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１ はじめに 

 政府は、若者、女性、高齢者など働く意欲のあるすべての人々が、能力を発

揮し、安心して働き、安定した生活を送ることができる社会の実現を目指して

います。民営職業紹介事業者に対しても社会的インフラである労働力需給調整

機関の一つとして、これらの課題の実現に向けて大きな役割の発揮が期待され

ています。 

 その中で、マネキンや配ぜん人の職種については、日々紹介などの短期雇用

求人の職業紹介が多いため、求職者にとって長い目で見て処遇の改善がされに

くい、また、職業紹介事業者にとっては、日々紹介などの短期雇用求人の職業

紹介事業から安定雇用を扱う紹介事業への転換が難しいなどの構造的課題があ

ります。 

 これに対処するためには、１事業者単独では安定雇用の求人や求職者の確保、

マッチングに限界があるため、事業者同士が業務提携を図り、安定雇用に向け

た事業を展開することが効果的であると考えられます。 

 こうした趣旨から、厚生労働省は、平成２７年度及び２８年度にかけて、求

職者の安定雇用に向けたセミナーの実施、安定雇用の実現のための「業務提携

モデル事業」の実施を含む「職業紹介事業者安定雇用推進事業」が企画され、

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会（以下「協会」という。）がこれを受託

しました。 

 本報告書は、この受託事業のうちの「業務提携モデル事業」の結果を軸にし

つつ、改めて、業務提携の許可条件、業務提携の留意事項、マネキン及び配ぜ

ん人関係職業紹介事業者の業務提携に対するニーズ調査などの内容を織り交ぜ

て、業務提携の効果、課題、今後の対応方向などをまとめたものです。関係の

職業紹介事業者団体及び職業紹介事業者の方々にとって、業務提携の検討、活

用、改善に資することができれば幸いです。 

 なお、前記の受託事業の実施及び本報告書のとりまとめに際しましては、一

般社団法人全国サービスクリエーター協会、公益社団法人全日本マネキン紹介

事業協会、特定非営利活動法人全国ホテル＆レストラン人材協会の絶大なるご

協力を頂戴しましたことに誌面をとおしてお礼申し上げます。 
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２．業務提携に関する遵守事項、種類、留意点等 

有料職業紹介事業は、「有料職業紹介事業許可条件通知書」（厚生労働省「職

業紹介事業の業務運営要領」通達様式（以下「通達様式」という）第 11 号）

が、無料職業紹介事業は「無料職業紹介事業許可条件通知書」（通達様式第 12

号）が、有料・無料職業紹介事業許可証とともに交付される。つまり、職業紹

介事業は無条件で許可されるのではなく、いくつかの条件付きで許可され、そ

の条件の一つに業務提携に関するものがあり、その場合の遵守事項が定められ

ている。 

 

（１）職業紹介事業間の業務提携に関する遵守事項 

職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること

とされている。 

①業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法（昭和

22年法律第 141号。以下「法」という。）の規定により適法に許可を受け、又

は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。 

②求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の

３）は、実際に求職者に対して求人のあっせんを行う職業紹介事業者が自ら

の責任において履行すること。 

③業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場

合には、あらかじめ求人者又は求職者に提供先の職業紹介事業者に関する次

の事項を明示し、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意する場合に

限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意しない

場合には業務提携の対象としないこと。 

ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号 

ｂ 法第 32 条の 13 及び職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。

以下「則」という。）第 24条の 5に規定する次の明示事項 

・取り扱う職種の範囲その他業務の範囲 

・手数料に関する事項 

・苦情の処理に関する事項 

・個人情報の取扱いに関する事項 

④職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求

人又は求職の提携先への提供に同意した場合には、当該提携先は、法の規定に

より当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合を除き、当該求人又

は求職を受理するものとすること。 

⑤求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇

用条件に適合する求職者を紹介するように努めること。 
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⑥手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該

職業紹介事業者が徴収するものとすること。 

なお、無料職業紹介事業の場合は⑥の手数料の項目はない。 

 

（２）業務提携遵守事項のポイント 

上記（１）の業務提携遵守事項のポイントは以下の通りである。 

①提携相手は職業紹介事業の許可又は届出のある事業者であること。 

②求職者への労働条件明示は、あっせんを行う紹介所が行う。 

③提携先に求職者・求人者の情報を提供する場合は、提携先の事業所名・所

在地・取扱い職種等の範囲・手数料・苦情処理・個人情報の取扱いなどを求

人者・求職者に明示することになる。 

④提携先が受けた求人・求職は原則として受付けることとなる。 

⑤手数料はあっせんを行う紹介所が徴収し、求職者を担当する紹介所に対し応

分の額を情報提供料などとして支払うこととなる。 

 

（３）業務提携の主な種類・形態 

 業務提携の種類・形態について、包括的にまとめると以下の通りである。 

①同業種紹介所間の提携 

・マネキン紹介所、配ぜん人紹介所などが急な求人オーダーなどに対処する

ために、登録する求職者を相互に提供し合うことを目的に提携がなされてい

る。 

・また、全国各地で催事・展示会を行う求人者等の利便性を図るために、各

地方の紹介所が業務提携し、求人受付先の紹介所を一社に集中することなど

も行われている。 

 ②得意とする分野が異なる紹介所との提携 

 自社にとって不得意な業種を扱う紹介所と提携することにより、サービス 

向上とビジネス機会の増大を目的とするものである。 

③遠隔地の職業紹介所との提携 

自社ではカバーできない遠隔地の求人・求職に対処するために、遠隔地の 

紹介所と提携することにより、サービス向上とビジネス機会の増大を目的と

するものである。 

④無料職業紹介所と有料職業紹介所間の提携 

  求職者情報を有する無料職業紹介所が有料紹介所に求職者情報を提供する 

形態の提携などが考えられる。 

⑤再就職支援会社と有料職業紹介所間の提携 

 再就職支援会社は、自社が抱える人材の再就職の機会増大を図るために、有 
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料職業紹介会社との業務提携を推進している。有料職業紹介事業所にとって 

は無料で求職者の情報を得られるというメリットがあり、このような提携は 

広く行われている。 

⑥国外にわたる職業紹介を行う紹介所と国内限定の紹介所間の提携 

 国内限定の紹介所が、国外紹介の届出をしている紹介所と提携することによ 

り、国外の就業を希望する求職者のニーズに応えることが可能となる。 

 なお、国外にわたる職業紹介を行うには、紹介する相手の国ごとに所定の書 

類を添付して労働局に届け出る必要がある。 

 

