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ジョブ・カード「キャリア・プランシート（就業経験のない方、学卒者等用）」(第 3 面) 

様
式

記
載
例
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

就労実態等に関する職場情報を応募者に
提供する制度について

事業主・職業紹介事業者等の皆さまへ

新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでい
くため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法では、平均勤続年数や研修の有無及
び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。企業にとっても、採用
・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。

新卒者等（※）であることを条件とした募集・求人申込みを行う場
合に、情報提供が必要です。

企
業

幅広い職場情報の提供
＜努力義務＞

ハローワーク等

■ 応募者等や、求人申込みをしたハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（職業紹介
事業者としての学校を含む）または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、次ペー
ジの（ア）～（ウ）の３類型それぞれについて１つ以上の情報提供が義務となります。

※新卒者等の範囲は以下の通りです。
ただし当該募集・求人の対象外となっている場合は、情報提供の求めを行うことができません。
① 学校（小学校及び幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
③ 上記①、②の卒業者及び修了者

情報提供の仕組み

新卒者等

■ 幅広い職場情報の提供が努力義務となります。

指針(P99参照)において、情報提供項目(P97参照)の全てについて、ホームページでの公表、会社説明会での
情報提供、求人票への記載などにより、積極的に情報提供を行うことが望ましいと定められています。

企
業

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務> 

ハローワーク等

求人の紹介
を受けた者
または
受けようと
する者

求め

求め

情報提供求め

応募者または
応募しようとする者

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務> 

３類型それぞれに１つ以上の情報提供<義務> 

LL290210派若02
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（ア）募集・採用に
関する状況

過去３年間の新卒採用者数・離職者数

過去３年間の新卒採用者数の男女別人数

平均勤続年数

（ア）の参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。

（イ）職業能力の開
発・向上に関
する状況※１

研修の有無及び内容※２

自己啓発支援の有無及び内容
※ 教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度がある場合はその情報を含む。

メンター制度の有無

キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
※ セルフ・キャリアドック（定期的にキャリアコンサルティングを受ける機

会を設定する仕組み）がある場合はその情報を含む。

社内検定等の制度の有無及び内容※３

（ウ）企業における
雇用管理に関
する状況

前年度の月平均所定外労働時間の実績

前年度の有給休暇の平均取得日数

前年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）

役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合

※１ 制度として就業規則等に規定されているものでなくても、継続的に実施していて、そのことが
従業員に周知されていれば、「有」として構いません。

※２ 研修の内容は、具体的な対象者や内容を示してください。
※３ 業界団体等が実施する検定を活用する場合も「有」として構いません。

１．企業全体の雇用形態別（※）の情報を提供してください。また、採用区分や
事業所別などの詳細情報についても、追加情報として提供することが望まれ
ます。
※いわゆる正社員として募集・求人申込みを行う場合は、正社員である労働者に関する情報を提供してく

ださい。また、期間雇用者や派遣労働者等、いわゆる正社員以外の雇用形態で募集・求人申込みを行う
場合は、正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報を提供してください。

※（ウ）「役員に占める女性割合及び管理的地位にある者に占める女性割合」については、募集・求人申
込みを行う雇用形態に関わらず、企業に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。

２．企業グループ全体として募集・求人申込みを行い、グループ傘下の各企業に
配属する採用形態の場合は、配属の可能性のある企業それぞれについての情
報を提供してください。

３．海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
４．最新の情報を提供してください。

情報提供における留意事項

情報提供項目
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【応募者や応募しようとする者の場合】
応募者や応募しようとする者が、メールまたは書面等により以下の事項を企業に対して伝える
ことで「求め」となります（※）。

① 氏名
② 連絡先（住所またはメールアドレス）
③ 所属学校名、在学年または卒業年月
④ 情報提供を希望する旨
※ 説明会や面接等のほか、事前に企業へ提出している履歴書等により本人確認を行うことができる場合等においては、

口頭（電話も含む）により情報提供の求めを行うこともできます。
この場合は、企業からの情報提供についても口頭により行うことができます。

【ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者の場合】
ハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（学校を含む。以下同じ。）は、上記④の
みを求人者に伝えることで「求め」となります。
※ ハローワークでは求人受理に際し、求人申込書に「青少年雇用情報欄」（P17参照）を設け求人者に情報提

供を求めることとしています。また、職業紹介事業者等には「青少年雇用情報シート」（P38参照）を活用い
ただくよう推奨しています。

以下の方法により情報提供を行ってください。
① ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、自主的・積極的

な情報提供
② 応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
※ ①によりホームページに掲載している場合は、情報そのものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも構いません。

就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー（正式
な応募の前段階において、採用情報の提供や資料請求を目的として、特定の企業に対
して氏名、学校名、連絡先等を登録すること）をした場合も「求め」となります。

「求め」を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

【典型的な不利益取り扱いの例】
�情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。

【不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例】
�説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。
・面接において、当該応募者が情報提供を求めた事実に触れること。

全ての青少年雇用情報をあらかじめ公表できない場合でも、採用・広報活動におけるトラブ
ル防止のため、ホームページに「情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利
に取り扱われることはありません」と記載する等、明確に発信することが望まれます。

情報提供の方法

情報提供が義務となる「求め」の方法
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詳しくは、都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
また、この制度に関してご相談がある場合は、最寄りのハローワークへご連絡ください。

＜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（指針第四の四）＞

（一）特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、新卒者等求人の申込みを受理する際に、求人
者に青少年雇用情報の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働
きかけ、新卒者等に対する職業紹介に活用することが望ましいこと。また、特定地方公
共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合は、事業主の青少年雇用
情報について、可能な限り全ての項目が掲載されるように取り組むこと。
求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、新卒者
等から特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、特定
地方公共団体又は職業紹介事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の
提供を求めることが望ましいこと。この場合において、当該照会を行った新卒者等に関
する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

（二）募集情報提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、新卒者等募集を行う事業主
の青少年雇用情報について、可能な限り全ての項目が掲載されるように取り組むこと。

＜参考＞
「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」における関連規定

事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置として、指針に以下が規定されてい
ますので、指針に沿った適切な対応を行ってください。

＜事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置（指針第二の二）＞
（一）ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青少年雇用

情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと。

（二）新卒者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目
を情報提供することが望ましいこと。

（三）情報提供の求めを行った新卒者等に対して、当該求めを行ったことを理由とする不利益な
取扱いをしないこと。

（四）情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。
また、その求めがあった場合には、速やかな情報提供に努めること。
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固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の①～③の内容すべてを明示してください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブル
が見受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の

明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け
付ける際は明示が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ

固定残業代 を賃金に含める場合は、
適切な表示をお願いします。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、

休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

LL281209派若01

第二の一（一）へ
青少年が応募する可能性のある募集又は求人について、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する

割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定
時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下このヘにおいて「固定残業
代」という。）に係る計算方法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下このヘにおいて「固定残
業時間」という。）及び金額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超
える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

※

※「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃金のことです。

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（抜粋）

※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※ 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。

▶ 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例
① 基本給（××円）（②の手当を除く額）
② □□手当（時間外労働の有無にかかわらず､○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

