
平成２９年１２月

厚生労働省「人材サービス総合サイト」への情報提供等 
 

事務代行・支援のお知らせ 

 職業安定法の改正に伴い、平成３０年１月から職業紹介事業者の皆

様は、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に、職業紹

介の実績等の情報を提供、掲載することが義務づけられました。 

 また、職業紹介責任者は、「厚労省人事労務マガジン」に登録し、

労働関係法令の最新の情報を確認しなければなりません。 

しかし、インターネットへの接続環境がない職業紹介事業者の方々が、

これらの事務を自ら行うことが困難な場合に、民紹協が必要な事務代

行・支援をさせて頂きます。 
 

 

1．代行・支援内容 

 (1) 職業紹介事業者に義務づけられている厚生労働省「人材サービス総合サイ 

  ト」への職業紹介の実績等の情報入力代行 

 (2) 「厚労省人事労務マガジン」の職業紹介責任者への定期的郵送 

 

 

2．対象となる事業者 

 インターネットへの接続環境がない職業紹介事業者であって、民紹協「事務支援

利用規約」に同意の上、申込みのあった方 

 

 

3．利用料（実費相当額）     （民紹協会員事業所） 
 (1) 人材サービス総合サイト掲載サービス  年額 1,000円      ８００円 

 (2) 人事労務マガジン提供サービス  年額 4,000円    ３,２００円 

 (3) 上記(1)と(2)の同時利用の場合  年額 5,000円    ４,０００円 

お問合せ先 

公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 総務課 （略称：民紹協） 

電話： 03-3818-7011  ＦＡＸ： 03-3818-7015 

E-mail アドレス info@minshokyo.or.jp 

ホームページ   http://www.minshokyo.or.jp 

職業紹介事業者の皆様へ 



4．申込み方法 

 別紙「事務代行サービス利用規約」に添付している「事務代行サービス利用申込

書」（様式１）、「基本情報登録票」（様式２－１、２－２）に必要事項を記載の

上、民紹協まで郵送してください。 

 併せて、下記の金融機関口座へ利用料をお振込みください。 

 《お振込先》 

 三菱東京UFJ銀行 春日支店 普通No. 0991193 全国民営職業紹介事業協会  

 

5．申込み時期 

 平成２９年１２月から随時 

職 業 紹 介 事 業 者 

（公社）全国民営職業紹介事業協会 

①事務代行利用申込書送付 

厚労省運営「人材サービス総合サイト」 

⑤調査表の返送 

②利用料銀行振込み 

③申込手続 

  完了通知 

④調査表の送付 

《人材サービス総合サイト掲載サービスの手順》 

⑥調査表内容のサイトへの記載 

⑦サイトへの記載 

  内容の通知 

職 業 紹 介 事 業 者 

（公社）全国民営職業紹介事業協会 

①事務代行利用申込書送付 

「厚労省人事労務マガジン」 

⑥メルマガ印刷物 

  定期郵送 
②利用料銀行振込み 

③申込手続 

  完了通知 

《人事労務マガジン提供サービスの手順》 

④メルマガ受信登録 ⑤メルマガの受信 

6．その他 

 「人材サービス総合サイト」への情報提供等は、お手持ちのスマートフォンでも 

対応可能です。なお、「厚生労働省人事労務マガジン」の配信登録方法は別添リー

フレットを参考にしてください。 
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事務代行サービス利用規約 

 

 

 この「事務代行サービス利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、公益社団法人全国

民営職業紹介事業協会（以下「協会」といいます。）が実施する事務代行サービスの利用に

ついて、事務代行サービスを利用する者（以下「利用者」といいます。）との間に適用され

る必要な事項を定めるものです。 

 

第１条 定義 

１ 本規約における「事務代行サービス」とは、利用者が職業安定法に基づき職業紹介

事業者又は職業紹介責任者に義務付けられる「人材サービス総合サイト」への情報提

供及び「厚生労働省人事労務マガジン」の購読に係る事務について、協会がその支援

又は事務代行（以下「代行」という。）を行うことをいいます。 

 

