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兵庫労働局 需給調整事業課

労働者派遣事業許可・許可更新にかかる講習会



〈本日の講習会の内容〉

2

1.許可条件

2.必要な申請・届出・報告・情報提供

3.不合理な待遇等の禁止

4.雇用安定措置

5.派遣労働者への明示等



許可条件



許可条件（法第９条）

許可条件通知書に記載されている許可条件について

１－１

●特定の者（派遣先）に限定した労働者派遣を行うものではない
●労働保険・社会保険の適正な加入
●労働者派遣契約の終了のみを理由とした労働者の解雇の禁止
●事業所を新設する場合は、届け出前に労働局に説明すること 等

これらに違反すると許可条件違反となり、有効期間の更新に影響がある。



必要な申請・届出・報告・情報提供



届出が必要な変更事由について（法第１１条）

法人・事業所の名称、所在地、役員・派遣元責任者の氏名、住所等に変更があった場
合は変更の届出を行わなくてはならない。

提出書類：労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）

提出期限：変更があった日の翌日から１０日以内（派遣元責任者の
変更は３０日以内）※例外有

必要書類、提出時期等の詳細は「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を参照のこと。

２－１

住所・所在地事業所名法人名

添付書類：登記事項証明書、住民票の写し等

役員の氏名 役員の住所 製造派遣の開始・終了

派遣元責任者の氏名 派遣元責任者の住所 その他



事業報告書・収支決算書（法第２３条第１項）

派遣元事業主は、毎事業年度における労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係
る労働者派遣事業報告書及び労働者派遣事業収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出
しなければならない。

労働者派遣事業報告書（様式第１１号）

添付書類 貸借対照表・損益計算書（青色申告の場合）

派遣元事業主の直近の事業年度及び報告年の６月１日現在報告対象期間

毎年６月１日～６月30日提出期間

２－２

労働者派遣事業収支決算書（様式第１２号）

派遣元事業主の事業年度終了後３か月以内提出期間

派遣元事業主の直近の事業年度報告対象期間

添付書類 法第３０条の４第１項に規定する労使協定（締結した場合のみ）

提出書類

提出書類



関係派遣先派遣割合報告書（法第２３条第３項）

派遣元事業主が労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下と
なるようにしなければならない（法第２３条の２）。

添付書類 親会社等・親会社の子会社等の一覧表（該当する場合のみ）

２－３

関係派遣先派遣割合報告書（様式第１２号ー２）

派遣元事業主の事業年度終了後３か月以内提出期間

派遣元事業主の直近の事業年度報告対象期間

関係派遣先とは

派遣元事業主の親会社等 派遣元事業主の親会社の子会社等

グループ企業内の派遣会社がグループ企業内派遣ばかりを行うとすれば、労働力需給調
整システムとして位置付けられた労働者派遣事業制度の趣旨に鑑みて適切ではない。

提出書類



事業所ごとの情報提供（法第２３条第５項）

派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役
務の提供を受けた者の数、マージン率、教育訓練に関する事項などについて情報の提供
を行わなければならない

情報提供すべき事項

２－４

情報提供の方法等

派遣料金の平均額派遣先の数派遣労働者数

法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否か
→ 締結している場合は、対象となる派遣労働者の範囲及び有効期間の終期
→ 締結していない場合は、締結していない旨

マージン率派遣労働者の賃金の額の平均額

キャリア形成支援制度に関する事項（教育訓練に関する事項等）

ホームページに掲載 人材サービス総合サイトの活用 事業所に備え付け(※)

※情報提供はインターネットの利用により行うことを原則としていることに留意のこと



許可の有効期間（法第１０条）

労働者派遣事業は許可事業であり、許可には有効期間がある。

２－５

許可の有効期間

初めて許可を受けた時は３年間、許可有効期間更新後は５年間となる。

許可の有効期間更新申請

許可の有効期間が満了する日の３ヶ月前までに申請する必要あり。

許可の有効期間更新基準

許可（許可有効期間更新）申請時と変わらない。特に重要なものは・・・

●資産要件（直前の決算期）

（基準資産2,000万円以上・自己資本比率１/７以上・現預金額1,500万円 以上）

●派遣元責任者の適正な配置（人数、３年以内に派遣元責任者講習を受講している）

●派遣労働者の社会保険・雇用保険の適正な加入

●キャリアアップに資する教育訓練の計画及び適正な実施



不合理な待遇等の禁止



不合理な待遇の禁止（同一労働同一賃金ガイドライン）

労働契約をどのような内容にするかは、契約自由の原則によって、雇用主と労働者との合意があれば原則として自由

に定められるものではあるが、２０１８年６月２９日に成立した、いわゆる働き方改革関連法による労働者派遣法の

改正により、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められることとなった。

●派遣労働者の就業場所は派遣先であり、派遣先における通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差

