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序

民営職業紹介事業者数は、平成 12 年度において 5,180 事業所でしたが、平成
28 年度には 20,406 事業所と 3.9 倍に増加し、わが国における労働力需給シス
テムの一翼としてますます重要な役割を果たすようになってきています。

こうした中、平成 30 年 1 月に本格施行された改正職業安定法において、職業
紹介事業に従事する者が業務を適正に遂行していくためには関係労働法令等に関す
る最新の知識の習得に努める必要があること、特に職業紹介責任者については、自
らの知識等の研鑽はもとより、「事業所内の従事者に対する教育について役割を果
たしていくべき」ことが法律上、明記されたところであり、近年の職業紹介事業の
社会的な役割の増大とともに各事業者にはコンプライアンス（法令遵守）意識の向
上と従事者教育の充実が求められているところです。

これらの課題に対応するため、厚生労働省は、職業紹介事業者のコンプライアン
ス意識の向上が図られるよう、「職業紹介従事者の人材育成推進事業」を創設しま
した。そして、平成 30 年度、これを職業紹介事業に関する教育事業の実績のある
公益社団法人全国民営職業紹介事業協会（「以下民紹協」）に委託し、従事者教育の
実施のためのテキストの開発及び従事者講習テキストを用いた従事者講習会の実施
についての取組が進められています。

平成 30 年度においては、従事者講習会は全国 12 ブロック、20 会場で予定さ
れており、これらの講習での標準テキストとして本書を作成しました。

また、本書は当該事業における従事者講習会において使用されるとともに、職業
紹介事業者が各事業所において従事者に対する従事者教育の資料や実務のハンド
ブックとしても広く活用されることを目的として編集したところです。このため、
第 1 部において職業紹介事業の根拠となる職業安定法関係法令・通達（業務運営
要領）や求人・求職業務の進め方について解説をするとともに、第 2 部及び第 3
部において関連するいろいろな法律について解説を掲載しており、特に「働き方改
革」についても理解を深めることができるよう関係資料を掲載したところです。

本書が民営職業紹介事業のさらなる質の向上・発展のために、広く活用されるこ
とを願っています。

　　 平成 30 年 9 月
厚生労働省職業安定局需給調整事業課