２ 協会が行う事務代行サービスの内容は、次のとおりです。 

（1）人材サービス総合サイト掲載サービス  

    協会は、利用者から提供された情報に基づき、厚生労働省「職業紹介事業の業務 

運営要領」の第 9の 5の（1）に掲げる就職者数等の必要な事項を、厚生労働省が運 

営する「人材サービス総合サイト」へ掲載します。 

 なお、「人材サービス総合サイト」への掲載の有無及びその内容は、協会において

登録画面を紙媒体に印刷し、利用者あて通知します。 

(2) 人事労務マガジン提供サービス  

協会は、利用者に対して、「厚生労働省人事労務マガジン」の掲載内容を定期的に

紙媒体により情報提供します。 

 

第２条 利用の申込 

１ 事務代行サービスの利用を希望する者は、利用申込書（様式１）に必要事項を記載 

して、郵便にて協会に提出するものとします。この場合、利用申込書には第３条に規 

定する基本情報を添付するものとします。また、併せて協会が指定する金融機関に所 

定の利用料を振り込んでいただきます。 

 

 ２ 協会は、利用申込書を受理した場合、第３条に規定する基本情報の内容及び利用料

の振込み状況を確認の上、申込手続完了通知（様式３）を送付します。事務代行サー

ビスの利用を希望する者は申込手続完了通知を受け取った時点で利用者となるものと

します。 

 

第３条 基本情報の登録 

  事務代行サービスの利用を希望する者は、次により、事務代行サービスの実施に必要

な基本情報を協会が指定する期日までに提供するものとします。 

(1) 人材サービス総合サイト掲載サービスを利用する場合 

人材サービス総合サイト掲載サービス基本情報登録票（様式２－１） 

(2) 人事労務マガジン提供サービスを利用する場合 

人事労務マガジン提供サービス基本情報登録票（様式２－２） 
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第４条 サービスの利用期間 

１ サービス対象期間は、原則として申込手続完了通知のあった月日の属する年度（4

月 1日から翌年 3月 31日まで。平成 30年度については平成 30年 1月 1日から平成

31年 3月 31日）とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、人材サービス総合サイト掲載サービスについて申込完了 

月日以前に利用者自身による登録義務が果たされていなかった場合のもの及び申込月 

日以前に協会以外の者により誤った内容が登録された場合のものその他の協会がサー 

ビスの対象としなかった事項について協会は一切の責任を負いません。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、人事労務提供マガジンの登録月日は申込手続完了月日

とし、登録月日以前の掲載内容の提供は行いません。 

 

第５条 利用者からの情報提供 

  人材サービス総合サイト掲載サービスの利用者は、掲載に必要な就職者数等の必要な 

事項を、協会の指定する様式に従い、指定期日までに、協会に提供するものとします。 

 

第６条 利用費用 

１ 利用者は、協会に対して、事務代行サービスの利用料（消費税・地方消費税相当額

を含むものとします。）として第２項に掲げる額を一括して協会に支払うものとします。

振込手数料は、利用者の負担とします。 

 

 ２ 利用料の額 

（1） 利用者が協会の会員の場合 

ⅰ 人材サービス総合サイト掲載サービス  年額  800円 

ⅱ 人事労務マガジン提供サービス     年額 3,200円 

ⅲ 上記ⅰとⅱの同時利用の場合      年額 4,000円 

（2） 利用者が協会の会員でない場合 

ⅰ 人材サービス総合サイト掲載サービス  年額 1,000円 

ⅱ 人事労務マガジン提供サービス     年額 4,000円 

ⅲ 上記ⅰとⅱの同時利用の場合      年額 5,000円 

 

第７条 免責事項 

次の各号の事由による事務代行サービスの遅延・不能等にかかる損害並びに債務不履

行について協会は責任を負いません。 

(1) 厚生労働省の人事労務マガジンの発行そのものについて遅延・不能が生じたと

き    

(2) 第３条による基本情報及び第５条による就職者数等の必要な事項等の事務代

行サービスを実施するために必要な情報が適確に提供されないとき又は誤っ

た情報が提供されたとき 

(3) 本サービス対象期間中に、協会以外の者によって人事労務マガジンの登録・購

読が行われ、又は就職者数等が「人材サービス総合サイト」へ掲載される等、

協会が提供したサービスによらず問題が生じたとき 

(4) 災害・事変等のやむを得ない事由が生じたとき 

(5) 郵便・電話・コンピュータ等の通信網に障害が生じたとき 
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(6) その他これに準ずるやむを得ない事情が生じたとき 

