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第１部
職業紹介事業
の基礎知識

職安法

紹介指針

講習告示

業務運営要領、要領

雇対法

若者雇用促進法

労働者派遣法

高年齢者雇用安定法

障害者雇用促進法

雇保法

求職者支援法

入管法

技能実習法

個人情報保護法

労契法

労基法

最賃法

賃確法

男女雇用機会均等法

パートタイム労働法

育児・介護休業法

労組法

労災保険法

＊ 法令等は、原則として令和2年6月12日現在のものに準拠しています。働き方改革関連法による主要な改正点については、付属
資料2、３を参照してください。

＊ 条文を引用する際、条・項・号の表記については、例えば法律の第1条第1項の場合には「法1条②」と、政令の第3条第4号の場合
には「政令3条四」と略記しています。

職業安定法

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供
事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待
遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、
募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の
責務等に関して適切に対処するための指針（平成11年労働省告示第141号）

職業安定法施行規則第24条の6第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
講習（平成29年厚生労働省告示第233号）

「職業紹介事業の業務運営要領」（厚生労働省職業安定局、H31.4.1施行版）

雇用対策法

青少年の雇用の促進等に関する法律

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

障害者の雇用の促進等に関する法律

雇用保険法

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

出入国管理及び難民認定法

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律

労働契約法

労働基準法

最低賃金法

賃金の支払の確保等に関する法律
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

労働組合法

労働者災害補償保険法
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　　　　　3 働き方改革関連法の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
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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、我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。
このため、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とされ、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。
他方、労働法令においては働き方改革に基づく新たな労働時間法制の中小企業へ
の展開、同一労働同一賃金法制の施行、ハラスメント規制の抜本強化など大きな改
正が相次いで施行に移されているところです。また、令和2年3月からは改正職
業安定法において労働法令違反の求人者等に対する求人不受理取扱が施行され、職
業紹介従事者は、自ら労働法令に精通し適正な求人票を作成するとともに、求人者
に対しても従来以上にコンプライアンスの向上を働き掛けていくことが課題になっ
てきています。
こうした課題に対応するため、令和2年度の「職業紹介従事者の人材育成推進
事業」においては、職業紹介従事者を対象として労働法令の最新動向や求人実務に
ついてのガイダンス事業を行うとともに、求人者を対象として周知・啓発コンテン
ツを作成することにしています。
本書は、上記の人材育成事業におけるガイダンス事業の標準テキストとして作成
するものですが、それだけでなく職業紹介事業者の日々の実務のハンドブックとし
ても広く活用できるよう配慮して編集したところです。本書は、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いますが、可能な限り最新の情報を提供
することとしています。
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。
令和２年9月

厚生労働省職業安定局需給調整事業課