（４）現行の業務提携における実務上の一般的留意点 

 業務提携の実務上の一般的留意点は次のとおりである。 

①職業紹介行為 

・求人受付、求職受付、紹介あっせん、手数料の請求と受領等の職業紹介

行為はすべて、求人者を担当する紹介事業所が行うことになる。 

・求職者を担当する事業所は、求職者の情報を提携先に提供する役割を担 

う。 

②手数料の計上 

・手数料は、求人者を担当する紹介所が全額を計上する。提携先への支払

いは「雑支出」、「情報提供料」等として処理する。 

・求職者を担当する紹介所は、情報提供料を提携先から受領するが、これ

は職業紹介事業としての手数料とせずに、「雑収入」等として処理する。

したがって、求職者を担当する事業所の手数料管理簿や事業報告書の手

数料欄に記載することはない。 

 

（５）業務提携の主なメリット・デメリット 

  業務提携に関して、メリット・デメリットに関して、通常以下のような事項

が指摘されている。 

メリット 

① 相互補完 

   取扱い職種や地域が異なる事業者同士が提携することによって、相

互補完が図れる。 

② 広い求人情報・求職者情報の取得 

   業務提携することにより、自社だけでは得られない幅広い求人情報 

・求職者情報の入手が可能となる。 

③ 緊急時対応 

   同業種を取り扱う事業者同士が提携することにより、大量あるいは 
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緊急的な求人申込みへの対処が可能となる。 

④求人先・求職者へのサービス向上 

     求人者が求める求職者の紹介及び、求職者が求める求人先の紹介が、 

自社だけで行うよりも容易となる。顧客満足度の向上につながる。 

 

デメリット 

①手数料の減 

     提携先と手数料を分配するために、自社だけで紹介を行った場合に比 

べ大幅な手数料ダウンとなる。 

    ②求職者情報・求人者情報の漏洩リスク 

     個人情報と求人情報を提携先と共有する為に、情報漏洩リスクが高く 

なる。 

③客が他社に流れるリスク 

     自社のクライアントである求人者が提携先と直接取引してしまうリ 

スクあるいは、自社の登録求職者が提携先に鞍替えしてしまうリスクが

ある。 

   以上のように業務提携はメリットが多く、ビジネスチャンスが拡大し、収

入増に繋がることが期待で出来る。しかし、その一方、デメリットもあるの

で、提携する際は、信用のおける先を選び、しっかりとした提携契約を締結

することが重要である。 
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２．マネキン及び配ぜん人の職業紹介事業に係る業務提携に対するニーズ 

当協会では、平成 28 年 7 月にマネキン・配ぜん人の職業紹介事業所につい

て、関係職業紹介事業者団体（一般社団法人全国サービスクリエーター協会、

公益社団法人全日本マネキン紹介事業協会、特定非営利活動法人全国ホテル

＆レストラン人材協会）の協力により、業務提携に関するニーズ調査をおこ

なった。調査方法は、当協会からアンケート調査票の URL を関係団体及び職

業紹介事業者に伝え、各職業紹介事業者がインターネットによって当該 URL

にアクセスして、回答を送信するというやり方で行ったものである。その結

果は、以下の通りである。 

 

（１）回答事業所の概況 

  今般のアンケートに対する回答事業所は、３１事業所であったが、このう

ち 35.5％が東京都内の事業所であった。次いで多かったのは千葉県及び大阪

府の 9.7％であった。地域としては、北海道から熊本県に及び全国規模からの

回答が寄せられた（Ｐ13 の 1 の(1)）。 

  回答事業所の規模（従業員数）を見ると 5 名以内が 45.2％、10 名以内が

29.0％、続いて 20 名以内が 19.4％となっており、10 名以内が 74.2％をしめ

ている（Ｐ13 の 1 の(2)）。 

  取扱職種は、それぞれマネキン、配ぜん人の単一の職種としているところ

が 89.3％と圧倒的に多かったが、マネキン・配ぜん人の双方の職種を取扱っ

ている事業所も 6.5％あった。また、その他の職種も取扱っている事業所も

9.7％あった（Ｐ13 の 1 の(3)）。 

 

（２）調査結果の概要 

①業務提携は 67.7％の事業所が実施 

これまでに、業務提携を行ったことがあるかどうかたずねたところ、「行っ

たことがある又は行っている」と答えた事業所が 67.7％に達している。「行っ

たことはないが関心がある」とした事業所は 16.1％、「行ったこともないし関

心もない」が 12.9％「他の事業者と業務提携を行うことを計画している」が

3.2％であった（Ｐ14 の 2） 

②業務提携地域は異なる市区町村が 43.8％、異なる都道府県が 40.6％ 

実施状況で「行ったことがある又は行っている」と答えた事業所について、

これら事業所における業務提携の具体的な内容等は以下の通りである。 

「求職者情報、求人者情報の両方の提供をおこなった」が 61.9 %、「求人情報

のみの提供を行った」が 23.8％、「求職者情報のみの提供を行った」が 14.3％

であった（Ｐ14 の 3 の(1)）。 
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「業務提携の地域」については、「同じ都道府県だが異なる市区町村」が

