第2部
労働法Ⅰ

（マッチング関連法令）

2

労働法Ⅰのアウトライン
事例１

法改正により労働条件等の明示義務が拡大
ある求職者から、
「最初求人票では、販売と事務の仕事で、給与は

Ｑ

28万円となっていました。面接の際にも明確な説明はなかったので
すが、内定の時点で、仕事は販売のみで、給与は23万円に変更となっ

uestion

ていたといわれ、困りました」という相談がありました。

A

職業安定法では、求人者等は職業紹介事業者その他の職業紹介等を行う
者（＊）に、職業紹介等を行う者は求職者に、労働条件等を明示する必要があ
ります（法5条の3①②）。また、一定の事項は書面等により明示する必要が

nswer

あります（法5条の3④）。そして、改正後の職業安定法では、労働条件等の
変更が行われた場合にはこれを明示しなければならないこととされ（法5条

の3③）、省令・指針の改正により、従来に加え、次のような取扱が求められることとなりました
（平成30年1月1日施行）。
ア

求人者等（求人者、募集者、労働者供給を受ける者）は、職業紹介事業者によって求職
者に示された労働条件等の変更等（変更、特定、削除、追加）を行う場合には、求職者に
変更内容等を明示しなければならない。

イ

求人者等は、アの明示に当たっては、求職者が変更内容を十分理解することができる
よう、対照表を作る、労働条件通知書に下線を引く等により適切な方法をとらなければ
ならない。

ウ

求人者等は、アの明示を速やかに行うこと。

エ

求人者等は、求職者に明示された事項が変更になったときは、求人票等の内容の検証・
修正等を行うこと。
職業安定法等の見直しにより求められる労働条件等の明示の取扱い
法5条の3
求人者等

求職者に明示

1項
2項

職業紹介等を
行う者に明示

3項
＜新設＞

求人条件等の
変更等があれ
ば明示

4項
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職業紹介等を行う者（＊）

一定の事項は書面等により明示

省令・指針
●1項は速やかに明示すること。

●1項、
2項の明示に当たっては試用

期間、固定残業代制、裁量労働制
を明示すること。

●変更等には、
変更、
特定、
削除、
追加

を含むこと。

●適切な明示方法をとること。

● 求人者等は、
求人票の検証・修正

等を行うこと。

● 書面による明示事項に試用期間、

雇用者名、派遣の有無を追加する
こと。

（＊）法5条の3の職業紹介等を行う者としては、職業紹介事業者のほか、ハローワーク、特定地方公共団体、募集者、募集受託者、
労働者供給事業者があります。

職業紹介従事者のための

事例2

A
nswer

求人者から『求職者の病歴も教えてほしい』
といわれました。情報提
供していいものでしょうか？

職業紹介事業の基礎知識

uestion

要配慮個人情報の取扱い
第１部

Ｑ

講習テキスト＆実務ハンドブック

個 人 情 報 の 取 扱 いにつ いては
ルールが定められており、設問の
病歴に関する情報について、これ
を提供することは問題があります。
関係するルールには、個人情報

〔1〕
個人情報の収集、保管及び

（1）紹介指針における取扱いのルール
紹介指針には、右図の〔1〕～〔4〕が定められてい
ます。特に、
〔1〕では次に留意が必要です。
ア

労働法Ⅰのアウトライン

〔2〕
個人情報の適正な管理
〔3〕
秘密を守る義務
〔4〕
個人情報保護法の遵守

個人情報は、業務目的の範囲内で収集し、原

労働法Ⅰ
（マッチング関連法令）

使用

第２部

た「紹介指針」
（平成11年告示141）があります。

個人情報の取扱い
（項目）
第２部

保護法のほか、職業安定法と同法に基づき定められ

紹介指針に定められている

則として、次のような個人情報を収集しないこと。
―人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ
がある事項（例；出身地、家族状況（家族の職業、学歴等）、住宅状況、血液型等）
―思想及び信条（例；宗教、人生観、支持政党、愛読書、尊敬する人物等）
―労働組合の加入状況（例；労働運動、学生運動等に関する情報等）
イ

個人情報を収集する場合は、①本人から直接収集するか、又は②本人同意の下で本人
以外の者から収集し、③高等学校等新規卒業予定者からの応募書類は職業安定局長が
第３部

