
 

令和元年度 事業報告 

 
１ 民営職業紹介事業の健全な発展・向上に努力 

民紹協は、全国唯一の全職種を対象にした職業紹介事業者団体として、民営職

業紹介事業の健全な発展のために努力し、ひいては労働力の需給調整、労働者

の雇用の安定等に寄与してまいりました。 

令和元年度におきましても、次のことを基本に役職員一丸となって、努めて

まいりました。 

第一に、公益目的事業を的確に運営し、公益の増進と民営職業紹介事業の活性

化を図ること 

第二に、会員事業者等のニーズを把握し、事業推進に役立つ講習の実施や

事業に役立つ情報を迅速、正確に提供すること 

第三に、行政機関等の動きを的確に把握し、会員事業者等へ情報提供するとと

もに、会員事業者等の意見、要望をまとめ、適宜、厚生労働省等行政機関に進達

すること 

第四に、会員事業者をはじめとする民営職業紹介事業者に対し、業務運営に関

する相談、助言に努め、また、その内容をさまざまな機会に提供し、事業運営の

適正化に資すること 

第五に、民営職業紹介事業者に対し民紹協への入会の働きかけを行うこと

こうしたことを基本的姿勢として、以下の各事業を実施しました。 

２ 民営職業紹介高度・健全化推進事業（公益目的事業） 

―民営職業紹介事業の運営の改善向上等を図るための事業を行うことにより、

その健全な発展を図り、もって労働力の需要供給の適正な調整及び労働者 

の雇用の安定その他福祉の増進に寄与する事業― 

 
（１）職業紹介優良事業者推奨事業の推進 

平成30 年度に引き続き、厚生労働省から「職業紹介優良事業者推奨事業」

を受託し、職業紹介優良事業者認定制度の事務局としての役割を果たしま

した。 

学識者等で構成する「認定制度認証委員会」を 5 回開催し、職業紹介優良

事業者認定制度運営要領、認定基準、審査マニュアル等本事業の根幹となる

要領等の修正、審査認定機関の募集及び指定（3 社）等を実施しました。 

また、制度説明会の開催（10 回）、認定制度の新聞・雑誌・業界誌への広

告掲載等による周知・広報、紹介事業者への相談・支援等を実施した結果、 



12 事業者から認定申請があり、11 事業者が優良事業者の認証を受けました。 

さらに、優良事業者認定制度の認知度調査として、優良事業者 5 社、その 

求人企業 4 社にヒアリング調査を行いました。 

 
（２）民間職業紹介従事者の人材育成推進事業の推進 

平成 30 年度に引き続き、「民間職業紹介従事者の人材育成推進事業」を厚

生労働省から受託しました。 

民営職業紹介事業所における職業紹介業務のさらなる質の向上を図るた

め、学識者等からなる検討委員会（3 回）及び企画部会（2 回）、外国人材検

討部会（4 回）を開催しました。 

企画部会では、職業紹介所の指導者が自ら行う講習のための教材の開発を行

うとともに、外国人材検討部会では、外国人材の職業紹介に関する調査結果

及び外国人材の紹介にあたっての留意点等を盛り込んだ「外国人材の職業紹

介に関する基礎知識」を作成しました。 

さらに、それらの教材等を活用した指導者講習を全国主要都市で 16 回開

催し、827 名の参加者を得ました。 

 
（３）職業紹介士資格認定事業の実施 

職業紹介士資格認定事業は、職業紹介事業の専門家にふさわしい知識と

スキルを体系的に効率よく習得できる学習プログラムであり、また、その能

力の判定を行うものです。 

第 23 回認定試験（通信教育期間 5 月～7 月、集合教育 9 月）の受験者は 

23 名、合格者は 21 名（前年度は受験 22 名、合格 19 名）でした。 

また、「職業紹介士フォローアップ研修」を 10 月に開催し、参加者は 17 

名（前年度 18 名）でした。 

 
（４）職業紹介責任者講習の開催 

令和元年度は、前年度より 8 回多い 91 回の講習を実施しました。また、

講習で使用するテキストも、図表を活用した分かりやすい内容に改訂するな

ど充実に努めました。 

しかしながら、他の講習実施機関の大幅な開催回数の増加や新規参入等の影

響により、年間の受講者は、前年度より 18.5％減の 6,699 名となりました。 

 
（５）職業紹介事業者ブロック交流会の開催 

都道府県労働局と連携して職業紹介事業を進めていく上で参考となる講

演会とともに、事業者間及び民紹協との交流を目的とし、会員及び非会員の 



職業紹介事業者を対象とした職業紹介事業者ブロック交流会を６地域に分

け開催しました。 

令和元年度は、開催地労働局需給調整事業担当官から、改正職業安定法の 施

行状況や働き方改革関連法施行に係る留意事項の説明などを行いました。 

各会場の参加者数等は次のとおりでした。 
 
 