43.8％と一番多く、「異なる都道府県」が 40.6％、「同じ都道府県かつ同じ市

区町村」は 15.6％となっており、地域的には広範囲の地域間での業務提携が

行われていることがわかる（Ｐ14 の 3 の(2)）。 

「業務提携の取扱職種」については「事業所が取扱っている職種と同じ職種」

が 95.2％と圧倒的に同一職種間の業務提携である（Ｐ15 の 3 の(3)）。 

「業務提携の効果」については、「受理した求人を充足することができた」が

30.9％、「受理した求職者を就職させることができた」が 25.5％、「業務提携

先の紹介事業所との信頼関係が増した」が 21.8％、「事業収益の面でプラスに

なった」が 16.4％となっている（Ｐ15 の 3 の(4)）。 

「業務提携実施に当っての問題点等」については、「受理した求人の充足につ

ながらなかった」が 28.1％、求職者が希望する求人（職種、賃金など）を確

保できなかった」が 15.6％となっているほか、「求職者が求めていることを求

人者に伝えることができなかった」、「業務提携先との間で契約締結・履行につ

いての問題が生じた」がそれぞれ 12.5％あった（Ｐ16 の 3 の(5)）。 

「業務提携のための環境の整備」については、「業務提携を行うために必要な

契約書等の文書例が欲しい」が 33.3％と最も多く、次いで「業務提携のため

のマニュアルが欲しい」が 23.1％であった。さらに、「業務提携について相談

対応してくれる機関を設置して欲しい」が 17.9％「業務提携に関する講習会

（セミナー）を実施して欲しい」が 7.7％であった（Ｐ16 の 3 の(6)）。 

③大きい業務提携への期待 

「他の事業者と業務提携を行うことを計画している」又は「行ったことはな

いが関心がある」とした事業所においては、「業務提携の効果への期待」とし

て、「受理した求人者の希望に応えることができる」が 25.0％、「予定してい

る求職者を就職させることができる」が 25.0％、「業務提携先の紹介事業者と

の信頼関係が増す」が 20.0％「事業収支面でプラスになる」も 20.0％となっ

ており大きな効果が期待されている。また、「求職者にとって賃金などの求人

条件が高まるようになる」が 10.0％あった（Ｐ17 の 4 の(1)）。 

「業務提携の環境整備への期待」については、「業務提携のためのマニュア

ルが欲しい」が 37.5％、「業務提携を行うために必要な契約書等の文書例が欲

しい」が 18.8％、「業務提携について相談対応してくれる機関を設置してほし

い」が 12.5％、「業務提携を希望する事業所情報の提供機関を設置してほしい」

が 12.5％、「業務提携に関する講習会（セミナー）を実施してほしい」が 6.3％

となっている（Ｐ17 の 4 の(2)）。 

なお、③に関する自由意見中に、「業務提携で紹介したことを足掛かりに、

その後仕事を取られとか、マネキンさんを取られたとかいうトラブルが起こ
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ることを危惧している」という意見もあった。 

④ 実施状況で「行ったことはないし、関心もない」と答えた事業所について、

「どのような環境が整えば、業務提携を行いたいと思うか」という問に対し

ては、「業務提携のマニュアルが欲しい」が 23.1％、「業務提携について相

談対応してくれる機関を設置してほしい」が 23.1％、「業務提携を希望する

事業所情報の提供機関を設置してほしい」が 15.4％、「業務提携を行うため

に契約書等の文書が欲しい」及び「業務提携の講習会（セミナー）を実施し

てほしい」がそれぞれ 7.7％あった（Ｐ18 の 5）。 

 

全体を通しての自由意見欄には「配ぜん人には配ぜん人であることに対する

矜持がある。闇雲に他職種に紹介するような業務提携はプライドを無視した職

種軽視につながるのではないか。」、「業務提携まで踏み込んで職業紹介をする

ほど利益率は高くない。求人、求職の問い合わせがあった時点で適当な案件が

なければ、他の人材会社も広く捜してみてくださいで済んでいる」といった意

見もあった。 

  

 

当ニーズ調査に関し、次ページ以下にグラフ化したデータで示している。 
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回答者：31名

１.　アンケート調査回答事業所の概況
（１）　回答業所の所在地
北海道 2 6.5%
青森県 1 3.2%
千葉県 3 9.7%
東京都 11 35.5%
神奈川県 1 3.2%
富山県 2 6.5%
愛知県 2 6.5%
京都府 2 6.5%
大阪府 3 9.7%
福岡県 2 6.5%
熊本県 1 3.2%
無回答 1 3.2%

31

（２）　回答事業所の従業員数
5名以内 14 45.2%
10名以内 9 29.0%
20名以内 6 19.4%
30名以内 1 3.2%
40名以内 1 3.2%
50名以内 0 0.0%
50人超 0 0.0%