定める書類による等により、公正な手段で行うこと。
個人情報の保管又は使用は、原則として、収集目的の範囲内で行うこと。

労働法Ⅱ
（労働条件等関連法令）

ウ

（2）個人情報保護法のルール
個人情報保護法は、
「個人情報」等の取扱いのルールを定める一般法で、個人情報取扱事業
者である職業紹介事業者の全てに適用となりました（平成29年5月30日に改正法施行）。同
法においては、
「 要配慮個人情報」
（ 人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害を受け
た事実等が含まれた機微情報）は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないこと
とされています（同法17条）。
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労働法Ⅰのアウトライン

※このページは、講師の方が提供したQ&Aのメモとしてご利用ください。

Ｑ
uestion

A
nswer
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職業紹介従事者のための

参 考

講習テキスト＆実務ハンドブック

労働法Ⅰ
（マッチング関連法令）の体系
第１部

第2部で取り上げるいろいろな法律の関係を図示すると次のように表すことができます。

職業紹介事業の基礎知識

マッチング関連の法律

労働力需給調整
のルール

国の雇用対策
に係る法律

外国人の雇用政策
に関する法律

若者雇用
促進法

技能実習法

労働法Ⅰのアウトライン

労働者派遣法

個人情報保護法

労働法Ⅰ
（マッチング関連法令）

出入国管理及び
難民認定法

第２部

雇用対策法

第２部

職業安定法

その他の
法律

高年齢者雇用
安定法

障害者雇用
促進法

第３部

雇用保険法

労働法Ⅱ
（労働条件等関連法令）
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労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

1
１

職業安定法
法律の目的

この法律は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政
庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が
労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること
等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、
もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

２

構成
総則

労働力需給システムの共通のルール
・職業選択の自由

・均等待遇

・労働条件等の明示

・個人情報の取扱い

・求人・求職受理の原則、適格紹介の原則
・労働争議に対する不介入

わが国における労働力需給システムの整備

職業安定機関の行う職業紹介
地方公共団体の行う職業紹介
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
有料職業紹介事業
・許可制

・取扱職業の範囲
・取扱職種の範囲の届出

等

無料職業紹介事業
・許可制
・学校
特別の法人

労働者の募集、募集情報等提供事業
労働者供給事業
労働者派遣事業等
雑則

罰則
66

・手数料

大臣が定める指針
指導・助言、改善命令
秘密を守る義務等

の無料職業紹介事業
→届出制

職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

（１）労働力需給システムにかかわる共通のルール
職業紹介等にかかわる共通ルールとして次のものが定められている。
職業選択の自由

第１部

ア
イ

職業紹介事業の基礎知識

憲法 22 条を受け、職業選択の自由が規定されている（法 2 条）。
均等待遇
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介等について、差
別的取扱を受けることがないとされている（法 3 条）。
ウ

労働条件等の明示
職業紹介を行う者及び労働者の募集を行う者等は求職者等に対して、求
人者は職業紹介等を行う者に対して労働条件等を明示しなければならな

H30.1.1
施行

い。また、求人者及び労働者を募集する者等は明示された内容の変更等行
う場合にはこれを明示しなければならない。労働条件等の明示の方法につ
いては、業務内容・賃金・労働時間等省令で定める基本的な事項について
個人情報の取扱い

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

エ

第２部

は書面で明示しなければならないこととされている（法 5 条の 3）
。
求職者等の個人情報をその業務の目的の達成の範囲内で収集・保管・
使用しなければならないことその他の職業紹介を行う者等が遵守すべき
事項が示されている（法 5 条の 4）。
オ

求人求職受理の原則、適格紹介の原則
公共職業安定所、職業紹介事業者は、法令違反の場合等を除き、全て
の求人・求職を受理しなければならない（法 5 条の 5、5 条の 6）。
また、求職者に対してはその能力に適合する職業を、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努めなければならない（法
5 条の 7）。

カ

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

注；法 5 条の 5 の例外について、労働法令違反等の求人者からの求人や、
暴力団員であるものからの求人等についても受理しないことができるこ
ととする法改正が行われており、H29.3.31 から 3 年以内の政令で定
める日から施行されることとなっている。

