUターンナビをご利用いただきありがとうございます。

掲載期限が6日以内に終了する求人情報があります。

管理画面にて、期間延長手続きをお願いします。

https://saga-uturn.jp/company/

期間延長の手続きがとられない場合、
求人情報は公開されなくなりますので、お手続きをお願いいたします。

掲載を終了される場合、対応は必要ありません。

【求人情報】
公開終了の求人情報（事業所ごとの求人情報が表示されます）
※このメールは、佐賀県産業労働部　産業人材課が運営を行うさがUターンナビより自動で送信されております。

※本メールに心当たりのない方は下記のアドレスまでお知らせください。
登録内容を確認いたします。
saga-uturn@pref.saga.lg.jp

*************************************************
佐賀県庁　産業労働部　産業人材課
　〒840-8570　佐賀市城内1-1-59
　TEL: 0952-25-7310　 FAX: 0952-25-7305
　E-mail  :  sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp
*************************************************
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②求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

③ログイン後求人情報管理画面へ移動
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

ログイン操作 

求人情報管理へ 
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③求人の詳細ボタンより公開期間延長対象の求人詳細画面へ移動

求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
延長したい求人の詳細画面に移動します。

公開中の求人詳細画面 
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④求人の詳細ボタンより公開期間延長対象の求人詳細画面へ移動
「公開延長申請を行う」ボタンをクリックし求人情報の公開期間の延長を行う。

求人情報の延長操作操作
①「公開延長申請を行う」ボタンをクリックし求人情報の

公開期間の延長を行います。
※求人情報の延長を行うと公開期間が延長した日より

90日の期間が延長になります。
※ボタンをクリックした際に確認のダイアログが表示されます。

OKをクリックすると求人情報の公開期間が延長されます。

確認のダイアログ

※延長期間については管理者へのメールの送信は行いません。

途中省略 

公開期間の延長操作 
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求人取り下げは現在公開されている求人に対して取り下げ操作を行い、求人情報の公開を取り下げる操作です。

求人取り下げによる求人情報の公開取り下げまでの流れ
操作の流れ（事業者の操作範囲）

①求人情報の作成・修正操作のために事業所のIDとパスワードを入力しログインします。
②ログイン後求人情報管理画面へ移動
③求人の詳細ボタンより取り下げ対象の求人詳細画面へ移動
④求人情報管理の求人詳細画面より求人情報を取り下げ操作を行います。
⑤取り下げ操作が完了し求人情報が取り下げられWebサイトから非公開になります。

①事業所管理ページログイン画面よりログイン
ログインの操作
①「ログインID or メールアドレス」のフォームに

ログインする事業所のログインID（又はメールアドレス）
を入力します。

②「パスワード」のフォームにログインIDに対する
パスワードを入力を入力します。

③ログインIDおよびパスワードを入力したら
ログインボタンをクリックしログイン認証を行います。

④認証を行い正しいログイン情報であれば認証が完了し
ダッシュボード画面に移動されます。

求人取り下げの操作

ログイン操作 
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②ログイン後求人情報管理画面へ移動
求人情報管理への移動操作
①ログインが完了するとダッシュボード画面に移動します。

②ダッシュボード画面の左メニューに求人情報管理が表示されて
いますのでクリックし求人情報管理画面に移動します。

③求人の詳細ボタンより取り下げ対象の求人詳細画面へ移動
求人情報の新規登録画面への移動操作
①求人情報管理に移動すると求人情報の一覧画面が表示されます。

②求人一覧表示エリアの右側の詳細の鉛筆ボタンをクリックし
取り下げを行う求人情報の詳細画面に移動します。

求人情報管理へ 

掲載中の求人詳細画面 
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③求人の詳細ボタンより取り下げ対象の求人詳細画面へ移動（詳細画面）
求人情報の取り下げ操作
①「公開取り下げ」ボタンをクリックし求人情報の公開取り下げ

を行います。
※ボタンをクリックした際に確認のダイアログが表示されます。

OKをクリックすると完了画面に移動します。

確認のダイアログ

途中省略 

公開取り下げ 
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⑤取り下げ操作が完了し求人情報が取り下げられWebサイトから非公開になります。
求人情報の完了操作
①確認画面より公開申請ボタンがクリックすると完了画面

に移動します。これで求人の公開申請は完了です。
※求人情報が取り下げられるとWebサイト上から求人情報が

非公開になります。
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