31

（３）　回答事業所の主とした取扱い職種
マネキン 19 61.3%
配ぜん人 7 22.6%
マネキン・配ぜん人 2 6.5%
その他 3 9.7%

31

職業紹介事業者間の業務提携に関するニーズ調査結果

合計

合計

合計

6.5%

3.2%

9.7%

35.5%

3.2%

6.5%

6.5%

6.5%

9.7%

6.5%

3.2%

3.2%

45.2%

29.0%

19.4%

3.2%

3.2%

0.0%

0.0%

61.3%

22.6%

6.5%

9.7%



２.　業務提携の実施状況

３.　２.で「他の事業所と業務提携を行ったことがある
又は行っている」に回答した事業所について

（１）　業務提携の内容について ※回答者：21名

（２）　業務提携の地域について ※回答者：21名
※複数回答有（計　32　件）

他の事業所と業務提

携を行ったことがある

又は行っている 21件

他の事業者と業務提携を

行うことを計画している

1件

行ったことはないが

関心がある 5件

行ったことはないし、

関心もない 4件

67.7％

16.1％

12.9％

3.2％

求職者情報、求人情報の

両方の提供を行った

13件

求職者情報のみの提供を

行った 3件

求人情報のみの提供を

行った 5件

61.9％

23.8％

14.3％

同じ都道府県かつ

同じ市区町村

5件

同じ都道府県だが

異なる市区町村 14件

異なる都道府県

13件

43.8％
40.6％

15.6％



（３）　業務提携事業所の取扱い職種 ※回答者：21名

（４）　業務提携の効果 ※回答者：21名
※複数回答有（計　55　件）

貴事業所が取り扱っている

職種と同じ職種

20件

貴事業所が取り扱っている

職種と異なる職種 1件

95.2％

4.8％

受理した求人を

充足することができた

17件

受理した求職者を

就職させることができた

14件
求職者にとって賃金などの

求人条件が高まった 1件

事業収益面で

プラスになった 9件

業務提携先の

紹介事業所との

信頼関係が増した

12件

その他 2件

30.9％

25.5％

21.8％

16.4％

1.8％

3.6％



（５）　業務提携実施に当たっての問題点等 ※回答者：21名
※複数回答有（計　32　件）

（６）　業務提携の為の環境の整備 ※回答者：21名
※複数回答有（計　39　件）

受理した求人の充足を

期待したができなかった

9件

業務提携について

求人者の理解が

得られなかった 1件

求人者が求めていることを

求職者に伝えることが

できなかった 1件

予定していた求職者を

職業紹介することができなかった

2件

求職者が希望する

求人（職種、賃金など）を

確保できなかった 5件

求職者が求めていることを

求人者に伝えることが

できなかった 4件

事業収益面で

プラスにならなかった 3件

業務提携先との間で

契約締結・履行についての

問題が生じた 4件

業務提携先との間で

情報の伝達に問題があった

2件 その他 1件

28.1％

15.6％

12.5％

12.5％

9.4％

6.3％

6.3％

3.1％

3.1％

3.1％

業務提携のための

実務マニュアルがほしい

9件

業務提携を行うために

必要な契約書等の

文書例がほしい

13件

業務提携に関する

講習会（セミナー）を

実施してほしい 3件

業務提携を希望する

事業所情報の提供機関を

設置してほしい 6件

業務提携について

相談対応してくれる機関を

設置してほしい 7件

その他 1件

33.3％

23.1％

15.4％

17.9％

7.7％

2.6％



４.　２.の実施状況で「他の事業者と業務提携を行うことを計画している」
又は「行ったことはないが関心がある」に回答した事業所について

（１）　業務提携の効果への期待 ※回答者：6名
※複数回答有（計　20　件）

その他

（２）　業務提携の環境整備への期待 ※回答者：6名
※複数回答有（計　16　件）

受理した求人を充足させ、

求人者の希望に応えることが

できる 5件

予定している求職者を

就職させることができる 5件

求職者にとって賃金などの

求人条件が高まるようになる

2件

事業収益面で

プラスになる

4件

業務提携先の紹介事業所との

信頼関係が増す 4件

25.0％

25.0％

20.0％

20.0％

10.0％

業務提携のための

実務マニュアルがほしい

6件

業務提携を行うために

必要な契約書等の

文書例がほしい 3件

業務提携に関する

講習会（セミナー）を

実施してほしい 1件

業務提携を希望する

事業所情報の提供機関を

設置してほしい 2件

業務提携について

相談対応してくれる機関を

設置してほしい 2件

その他 2件

37.5％

18.8％

12.5％

12.5％

12.5％

6.3％



５.　２.の実施状況で「行ったことはないし、関心もない」に
回答した事業所について

（１）　どのような環境が整えば、業務提携を行いたいと思いますか。

※回答者：5名
※複数回答有（計　13　件）

業務提携のための

実務マニュアルがほしい

3件

業務提携を行うために

必要な契約書等の

文書例がほしい 1件

業務提携に関する

講習会（セミナー）を

実施してほしい 1件

業務提携を希望する

事業所情報の提供機関を

設置してほしい 2件

業務提携について

相談対応してくれる機関を

設置してほしい 3件

環境が変わっても

業務提携を行うつもりはない

2件

その他 1件

23.1％

23.1％

15.4％

15.4％

7.7％

7.7％

7.7％
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４．マネキン及び配ぜん人の職業紹介事業に係る業務提携の実施状況の実際 

（１）業務提携実施の契機・態様 

 今般の業務提携のモデル事業は、参加事業所として、関係職業別職業紹介事

業者団体からの推薦により、マネキン紹介事業所から 4 事業所、配ぜん人紹介

事業所から 4 事業所の計 8 事業所を選定して行われた。これら参加事業所は、

平成 28 年度において、5 回にわたり当協会での報告会に参集し、意見交換を進

めつつ、それぞれの業務提携を実施したものである。具体的な実施の契機・態

様は以下の通りである。 

① 自紹介事業所だけでは充足できない求人に応えるための計画的業務提携 

 求人の中には、毎年季節的なニーズにより特定の時期に求職者を雇用する形

態がある。これら求人に対しては、自紹介事業所だけでは充足できないことが

多いので、年間を通じ計画的に業務提携の準備がなされ、実施される。その例

としては、デパート等におけるバレンタインデー関連のマネキン求人がある。

事例では、前年の８月上旬からデパートやメーカー等との接触が始まり、以降

度重なる検討調整が行われ、１２月には求人申込みへと進む。同時に求職者の

検討、募集も開始されるが、この過程において、求職者情報提供事業所との業

務提携が形成され、求人に合致したマネキン人材の紹介準備が開始された。こ

のように、求人に対して、必要な紹介を実施するための綿密・計画的な業務提

携が行われ、バレンタインデーのおおむね２月初めか中旬までの求人のニーズ

に的確に紹介が行われた。 

このような計画的な業務提携は、ほかにも３月、５月の節句人形の販売等の

ためのマネキンの求人に関しても行われた。この場合、雇用期間はおおむね１

２月～翌年５月までであるが、求人受理事業所は、秋口からデパートやメーカ

ーとの接触を繰返し、求人受理に並行して、複数の求職者情報提供事業所との

業務提携を行い、紹介を実施した。 

以上の事例は、いずれも季節的な要因による求人であり、毎年繰返し行われ

る形態であるが、その充足のために、業務提携を織り込んだ年間の計画として

実施されている。 

② 自紹介事業所の急な求人申込みに応えるための業務提携 

配ぜん人の紹介事業所の場合、ホテル等からの求人の中には、緊急の求人が

少なくない。その理由は、ホテルにおけるイベント等の急な受注による場合や

あらかじめホテルが確保していた配ぜん人の数が、一部求職者の病気等により

欠員が生ずることによる。マネキン紹介事業所においても、自紹介事業所にお

いて予定していた求職者が、急病に罹り紹介できなくなった例もあった。この

ように、急な求人の依頼や欠員に対して対応するために業務提携は有効な手段

となっている。今回のモデル事業では、参加事業所間のみならず参加事業所以
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外の事業所との間でも業務提携が行われ、緊急の求人に対応することができた。 

③ 遠隔地の紹介事業所間の業務提携 

今般のモデル事業において、東京都の紹介事業者が新潟市内のホテルにおける

宴会サービスを行う配ぜん人の求人を受理し、それについて新潟市内の紹介事

業所と業務提携を行い、求職者の提供を受けて、紹介に成功した事例もあった。

このケースでは、都内の紹介事業所と新潟在住の求職者との面談に替えて、メ

ールや写真（PDF）により確認等が行われた。 

また、東京都の紹介事業所が茨城県の紹介事業所の間での業務提携を行った事

例もあった。このケースでは、茨城県の紹介事業所が受理した静岡県下田市の

ホテルでの配ぜん及び物品販売の求人について、東京都の紹介事業所が求職者

情報を提供したものである。この場合、紹介を担当した茨城県の紹介事業者は、

求人者に対して業務提携による紹介を積極的に提案したと報告されている。 

④ 外国人の活用による業務提携 

 今般のモデル事業で、複数のホテルにおける配ぜん業務及び周辺業務につい

て、海外からの留学生を対象とした業務提携による紹介も行われた。求人を受

理したのは、都内配ぜん人紹介事業所で、求人数は 20 名であった。業務提携の

相手は留学生人材の紹介を得意とする紹介事業所で、留学生の出身国は、ベト

ナムが多く、平均年齢は 27 歳程度あった。求人に対しては、男女合わせて 20

名の留学生が業務提携により紹介が行われた。 

⑤ 異業種間の業務提携 

これまでのモデル事業において異業種間（マネキン＝配ぜん人）の業務提携

も視野に入れ、実際に提携による紹介も行われた。しかし、今回の事例では紹

介は成立には至らなかった。具体的には、マネキン紹介事業所に登録していた

求職者を配ぜん人紹介事業所が受理したイベントでの配ぜん業務に紹介したが、

賃金面での条件が合わず成立には至らなかった。また、配ぜん人紹介事業所に

登録していた販売業務の経験もある求職者をマネキン紹介事業所が受理したフ

ルーツ販売等の求人に紹介したが、勤務シフトが双方の要望に合致せず不成立

となった。これらについては、担当の職業紹介事業所間において、求職者及び

求人者に対する情報提供のやり方が十分でなかったという反省も指摘された。 

⑥ 三以上の紹介事業所による業務提携 

 業務提携による紹介は、最終的には求人情報担当事業所と求職情報提供事業

所の二つの事業所により行われるが、そこに至るまでのプロセスにおいて、三

以上の紹介事業所がグループを形成し、相互信頼の上に立ってインデックス情

報等を共有し、具体的な業務提携の機会を増進するという方式も効果的である。

今般のモデル事業では、8 つの紹介事業所が参加事業所として、一堂に会し、業

務提携のやり方を確認、共有して行われた。その中で、インデックス情報を提
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供し合い、それを契機として具体的な業務提携による紹介に進んだ事例もあっ