労働争議に対する不介入
公共職業安定所、特定地方公共団体、民営職業紹介事業者等は、争議
中の事業所について、職業紹介、労働者募集を禁止されている（法 20 条、
29 条の 8、34 条、42 条の 2）。
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労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（２）職業安定機関の行う職業紹介
公共職業安定所（ハローワーク）等の国の職業安定機関が行う業務につい
て定められ、この中には厚生労働省において職業分類を定めることも規定さ
れている。またハローワークは学校と協力して学生生徒等の職業紹介を行う
（法 26 条）が、学校長にその業務を分担させることもできる（法 27 条）
こととされている。
（３）地方公共団体の行う職業紹介
地方公共団体は無料の職業紹介事業を行うことができ、職業紹介事業を行
う地方公共団体（特定地方公共団体）は厚生労働大臣にその旨通知をするこ
ととされている（法 29 条）。
（４）職業安定機関以外の者の行う職業紹介
民営の職業紹介事業について、有料職業紹介事業と無料の職業紹介事業に
分けて定められている。
ア

有料職業紹介事業
• 許可制
有料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けな
ければならないこととされている（法 30 条）。
• 手数料
有料職業紹介事業者は、法令に定められた手数料を徴収することがで
き、それ以外の手数料や報酬を受けてはならないこととされている（法
32 条の 3）。
• 職業紹介事業の取扱範囲
有料職業紹介事業の取扱職業の範囲から、港湾運送に就く職業、建設
業務に就く職業は除外されている（32 条の 11）。また、職業安定法
は船員に対して適用除外となっているので、船員の職業も除外されて
いる（法 62 条）
• 取扱職種の範囲の届出等
有料職業紹介事業者は、取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定め
ることができ、定めたときは厚生労働大臣に届け出なければならない。
この場合、法 5 条の 5 及び 5 条の 6 の全ての求人・求職を受理しな
ければならないという原則は、その範囲内に限り適用されることとさ
れている。
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職業紹介従事者のための

イ

講習テキスト＆実務ハンドブック

無料職業紹介事業
• 許可制
無料職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けな
第１部

ければならないこととされている（法 33 条）。無料の職業紹介に有料

職業紹介事業の基礎知識

職業紹介事業の場合のような職業の取扱範囲の除外はないが、船員に
対する適用除外はある。
• 学校等の行う無料職業紹介事業
学校等の長が、厚生労働大臣に届け出た場合には、無料の職業紹介事
業を行うことができる（法 33 条の 2）。
• 特別の法人の行う無料職業紹介事業
特別の法人（商工会議所等）が、厚生労働大臣に届け出た場合、無料
の職業紹介事業を行うことができる（法 33 条の 3）。
（５）労働者の募集、募集情報等提供事業
労働者の募集は、刊行物（新聞、求人雑誌等）その他省令で定める方法（イ

施行

第２部

ンターネット等）により行う場合は、募集内容の的確な表示が求められ、募

H30.1.1

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

集情報等提供事業者により情報提供する場合には当該事業者に必要な協力を
求めるよう努めなければならないこととされている（法 42 条）。
委託募集（被用者以外の者を募集に従事させるもの）について、報酬を与
えて従事させるときは許可制で、その報酬については認可制とされている。
報酬を与えることなく従事させるときは届出制とされている（法 36 条）。
（６）労働者供給事業
労働者供給事業（労働者派遣事業を含まないもの）については、労働組合
等が許可を得て行う場合を除き、禁止されている（法 44 条、45 条）。
（７）労働者派遣事業等
建設労働法によるとされている
（法 47 条の 2）。

M E M O メモ

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

労 働 者 派 遣 法、 港 湾 労 働 法、

許可、認可、届出とは
「許可」とは、一般的に禁止されている行為につい

（８）雑則
以上のほか、指針（法 48 条）、
指導・助言、改善命令（法 48
条の 2、48 条の 3）、守秘義務
（法 51 条、51 条の 2）等の事

て、行政機関が特定の場合にこれを解除し行えるよう
にすることを、
「認可」
とは、行政機関が第三者による法
律行為を補充し
（認め）、その行為を完成させることを
いい、
また、
「届出」
とは、特定の行為を行うにあたり、行
政機関に対して一定の事項を通知することをいう。

項が規定されている。
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2
１

雇用対策法
法律の目的

この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、
その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、
労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮す
ることができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図ると
ともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