【注意点】

【参考】

111



時間外割増賃金をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【Ｔ事件（平成24年３月８日 / 最高裁第一小法廷判決）】
本件雇用契約は、(略) 基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超
えた場合には、その超えた時間につき１時間当たり一定額を別途支払い、(略) 月間180
時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはな
い。(略) 基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第１
項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべき
である。これらによれば、(略) 時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を
受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働につい
て労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない(略)。
【Ｕ事件（平成20年10月７日 / 東京地裁判決）】
販売手当(略) は、いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであり、これが従業
員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものと
はいい難い。(略) 販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとま
では述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという
説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略) 販売手当の支払をもって時間外
及び深夜の割増賃金の支払ということはできない。
【Ｆ事件（平成20年３月21日/ 東京地裁判決）】
少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに
対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなけ
れば、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立した
ことにはならない。

0% 5% 10% 15% 20% 25%

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

選考方法・応募書類に関すること

職種・仕事の内容に関すること

就業時間に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む）

0% 20% 40% 60% 80%

就業時間に関すること

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

職種・仕事の内容に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む） 出典：民間人材ビジネス実
態把握調査（厚生労働省
平成28年８月）

※複数回答

出典：厚生労働省職業安定
局調べ （平成27年度）

※１件の申出等で複数の内容
を含むものは、それぞれの
内訳に計上

参考資料 賃金・固定残業代に関する申出･苦情等

ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情
で、一番多い内容は「賃金に関すること（固定残業代を含む）」です。

民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」
という不満で、一番多い内容は「賃金に関すること（固定残業代を含む）」です。
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○ ハローワークでは、平成26年９月から、皆さまの求人情報を、地方自治体・地方版ハ
ローワークや民間職業紹介事業者に、オンラインにより提供しています。

○ 提供の対象となるのは全国のハローワークにお申し込みいただいた求人（※１）で、求人
情報を提供することによって次のようなメリットがあります。

求人情報提供サービスのメリット

ハローワークを利用する求職者に加えて、
職業紹介事業を行う地方自治体・地方版ハロ
ーワークや民間職業紹介事業者を利用する求
職者からも、求人への応募が期待できます。

事業主の皆さまへ

ハローワークに申込みのあった求人情報を、
地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者に提供しています

○ ハローワークにお申し込みいただいた求人は、原則として、職業紹介事業を行う地方
自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者にオンラインで提供することをお願
いしております。
ただし、これらの機関への求人情報の提供を希望しない場合は、求人申込み時に希望

しない提供先を選択することもできます。
この求人情報の提供の可否は、求人申込み・公開後にも変更することが可能です。

厚生労働省・都道府県労働局 ・ハローワーク

（※１）大学等を卒業予定の方を対象とした求人や障害者求人も含まれます。

１．求人情報の提供先

・自ら職業紹介は行わないが、職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う地方自治体
※求人者および求職者から金銭を徴収しない場合に限ります。
実際に職業紹介（求人事業主への求職者の紹介）を行う委託先の職業紹介事業者にも求人情報は提供されます。

・ハローワークと連携し、求職者に対して職業紹介に準じた個別支援を行う地方自治体
・職業安定法第33条の２第１項に基づき無料の職業紹介事業を行う学校等（中学校・高等学校を除く）
・職業安定法第33条の３第１項に基づき無料職業紹介事業を行う特別の法人

・職業安定法第30条第１項に基づき有料職業紹介事業を行う事業者
・職業安定法第33条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う事業者

◆提供先となる「地方自治体・地方版ハローワーク」

◆提供先となる「民間職業紹介事業者（民間人材ビジネス）」

・職業安定法第29条第１項に基づき無料職業紹介事業を行う地方自治体
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２．求人申込時の手続き

○ 求人情報の提供先となる地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者を、求人事
業主が指定することはできません。提携先となる団体・法人名は、随時、ハローワークイン
ターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/online03.html）に
掲載されます。

○ オンライン提供した求人について、提供先の地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹
介事業者から、職業紹介や関連するサービスの利用を勧められることがあります。これらの職
業紹介や関連するサービスを希望する場合には、地方自治体・地方版ハローワークや民間職業
紹介事業者の定める手続きにより、求人の提出や所要の契約等を行ってください。

○ 有料職業紹介事業者による職業紹介では、手数料が発生する場合があります。手数料につい
ては有料職業紹介事業者から十分に説明を受け、手数料の発生に同意した上で職業紹介を受け
てください。手数料は求人事業主が全額を負担し、ハローワーク（国）は一切負担しませんの
で、ご留意ください。
その他の関連するサービスも有料となる場合があります。有料サービスの利用のために必要

な費用は求人事業主が全額を負担し、ハローワーク（国）は一切負担しませんのでご留意くだ
さい。

○ 雇用関係助成金を取り扱っていない地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者
から職業紹介を受けた場合、職業紹介事業者による職業紹介の利用が要件となっている雇用関
係助成金の支給対象にはなりませんのでご留意ください。
（雇用関係助成金を取り扱っている地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者で
あっても、一部の助成金は取り扱っていない場合があります）

○ 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者の提供するサービスについては、ハ
ローワーク（国）は一切責任を負いませんので、求人事業主の判断でサービスの利用を決めて
ください。

３．求人情報の提供における留意事項

○ 「３．求人情報の提供における留意事項」や、「４．提供先における求人情報の利用のルー
ル」をよくお読みの上、ハローワークへの求人申込の際に求人情報提供の可否についてご確認
いただき、提供する場合は「□リーフレット兼同意書の内容を確認し、求人情報のオンライン
提供に同意します」にチェックをお願いします。

○求人申込書を利用する場合、リーフレットの最終ページにある同意書のご提出をお願いします。

○オンラインでの求人情報の提供を希望しない機関（地方自治体・地方版ハローワーク、民間職
業紹介事業者（民間人材ビジネスと表記されます））がある場合は、その機関を選択してくだ
さい。

☑
提供する場合にリーフ
レットを確認し、チェック

提供しない機関がある
場合、チェック
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４．提供先における求人情報の利用のルール

詳細はハローワーク インターネット サービス
（ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/online03.html）
をご覧いただくか、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。

地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、上記ルールに違反
している場合は、最寄りの労働局またはハローワークにご相談ください。

【ハローワークから提供された求人情報と利用する際のルール（主なもの）】
オンライン提供された求人情報をもとに、自ら求人事業主に連絡し、労働条件の明示を受けた上で、求人を受理
し、職業紹介を行うことができる。その際は、以下を遵守すること。

① ハローワークに求人を提出した求人事業主は、そもそも無料の職業紹介を受けることを希望していたものであ
り、有料職業紹介事業者は、手数料について十分に説明すること。

② 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者は、求人の申込みを受理した後、求人事業主に対して、
速やかに書面の交付または電子メールにより、
（イ）取扱職種の範囲
（ロ）手数料に関する事項（有料職業紹介事業者のみ）
（ハ）苦情の処理に関する事項
（ニ）求人者の情報（職業紹介に係るものに限る）の取扱いに関する事項
（ホ）求職者の個人情報の取扱いに関する事項
を明示すること。

※ 職業安定法第29条の４及び第32条の13に規定。求職者にも明示が必要。

③ 求人事業主の希望がある場合に限り、職業紹介以外の充足サービス（民間職業紹介事業者等が取り扱う求人広
告などの利用勧奨など）や職業紹介に関連したサービス（コンサルティング、受入・定着支援など）を提示す
ることができる。