札幌会場 5 月 16 日（木） 27 名 

仙台会場 7 月 12 日（金） 49 名 

東京会場 8 月 22 日（木） 55 名 

名古屋会場 6 月 20 日（木） 31 名 

大阪会場 9 月 20 日（金） 54 名 

福岡会場 7 月 24 日（水） 31 名 

計  247 名 

 

（６）職業紹介事業実践セミナー等の開催 

職業紹介事業従事者の実践的な知識及びスキル等の向上を図ることを目

的として、新たな在留資格「特定技能」が創設されたこと等を踏まえ、「外

国人材の職業紹介」をテーマとした実践セミナーを 2 回開催しました。他 

のテーマの実践セミナーと合わせて計 9 回開催し、334 名（前年 177 名） 

の受講者がありました。 

 
（７）職業紹介事業者等に対する相談・支援等の実施 

会員職業紹介事業者をはじめとする職業紹介事業者、求人者、求職者等

からの職業紹介事業に関する質問・相談等について、専門知識と深い経験を

有する職業紹介事業アドバイザーが相談・支援を行いました。相談件数は、

1,759 件となりました。 

また、主な相談内容は相談事例としてとりまとめ、機関誌「ひと」へ掲載

しました。 

 
（８）ひととしごと写真募集 

働くことの尊さ・大切さと民営職業紹介事業の果たしている役割を広く

理解していただくため、「第 2 回ひととしごと写真募集」を行ったところ、 

615 作品に及ぶ応募がありました。最優秀賞 1 点を含む入選作品を 13 点

選出し表彰するとともに、機関誌「ひと」の表紙に掲載しています。 

 
（９）メールマガジン等による情報発信力の強化 

職業紹介事業の運営に役立つ情報、トピックを、メールマガジン（登録者 



数 2,150 名）により年間 42 回配信しました。また、「ひと」のバックナン

バーのホームページへの掲載も始めました。 

 
（10）人材サービス総合サイトへの情報提供等の支援の実施 

インターネット接続環境のない職業紹介事業者等からの申込みに応じて、

人材サービス総合サイトへの情報提供等の事務支援・代行を実施しました。 

 
３ その他の事業 

 
（１）事業者の会員への加入促進 

民紹協が、民営職業紹介事業の運営の改善向上に向けた各事業を行うこ

とを通し、労働市場における民営職業紹介事業の存在感を高め、職業紹介事業

者の地位向上を図り、社会に貢献していくためには、できるだけ多くの会員

事業者の方々に支えていただくことが重要です。 

このため、全職業紹介事業者へのダイレクトメールの発送、職業紹介事

業者ブロック交流会における非会員事業者への勧奨等入会促進活動を進め

てまいりました。これによって、新たに 170 事業者に入会いただき、令和元 

年度末会員数は、前年度末の会員数 1,238 事業者から 130 事業者増加し、 

1,368 事業者となりました。 

 
（２）会員事業者向け表彰事業の実施 

民営職業紹介事業の運営に関して模範となる事業者を対象とする叙勲・

褒章、事業者、職業紹介責任者及び従事者を対象とする厚生労働大臣表彰、求

職者を対象とする職業安定局長表彰、事業者、職業紹介責任者、従事者及び

求職者を対象とする民紹協会長表彰の表彰事業を進めました。 

次の方々が叙勲・褒章、表彰の栄に浴されました。 

①叙勲・褒章関係 

【春の褒章受章者】（黄綬褒章） 

株式会社仁済 依田 明子氏 

 
【秋の叙勲受章者】（瑞宝単光章） 

株式会社ジュネス 塩田 秀夫氏 

有限会社いずみ訪問介護サービス家政婦紹介所 髙橋 幸子氏 

 
②厚生労働大臣表彰等 

厚生労働大臣表彰 3 名 

職業安定局長表彰 17 名 



民紹協会長表彰 20 名 

 
（３）機関誌「ひと」の刊行等による情報提供 