２

構成
（経済社会情勢の変化）
基本理念
国及び地方公共団体の施策の総合的実施
施策の総合的実施

労働市場の機能発揮

・職業紹介

・職業訓練、能力評価

・職業転換、地域間移動

・失業予防等

・女性の職業安定

・青少年の職業安定

・高年齢者の職業安定

・障害者の職業安定

・不安定雇用の是正

・外国人の雇用管理、

・地域的な雇用構造の改善等

再就職の促進

事業主の責務
募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会

↓

求職者及び求人者に対する指導等

労働力需給の均衡

職業訓練等の充実
職業転換給付金
事業主による再就職の援助を促進するための措置
再就職援助計画の作成
大量雇用変動の届出

外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
外国人雇用状況の届出

70

職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

（１）募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
第１部

きは、労働者の募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与え

職業紹介事業の基礎知識

なければならない（法 10 条）。
〔除外事由とその具体例（省令 1 条の 3 ①〕
1 号 ；定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのな
い労働契約の対象として募集・採用する場合

〇「60 歳未満の方を募集（定年が 60 歳）」
×「60 歳未満の方を募集（契約期間 1 年）」＊有期労働契約のため
×「60 歳未満の方を募集（定年が 63 歳）
」＊定年と一致していない
2号

；労働基準法等の法令により年齢制限が設けられている場合

〇「18 歳以上の方を募集（労基法 62 条の危険有害業務）」
〇「18 歳以上の方を募集（警備業法 14 条の警備業務）」
第２部

3 号イ；長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定め

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

のない労働契約の対象として募集・採用する場合

〇「35 歳未満の方を募集（高卒以上、職務経験不問）」
〇「40 歳未満の方を募集（要普通自動車免許）」

＊実務経験を要する資格でなければ必要な資格を定めることも可能

3 号ロ；技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相
当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象
として募集・採用する場合

〇「電気通信技術者として、30 ～ 39 歳の方を募集」（電気通信技
術者は、20 ～ 29 歳が 10 人、30 ～ 39 歳が 2 人、40 ～ 49
歳が 8 人）
3 号ハ；芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

〇「演劇の子役として、〇歳以下の方を募集」
×「イベントコンパニオンとして、30 歳以下の方を募集」
＊商品やサービスの提供等が目的

3 号ニ；60 歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の
施策を活用しようとする場合に限る。）の対象となるものに限定して募集・採
用する場合

〇「60 歳以上の方を募集」
〇「（特定求職者雇用開発助成金の対象者として）60 歳以上 65 歳
未満の方を募集」
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（２）再就職援助計画の作成
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余
儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、
「再
就職援助計画」を作成し、過半数労働組合等の意見を聴き、公共職業安定所
長に提出して認定を受けなければならない（法 24 条）。
提出が必要な事由

経済的事情による事業規模の縮小等によ
り 1 つの事業所で 1 か月以内に 30 人
以上の離職者が生じる場合

手続

公共職業安定所長の認定

提出時期

最初の離職者が生じる日の 1 か月前まで
に作成、遅滞なく提出し認定を受ける

（３）大量雇用変動の届出
事業主は、その事業所における一定の雇用量の変動（
「大量雇用変動」
）に
ついて、当該大量雇用変動のある日（離職の全部が同一の日に生じない場合
は最後の離職が生じる日）の少なくとも 1 か月前に、離職者数等一定の事項
を厚生労働大臣（公共職業安定所長）に届け出なければならない（法 27 条）
。
届出が必要な事由

１つの事業所で 1 か月以内の間に 30 人
以上の離職者が生じる場合（自己の都合
若しくは自己の責めに帰すべき理由によ
るもの又は天災事変等のため事業の継
続が不可能になったことによるものを除
く）

手続

公共職業安定所長に届出

届出時期

最後の離職が生じる日の少なくとも 1 か
月前まで

その他

再就職援助計画の認定申請をした事業主
は大量雇用変動届をしたとみなされる

（４）外国人雇用状況の届出
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用している外国人が
離職した場合には、一定の事項について確認し、厚生労働大臣（公共職業安
定所長）に届け出なければならない（法 28 条）。
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職業紹介従事者のための