④ 求人事業主に対して、労働者派遣や請負など求人事業主の直接雇用ではない形態への転換や無期雇用から有期
雇用への雇用形態の転換、賃金などの労働条件の切り下げを働きかけないこと。
※ ただし、紹介予定派遣は、労働者派遣として開始されるものであるが、労働者派遣の開始前又は開始後
に職業紹介を行うことが前提であるため、目的外利用とはならない。

⑤ 雇用関係助成金の取り扱いの有無、取り扱う雇用関係助成金の種類について、あらかじめ求人事業主に十分に
説明すること。

⑥ 地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が求人を受理した後は、民間職業紹介事業者等の求人
であることを求職者に明確に示すこと。

⑦ 地方自治体・地方ハローワークや民間職業紹介事業者による職業紹介は全て民間職業紹介事業者等の責任にお
いて実施し、求人内容を含め、ハローワークは一切の責任を負わないこと。

⑧ 求人事業主の意に反した営業活動を行わないこと。

＊①と⑧は求人情報のオンライン提供先が地方自治体・地方版ハローワークや職業訓練施設の場合には適用され
ません。

○ 提供先の地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介事業者が、ハローワークから提供さ
れた求人情報を利用する際は、以下のようなルールを守るよう定められています。

ハローワーク 所在地 検 索
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ハローワーク求人情報のオンライン提供にかかる同意書
ハローワークへ申し込んだ求人情報（画像情報を含む）のオンライン提供については、以下で選択した

提供先を除き、求人情報を提供することを同意します。

令和 年 月 日

【求人事業所】

事業者名

担当者名

該当求人の職種︓

該当求人の就業場所︓

※ 安定所記入欄 求人番号：

【留意点】
○ 複数の求人（求人申込書による場合）について同じ公開区分を選択する場合は、１枚の
同意書でまとめて提出することができます。その場合は、上記の「該当求人の職種」「該
当求人の就業場所」に該当する複数の求人の職種と就業場所をすべて記載してください。

○ 一度選択した公開区分を変更する際には、ハローワークに連絡してください。

（下記について、希望する場合は、☑（チェック）をご記入ください。）
□ 今後提出する上記以外のすべての求人（求人申込書による場合）でも、上記の公開
区分を希望します。

求人情報提供を希望しない提供先（ 希望しない提供先を選択の上、☑（チェック）をご記入ください。）

□ １．地方自治体・地方版ハローワーク

□ ２．民間人材ビジネス

（注）来所者端末や求人者マイページから求人を申し込む場合は、同意書をハローワークに提出いただく
必要はありません。
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年６月５日公布）の概要

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活
における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、
パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハ
ラスメント等の防止対策の強化等の措置を講じます。

改正の趣旨

１． 女性活躍の推進【女性活躍推進法】
⑴ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に
拡大する。

⑵ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、
現在１項目以上の公表を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する
実績」「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目
に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

⑶ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の
創設

２． ハラスメント対策の強化
⑴ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」

（ハラスメント対策）を明記【労働施策総合推進法】
⑵ パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備
等）を新設 あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、
紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための
規定を整備

⑶ セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】

① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主に

よる不利益取扱いを禁止
※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

改正の概要

女性活躍推進法が改正されました
（一般事業主行動計画の策定義務の対象女性の活躍に関する情報公表が

変わります。）
労働施策総合推進法等が改正されました

（パワーハラスメント対策等が事業主の義務になります。）
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女性活躍推進法等改正法等の施行期日について

法改正の内容 施行期日

女
活
法

行動計画策定・情報公表義務の対象拡大
（301人以上→101人以上） 令和４年４月１日

その他（情報公表の強化・勧告違反の公表、
プラチナえるぼし、報告徴収等の対象拡大） 令和２年６月１日

労
働
施
策
総
合
推
進
法

国の施策へのハラスメント対策の明記 公布日（令和元年６月５日）
国、事業主及び労働者の責務 令和２年６月１日

雇用管理上の措置義務の新設
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、令和４年
３月31日までは努力義務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱い
の禁止 令和２年６月１日

紛争解決援助・調停、措置義務等の履行確保
（報告徴収、公表規定整備）

令和２年６月１日
※中小事業主は、措置義務に
ついては令和４年３月31日
までは対象外

均
等
法

国、事業主及び労働者の責務

令和２年６月１日

事業主への相談等を理由とした不利益取扱い
の禁止
他社の措置義務の実施への協力（努力義務）

【セクハラのみ】
調停の意見聴取の対象拡大
男女雇用機会均等推進者の選任努力義務

育
介
法

国、事業主及び労働者の責務
事業主への相談等を理由とした不利益取扱い
の禁止

＜省令の改正事項＞
【女性活躍推進法】 一般事業主行動計画策定
（状況把握・数値目標）

令和２年４月１日
（対象拡大に関するものは令和４年４月１日）

＜法律の改正事項＞

京都労働局 雇用環境・均等室
TEL：０７５－２４１－３２１２

お問合せは
こちらまで

京都労働局マスコット
キャラクター「御池ちゃん」
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「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」

できるようにするための改革です。我が国の雇用の７割を担う中小企業において「働き方改革」

を着実に実施することが特に重要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながり

ます。２０１９年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されています。

① 時間外労働の上限規制が導入されます

残業時間の上限を法律で規制することは、７０年前（１９４７年）に制定された

「労働基準法」において、初めての大改革となります。

（施行時期：２０１９年４月１日～）

（※中小企業は２０２０年４月１日～）

法律で残業時間の上限を定め、これを超え

る残業はできなくなります。

残業時間の上限は、原則として月４５時間・

年３６０時間とし、臨時的な特別の事情があ

る場合でも年７２０時間以内、複数月平均８

０時間以内（休日労働を含む）、月１００時間

未満（休日労働を含む）を超えることはでき

ません。

その場合でも、原則である月４５時間を超

えることができるのは、年間６か月までです。

② 年５日の年次有給休暇の取得が義務づけられます

使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定、年５日の確定取得が義務化されます。

（施行時期：２０１９年４月１日～）

年次有給休暇については取得率が低調な現

状にあり、取得の促進が課題となっています。

このため、全ての企業において、年１０日以

上の年次有給休暇が付与される労働者（管理

監督者を含む）に対し、年次有給休暇の日数

うち年５日については、使用者が時季を指定

し取得させることが義務付けられました 。

このほか☆「勤務間インターバル」制度の導入（努力義務）☆中小企業においても月 60時間を超える残業は、割増

賃金率を引上げ（25%→50%）（2023年 4月 1日から）☆労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付け☆「フ

レックスタイム制」において労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を延長（1か月→3か月）☆高度プロフェッシ

ョナル制度の新設☆などの見直しが実施されます。

働き方改革で「働き方」を変えてみませんか︕︕

働き方改革関連法の内容
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③ 正規労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

（施行時期：２０２０年４月１日～）（※中小企業は２０２１年４月１日～）

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・

派遣労働者）との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けること

が禁止されます。

〇 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正社員と パートタイム・有期雇用労働法
非正規社員の間で、基本給や賞与な

どのあらゆる待遇について、不合理

な待遇差を設けることが禁止され

ます（パートタイム・有期雇用労働

法）。

また、同一労働同一賃金ガイドラ

イン（指針）において、どのような

待遇差が不合理にあたるかを例示

します。

〇 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や

理由」などについて、 事業主に説明を求める

ことができるようになります。

事業主は非正規社員から求めがあった場合

は説明しなければなりません。

〇 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政 ADR）の整備

行政による助言・指導等や行政 ADRの規定を整備します。京都労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを

行います。

◆ 中小企業の定義
＊中小企業の範囲については右図を参照ください。

＊「働き方改革関連法」の詳細は京都労働局 HP

トップページ をクリック！

厚生労働省 HPは http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

厚生労働省 HPには「パートタイム・有期雇用労働法対応のた
めの取組手順書」を掲載しています。
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以下の①または②の待遇決定方式により公正な待遇が確保されます。
①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

厚生労働省・都道府県労働局

年４月１日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行さ
れます。改正点は次の 点です。

１．不合理な待遇差をなくすための規定の整備
２．派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
３．裁判外紛争解決手続 行政 の規定の整備

それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働く方の公正な待遇が確保されるよう、適切に対応して
ください。

※ 年４月１日をまたぐ労働者派遣契約も同日から適用されますので、事前に手続きを進め
てください。

※ 派遣元で採用している待遇決定方式は、派遣元のＨＰなどで確認できるようになります。
ご不明な場合には、派遣元にお問い合わせください。

派遣
均等／均衡

派遣先

＜通常の労働者＞
（無期雇用フルタイム）

＜派遣労働者＞

比較対象労働者の待遇情報の提供

派遣元

① 職務内容（※１） 、②職務内容・配置の変更範囲（※２）が
同じ場合には差別的取扱いを禁止

①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

「均等待遇」

※１ 職務内容とは、「業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。
※２ 職務内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

「均衡待遇」
① 職務内容（※１）、②職務内容・配置の変更範囲（※２）、
③その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

★ 「均衡待遇」を確保しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力
または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して賃金を決定 ＜努力義務＞

＜派遣元の義務＞

派遣先の皆さまへ

不合理な待遇差をなくすための規定の整備１

需
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協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、

協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合

には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。

※ 派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や利用機会を
与える食堂・休憩室・更衣室については、派遣先の通常
の労働者との均等・均衡が確保されます。

＜労使協定に定める事項＞
① 協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法（同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善）

③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法（派遣元の通常の労働者（派遣労働者除く）との間で不合理な相違がない）

⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など

労使協定の締結派遣

過半数労働組合

過半数代表者派遣労働者含む

派遣先

派遣元

【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

書面の交付等の方法により、
労働者に周知されます。

★ 職務内容に密接に関連する「安全管理に関する措置・給付」は、派遣先の通常
の労働者との間で不合理な相違などが生じないことが望ましいとされています。

派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化２

派遣元に対し、雇入れ時・派遣時に次の事項を明示・説明する義務が課されます。
・
派遣元に対し、雇入れ時・派遣

労働条件に関する事項の明示（昇給・退職手当・賞与の有無など）
・

労働条件に関する事労働条件に関する事
【
労働条件に関する事項労働条件に関する事項の明示（昇の明示（昇労働条件に関する事労働条件に関する事
【【派遣先均等・均衡方式

の明示（昇の明示（昇
式式式】
の明示（昇の明示（昇

】】ま
の明示（昇の明示（昇

ままままた
の明示（昇の明示（昇

たたたたは
の明示（昇給の明示（昇

はははは【
・退職手当給・退給

【【【【労使協定方式
賞与

式式】
賞与の有無など）賞与賞与
】】により不合理な待遇差を解消【【派遣先均等・均衡方派遣先均等・均衡方派遣先均等・均衡方派遣先均等・均衡方派遣先均等・均衡方

する旨する旨の説明
など

また、派遣元に対し、派遣労働者の求めに応じて、派遣労働者と比較対象労働者とのまた、派遣元に対し、派遣労働
間の待遇の相違の内容・理由、

また、派遣元に対し、派遣労働
【

者の求めに応じて、派派また、派遣元に対し、派遣労働者また、派遣元に対し、派遣労働
【【派遣先均等・均衡方式

派派遣労遣労
式式式】

遣労遣労遣労遣労
】】】ま
遣労遣労働働働遣労遣労

ままままままた
働働働者と者と働働働
たたたたたたは

者と者と者と者と
はははははは【

比比較対較対較対象象労働労働労働者と者と比比者と者と
【【【【【【労使協定方式

労働労働労働者者
式式式】

との者者と者者
】】】によ間の待遇の相違の内容・理由、間の待遇の相違の内容・理由、【【【【派派派派遣先遣先遣先均均

る待遇決定に当たって考慮した事項などる待遇決定に当たって考慮した事項な を説明する義務が課されます。

派遣先が講ずべき措置は次のページ

▶ 派遣労働者の待遇決定に関しては、いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」

（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）が参考になります。

＜使用者＞
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【派遣先均等・均衡方式】の場合 → 比較対象労働者に関する次の事項
① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 ② 選定理由
③ 待遇の内容（昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む）

④ 待遇の性質及び目的 ⑤ 待遇決定に当たって考慮事項

【労使協定方式】の場合
① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練 ② 食堂、休憩室、更衣室の利用

提供する「待遇に関する情報」とは 待遇決定方式別に次の情報を提供します。

教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供

＜教育訓練＞
派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対してもも業務の遂行に必要な能力を付与するため派遣元の求めに応じて、派遣

の教育訓練の教育訓練を実施するなどの義務があります。

＜福利厚生施設＞ → 派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関する措置＜福利厚生施設
食堂

＜福利厚生施設＜福利厚生施設
堂・休憩室・

＞＜福利厚生施設＞
・休憩室・更衣室 → 利用の機会を与える義務があります。食堂食堂

物品
・休憩室・・休憩室・・休憩室・・休憩室・更衣室更衣室更衣室更衣室 → 利用の機会を与える義務があります。堂堂・休憩室・・休憩室・

品品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体物品物品品品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体
育館、育館、

販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体
保養施設な

販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体
保養施設な保養施設な保養施設な保養施設など

販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体
どどどどの施設 → 利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務があります。

＜情報提供＞
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況など派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、

の情報を提供するなど必要な協力の情報を提供するなど必要な協力をするように配慮する義務があります。

① 「職務内容」と「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①～④に相当するパート・有期雇用労働者
（短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要）

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定
した場合における当該労働者 （派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要）

労使協定方式の場合、比較
対象労働者の選定は不要

次の①～⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定します。

派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報

労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇
などに関する情報を提供しなければなりません。
※ 情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。

比較対象労働者の選定

派遣先 派遣元

書面の交付
ファクシミリ

電子メールなど

書面の写しを派遣終了日か
ら３年間保存してください。

①比較対象労働者の待遇情報の提供

②派遣契約の締結

派遣元事業主が【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】により派遣労
働者の公正な待遇を確保できるよう、

衡方式】または【労使協
う、派遣料金について派遣料金

使協定方式】により派遣労使協
て配慮義務がかかります。
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～ご不明な点については、まずお近くの都道府県労働局へお問い合わせください～