機関誌「ひと」を会員職業紹介事業者、各職業紹介事業者団体等の協力

を得ながら隔月ごとに刊行しました。 

また、働き方改革関連法の内容など会員事業者へ迅速に周知を図るべき

事項については、ホームページ、メールマガジンによって情報提供しました。 

 
（４）新春講演会及び賀詞交歓会の開催 

厚生労働省等行政機関からの講演と会員事業者、厚生労働省等行政機関

関係者、各職業紹介事業者団体をはじめ人材ビジネス関係団体関係者及び

民紹協役職員との交流を目的として、東京においては、令和 2 年 1 月 17 

日 

（金）に新春講演会（参加者 164 名）、賀詞交歓会（同 128 名）、大阪に

おいては、１月 24 日（金）に新春講演会（同 84 名）、賀詞交歓会（同 51 

名） をそれぞれ開催しました。 

 
（５）職業紹介事業者団体との連携の推進 

民紹協と関係職業紹介事業者団体（（公社）日本看護家政紹介事業協会、 

（一社）日本人材紹介事業協会、（一社）全国サービスクリエーター協会、 

（公社）全日本マネキン紹介事業協会、（公社）日本全職業調理士協会、（一

社）日本モデルエージェンシー協会、（ＮＰＯ法人）全国ホテル＆レストラ

ン人材協会）との情報交換、行政機関への要望事項のとりまとめ等のため、9 

月に職業紹介事業者団体事務局長会議を開催しました。 

 
（６）行政機関に対する意見・要望の提出 

民営職業紹介事業に関する当面の課題、要望について、上記（５）の職業

紹介事業者団体事務局長会議において検討及び取りまとめを行い、12 月

の厚生労働省担当課室担当者との情報交換会及び令和 2 年 1 月の東京労

働局需給調整事業部担当者との情報交換会において、それぞれ要望を行い

ました。その内容については、機関誌「ひと」に回答内容を含め掲載しました。

また、令和 2 年 2 月に入り、新型コロナウイルス感染症の影響により求 

人が大幅に減少し、配ぜん人、マネキン、調理士など非正規労働者の多くが職

場や就職先を失ってしまいました。このため、3 月 13 日に、民紹協会長

名で職業安定局長宛に、それらの非正規労働者を多く雇用する事業者が雇 

用の維持に努めていただくよう要望書を提出しました。また、3 月末には、

当協会の会員に対して新型コロナウイルスの影響についてメールによる調

査を行い、回答で得られた切迫した状況や切実な要望等を国にも伝えまし 



た。 

 
（７）人材ビジネス関係団体との連絡・交流の実施 

人材ビジネス関係団体で構成する「民間需給調整機関連絡協議会（五社

懇）」（（一社）日本人材紹介事業協会、（一社）日本人材派遣協会、（一社）

日本生産技能労務協会、（公社）全国求人情報協会、民紹協で構成）が、7 月、

12 月に開催され、情報交換を行いました。 

 
（８）人権問題等研修会への出席 

民紹協役職員が人権問題、公正採用選考に係る理解を深めるため、7 月と 

11 月に開催された人権問題等研修会に参加しました。 

 
４ 民紹協の管理 

 
民紹協は、公益三法をはじめ、定款、社員総会運営規則、理事会運営規則等に

基づき、公正かつ円滑な運営に努めました。 

令和元年度の理事会及び定時社員総会の開催状況は、次のとおりです。

第 29 回理事会 令和元年 5 月 13 日（月）アルカディア市ヶ谷 

第 30 回理事会 令和元年 6 月 14 日（金）浅草ビューホテル 

第 31 回理事会 令和元年 11 月 19 日（金）アルカディア市ヶ谷 

第 32 回理事会 令和 2 年 3 月 9 日（月）アルカディア市ヶ谷 

 
令和元年度定時社員総会 平成元年 6 月 14 日（金） 

浅草ビューホテル 出席者数 48 名 委任状提出者 687 名 