届出事項

（１）氏名
（２）在留資格
（３）在留期間
（４）生年月日
（５）性別
（６）国籍・地域
（７）資格外活動の許可を受けている者にあっては、当該許可
を受けていること
（８）住所
（９）雇入れ又は離職に係る事業所の名称・所在地
（10）賃金その他の雇用状況に関する事項

第１部
職業紹介事業の基礎知識

届出の時期、方法

講習テキスト＆実務ハンドブック

第２部

a 雇入れの場合；
雇用保険被保険者
・・・翌月 10 日（資格取得届）
上記以外
・・・翌月末日（外国人雇用状況届出書）
b 離職の場合；
雇用保険被保険者
・・・翌日起算 10 日以内（資格喪失届）
上記以外
・・・翌月末日（外国人雇用状況届出書）

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）
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コラム

転職指針

職業キャリアが長期化し、働き方のニー
ズが多様化するとともに、急速な技術革

入職者の状況

新や産業・事業構造の変化によって、企業・
労働者双方において中途採用・転職・再就

新規
学卒者
18％

職ニーズが高まっています。
「働き方改革実行計画」
（平成29年3月
28日）において、柔軟な労働市場や企業
環 境 の 確 立 等により、労 働 者 が自 分に

転職
入職者
62％

新規学卒者以外（1年
以内に就業経験が
ない者）20％

合った働き方を選択し、付加価値の高い
産業への転職・再就職を促進していくこと
とされたこと等を踏まえて、
「 年齢にかか
わりない転職・再就職者の受入れ促進の
ための指針（転職指針）」
（平成30年3月30日厚生労働省告示第159号）
が制定されました。
この指針では、転職・再就職者の受入れ促進のため、企業が取り組むことが望ましいと考えら
れる事項を示していますが、そのポイントは以下のとおりです。
指針のポイント
（企業の取り組み）
（１）募集・採用に関する取組
イ 必要とする職業能力等の明確化、職場情報等の積極的な提供
ロ 職務経験により培われる職務遂行能力の適正な評価
ハ

元の業種・職種にかかわらない採用

ニ

必要とする職業能力等を持つ人材の柔軟な採用

（２）入社後の活躍支援に関する取組
イ 公平かつ柔軟な処遇
ロ 早期定着に向けた支援
ハ

従業員に求められる役割の明確化、職業能力の継続的な把握

（３）専門性等をもつ従業員の活躍促進に関する取組
イ 専門性の高い従業員の活躍機会の拡大
ロ 従業員の主体的（自律的）
・継続的なキャリア形成の促進
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職業紹介従事者のための