を解消することにより、労働者が派遣労働という働き方を選択しても納得が得られる待遇が受けられるよう、

派遣元事業主に対し、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との間での均等・均衡を確保する措

置を講ずることを義務付けたもの。

①派遣先の労働者との均等・均衡待遇

●派遣先の通常の労働者との均等均衡を確保するための措置を講ずることは重要な観点であるが、派遣先が変

わるたびに派遣労働者の賃金水準が変わり、収入が不安定になることや、派遣先の賃金水準と職務の難易度が

常に整合的とはいえず、結果として派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招く

ことがある。このため派遣元事業主が、一定の要件を満たす労使協定を締結した場合には、労使協定により派

遣労働者の待遇を決定することで派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができる

ようにしたもの。

②一定の要件を満たす労使協定による待遇

派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、以下のいずれかを確保することを義務化

３－１



不合理な待遇等の禁止／派遣先均等均衡方式（法第３０条の３）

派遣先の通常の労働者と、「職務の内容（業務の内容＋責任の程度）」と「職務の内容及び配置の変更の範

囲」が異なる場合、当該待遇の性質及び当該待遇を目的に照らして適切と認められるものを考慮した上で、派

遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けてはならない。

派遣先 派遣元

待遇情報の提供義務

待遇決定均等・均衡

派遣先の通常の労働者と、「職務の内容（業務の内容＋責任の程度）」と「職務の内容及び配置の変更の範

囲」が同じ場合、派遣労働者の待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者との間において差別的な取扱

いをしてはならない。

均衡待遇

派遣先は、派遣先の「通常の労
働者（比較対象労働者）」の、
主な待遇のすべてについて、派
遣元に提供する義務がある。

提供を受けた主な待遇のそれぞ
れについて、不合理な待遇差を
設けること（均衡）、差別的な
取扱いをすること（均等）をし
てはならない。

福利厚生３施設（食堂・休憩室・
更衣室）と教育訓練については、
派遣先の通常の労働者と同様の取
扱いが常に求められる。

派遣

主な待遇とは賃金（基本給・賞与・
手当）だけではなく、福利厚生や教
育訓練も含む。

３－２

均等待遇



不合理な待遇等の禁止／労使協定方式（法第３０条の４）

派遣元事業主は、過半数労働組合又は過半数代表者（過半数労働組合がない場合に限る）との間で、一定の事

項を定めた協定を書面で締結したときは、一部の待遇を除き、協定に基づき待遇を決定することとなる。また、

協定を締結した派遣元事業主は、協定を労働者に周知しなければならない。

労使協定方式

派遣先 派遣元

労使協定

労使協定を締結していない場合や、締結していても過半数代表者の選任に瑕疵がある場合、労使協定で定めた

内容を遵守していない場合等については、労使協定は無効となり、派遣先均等均衡方式が適用されることとな

る。

労使協定の無効

派遣先は、派遣先の通常の労働
者（比較対象労働者）が利用す
る福利厚生３施設（食堂・休憩
室・更衣室）の有無と、教育訓
練の内容についてのみ情報提供
が必要

派遣元事業主が、労働者の過半
数で組織する労働組合又は労働
者の過半数代表者と一定の要件
を満たす労使協定を締結し、当
該協定に基づいて待遇を決定。

福利厚生３施設（食堂・休憩室・
更衣室）と教育訓練については、
派遣先の通常の労働者と同様の取
扱いが常に求められる。

派遣

待遇情報の提供義務

待遇決定

福利厚生３施設（食堂・休憩室・
更衣室）と教育訓練については、
常に派遣先の通常の労働者と同様
の取扱いであるため、労使協定の
対象外。

３－３



雇用安定措置



労働者派遣の役務の提供を受ける期間（法第４０条の２）事業所単位

派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して有期雇

用の者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない

派遣先の常用労働者との代替を防止する観点（※）から、 派遣先の事業所等ごとの業務における有期雇用

派遣の受入れについて原則３年までとする事業所単位の期間制限が設けられている。※派遣先の常用労働者

（いわゆる正社員）との代替が生じないよう、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限るとする考え方。

派遣受け入れ期間の制限 (事業所 )