 

第８条 解約 

１ 利用者からの解約の申入れは、利用者が解約依頼書（様式５）に必要事項を記載し

て協会に提出するか又は協会への電話により申し出ることにより行うものとします。  

ただし、年度途中の解約の場合、第６条に規定された利用料の返金は行わないもの

とします。  

 

 ２ 協会による解約は、次の各号に掲げる事由が発生した場合であって、協会から利用

者へ解約の通知をすることで成立するものとします。なお、協会が、解約の通知を利

用者の届出住所に発信したにもかかわらずその通知が着信しなかった場合には、通常

到達すべき時に到達したものとみなします。また、年度途中の解約の場合の利用料の

取扱いについては前項ただし書を準用します。 

（1） 支払うべき対価が支払われないとき 

（2） 事務代行サービスに必要な情報提供がなかったとき 

（3） 住所変更等の手続きを怠る等により住所が不明となったとき 

（4） 虚偽の申告をしたことが明らかになったとき 

（5） 破産手続き開始等の申立があった場合 

（6） 利用者が暴力的又は社会的に不正の行為を行ったこと又は暴力団関係者で

あることが明らかになったとき 

（7） その他上記に準ずるとき 

 

第９条 事務代行サービス内容の変更 

協会は、規約の変更を伴わない事務代行サービスの変更は、何時でも任意にできるも

のとします。この場合、協会は、サービスの変更内容を速やかに利用者に通知します。 

 

第 10条 秘密保持 

  協会及び利用者は、事務代行サービスに伴って知得した秘密を第三者に漏えいしては

ならないものとします。 

 

第 11条 契約更新 

  事務代行サービスの利用期間の更新は、契約期間満了日 2 ヶ月前（2 月 1 日）から 1

ヶ月間経過する日（2 月末日）までの間に利用者と協会が合意し、協会が利用者からの

利用料金の振込みを確認することにより契約更新するものとします。 

 

第 12条 協議事項 

  本規約に関する解釈に疑義が生じた場合又は本規約に定めのない事項については、協

会と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。 

 

附則 この規約は、平成２９年１２月１２日から実施します。 

 

 



（様式１）

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　御中

住所 〒　　　　－　　　　　　　　　　　　　都道府県　　　　　　　　　　　区・市　　　　　　　　　　　

年月日 （昭・平）　　年　　　月　　日

許可番号

電話・FAX 電話番号 　　　（　　　　） FAX 　　　（　　　　）

メール 　　　　　　　　　　　　　＠

①会員 （会員番号）

氏名

連絡先℡

1

2

3

注１；本申込書は、郵便にて送付ください。

注2；本申込書と併せて、様式２－１・様式２－２を記載してお送りください。

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　　総務課宛て

住所 　〒１１３－００３３　東京都文京区本郷３－３８－１　本郷信徳ビル5階

電話 　０３－３８１８－７０１１ FAX 　０３－３８１８－７０１５

番号がわからない場合は未記入でも結構です。

申込内容が、「１」の場合には様式２－１の人材サービス総合サイト掲載サービス 基本情報（登録票）を添付してください。

民紹協の加入
（①、②のいずれかに〇を）

②非会員

事務代行サービス
申込み内容

（１～３のいずれかに〇を）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（作成日）　平成　　　年　　　月　　　日

事業所名

職業紹介事業
許可取得・届出

　　　　　　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　　番地　　　　　　

本申込書等送付先

　上記１，２の両方を申し込む

申込者/連絡先

　人材サービス総合サイト掲載サービスを申し込む

　人事労務マガジン送付サービスを申し込む

利用料振込

※　金融機関への
振込書類添付

（のり付け位置）

申込内容が、「２」の場合には様式２－２の人事労務マガジン提供サービス 基本情報（登録票）を添付してください。

三菱UFJ銀行　春日支店　普通預金口座　０９９１１９３　〔口座名〕公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