都道府県労働局 問い合わせ先

労働局名 課室名 電話番号 労働局名 課室名 電話番号

北海道 需給調整事業課 三 重 需給調整事業室

青 森 需給調整事業室 滋 賀 需給調整事業室

岩 手 需給調整事業室 京 都 需給調整事業課

宮 城 需給調整事業課 大 阪 需給調整事業第一課

秋 田 需給調整事業室 兵 庫 需給調整事業課

山 形 需給調整事業室 奈 良 需給調整事業室

福 島 需給調整事業室 和歌山 需給調整事業室

茨 城 需給調整事業室 鳥 取 職業安定課

栃 木 需給調整事業室 島 根 職業安定課

群 馬 需給調整事業室 岡 山 需給調整事業室

埼 玉 需給調整事業課 広 島 需給調整事業課

千 葉 需給調整事業課 山 口 需給調整事業室

東 京
需給調整事業第一課 徳 島 需給調整事業室

需給調整事業第二課 香 川 需給調整事業室

神奈川 需給調整事業課 愛 媛 需給調整事業室

新 潟 需給調整事業室 高 知 職業安定課

富 山 需給調整事業室 福 岡 需給調整事業課

石 川 需給調整事業室 佐 賀 需給調整事業室

福 井 需給調整事業室 長 崎 需給調整事業室

山 梨 需給調整事業室 熊 本 需給調整事業室

長 野 需給調整事業室 大 分 需給調整事業室

岐 阜 需給調整事業室 宮 崎 需給調整事業室

静 岡 需給調整事業課 鹿児島 需給調整事業室

愛 知 需給調整事業第一課 沖 縄 需給調整事業室

裁判外紛争解決手続 行政 の規定の整備３

派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、
「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めること
ができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プラ
イバシーが保護されます。また、これらを求めたことを理由として、派遣元及び派遣先は派遣
労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

＜派遣元が講ずべき措置＞
① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止
② 労使協定に基づく待遇の決定
③ 雇入れ時・派遣時の明示・説明
④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

＜派遣先が講ずべき措置＞
① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
② 食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

☆ 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」（厚生労働省ＨＰ）において、改正内容の詳細をまとめ
たパンフレット、不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルなどの参考資料を公表しています。
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 2020年（令和２年）４月１日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派
遣法が施行されます。このリーフレットでは、労使協定方式における過半数代表者が、派遣元事業主
とご議論していただく際のポイントを解説したものです。 
 ※ 改正法では、不合理な待遇差をなくすため、派遣元事業主は①派遣先均等・均衡方式又は②労使協定方式のいずれかによる待遇決定

方式を採用します。このうち、②労使協定方式では、派遣元事業主は半数労働組合又は過半数代表者と一定の要件を満たす書面による協
定を締結しなければなりません（労働者派遣法第30条の４）。 

☞ 管理監督者でないことが必要です 

改正労働者派遣法（令和２年４月１日施行） 

 過半数代表者に選ばれた皆さまへ 

手続き面などを確認していきましょう！ 

LL・・・・・需・・ 

過半数代表者の選定手続きは適切でしたか？  

☞ 派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないことが必要です 

☞ 民主的な方法（投票、挙手等）であることが必要です 
※ 例えば、全ての労働者に対しメールで通知し、メールに対する返信のない者は、メールの内容
について信任（賛成）したものとみなす取扱いは、メールに対する返信のなかった労働者が、棄
権をしているのか信任（賛成）をしているのかが明らかではなく、労働者の過半数が選任を支持
していることが明確にならないため、認められないものです。 

 ☑  待遇決定方式の選択について理由を確認しましたか？ 
 待遇決定方式の選択については、派遣労働者の納得感や雇用の安定、キャリア形成等を考慮しな
がら、決めていくものになります。派遣元事業主がどのような考え方で労使協定方式を選択したの
か、確認してみましょう。 

 ☑  事務を円滑に遂行できるよう派遣元事業主は配慮していますか？ 
 例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器（イントラ
ネットや社内メールを含む。）や事務スペースの提供を行うことなど、派遣元事業主は配慮を行わ
なければなりません。 

☞ 派遣労働者を含むすべての労働者から選出されていることが必要です 

 ☑  派遣労働者の意思は反映されていますか？ 
 派遣労働者は意見交換の機会が少ない場合があります。その場合には、過半数代表者を選任するた
めの投票等に併せて意見、希望等を提出させ、これを過半数代表者が集約するなどにより、派遣労働
者の意思が反映されることが望ましいものです。 

制度の理解を深めていきましょう！ 

まずは制度概要を理解していきましょう！ 
厚生労働省ホームページ（派遣労働者の同一労働同一賃金について） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html 
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協定の中身を確認していきましょう！

☑ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は適切ですか？
範囲を定めるに当たっては、職種（一般事務、エンジニア等）や労働契約期間（有期、無期）な

どといった客観的な基準による必要があります。また、協定の対象となる派遣労働者の範囲を「賃
金水準が高い企業に派遣する労働者」とすることなど、不適当な基準は認められません。

☑ 職種の選択は適切ですか？
局長通達(※）の別添１又は別添２から職種を選択する際は、協定対象派遣労働者が従事する業務

と最も近いと考えられえるものを選択するものです。例えば、協定の対象となる派遣労働者の「中
核的業務」をもとに選択することが考えられます。

☑ 通勤手当の支払い方法について確認しましたか？
労使協定方式において、通勤手当の支払い方法は「実費支給」、「固定額（時給換算）を72円

と以上にする」、「一般基本給・賞与等に72円を加え比較」などの方法があります。派遣元事業
主がどのような考え方で選択したのか、確認してみましょう。

※ 令和元年７月８日職発第0708号「令和２年度の「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第30条の４第１項第２号イに定める「同種の
業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」

LL・・・・・需・・
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 ☑  能力・経験調整指数の当てはめは適切ですか？ 
 能力・経験調整指数については、協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働
者の勤続何年目相当に該当するかを考慮して適切なものを選択することが必要です。 
 例えば、現在の派遣会社での勤続年数が０年目だからといって、0年目の能力・経験調整指数を機
械的に当てはめることは問題となり得るものです。 

昇給規定が定められていますか？ 
 職務の内容に密接に関連して支払われる賃金については、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、
意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に改善されるものでなけ
ればなりません。 
 これらの事項のうちどの事項を勘案するか、その事項をどのように勘案するかは、基本的に労使
に委ねられるものですが、実質的に派遣労働者を昇給させていない運用を行っている場合や恣意的
な運用を行っている場合等は問題となり得るものです。 

 ☑  

退職手当の選択について理由を確認しましたか？ 
 労使協定方式の一般賃金額のうち、退職金については以下の選択肢１～３のいずれかを労使の話
合いで選択するものです。派遣元事業主がどのような考え方で選択したのか、確認してみましょう。 
 選択肢１︓退職金制度の方法 
 選択肢２︓退職金前払いの方法 
 選択肢３︓中小企業退職金共済制度等への加入の方法 

 ☑  

LL・・・・・需・・ 
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☑

☞ 対象従業員の賃金のうち、賞与や手当等については、「直近の事業年度に
おいて対象従業員に支給された額の平均額」等でも可能ですが、平均額等の
計算が適切なものとなっているか、個々の派遣労働者間の待遇差などを確認
しましょう。

一般賃金額と対象従業員の賃金額が同等以上となっていますか？

☞ 現在、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額を上回るものとなっ
ている場合に、一般賃金の額の水準に変更していないですか︖（賃金を引き
下げてはいないですか︖）
※派遣労働者の待遇改善を図ることを目指す改正労働者派遣法の目的に照らして問題があるものです。