た。 

 

（２）業務提携先の選択及び決定 

 業務提携のニーズは、「自事業所に登録した求職者の紹介先がない」、「自事業

所に申し込まれた求人に対して紹介する求職者がない」、「緊急の欠員が発生し、

自事業所だけでは間に合わない」等の場合に生ずるものである。それらのニー

ズを踏まえて、今般のモデル事業参加事業所は、取扱職種分野、情報内容の特

異性及び取扱地域での実績・評価等を視点に入れて提携先を選択している。実

際の選択、決定の事例を以下に掲げる。 

〇マネキンの紹介事業所において、主としてアパレル関係の求職者を抱えてい

るが、合致する求人がないので、食品分野等アパレル以外の求人情報を多く持

っている事業所を業務提携先として選択した。 

〇配ぜん人の紹介事業所において、英語会話が必要な業務の求人申込みを受け

たが、自事業所では英語を得意とする求職者の確保は困難であったため、求職

者に対する英語教育を得意とし、英語会話ができる求職者を多数抱える紹介事

業所を業務提携先として選択した。 

〇配ぜん人の紹介事業所において、若手求職者の確保が困難であったため、留

学生のアルバイト希望者が多く登録している紹介事業所を業務提携先として選

択した。 

〇東京のマネキンの紹介事業所において、神奈川県、埼玉県内におけるデパー

ト等での節句人形販売の求人に紹介するために、神奈川県、埼玉県の在住求職

者が多数登録している紹介事業所を業務提携先として選択した。 

〇東京の配ぜん人の紹介事業所において、新潟市内のホテルの求人に紹介する

ために新潟市内の求職者が登録している新潟市内の紹介事業所を業務提携先と

して選択した。新潟地区において、職業紹介事業所として高い評価を得ている

紹介事業所を東京の紹介事業所が選択・決定したものである。 

このような選択を可能にするために、相手の紹介事業所について、その特徴

や得意分野等がどのようなものかについての理解を深めることが必要であるが、

今般のモデル事業では、8 事業所間及び参加事業所以外の事業所との間でも、日

常の業務運営において交流・情報交換が行われ、相互信頼関係が構築され、提

携の相手先の選択につながったものである。 

 

（３）業務提携にあたっての調整、話合、契約書等の締結の実態 

 業務提携に当っては、通常と異なる求人や求職者を対象とした紹介が行われ

るため、個別案件ごとに提携事業所間において調整や話し合いが必要である。
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以下にその事例を示す。 

① 紹介行為を行う紹介事業所の決定 

業務提携に当たっては、実際の紹介行為に関しては、制度上は求人受理事業

所又は求職受理事業所のいずれの事業所でも行うことは可能である。しかし、

今般のモデル事業では、話し合いの結果、求人受理事業所が紹介行為を行って

いる。これは、紹介に当っては、雇用主である求人者とのこれまでの実績に基

づく信頼関係が重要な要素になるからであると考えられる。 

② 業務提携にあたっての調整、話合等の具体的事例について 

業務提携を成功させるためには、提携事業所間の調整や話合い等の取組みが

いかに行われるかが重要である。これについては、職種による特殊性もあるの

で、職種別に以下の通り事例を掲げる。 

ア．マネキンにおける業務提携の場合  

○業務提携に際して、求人先のデパートにおける勤務時間、シフト制につい

て、求人者の意向と求職者の希望にずれがあった。このような場合、求人者

に変更をお願いすることは困難なので、提携事業所双方の協力により求職者

に対し、デパートでの営業時間の実態や勤務しているマネキンの勤務状況に

ついてよく説明し、求職者の了解につなげた。 

○業務提携により、マネキンの求職者情報を求人受理事業所に提供したが、

別途求人受理事業所から紹介された複数の求職者と同一の売場に勤務する

こととなった。この場合、業務提携により紹介された求職者が、慣れていな

いためその職場で違和感を抱いたり、営業業績への影響が出るおそれもあっ

た。このため、当該売場で、求職者間でのコミュニケーションを図る機会を

作るよう求人者に提案した。 

○業務提携で、紹介した求職者が求人先の売場でクレーム等を出したケース

があった。このような時、提携事業所のうちどちらが対応することがよいか

という問題が発生した。この場合は、求職者についてよく知っており、かつ、

ベテランの紹介従事者を有している求職者情報提供事業者が担当し解決し

た。 

○デパートから緊急の求人があった。一時戸惑ったが、業務提携の相手事業

所に電話して、手っ取り早く依頼することができた。相手事業所とは日ごろ

からのお付き合いがあり、深い信頼関係を構築していたことがスピーディな

対応の成功要因であった。 

○節句人形の営業求人について業務提携を行ったが、12 月～5 月ごろまでの

季節以外の時期は、これらマネキンの求職者にとっては仕事が少ない。この

ため、いくつかの提携先との調整を行い、食品分野を含め、職種を広げて当

該季節以外の時期での業務提携を実現した。 
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イ．配ぜん人における業務提携の場合 