有期雇用

Aさん

神
戸
支
店

３年 ３
年
経
過
後
延
長
可
能

神戸支店で派遣で働く方を
受け入れるのは原則３年
【事業所単位】

意
見
聴
取

説
明
義
務

反
対
意
見

※ 意見聴取手続

周
知
義
務

人を替えれば同じ係での
受入れが可能になるが、
意見聴取の手続が必要

意見聴取手続※を行うと、神戸
支店において、３年を超えて派
遣で働く方を受け入れることが
できる

※意見聴取手続のうち周知義務は、
「３年経過後」での実施でも違法ではない

Bさん

事業所単位
常用代替防止

４－１



労働者派遣の役務の提供を受ける期間（法第４０条の３）個人単位

派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、３年を超える期間継続して同一の有期雇用の派

遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

派遣労働者の派遣就業への望まない固定化の防止の確保を図る観点から、特に雇用安定等の観点で課題があ

る有期雇用の派遣労働者については、課などの同一の組織単位における継続的な受入れを３年までとする個人

単位の期間制限を設けることとしたもの（有期雇用派遣労働者について、節目節目でキャリアを見つめ直し、

キャリアアップの契機とすることで派遣労働への固定化の防止を図るもの）。

派遣受け入れ期間の制限 (個人 )

神
戸
支
店

３年経
営
戦
略
課

庶
務
課

Aさん

３
年
経
過
後

派遣会社はＡさんのキャリアアッ
プを考え、キャリアコンサルティ
ングや教育訓練を実施する必要が
ある。

意見聴取手続を行った神戸支店において、３年を超えて派遣で働く方を受け入れることができる場合

Ａさんは庶務課で３年を
超えて働くことはできない

Ｂさんは庶務課で
働くことが可能

Ａさんは経営戦略課で
働くことでキャリアアップ

個人単位

ただし、派遣先
がAさんを指名

はできない。

固定化防止

派
遣
の
受
入
開
始 Bさん

４－２

Aさん



労働者派遣の役務の提供を受ける期間

常用代替防止及び固定化防止の観点から、平成27年改正労働者派遣法において、事業所単位の期間制限と個

人（組織）単位の期間制限が制度化。

※無期雇用派遣労働者、６０歳以上の者等は期間制限の対象とはならない。

○常用代替防止とは

派遣先との常用労働者（いわゆる正社員）
との代替が生じないよう、派遣労働の利用を
臨時・一時的なものにするという考え方（派
遣労働者を受け入れたことにより、正社員を
採用しない、正社員を解雇する等）。

派遣先事業所単位の期間制限

・原則３年
・延長には過半数労働組合等への意見聴取の義

務あり。
・さらに、反対意見があった場合、対応方針等

の説明の義務

○固定化防止とは

派遣期間３年の節目節目でキャリアを見つ
め直し、キャリアアップの契機とすることで、
派遣労働への固定化防止を図るとする考え方。

個人（組織）単位の期間制限

・派遣先の同一の組織単位（課に相当）
で上限３年

→派遣元に雇用安定措置の実施義務あり

４－３



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）①

有期雇用派遣労働者が個人（単位）の期間制限３年を迎える際に、雇用が失われるおそれがあることから、派遣元事

業主に「雇用安定措置」を講ずることを義務付けている。

４－４

同一の組織単位への派遣

無期雇用
派遣

派遣開始 ３年経過

引き続き派遣可能６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月派遣契約

有期雇用
派遣

雇用契約 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月

６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月派遣契約 派遣不可

雇用が継続しない
恐れあり

無期雇用の派遣労働者は、派遣期間の制限を受けない

有期雇用の派遣労働者（60歳以上の者等を除く）は同一
の組織単位に継続して３年までしか派遣就業できない。

雇用契約 無期雇用契約



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）②

雇用安定措置には「義務」と「努力義務」があり、「義務」については必ず履行する必要がある。

同一の組織単位に派遣においては、派遣見込みが１年以上になる時点で努力義務が、３年以上になる時点で

雇用安定措置の義務が発生することとなる。

①派遣先への直接雇用の依頼 ②新たな就業機会（派遣先）の提供（無期雇用派遣への移行を含む）

③派遣元事業主において、派遣労働者以外の労働者として無期雇用

④その他雇用の安定を図るための措置（紹介予定派遣の対象とする、有給の教育訓練を行うこと等）

同一の組織単位への派遣派遣開始 ３年経過

有期雇用
派遣

雇用契約 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月

６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月派遣契約 派遣不可

雇用が継続しない
恐れあり

雇用安定措置の
義務が発生

雇用安定措置の
努力義務が発生

４－５



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）③

実施すべき雇用安定措置については、法第３０条第１項の第１号から４号までに定められている。そのうち最も肝と

なるのが１号措置。

派遣先に対して、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをすることを求めること。

１号措置

措置の詳細

４－６

• 雇用安定措置の義務対象者については、本人が希望する場合、まず１号措置を講じる必要がある。

• 派遣先での直接雇用は、必ずしも正社員（無期雇用）とは限らない。

• 派遣先に依頼するにあたっては、書面の交付等により行うことが望ましいこと。

• 「派遣先に雇用契約の申込をすることを求めること」は、職業安定法上の職業紹介ではないため、派遣先

は職業安定法上の職業紹介手数料を支払う義務はありません。



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）④

２号措置については、派遣元にとって最も実施しやすい措置であり、事実上２号措置がほとんど実施されている。

派遣労働者として就業させることができるように就業（その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、