☞ 対象従業員の賃金は、労働基準法の賃金が対象となり、時間外、休日及
び深夜の労働に係る手当等は含まれません。不適当な賃金が含まれていな
いか確認しましょう。
※固定残業代についても、原則は対象従業員の賃金の対象にはなりません。

☞ 対象従業員の月給などを時給換算額に置き換える際に、適切な計算方法と
なっているか確認しましょう。

そのほかに協定に記載が必要な事項

☑ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定す
ること

その他の事項
・有効期間（２年以内が望ましい）
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由
・特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対
象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと

労使協定の対象とならない待遇（法第40条第２項の教育訓練及び法第40条第３項の福
利厚生施設）及び賃金を除く待遇について、派遣元事業主に雇用される通常の労働者
（派遣労働者を除く。）との間で不合理な相違がないこと

派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること

☑

☑

☑

LL・・・・・需・・
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ハローワークインターネットサービス上に「求人者マイページ」を開設すると、会社のパ
ソコンから次のサービスを利用いただけます。
※ 「求人者マイページ」を開設するには、ハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があります。
※ 「求人者マイページ」を開設するにあたり、ログインアカウントとして使用するメールアドレスが必要です。

○ 求人申込み
※ 申込み内容をハローワークで確認後に受理・公開します。
※ 次の要件に該当する場合は、マイページでの求人情報の入力（仮登録）後、14日
以内にハローワークにお越しのうえ、本登録の手続きを行う必要があります。

○ 申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、
事業所情報の変更など
※ マイページから求人内容の変更などのサービスが利用ができるのは、2020年1月
以降に受理した求人に限ります。

○ 事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画
像情報の登録・公開
※ ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）だけでなく、ハローワークイン
ターネットサービス上でも公開できるようになります。

○ ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採用・不採用）
を登録（ハローワークに連絡）
※ 紹介状の確認や選考結果の登録ができるのは、2020年1月以降に受理した求人に限ります。
※ 求人が無効となった場合、紹介状の確認、選考結果の登録はできなくなります。

○ メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※ メッセージ機能を活用して応募者とやりとりできるのは、2020年1月以降に受理した求人（有効中）で、応募者が「求職者マイページ」を開設してい
る場合に限られます。

○ 求職情報検索
※ 有効中の求人がない場合は利用できません。
※ ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件などの求職情報を求人者にＰＲ（公開）することを希望している方々の
情報を検索できます。氏名、連絡先など個人が特定される情報は公開されません。なお、求職者に対して直接リクエスト（求人への応募依頼）すること
はできません。ハローワークで求職者の希望条件などを確認したうえでご案内しますので、ハローワークにご相談ください。

事業主の皆さまへ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 刷事03
LL011001首02

2020年１月６日にハローワークの利用方法が変わりました

会社のパソコンから、
求人申込みや内容変更などの手続きを行えるようになりました

求人申込み（仮登録）の入力画面イメージ

＜マイページ開設手順＞
ハローワークの窓口で開設手続きを行います。

パスワード登録
認証キー入力認証キー受信

※ 上記の方法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録、事業所情報・求人情報
を入力（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓口で本登録手続きを行い、マイページを開設する方法もあります。

※ 事業所登録済みの場合は、あらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不足情報の把握等をさせていただきます。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの入力
利用規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス

窓口で
メールアドレスを登録

・ マイページを通じて初めて求人を申し込む場合（窓口でマイページ開設手続きを行った場合を除く）
・ 2020年1月以降、初めて障害者求人を申し込む場合
・ 2020年1月以降、初めてトライアル雇用求人を申し込む場合
・ 2020年1月以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇用求人を申し込む場合
・ 過去１年間に求人を申し込んでいない場合
・ マイページを通じて派遣・請負求人を申し込む場合
・ その他、ハローワークが必要と認める場合

窓口で
事業所登録
求人申込み

2020年１月６日に、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが新し
くなりました。
ポイント① 新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申込みができます
ポイント② 新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります
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○ 求人票の様式が変わり、掲載する情報量が増え、求職者に対して求人情報をより詳細に
伝えることができるようになりました。
※ 求人票の様式変更については、リーフレット「2020年１月６日から求人票と公開方法が変わります」「2020年１月６日から求人票が変わります」
（その１・その２）」をご覧ください。

○ ハローワークインターネットサービスとハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）が
一本化され、求人情報の内容や検索方法が同じになりました。
・ 求人票に掲載する情報のほか、事業所の画像情報や「事業所からのメッセージ」など
のＰＲ情報も提供できるようになりました。
※ 画像情報は、「求人者マイページ」から登録する必要があります（表面参照）。

・ ハローワークインターネットサービスでも、ハローワーク内に設置されたパソコン
（検索・登録用端末）と同じ求人情報を提供できるようになりました。
※ これまでは、ハローワークインターネットサービスで公開される求人情報は一部に限定されていましたが、ハローワーク内のパソコン（検索・
登録用端末）と同じ情報が公開されるようになります。

・ 求人情報がインターネット上で公開されるタイミングが早くなりました。
※ ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）とハローワークインターネットサービス上で公開されるタイミングが同じになります。

新しい求人票で、より詳細な求人情報を提供できるようになりました

○ 会社のパソコンから求人申込み（仮登録）できるようになりました。
※ 会社のパソコンから求人を申し込む（仮登録）場合は、「求人者マイページ」を開設する必要があります（表面参照）。
※ 「求人者マイページ」を開設すると、申込み済みの求人情報データ（2020年１月6日以降に申し込んだ求人に限る）を活用（転用）した求人申込みが

できるようになります。

○ ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で求人情報を入力できるように
なります。求人情報の入力（仮登録）後、窓口で本登録の手続きを行います。
※ 「求人申込書」（筆記式）もご用意しています。
※ 窓口で「求人者マイページ」の開設手続きを行うこともできます（表面参照）。

＜求人申込み手続きの流れ＞
～事業所登録が完了している（求人を申し込んだことがある）場合～

ハローワークで手続きする場合会社のパソコンから手続きする場合

ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求人情報を入力する（仮登録）

※「求人申込書」（筆記式）もご用意しています

窓口で登録手続きを行う
（申込み内容を確認）

求人が受理・公開される
（求人票を交付）

求人者マイページから
求人情報を入力する（仮登録）

ハローワークで申込み内容を確認後、
求人が受理・公開される

（求人票はマイページ又はFAXで送付）

※ 派遣・請負求人を申し込む場合など一定の要件（表面点線枠内を参照）に該当
する場合は、求人情報の入力（仮登録）後14日以内にハローワークにお越しいた
だく必要があります。

※ 申込み内容に不備や不明点等がある場合は、ハローワークにお越しいただく場
合があります。

さまざまな方法で求人を申し込めるようになりました

※ 求人者マイページの開設をご希望の場合は、窓口でログインアカウントとして
使用する事業所のメールアドレスをご登録ください。

※ ハローワークに求人を申し込んだことがない場合は、ハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があります。詳しくはハローワークにお問い合わせください。

求人者マイページを開設
（ハローワークの窓口で開設手続き）
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「求人者マイページ」のご案内