○業務提携では、求人者についての求職者への説明は十分だが、求職者につ

いての求人者への説明は比較的簡単なことが多かった。例えば、年齢と経験

年数程度の説明で済ますなど。これは、配ぜん人の場合一度に多数の人数を

紹介するなどの理由によるが、今般のモデル事業では、適格紹介を目指して、

求職者に関する情報を求人者に対してより詳しく説明することを心掛けた。

そのために、相手の求職者情報提供事業所とより綿密な話合いを行った。 

○配ぜん人の場合、夏場は求人が非常に少ない。今般、求職者からリゾー

トであれば夏の期間でも何かあるのではないかという申し入れがあった。

このため、地域情報を持っている業務提携の相手先に、求職者情報を提供

し検討を依頼したところ、本人の希望に合致するリゾートでの求人情報が

あり、紹介が成立した。 

○業務提携により遠隔地への紹介が成立したケースでは、赴任するにあた

って、本人から自動車を使用したいという要望があった。これについては、

業務提携事業者同士で、交通費の算定等の検討を行い、本人の了解のもと

求人者に提案して了解を得ることができた。 

○業務提携による紹介では、求職者に不安を与えることもあるが、今般は、

紹介担当事業所が、求職者をホテル現場に案内して見学してもらい、かつ、

丁寧な説明を行ったので、求職者の安心感が得られた。 

○業務提携では、相手方紹介事業所との間での話合いの程度が大きく影響

すると感じた。メールの交換やインデックス情報の交換等、相互の情報量

を増やすことにより業務提携の機会増進に繋げ、いくつかの新たな業務提

携へと発展させることができた。 

ウ．手数料に基づく成果配分について 

マネキン、配ぜん人いずれの業務提携でも、紹介手数料に基づく成果配分

については、相互調整が行われている。一般的には業務提携契約において定

められていると考えられるが、今般のモデル事業では、相互間の信頼関係が

深いことから、紹介先における賃金の額、求職者の技能、能力評価等が配慮

され、個別に決定されている事例も見られた。具体的には、マネキンの場合

［50：50］の折半が多いが、［30：70］、［65：35］、［100：0］という事例も

あった。業務提携により［100：0］の事例では、求職者情報提供事業所が

100％取るという事例であったが、これは業務提携により求人に対する充足

ができれば、求人受理事業所側にとして報酬はいらないという事例であった。

配ぜん人の場合は［50：50］が殆どであるが、一部賃金額等が配慮され、［70：

30］とする事例もあった。 
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③契約書について 

業務提携を行う場合には、通常、トラブル防止の観点から事業所間の業務

提携契約が結ばれる。契約書には、「提携する業務の内容」、「求人・求職者

への同意」、「紹介担当事業所への求職登録」、「労働条件の明示」、「紹介の実

施」、「紹介手数料の徴収基準」、「成果の配分」、「個人情報の守秘義務」「事

業報告」等が盛り込まれる。 

  ただし、今般のモデル事業においては、８事業所が一堂に会して、事前に

報告会を実施していたため、個別の契約締結は行われなかったケースも見

られた。その場合でも、配ぜん人紹介事業所間では形式化したものではな

く、FAX やメール等でこれら事項に関し必要な範囲で取り決められた。 

   また、逆に、マネキン紹介事業所では、これまでは困ったときに助けて

もらうという考え方で、随意的に情報交換してきたが、今般のモデル事業

により業務提携をビジネスとして定義づけ、契約的なルールを取り入れた

いという意見もあった。 

 

（４）求人者・求職者への意向確認、情報提供の実態 

業務提携の実施に当っては、制度上、求人者・求職者への同意が求められて

いる。この同意の意思確認の際には、法令で定められている「提携先の紹介事

業所に関する情報（提携先の名称、所在地等及び取扱職種の範囲等）」を明示

するとともに、個別事案に関して、細やかな情報提供が行われた。それらの具

体的な事例を以下に掲げる。 

① マネキンの場合 

 ○マネキン紹介の業務提携において、求人者に趣旨を説明したところ、「現在

の人材不足や求職者の働き方の多様化を考えると、企業側にとっては新しい

人材探しの方法である」との評価を受け、業務提携に係る合意が得られた。

また、求職者についても、選択肢が広がることについて、期待感が表明され

た。 

○マネキンの提携先の求人内容が「菓子の進物の販売」であった。このため、

即戦力のマネキンとして特に「包装のスキル」が求められた。これに関し、

当該マネキン求職者に包装技術に関する経験年数等をよく確認し、求人者に

対しては当該求職者が高い技能レベルを有していることを説明した。通常と

異なる提携先の求人であるだけに、よりきめの細かい情報提供が求められる

と感じた。 

○マネキンの紹介に係る業務提携において、求職者を選定したが、この求職

者の希望職種がアパレルの中でもカジュアルの販売であった。他方、提携先

の求人の職務内容は求職者情報提供事業所にはこれまで取り扱っていなかっ
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た、ブラックフォーマルの販売であった。このため、当該求職者に対して、

ブラックフォーマル販売に関する説明を丁寧に行い、また、十分に考える時

間を設定して本人の安心感につなげた。 

○業務提携により、求人情報が広がり、これまでマッチングできなかった求職

者に対しても声掛けを行うことによって、求職者への紹介の機会を増やすこと

ができた。雇用機会の増進という立場からも、社会的に貢献できる施策である

ことを痛感した。 

② 配ぜん人の場合 

○提携先紹介事業所の求人者から、提携の対象となった求職者の配ぜんのスキ

ルについての情報提供依頼があった。これについては、当該求職者の求職登録

を受けた紹介事業者における経験年数、これまでのホテル等への勤務経歴等の

情報を提供し、了解を得た。業務提携による新しい求職者であっただけに、求

人者確認事項に丁寧に対応した。 

  ○業務提携により、配ぜん人として外国人留学生を紹介するに当たっては、求

人先の職場において、日本人との間で壁が生じないように配慮が必要であっ

た。このため、専門的に外国人留学生の紹介を行っている提携相手の紹介事

業所と協力して、留学生を配ぜん人として育成し、フォローしていくことを

求人者に約束した。 

○外国人求職者を配ぜん人として紹介する業務提携においては、求職者に対し

て、提携先の紹介事業所が当紹介事業所とこれまで長くお付き合いをしてい

る事業所であり、信頼できること、また、求人先の職場も安心できる職場で

あることを強調するとともに、身だしなみ、言葉、技能・知識､習慣の違いな

どを確認した。 

○業務提携による紹介の場合、求人者が変わるために、求職者からは賃金の

支払日の確認要請が多かった。賃金の額だけでなく、支払日についても、必

ず確認し、求職者に伝達した。 

○都内のホテルのバンケットサービスに関し、業務提携による紹介を行った。

求職者の住居は近県の都市部であるため、職場の勤務時間帯及び勤務時間数

を含め求人内容について不満を持っていたようであった。これに対しては、

求人受理事業所であり紹介を担当する事業所が業務内容をよく説明するなど

対応し、さらに賃金レベルも高い水準であることや勤務場所は JR 駅の近くで

あること等を説明し納得をしてもらった。 

５．業務提携の課題・問題点 

 今般の業務提携の実施に関しては、以下の通りいくつかの課題や問題点も指

摘された。 

（１）的確な求人・求職情報の提供 
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業務提携による紹介の場合、下図のように求人者の情報が二つの紹介事業