申込内容が、「３」の場合には上記様式２－１、２－２の両方の基本情報（登録票）を添付してください。

【振込先】

事 務 代 行 サ ー ビ ス 利 用  申 込 書 



公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　御中

a ID

パスワード

b 　１　上記の記載事項を確認します。

　２　上記の個人情報を提供することについて、本人の同意を得たことを

　　　確認します。

　３　上記のＩＤ，パスワードを提供することについて確認します。

c 住所

あて先

d 氏名 役職

氏名 役職

氏名 役職

e 　１　上記の記載事項を確認します。

　２　上記の個人情報を提供することについて、本人の同意を得たことを確認

　　　します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　　総務課宛て

住所 　〒１１３－００３３　東京都文京区本郷３－３８－１　本郷信徳ビル5階

電話 　０３－３８１８－７０１１ FAX 　０３－３８１８－７０１５

（作成日）　平成　　　年　　　月　　　日

対象となる
職業紹介責任者

事業主の確認

代表取締役（事業主）

人材総合サイト登
録

ID/パスワード

事業主の確認

（様式２－１）

（様式２－2）

人事労務マガジン
送付先

申込書の記住所に同じ

申込書に同じ

送付先

代表取締役（事業主） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　４　規約第4条に規定する「掲載に必要な就職者数等の必要な事項を、
　　　協会の指定する様式に従い、指定期日までに、協会に提供する」
　　　ことについて確認します。

人材サービス総合サイト掲載サービス 基本情報（登録票） 

人事労務マガジン提供サービス 基本情報（登録票） 



（様式３）
年　月　日

（利用申込者）

1 サービスの内容

2 サービスの利用期間

3 サービス利用料

4 その他

　平成〇年〇月〇日付けで申し込みのあった事務代行サービスについて、下記により、申込み
手続が完了しましたので、通知いたします。

申込手続完了通知書

住所；

事業所名；

住所；

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会

記

　サービスの利用期間は、２のとおりですが、事務代行サービスの利用期間の更新は、契
約期間満了日2ヶ月前（2月1日）から1ヶ月間経過する日（2月末日）までの間に利用者と協
会が合意し、協会が利用者からの利用料金の振込みを確認することにより契約更新するも
のとします。

　（１）人事労務マガジン提供サービスのみの利用
　（２）人材サービス総合サイト掲載サービスのみの利用
　（３）上記の両方の利用

　（１）人事労務マガジン提供サービス

　（２）人材サービス総合サイト掲載サービス



（様式４）
年　月　日

（利用者）

事業者名；

1 掲載事項

2 掲載日

3 人材サービス総合サイトへの掲載状況の確認

　□別紙に添付のとおり

　□下記に貼付のとおり

人材サービス総合サイトへの掲載状況通知

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　

　下記のとおり、人材サービス総合サイトへ掲載いたしましたのでお知らせします。

記



（様式５）
年　月　日

（利用者）

1 事務代行サービスの内容

2 事務代行サービスの利用停止時期

住所；

事業者名；

解　約　依　頼　書

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　様

　下記のとおり、事務代行サービスの解約を依頼します。

記



職業紹介事業者の皆さまへ

平成29年12月

公益社団法人　全国民営職業紹介事業協会

① インターネットのトップ画面から「厚生労働省　人事労務マガジン」と入力します

② 「人事労務メルマガ｜厚生労働省」を選択しクリックします

※下記と全く同じ画面の表示になるとは限りませんが、ほとんど同じようなタイトルのものが表示
されます

「厚生労働省　人事労務マガジン」への登録について

  平成３０年１月から、職業紹介事業者は、「厚生労働省　人事労務マガジン」に登録し、定期的に
労働関係法令等の改正に関する情報を把握しなければならなくなりました。

～お持ちのスマートフォンから簡単に登録することができます～

「厚生労働省　人事労務マガジン」への登録方法は、インターネットへの接続環境のあるパソコンや
スマートフォンから簡単に手続きすることができます。

  手順は、パソコンでもスマートフォンでも同じです。

  登録の手順を示すと次のとおりです。
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インターネット検索 



③ 「厚生労働省人事労務マガジン」への登録画面となります
「新規登録」をクリックします

④ 必要事項を入力して「確認画面へ」をクリックします

URL     https://merumaga.mhlw.go.jp/ 



⑤ 「確認画面」で内容を確認し、問題なければ「送信」します

以上で登録は完了です。

※業種、地域、属性、職級などは、選択肢が表示されますので、該当する部分をクリックするだけ
で入力できます

【業種】をクリックし

た場合 


