
（参考）検索のルールについて

１．検索件数の上限
検索条件に該当する求人票が200件以上ある場合は、検索結果が表示されません。
検索条件を追加して、絞り込みをしてください。

２．【①ＡＮＤ検索】と【②ＯＲ検索】について
・検索条件を複数入力した場合、以下のルールによって検索を行います。

①ＡＮＤ検索（かつ） — 「該当する求人票を絞りこむ検索」

「AかつB」といったように複数の条件を全て満たす求人票を探します。

・一部の条件だけが当てはまるものは検索しません。

・複数の検索条件を指定すると基本的には、この「ＡＮＤ検索」が行われます。

②ＯＲ検索（または）— 「該当する求人票を増やす検索」

「AまたはB」といったように複数の条件のうちどれか一つでも満たしている求人票を探します。

・一つの検索条件の中で複数の選択肢を選ぶと、この「ＯＲ検索」が行われます。

複数選択できる検索条件は、「分野」、「職種」、「資格」、「運転免許の種類」です。

・たとえば、「職種」の中で「介護職」と「ホームヘルパー」を選択すると、どちらか、または

両方を募集条件としている求人票が検索されます。

より詳しく知りたい方は、
次ページへ進んでください。



①ＡＮＤ検索（かつ） ②ＯＲ検索（または）

POINT！ 件数を絞り込みたい時には、ＡＮＤ条件の検索条件を追加する
（ＯＲ検索の条件を追加するとかえって件数が増えてしまいます）

＜検索条件＞
ご希望の分野 「障害者」
ご希望の職種 「看護職」

求人票A
分野「障害者」
職種「看護職」

求人票B
分野「障害者」
職種「事務職」

求人票D
分野「高齢者（介護保険施設）」
職種「介護職」

求人票C
分野「高齢者（介護保険施設）」
職種「看護職」

両方の条件
を満たす

求人票A
「介護職」
「ホームヘルパー」

求人票B
「介護職」
「ユニットリーダー」

求人票D
「保育士」
「事務職」

求人票C
「ホームヘルパー」
「サービス提供責任者」

両方の条件に当てはまらない

＜検索条件＞
ご希望の職種 「看護職」

「ホームヘルパー」



■ＡＮＤ検索とＯＲ検索が組み合わさった場合
ＡＮＤ検索とＯＲ検索が両方含まれている場合の検索の例を示します。

＜検索条件＞
ご希望の分野 「高齢者（介護保険施設）」、「障害者」
ご希望の職種 「介護職」、「相談・支援・専門員」

求人票A
分野「高齢者（介護保険施設）」
職種「介護職」

求人票B
分野「障害者」
職種「相談・支援・専門員」

求人票D
分野「障害者」
職種「介護職」

求人票C
分野「高齢者（介護保険施設）」
職種「相談・支援・専門員」

求人票F
分野「障害者（主に知的）」
職種「相談・支援・専門員」

求人票E
分野「高齢者（介護保険施設）」
職種「ホームヘルパー」

ご希望の分野が「高齢者（介護保険施設）」OR（または）

「障害者」であり、AND（かつ）職種が「介護職」OR（また

は）「相談・支援・専門員」の求人票が検索されます。

そのため、職種が該当しない求人票Eや、分野が該当しない

求人票Fは検索されません。



■包含関係
「職種」、「資格」、「運転免許」の検索条件のうち一部は、ある条件を選択すると関連する他の
条件も検索が行われる包含関係にあります。その対応関係は下記のとおりです。

例えば、検索条件に「介護福祉士」を選択すると、介護福祉士

を募集の条件としている求人に加え、准介護福祉士（養成施設を

卒業したにも関わらず国家試験を受けなかった者、もしくは合格

できなかった者）、介護福祉士取得見込（当該資格の試験を受験

し、合格通知を待つ状態等）、介護福祉士受験資格（実務3年経

験者等）、実務者研修等の介護職員研修課程修了・修了見込を募

集の条件としている求人も検索されます。

介護福祉士の資格を有していれば、通常、取得見込等を募集の

条件としている求人の条件を満たすことが多いため、「お仕事検

索」では、このような扱いとしています。

＜検索条件＞
「介護福祉士」

求人票A
「介護福祉士」

求人票B
「介護福祉士取得見込」

求人票C
「介護福祉士受験資格」

求人票G
「ヘルパー１級」

求人票H
「介護職員初任者研修」

求人票D
「実務者研修」

求人票F
「介護職員基礎研修」

求人票E
「実務者研修修了見込」

求人票I
「介護職員初任者研修修了見込

」



■ 検索条件に関する特記事項

（１）職種
・求人で募集している職種です。
・職種の名称は一般的な名称で表示しています。就業先での呼称は異なる場合があります。
・詳しくは表２をご覧ください。

（２）勤務形態
・正職員 … フルタイム・雇用期限（終了日）がない
・常勤（正職員以外）… フルタイム・雇用期限がある
・非常勤・パート … パートタイム・雇用期限の有無は問わない