法改正

雇用対策法の改正について

第１部

NEWS

講習テキスト＆実務ハンドブック

職業紹介事業の基礎知識

第 196 回国会で成立した改正法の主な内容は、次のとおりです。（法案要綱より抜粋）
Ⅰ

護を行う者の職業の安定を図るため、雇

題名

用の継続、円滑な再就職の促進、母子家

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇

関する法律」に改めること。

用の促進その他のこれらの者の就業を促

目的

進するために必要な施策を充実すること。

Ⅱ

「労働施策の総合的な推進並びに労働

ウ

国が、経済社会情勢の変化に対応して、

疾病、負傷その他の理由により治療を

要な施策を総合的に講ずることにより、

の継続、離職を余儀なくされる労働者の

労働市場の機能が適切に発揮され、労働

円滑な再就職の促進その他の治療の状況

者の多様な事情に応じた雇用の安定及び

に応じた就業を促進するために必要な施

職業生活の充実並びに労働生産性の向上

策を充実すること。

を促進して、労働者がその有する能力を

Ⅳ

基本方針
ア

有効に発揮することができるようにし、

国は、労働者がその有する能力を有効

これを通じて、労働者の職業の安定と

に発揮することができるようにするため

経済的社会的地位の向上とを図るととも

に必要な労働に関する施策の総合的な推

に、経済及び社会の発展並びに完全雇用

進に関する基本方針を定めなければなら

の達成に資することを目的とするものと

ないものとすること。
イ

すること。
Ⅲ

厚生労働大臣は、基本方針の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならない

国の施策

ものとすること。

国がⅡの目的を達成するため、必要な
ウ

施策を総合的に講じなければならない事

厚生労働大臣は、基本方針の案を作成

のとすること。

府県知事の意見を求めるとともに、労働
政策審議会の意見を聞かなければならな

各人が生活との調和を保ちつつその意

いものとすること。

欲及び能力に応じて就業することを促進
するため、労働時間の短縮その他の労働

エ 国は、労働に関する施策をめぐる経済社

条件の改善、多様な就業形態の普及及び

会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討

雇用形態又は就業の異なる労働者の間の

を加え、必要があると認めるときは、これ

均衡のとれた待遇の確保に関する施策を

を変更しなければならないものとすること。

充実すること。
イ 女性の職業及び子の養育又は家族の介

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

しようとするときは、あらかじめ、都道

第３部

項として、次に掲げるものを規定するも
ア

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

受ける者の職業の安定を図るため、雇用

第２部

労働に関し、その政策全般にわたり、必

Ⅴ

施行日
公布日〔平成 30 年７月６日〕。
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労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

3
１

若者雇用促進法
法律の目的

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）は、青少年について、適性並びに技能及び知
識の程度にふさわしい職業（以下「適職」という。）の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措
置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効
に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与す
ることを目的とする。

２

構成
事業主等の責務
総則

国等の責務
関係者相互の連携及び協力
指針の策定

青少年の能力発揮・福祉増進及び経済社会の発展

青少年雇用対策基本方針

青少年の適職
選択に関する
措置

公共職業安定所に
よる職業指導等
労働者の募集を
行う者等が講ず
べき措置

求人の不受理
「青少年雇用情報」
の提供
・募集者から
学卒見込者への提供
・求人者から安定所、職業
紹介事業者への提供

基準に適合する事業主の認定等

職業能力の開発及び向上に関する措置
職業生活における自立促進のための措置
雑則
罰則
76

職業指導等

職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

（１）指針の策定等

H27.10.1

厚生労働大臣は、事業主、職業紹介事業者等関係者が適切に対処するため

施行
第１部

の指針を策定・公表することとされている（法 7 条）。この規定に基づき、

職業紹介事業の基礎知識

青少年の雇用機会の確保及び職場の定着に関して、事業主、特定地方公共団
体、職業紹介事業者その他の関係者が適切に対処するための指針（平成 27
年告示第 406）が定められている。
指針の主な内容（職業紹介に関するもの）
【1】事業主等が募集・採用に当たって講ずべき措置（指針第 2）
（1）募集に当たって遵守すべき事項
○求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、職業紹介事業者等に対し、
従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。このとき、固定残業
代制、裁量労働制、試用期間等を採用する場合は、当該制度に係る内容につい
ても明示すること。
○明示した従事すべき業務の内容等を変更等するときは、変更内容等を明示しな

第２部

ければならないこと。なお、求人者等は、当該変更等について、求人票の内容
を検証し、修正等を行うべきであること。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

〇学卒求人については、特に配慮が必要であることから、職業紹介・募集時に労
働条件として明示された事項を変更し、削除し又は追加することは不適切であ
ること。また、学卒者等を労働させ、賃金を支払う旨約し、又は通知するまで
に労働条件の明示が書面で行われるべきであること。
（2）内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項
○事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝え、労働条件
等を明示するよう努めること。また、採用内定者に対しては、書面により、採
用の時期や条件等を明示すること。
○事業者は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、社
会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることに十
分留意し、採用内定取消しを防止するため、あらゆる手段を講ずること。
〇虚偽の条件を提示して、職業紹介事業者等に求人の申込みを行った場合は、罰

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

則の対象になることに留意すること。
【2】特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場へ
の定着促進のために講ずべき措置（指針第４）
○職業紹介事業者は、学卒求人の申込みを受ける際、求人者に青少年雇用情報の
提供を求め、職業紹介に活用することが望ましいこと。
○労働法令違反の求人者への対応について、職業紹介事業者においても、法 11
条に基づき、ハローワークが不受理とする求人者からの学卒求人は取り扱わな
いよう、職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出を行うことが望ましいこと。
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労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（２）青少年の適職選択に関する措置
青少年の適職の選択に関する措置として、次のものが定められている。