＜サービス内容＞
●求人の申込み

※会社のパソコンから求人情報を入力し、求人を申し込むことができます（求人仮登録）。申込み済みの求人データを活用して
求人を申し込むこともできます。

※申込み内容は、ハローワークで確認後に受理・公開します。
※次の要件に該当する場合は、マイページでの求人情報の入力（仮登録）後、14日以内（期限日が閉庁日の場合は前開庁日まで）に
ハローワークにお越しのうえ、本登録の手続きを行う必要があります。
・マイページを通じて初めて求人を申し込む場合（窓口でマイページ開設手続きを行った場合を除く）
・2020年1月以降、初めて障害者専用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、初めてトライアル雇用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、初めて障害者（短時間）トライアル雇用求人を申し込む場合
・2020年1月以降、過去１年間に求人を申し込んでいない場合
・派遣・請負求人を申し込む場合
・その他、ハローワークが必要と認める場合

●申し込んだ求人内容の変更や求人の募集停止、事業所情報の変更など
※申し込み内容をハローワークで確認します。

●事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
※登録できる画像情報は10ファイルまでです（サイズ︓１ファイルにつき２MBまで 形式︓JPEG、GIF、PNG、BMP）。
※ハローワークで確認後に公開します。

●ハローワークからご紹介した求職者（応募者）の紹介状の確認、選考結果（採用・不採用）の
登録（ハローワークに連絡）
※応募者本人には、選考結果を直接ご連絡いただく必要があります。
※求人が無効となった場合 マイページでの紹介状の確認、選考結果の登録（ハローワークへの連絡）は利用できなくなりますので、
選考結果は直接ハローワークにご連絡ください。

※求職者のご紹介後、２週間経過した時点で選考結果が登録されていない場合は、「選考結果未入力通知」メールが届きます（シス
テムによる自動送信）ので、選考結果の登録をお願いします 。

●メッセージ機能（ハローワークからご紹介した求職者（応募者）とのやりとり）
※メッセージをやりとりできるのは、相手方の求職者が「求職者マイページ」を開設している場合に限られます。
※求人が有効中の場合に限り、求職者とやりとりできます。

●求職情報検索
※ハローワークに登録している求職者のうち、経歴、専門知識、資格や希望条件など求職情報を求人者にＰＲ（公開）することを
希望している方々の情報（氏名、連絡先などの個人が特定される情報を除く）を検索できます。

※有効中の求人がある場合に利用できます。
※ハローワークで求職者の希望条件など求人との適合性を判断したうえでご紹介します。当該求職者を担当するハローワーク（求職
情報詳細画面に表示されているお問い合わせ先ハローワーク）にご相談ください。

事業主の方へ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 刷事09
LL020106首08

＜マイページ開設手順＞
・開設を希望する方は、ログインアカウントとして使用する事業所のメールアドレスをご用
意のうえ、窓口へお申し出ください。
・窓口でメールアドレスを登録後（①）、会社のパソコンから手続き（②～⑥）をお願いします。
（「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記バーコード、URL︓h�ps://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html を入力）

パスワード登録
認証キー入力

認証キー
受信

（30分有効）

※マイページを開設するには、事業所登録が必要です。（事業所登録済みの場合はあらためての事業所登録は不要ですが、内容の確認や不足情報の把握など
させていただく場合があります。）

※上記の方法のほか、会社のパソコンからハローワークインターネットサービスにアクセスし、ログインアカウント（メールアドレス、パスワード）を登録
し、事業所情報・求人情報を入力（仮登録）後、ハローワークにお越しのうえ窓口で本登録手続きを行い、マイページを開設する方法もあります。

※メールの受信制限をしている場合は、パスワード登録手続きを行う前に「system@mail.hellowork.mhlw.go.jp」からの受信を許可してください。

マイページ
開設完了

登録したメールアドレスの入力
利用規約などに同意

ハローワークインターネット
サービスにアクセス
「パスワード登録」

窓口でメールアドレス
を登録

メールアドレス（控え）︓

ハローワークインターネットサービス上に求人者専用の「求人者マイページ」を開設すると、
会社のパソコンから求人申込みや内容変更などのサービスをご利用いただけます。
（サービス提供開始︓2020年１月６日～）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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＜求人者マイページの利用に当たっての留意事項＞
◆求人者マイページは、ハローワーク（公共職業安定所）およびハローワークインターネットサービスを利用して求職者の
募集・採用活動を行うことを希望する求人者を対象に、ハローワークへの事業所登録・求人申し込みの手続きなどのサービ
スを提供するものです。
◆求人者マイページを開設・利用するには、事業所所在地を管轄するハローワークで事業所登録の手続きを行う必要があり
ます。
◆求人者マイページの利用を希望する場合は、ログインアカウントとして使用する事業所のメールアドレスが必要となりま
す。ログインアカウントとして使用するメールアドレスおよびパスワードは、利用者の責任において管理し、第三者に開示、
貸与および譲渡しないでください。
◆求人者マイページを開設するに当たり、利用規約およびプライバシーポリシーの内容に承諾・同意いただく必要がありま
す。
◆有効中の求人がない場合は、求人者マイページの一部の機能（応募者管理（応募者情報の確認、選考結果の登録）、求職
情報検索、メッセージ送信など）が利用できません。
◆求人者マイページは、利用規約に定める目的の範囲内で利用するものとし、ハローワークにおける職業紹介業務の運営を
著しく妨げる行為を行った場合、マイページを「利用不可」とする場合があります。
◆ハローワークでは、通常、求職者の方をご紹介する際に、求人者に電話連絡を行っていますが、平日夜間・土曜日や連絡
がつかない場合などに、求人者にご連絡する前に、マイページ宛に、求職者をご紹介した旨が表示・メッセージ送信される
ことがあります。
◆ハローワークからご紹介した求職者の選考結果について、未登録の件数が一定数を超える場合（紹介日から３週間を経過
した時点で１事業所あたりの未登録件数が50件超）、求人者マイページの一部の機能（求人申込み・変更・募集停止、事業
所情報の変更、求職情報検索、メッセージ送信など）の利用が自動的に制限されます。制限を解除するには、管轄ハロー
ワークに連絡し、解除の手続きを行う必要があります。
◆事業所の移転などに伴い管轄ハローワークが変わる場合などは、求人者マイページ上に保有している情報は引き継がれま
せん。
◆求人者マイページの利用を停止したい場合は、求人者マイページから退会手続きを行ってください。退会手続き完了後31
日経過後に、求人者マイページ（登録情報を含む）が完全に消去されます。退会手続きを行わない場合でも、求人無効日か
ら５年以内に求人の申込みがない場合は、求人者マイページ（登録情報を含む）は自動的に消去されます。（ただし、メッ
セージは送受信後１年経過すると自動消去されます。）

詳細は、「ハローワークインターネットサービスにおける求人者マイページおよび求職者マイページの利用規約」および
「プライバシーポリシー」をお読みください（ハローワークインターネットサービスからご確認いただけます）。

マイページの操作方法は、「求人者マイページ利用者マニュアル」（ハローワークインターネットサービスに掲載）をご覧くだ
さい。ヘルプデスク（電話︓０５７０－０７７４５０ ）でも操作方法をご案内しております。