（３）新着求人
・掲載開始日から5日以内の求人

（４）資格
・取得見込…当該資格を取得する見込みがあること

（当該資格の試験を受験し、合格通知を待つ状態等）
・修了見込…当該研修を修了する見込みがあること

（修了前に研修主催者から修了見込と判定されている状態等）
・受験資格…当該資格の受験資格を持っていること

（養成校を卒業、あるいは通信課程を修了し、資格試験を受験することができる状態等）



福祉関係資格

検索名称 包含名称 検索名称 包含名称 検索名称 包含名称

介護福祉士 ヘルパー１級 視能訓練士

准介護福祉士 介護職員初任者研修 視能訓練士受験資格

介護福祉士取得見込 介護職員初任者研修修了見込 看護師

実務者研修 生活援助従事者研修 准看護師

実務者研修修了見込 生活援助従事者研修修了見込 看護師受験資格

介護職員基礎研修 入門的研修（基礎講座+入門講座） 准看護師受験資格

ヘルパー１級 入門的研修（基礎講座） 准看護師

介護職員初任者研修 入門的研修（入門講座） 准看護師受験資格

介護職員初任者研修修了見込 介護職員初任者研修 看護師

生活援助従事者研修 介護職員初任者研修修了見込 准看護師

生活援助従事者研修修了見込 生活援助従事者研修 保健師

入門的研修（基礎講座+入門講座） 生活援助従事者研修修了見込 看護師受験資格

入門的研修（基礎講座） 入門的研修（基礎講座+入門講座） 准看護師受験資格

入門的研修（入門講座） 入門的研修（基礎講座） 保健師受験資格

介護福祉士受験資格 入門的研修（入門講座） 看護師

准介護福祉士 生活援助従事者研修 准看護師

介護福祉士取得見込 生活援助従事者研修修了見込 助産師

実務者研修 入門的研修（基礎講座+入門講座） 看護師受験資格

実務者研修修了見込 入門的研修（基礎講座） 准看護師受験資格

介護職員基礎研修 入門的研修（入門講座） 助産師受験資格

ヘルパー１級 入門的研修（基礎講座+入門講座） 栄養士

介護職員初任者研修 入門的研修（基礎講座） 栄養士取得見込

介護職員初任者研修修了見込 入門的研修（入門講座） 管理栄養士

生活援助従事者研修 入門的研修（基礎講座） 入門的研修（基礎講座） 管理栄養士受験資格

生活援助従事者研修修了見込 入門的研修（入門講座） 入門的研修（入門講座） 栄養士

入門的研修（基礎講座+入門講座） 介護支援専門員 栄養士取得見込

入門的研修（基礎講座） 介護支援専門員取得見込 調理師

入門的研修（入門講座） 社会福祉士 調理師取得見込

介護福祉士受験資格 社会福祉士取得見込 児童指導員

実務者研修 社会福祉主事 児童指導員取得見込

実務者研修修了見込 社会福祉主事取得見込 小・中・高教諭

介護職員基礎研修 社会福祉士受験資格 小・中・高教諭取得見込

ヘルパー１級 精神保健福祉士 児童指導員取得見込

介護職員初任者研修 精神保健福祉士取得見込 小・中・高教諭取得見込

介護職員初任者研修修了見込 社会福祉主事 幼稚園教諭

生活援助従事者研修 社会福祉主事取得見込 幼稚園教諭取得見込

生活援助従事者研修修了見込 精神保健福祉士受験資格 養護学校教諭

入門的研修（基礎講座+入門講座） 保育士 養護学校教諭取得見込

入門的研修（基礎講座） 保育士取得見込 養護教諭

入門的研修（入門講座） 社会福祉主事 養護教諭取得見込

介護職員基礎研修 社会福祉主事取得見込 看護師受験資格

ヘルパー１級 児童指導員 准看護師受験資格

介護職員初任者研修 児童指導員取得見込 看護師受験資格

介護職員初任者研修修了見込 理学療法士 准看護師受験資格

生活援助従事者研修 理学療法士受験資格 保健師受験資格

生活援助従事者研修修了見込 作業療法士 看護師受験資格

入門的研修（基礎講座+入門講座） 作業療法士受験資格 准看護師受験資格

入門的研修（基礎講座） 言語聴覚士 助産師受験資格

入門的研修（入門講座） 言語聴覚士受験資格

小・中・高教諭

小・中・高教諭取得見込

介護福祉士

准介護福祉士

管理栄養士

実務者研修

介護職員基礎研修

保健師

助産師

看護師受験資格

保健師受験資格

理学療法士

栄養士

社会福祉士

精神保健福祉士

調理師

保育士

社会福祉主事

助産師受験資格

言語聴覚士

視能訓練士

看護師

准看護師

ヘルパー１級

介護職員初任者研修

生活援助従事者研修

養護学校教諭

養護教諭

入門的研修（基礎講座+

入門講座）

作業療法士

幼稚園教諭

介護支援専門員

児童指導員



職種

検索名称 包含名称

施設長

管理者

用務員

教員

その他

運転免許

検索名称 包含名称

普通自動車免許

ＡＴ限定免許  

原付免許

普通自動車免許

普通自動車免許(二種）

ＡＴ限定免許  

原付免許

ＡＴ限定免許  

原付免許

大型自動車免許

普通自動車免許

ＡＴ限定免許  

原付免許

自動二輪

原付免許

原付免許 原付免許

ＡＴ限定免許  

大型自動車免許

自動二輪

管理者

その他

普通自動車免許

普通自動車免許(二種）