経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。）の機会を確保するとともに、そ

の機会を提供すること。

２号措置

• 派遣労働者としての新たな就業機会の確保とは、以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇等を踏ま

え、当該派遣労働者の能力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等が合理的な範囲のものでなけれ

ばならない。

• 派遣労働者を無期雇用派遣労働者にすることも２号措置として認められる。その場合、従前と同じ派遣先

（組織単位）での就業の機会を確保することも可能となる。

• 条件に合致した派遣先を派遣労働者に対して提示した場合には、当該派遣労働者の事情により就業しな

かったとしても、派遣元事業主は義務違反とはならないが、派遣労働者の希望を全く考慮せず、形式的な

提示をしただけでは義務を履行したことにはならないこと。

措置の詳細

４－７



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）⑤

派遣労働者以外の労働者として、期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保すると

ともに、その機会を提供すること。

３号措置

• 派遣元事業主において、派遣労働者以外としてのポストを提示すること。

• 無期雇用としての雇用契約に限定されること。

措置の詳細

派遣労働者等を対象とした教育訓練を行うことその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労

働省令で定めるものを講ずること。

４号措置

• 新たな就業の機会を確保するまでの間、有給で教育訓練を実施すること。

• 紹介予定派遣の対象者とすること（職業紹介を行うことが可能な場合に限る）。

• 職業紹介の対象とすること（職業紹介を行うことが可能な場合で、雇用に結びついた場合に限る。）

措置の詳細

４－８

３号と４号措置については、ほとんど行われていないと考えられる。



特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等（法第３０条）⑥

有期雇用派遣労働者の雇用安定措置には、「義務」のものと「努力義務」のものがある。

特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等

特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者

派遣先の同一組織単位での
継続就業期間

措置の内容

１号 ２号 ３号 ４号

派遣先へ
の直接雇
用の依頼

新たな派
遣先の提
供

派遣元で
の派遣労
働者以外
での無期
雇用

その他雇
用の安定
を図るた
めの措置

（※）

義
務

３年見込み ◎ ○ ○ 〇
努
力
義
務

１年以上３年未満見込み ○ ○ ○ ○
１年未満
（通算雇用期間１年以上） × ○ ○ ○

１号（◎）・・・優先的に行う必要があること。

４号（※）・・・紹介予定派遣の対象とする、新たな就業機会の確保までの間、有給の教育訓練を実施する等

４－９



派遣労働者への明示等



派遣労働者への通知・説明等

労働者を派遣労働者として雇い入れ、労働者派遣を行うためには、法に定められた明示・説明を派遣労働者に対し

て行う必要がある。

５－１

派遣元
派遣労働者

派遣労働者として雇用しようとするときの説明法第３１条の２第１項

派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明法第３１条の２第２項

労働者派遣をしようとするとき明示及び説明法第３１条の２第３項

派遣労働者であることの明示（雇い入れようとするとき）法第３２条第１項

就業条件等の明示法第３４条第１項

いわゆるみなし雇用にかかる明示法第３４条第３項

労働者派遣に関する料金の明示法第３４条の２

上記以外にも、労働基準法や職業安定法にかかる明示事項があることに留意。



派遣先および派遣元による通知等（労働者派遣契約）

労働者派遣を行うにあたっては、法により最低限実施すべき手続きが規定されている

①抵触日の通知は労働者派遣契約ごとに毎回必要（書面・ファクシミリ・電子メール等）
②待遇情報の通知は労働者派遣契約ごとに毎回必要（書面・ファクシミリ・電子メール等）
③労働者派遣契約は文書のほか、電磁的記録による作成・保管が可
④派遣先への通知（労働者の氏名等）は労働者派遣契約ごとに毎回必要（書面・ファクシミリ・電子メール等）
⑤社会保険等の加入を証する書類は、被保険者証等の写し等を提示する
⑥就業状況等の通知は、１か月に１回以上、一定の期日を定めて行う（書面・ファクシミリ・電子メール等）

５－２

①抵触日の通知（法第２６条第４項／第５項）

④派遣先への通知（法第３５条）

③労働者派遣契約（法第２６条第１項）
派遣元派遣先

②待遇情報の通知（法第２６条第７項／第９項）

⑤社会保険・雇用保険の加入を証する書類の提示（則第２７条第４項）

⑥派遣労働者の就業状況等の通知（法第４２条第３項）

派遣先
管理台帳

派遣元
管理台帳