応募者の紹介状を確認したり、選考結果を
登録（ハローワークへ連絡）できます。
（求人が有効中の場合に利用できます。）

求人者マイページホーム画面（イメージ）

求人の変更や募集停止
などを申し込めます。

求人情報の内容
（詳細）を確認
できます。

求職情報を検索できます。
（求人が有効中の場合に
利用できます。）

介護福祉士

フルタイム

東京都千代田区

正社員

地方自治体、民間人材ビジネス共に可

事業所名等を含む求人情報を公開
する

有効

求職情報検索応募者管理へ進む

１名

２件 ２名

１件 ４名

１件 １名

株式会社 ハローワークケア

管轄安定所名：○○公共職業安定所

新着メッセージ：２件

求人申込み（新規申込みや
過去に申し込んだ求人デー
タを活用した申込み）がで
きます。転勤なし経験不問 書類選考なし 駅近（徒歩10分以内） マイカー通勤可 ＵＩＪターン歓迎

トライアル雇用併用

ホーム画面では、以
下の項目などを確認
できます。
・有効中の求人
・申込み中の求人
・無効になった求人

事業所情報を確認・変更
できます。
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事業主の皆さまへ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 刷事04
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2020（令和２）年１月６日から、ハローワークの求人票の様式が変わり、新たに就業場
所における受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。※１

求人の申込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、以下のとお
り受動喫煙対策について明示してください。※２

※１ 受動喫煙対策の推進のため、職業安定法施行規則の一部が改正され、 2020年４月１日から、労働者の募集や求人の申込みを行う際に
「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されます。ハローワークでは、求人票の様式を変更
し、2020年１月６日以降の求人申込み（変更を含む）から明示していただきます。

※２ 2020年４月１日から改正健康増進法における受動喫煙防止措置義務が課される施設については、３月末までは、受動喫煙対策に関す
る現在（求人申込み時点）の状況を明示してください。なお、４月以降に法令違反となる場合は、求人の公開、職業紹介はできなくなり
ますので、早めにご対応いただきますようお願いいたします。

※３ 改正健康増進法に基づく経過措置の対象となる既存の営業規模が小規模な飲食店とは、①2020年４月１日時点で現に存する飲食店な
どであって、②資本金の額または出資の総額が5,000万円以下で、③客席面積が100㎡以下、のすべてを満たすものに限られます。

※４ 屋内の受動喫煙対策として「喫煙室あり」を選択すると、求人票上では「喫煙室設置」と表示されます。

就業場所 改正健康増進法上の施設の類型と
受動喫煙を防止するための措置

求人申込み時の明示方法
～「屋内の受動喫煙対策」の選択・記載方法～

「有無」欄 「対策」欄 「特記事項」欄

病院、学校、
児童福祉施設、
行政機関など
（2019年7月～）

第一種
施設

敷地内禁煙の場合 あり 禁煙 「敷地内禁煙」などと記載

敷地内に特定屋外喫煙場
所設置の場合★ あり 禁煙 「敷地内禁煙（屋外に喫煙場

所設置）」などと記載
バス・タクシー、旅客機
など （2020年４月～）※２

禁煙 あり 禁煙 裏面（1）注２を参照

事業所、
飲食店、
ホテル・旅館、
鉄道・船舶、
その他の施設
（2020年4月～）※２

第二種
施設

屋内禁煙の場合 あり 禁煙 －
喫煙専用室または加熱式
たばこ専用喫煙室設置の
場合★

あり 喫煙室あり
※４

「喫煙専用室設置」「加熱式
たばこ専用喫煙室設置」など
と記載

適用除外の場所あり
（例︓宿泊室内など）
の場合★

あり 喫煙室あり
※４

「喫煙可の宿泊室あり」など
と記載

（経過措置）
既存の
営業規模
の小さな
飲食店※３

既存特定
飲食提供
施設

店内の一部を喫煙可能室
としている場合★ あり 喫煙室あり

※４

「喫煙可能室設置」などと
記載

店内の全部を喫煙可能室
としている場合

なし
（喫煙可） － －

喫煙が主目的の
バー・スナック、
たばこ販売店など
（2020年4月～）※２

喫煙
目的
施設

店内の一部を喫煙目的室
としている場合★ あり 喫煙室あり

※４

「喫煙目的室設置」などと
記載

店内の全部を喫煙目的室
としている場合

なし
（喫煙可） － －

屋外
（第一種施設を除く） ― その他 － 「屋外喫煙可（屋外で就

業）」などと記載

（注）就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合（★）は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、
可能な限り「屋内の受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記載・入力してください。
記載例︓ 「喫煙可能区域での業務あり」 「喫煙可能区域での業務なし」

求人申込み時の留意点

「受動喫煙防止」のための取組を明示してください

（別紙）（別紙）
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（１）求人事業所の所在地と就業場所が異なる場合
求人事業所の所在地と就業場所が異なる場合は、実際の就業場所における受動喫煙対策を明示
してください。
（注１）求人の申込み時点で複数の場所での就業が予定されている場合は、「屋内の受動喫煙対策に関

する特記事項」欄や「就業場所に関する特記事項」欄を活用して、それぞれの就業場所における
受動喫煙対策を明示してください。ただし、出張や営業など立ち寄る可能性のある場所や、将来
的に就業する可能性のある場所について、あらかじめ網羅して明示する必要はありません。

（注２）バス・タクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員など、移動が前提の業務である場合には、恒常
的に立ち寄る所属事務所など（鉄道の駅や空港のターミナルビルを含む）および業務を従事する
場所（バス・タクシー、鉄道の車内、航空機の機内）の状況を明示する必要があります。このた
め、恒常的に立ち寄る所属事務所などの状況については、「就業場所に関する特記事項」欄に記
載・入力してください。

（注３）労働者派遣求人の場合は、派遣先における受動喫煙対策を明示してください。

（２）喫煙可能区域で就業する場合（年齢制限の取扱い）
改正健康増進法では、施設の管理権原者は、喫煙専用室などの喫煙可能区域に20歳未満の者を
立ち入らせてはならないとしています。
このため、喫煙可能区域で就業する求人は、年齢制限の下限を20歳以上とする必要があります。
（労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項に規定する例外事由（２号︓法令の規定による
年齢制限）に該当）

（３）地方公共団体が条例などで受動喫煙の防止に関する事項を定めている場合
地方公共団体の条例により受動喫煙を防止するための措置が定められている場合には、求人申
込み時の明示に当たっても、条例などに適合したものとなるようにご留意ください。

就業場所における「受動喫煙防止」のための取組を明示する際は、
以下の点にもご留意ください。

改正健康増進法の詳細は・・・
○「なくそう︕望まない受動喫煙」Webサイト（改正健康増進法のわかりやすい解説）

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp
○厚生労働省ＨＰ（改正健康増進法の概要や関係する通知など）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
○問い合わせ先︓都道府県等（都道府県・保健所設置市・特別区の保健担当主管課または

保健所）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

このリーフレットの内容や求人申込み時の明示方法については、ハローワークにお問い合わせください。

【記載例】
年齢制限 ︓ あり
年齢制限範囲 ︓ 20歳以上 ～
年齢制限該当事由︓ 法定の規定により年齢制限がある
年齢制限の理由 ︓ 健康増進法により20歳未満立入禁止のため
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95

から

▼当センターのご案内▼

京都労働局では雇用保険電子申請手続きの事務処理を迅速化するため、平成２６年１０月１日

から雇用保険電子申請手続き（新規設置など一部を除く。）を当センターで集中して行っています。
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