者を通じて求職者に伝えられ、求職者の情報が同様に伝えられる。 

 

求人者→求人受理事業所→求職受理事業所→求職者 

 

求人者←求人受理事業所←求職受理事業所←求職者 

このために、求人者の意向を的確に求職者に、求職者の意向を的確に求人

者に伝えることが求められる。最終的には、求人受理事業者（紹介担当事業

者）が当該求職者に対応することになるものの、事業所間の綿密な情報交換

の配慮が求められる。 

 

（２）迅速な対応 

業務提携では、情報提供の迅速さも必要である。マネキンや配ぜん人の場

合、求人は、緊急を要する場合が多いので上記の図のようなプロセスにおい

て時間がかかりすぎると、求人者への紹介タイミングを逸してしまうおそれ

もある。また、求職者からの求人者への問い合わせに対しての返答が遅れた

ために求職者から不信感を持たれた事例もあった。 

 

（３）遠隔地の場合の対応 

   今般の業務提携では、配ぜん人について遠隔地の紹介事業者間の業務提

携が行われた。今後の対応としてマネキンを含めて遠隔地の業務提携が行

われることも想定される。この場合、本人との面談には費用や時間を要す

ることも考えられる。今般は、前述の通りメールや PDF 画像による対応が

おこなわれたが、今後スムーズな対応のための手順のマニュアル化も望ま

れる。 

 

（４）求職者の多能化とタイムリーな提携 

配ぜん人の場合、冬場は多忙であるが、基本的には夏場にはホテル等の求

人は少ない。また、土日は忙しいが平日は暇ということも指摘されている。

マネキンにおいても、季節により、求人の業務内容が異なることも多い。こ

のような求人業務の繁閑に対応し、求職者の安定雇用を実現するためには、

一定の範囲で求職者の業務対応能力を広げ、その上で、タイムリーな業務提

携が望まれる。 

 

（５）今後の異業種間の業務提携への取組みについて 

今般のモデル事業では、４．で触れたとおり、成功はしなかったが、今後の
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課題として次のような意見が出された。 

① 異業種の職業紹介事業所間において、相手事業所の事業内容に関する相

互認識を深めること。 

②  異業種業務についての求人者及び求職者への情報提供の方法等を含め

て職業紹介事業所におけるマッチング能力を向上すること 

③ 求職者の能力開発、経験の積み重ね、多能化を図ること 

なお、異業種間の業務提携は、求人条件と求職者の経験能力の把握等につ

いてのすり合わせに通常の紹介に比してより多くの労力を要するところで

あるが、今回のモデル事業実施期間内ではそこまで及ばなかったという意見

もあった。ただし、今後について、異業種の職業紹介事業所間の業務提携に

もトライしていきたいという意見も少なからずあった。 

 

（６）外国人求職者の紹介について 

配ぜん人紹介においては、今後、外国人求職者を対象とする紹介のための業

務提携が多くなると考えられる。2020 年オリンピックに向けて、この傾向は

より拡大すると予測される。また、中国等からの観光客も増加する。これらの

場合、外国人求職者の求職申し込を受ける事業所は、外国人への対応が得意で

あるが、相手側の求人受理事業所の場合、必ずしもそうでないことが多い。業

務提携の対象となる求人受理事業所側としても、語学、習慣等の違いに対応で

きる体制が求められる。 

 

（７）紹介手数料について 

一部の参加事業所から、業務提携の相手方での手数料が自紹介事業所より低

い場合、収益の観点から業務提携の支障になることもあるという指摘があった。

業務提携の趣旨に則って、共通認識を深めていくことも課題である。 

 

（８）求職者の安心感の確保 

相手方の紹介所へ登録し相手方の求人者に紹介してもらうことについて、求

職者に戸惑いを感じさせることがあるという指摘もあった。また、チームの一

員として、相手方の紹介所の求職者と同一の職場で仕事する場合も、温度差を

感じるなど求職者の微妙な心境もあったようだ。業務提携に当っては、求職者

に安心感をもたせるよう、細心の配慮が必要である。 
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６．職業安定法の一部改正に伴う業務提携の見直しの方向 

 平成 28 年 9 月労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会において

「雇用仲介事業の在り方」について審議が開始され、平成 28 年 12 月「職業紹

介等に関する制度の改正について」として報告書がとりまとめられたが、この

中で職業紹介事業者間の業務提携に関して、以下の通りとなっている。 

 今後、改正職業安定法の施行に伴って、厚生労働省からさらに具体的な方針

が示されるものとみられる。 

 

ア 職業紹介事業者間の業務提携について、現行の取扱（提携先の職業紹介事

業者（以下「提携先」という。）に求職又は求人（以下「求職等」という。）

を提供しようとする場合、求職者又は求人者に対して、提携先に関する情報

を提示した上で、提携先への求職等の提供について同意を得る必要）を前提

に、職業紹介事業者と複数の職業紹介事業者との間の業務提携が可能である

旨を明確化することが適当である。あわせて、職業紹介事業者間の業務提携

について次の通り取り扱うことが適当である。 

（ア）労働条件等の明示義務については、原則として、求職の申込みを求職者

から直接受理した職業紹介事業者が履行すべきものとすること。また、求人

求職管理簿への記載（職業紹介の取扱状況及び＊１(4)アの離職の状況に関す

る事項）及び職業紹介事業報告（就職件数及び手数料収入）に関する義務に

ついては、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた一者が負うこと

とすること。 

 ＊１(4)ア＝紹介事業者は、業務に係る実績（職業紹介により就職した者の数

及び就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る）のうち 6

か月以内に離職した者（解雇により離職した者を除く）の数）等についてイ

ンターネットにより情報提供しなければならない 

（イ）複数の職業紹介事業者を提携先とする場合、求職者又は求人者が提携先

ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法とすることを前

提に、一度にまとめて求職者又は求人者の同意を求めることを可能とするこ

と。 

  なお、当面、一度にまとめて求職者の同意を求めることができる提携先の

数を 10 としつつ、施行状況を注視することが適当であること。 

（ウ）求職者又は求人者の同意を求める際に提示する提携先に関する情報につ

いて、次の措置を講ずること。 

 ①提示が必要な事項として、１(4)アの業務に係る実績を追加すること。 

 ②必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金

及び雇用形態等を提示することとすること。 
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（エ）業務提携を行う全ての職業紹介事業者は、個人情報の適正な管理（正確

かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊及び改ざんを防止するための

措置等）について、より一層、的確に対応しなければならないものとするこ

とが適当である。 

イ 職業紹介事業者と職業紹介事業者以外の者との間で業務提携を行うことが

可能な業務（職業紹介に当らない業務）を明らかにする観点から、職業紹介

事業者以外の者から職業紹介事業者に対し、求人申込の意向を持つ求人者が

ある旨の情報提供を行うことは差支えない旨を明確化することが適当である。 
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７．業務提携モデル事業に関するまとめ 

今回の業務提携モデル事業は、求職者が少ないという労働市場の背景のもとに

行われたが、参加事業所では、業務提携の取組みを重ねる中で、求職者の安定

雇用推進という観点から積極的に取組む姿勢がより明確に形成された。これら

実績を踏まえて、参加事業所から業務提携に関する今後の方針として、以下の

ような意見が表明されている。 

（１）現在業務提携を行っている相手事業所は５～６事業所である。今後、自

事業所にはないものを有し、特徴のある紹介事業所との業務提携を行っ

ていきたいと考えている。情報提供してくれるところがあれば、何社と

でも行ないたい。そのために、自事業所の取扱業務・職種を増やして、

人材の層を広げていきたいと思っている。 

（２）既存のクライアントについては、おおむね業務提携に関し理解をいただ

いているが、新規クライアント等に関しても、業務提携の趣旨を理解し

てもらうために、そのメリット等を周知させたい。 

（３）マネキンの場合、食品・アパレル双方ができるベテランもおり、さらに、

人によっては他の業務の資格免許を持っている人もいる。これらの求職

者について、今後も他事業所との業務提携を活用し、さらなる就労促進

ができるのではないかと思っている。 

（４）異業種間の業務提携に関して求職者にヒアリングしたところ、現段階で

は不安を抱く求職者が多かった。したがって、無理な取組はできなかっ

たが、段階を踏んで、できるところから実績を作る取組を続けていけば、

その不安は解消され恒常的に受けいれられる体制になると思う。 

（５）今回、配ぜん人紹介所とのつながりができたので、異業種間の業務提携

については、シーズン物での求職登録者について、マネキンでの仕事が

ない時には、配ぜん人の求人情報も流すようにしていきたい。そのため

に、配ぜん人紹介事業所との間でそれぞれの事業に関する資料の交換を

行い、相互理解を深めていきたい。 

（６）求職者の中には、単一職種の能力だけでなく、異なった分野の職務能力

や希望を持ち、また、多様な資格等を持つ人もいるので、異業種間の業務

提携などを含め多様な職業紹介手法を開発することが望ましいと考えた。

さらに、求職者の業務・能力範囲を広げる多能化への取組みも課題である。 

（７）業務提携については、常に窓を開いておき、普段よりお付き合いのある

事業所からの依頼あった場合は、提示された労働条件と一致する該当者が

いるときは対応していきたい。 

（８）これまでは、困ったときの手法として業務提携を考えていたが、これか

らは、積極的な紹介手法の一つという位置づけで取り組んでいきたい。 
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（９）業務提携は、求人者に対してもよいサービスとなるので推進していきた

い。そのためには、求職登録者を増やすこと、提携先を増やしていくことが

必要となる。提携先は、より多くの求人、求職を取扱っている事業者がよい

と考える。今後は、期間雇用（中期、長期）、正規雇用についての業務提携に

も取り組んできたい。 

（１０）配ぜん人の場合のように、繁閑の差が激しいことは、逆にチャンスで

もある。今後は、周辺の職種として調理士やホテル内の職務等についての業

務提携を考えたい。 

（１１）企業情報や個人情報等を他の職業紹介事業所と共有する場合、それら

情報の安全性への配慮も重要な事項である。これらの配慮について求人者・

求職者によく理解してもらい、安心感を持ってもらうために、職業紹介事業

所として、レスポンスある業務提携を行いたい。 

 

これらの、意見の通り今般の業務提携モデル事業実施の結果、職業紹介事業

における業務提携は、求職者の安定雇用等につながる有効な手法であることが

示された。特に、業務提携によって、短期雇用の求職者にとっては年間を通し

ての計画的な職業紹介により安定的な雇用につながること、求人者についても

短期・中期の雇用が計画的に確保できること、また、職業紹介事業者にとって

は、求人案件に関して、継続的な紹介ができ、求人者・求職者からの信頼が深

まるとともに、収益面でも効果があることが示された。 

また、今般のモデル事業では、これまでの２事業所間の個別的な業務提携に

とどまらず、８事業所の業務提携グループを形成し、相互信頼の下に情報交換

が行われたことも新しい試みであった。 

 

当協会では、先の厚生労働省における「雇用仲介事業の在り方に関する検討

会」において、業務提携に関して「職業紹介事業間の業務提携ルールの弾力化」

として、三事業所以上による業務提携のルールについての要望事項を提案し、

これについては前記Ⅳに記載した通り、労働政策審議会において「職業安定法

の改正の一部改正に伴う業務提携の見直し方向」として、複数（１０事業所以

下とされている）の職業紹介事業者間の業務提携の新しいルールが定められた。 

これに鑑みて、今後の職業紹介事業の業務提携が、幅広い職種の職業紹介事

業所間において行われるために、今般のモデル事業が試金石の一つとなれば幸

甚と考えるものである。 
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業務提携モデル事業協力事業所名 

 

〈一般社団法人 全国サービスクリエーター協会関係〉 

（株）大榮サービスクリエーター 池田 大輔 （２７年度） 

（株）立川アイエーエス  今立 敏一 （２８年度） 

（有）ユニバーススタッフ  高田 雅通 （２７・２８年度） 

 

〈公益社団法人 全日本マネキン紹介事業協会関係〉  

（株）アイダス・ユニバーサル 長畑 節夫 （２７・２８年度） 

（有）厚木マネキン紹介所  杉山 和子 （２７・２８年度） 

（株）富士ワークネット  濱田 充裕 （２７・２８年度） 

（株）四つ葉    重田スミノ （２７・２８年度） 

 

〈特定非営利法人 全国ホテル＆レストラン人材協会関係〉  

（株）渋谷ローヤルサービス  澁谷  健 （２８年度） 

（株）スギハラサービスクリエイツ 杉原  拓 （２７・２８年度）  

（有）テン・エイティワン  福田 英次 （２７年度） 

 

 上記の各事業所の他、次の各団体役員に、業務提携モデル事業協力事業所の

推薦・選定、本報告書のとりまとめ等にご協力いただいた。 

高田 雅通 一般社団法人 全国サービスクリエーター協会副会長 

森川  薫 公益社団法人 全日本マネキン紹介事業協会常務理事 

渡辺  保 特定非営利法人 全国ホテル＆レストラン人材協会会長 

杉原  拓  特定非営利法人 全国ホテル＆レストラン人材協会副会長 

 


