H28.3.1

ア

施行

公共職業安定所による職業指導等
公共職業安定所（ハローワーク）は、青少年が適職を選択することを可

能とするため、雇用情報等の提供、職業指導・職業紹介等を行う（法 9
～ 10 条）ものとされている。また、一定の労働関係法令違反等の求人者
については学校卒業見込者等求人（以下「学卒求人」という。）の求人申
込みを不受理とすることができるとされている（法 11 条）。
◇求人を不受理とすることができる場合（労働法令違反等）【規則 3】
ア）求人者が、労基法・最賃法の求人不受理の対象となる規定について、過去 1 年
間に 2 回以上是正指導を受けた場合であって、是正が行われていないとき若し
くは是正後 6 月経過していないとき、又は送検が行われ、送検された日から 1
年経過していない又は是正後 6 月経過していないとき
イ）求人者が、男女雇用機会均等法、育児介護休業法の不受理の対象となる規定につ
いて、是正を求める勧告に従わず公表された場合であって、是正が行われていな
い又は是正後 6 月経過していないとき等
ウ）求人者が、職安法５条の３違反行為により、公表された場合であって、是正が行
われていない又は是正後 6 月経過していないとき

イ

労働者の募集を行う者及び募集受託者が講ずべき措置
学校卒業見込者等の募集を行う者は、次の措置を講ずる必要がある（法

13 条）。
㋐青少年雇用情報として幅広い情報を提供するよう努めること
㋑応募者から青少年雇用情報の求めがあった場合にはその求めに応じて
提供しなければならないこと（法令上の義務は下記の提供項目（1）
（2）（3）の 3 類型のうちそれぞれ 1 つ以上であるが、なるべく幅広
い提供が求められている）
また、ハローワークや職業紹介事業者に求人申込みを行う場合について
も、求人者に対し、
「青少年雇用情報」を提供する努力義務及びハローワー
ク・職業紹介事業者・応募者からの求めがあった場合の提供する義務が課
せられている（法 14 条）。
◇青少年雇用情報の提供項目（法 13 条①の省令で定める事項）【規則 5】
（１）募集 ･ 採用に関する状況
イ

過去 3 年間の新卒採用数・離職者数

ロ

過去 3 年間の新卒採用者数の男女別人数

ハ

平均勤続年数

（２）職業能力の開発 ･ 向上に関する状況
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イ

研修の有無及び内容

ロ

自己啓発支援の有無及び内容

H28.3.1
施行

職業紹介従事者のための

ハ

メンター制度の有無

ニ

キャリアコンサルティング制度の有無及び内容

ホ

社内検定等の制度の有無及び内容

講習テキスト＆実務ハンドブック

前年度の月平均所定外労働時間

ロ

前年度の有給休暇の平均取得日数

ハ

前年度の育休取得対象者・取得者数（男女別）

ニ

役員及び管理者に占める女性割合

基準に適合する事業主の認定等

職業紹介事業の基礎知識

ウ

イ

第１部

（３）企業における雇用管理に関する状況

H27.10.1

青少年の募集・採用方法の改善・職業能力の開発・

施行

向上、職場への定着促進に関する取組が基準に適
合する事業主（常時雇用する労働者数が 300 人
以下の中小企業に限る。）について、厚生労働大臣
の認定とその表示ができることとしている。

ユースエール認定マーク
第２部

また、厚生労働大臣の承認を受けた事業協同組合その他の中小企業団体

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

が、認定を受けた事業主の委託によって募集を行う場合については、職
安法 36 条の許可（有料の場合）・届出（無料の場合）制度によらず、本
法の届出制度によることとしている（法 15 ～ 18 条）。
（３）職業能力の開発及び向上に関する措置
国は、青少年の職業能力の開発・向上を図るため、地方公共団体と連携し、

H28.4.1
施行

青少年に対し、キャリアコンサルタントによる相談機会の付与、職務経歴等
記録書（ジョブ・カード）の普及の促進等の措置を総合的かつ効果的に講ず
るよう努めることとされている（法 21 条）。
（４）職業生活における自立促進のための措置

施行

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

国は、無業青少年に対し、その特性に応じた相談機会の提供、職業生活に

H28.4.1

おける自立支援のための施設（地域若者サポートステーション等）の整備等
の措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体も、国の措置と相まっ
て、地域の実情に応じた措置を講ずるよう努めることとされている。
また、ハローワークは、無業青少年に適職を紹介するため必要があるとき
は、求人の条件について求人者を指導し、雇用（又は雇用しようと）する者
に助言援助を行うことができる（法 23 ～ 25 条）。
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