
第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

新 旧 

第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

１ 事業主の行う許可手続について 

(1)～(7) 

 (8) 許可要件（許可の基準） 

労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の基準に適合していると認めるとき

でなければ労働者派遣事業の許可をしてはならない（法第７条第１項）。 

許可の基準については、労働者派遣事業の健全化及び派遣労働者の実効性あ

る保護を図る観点から、次に掲げるイからニまでの全てに適合していると認め

られることとする。 

イ （略） 

ロ 法第７条第１項第２号の要件（申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管

理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に

適合するものであること。） 

「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、 

① （略） 

② ①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備され

ていること 

の２点である（則第１条の４）。 

(ｲ) 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断 

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のａ、ｂ、

ｃ、ｄ及びｅを満たすキャリア形成支援制度を有しなければならない。 

ａ～ｄ （略） 

ｅ 教育訓練計画の周知等 

(ａ) （略） 

（ｂ）派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しよ

うとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに説明しなければ

ならないこと。 

第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

１ 事業主の行う許可手続について 

(1)～(7) 

 (8) 許可要件（許可の基準） 

労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の基準に適合していると認めるとき

でなければ労働者派遣事業の許可をしてはならない（法第７条第１項）。 

許可の基準については、労働者派遣事業の健全化及び派遣労働者の実効性あ

る保護を図る観点から、次に掲げるイからニまでの全てに適合していると認め

られることとする。 

イ （略） 

ロ 法第７条第１項第２号の要件（申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管

理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に

適合するものであること。） 

「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、 

① （略） 

② ①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備され

ていること 

の２点である（則第１条の４）。 

(ｲ) 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断 

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のａ、ｂ、

ｃ、ｄ及びｅを満たすキャリア形成支援制度を有しなければならない。 

ａ～ｄ （略） 

ｅ 教育訓練計画の周知等 

(ａ) （略） 

（ｂ）派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しよ

うとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに周知するよう努

めること。 
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（ｃ）教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周

知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に説明しなけ

ればならないこと。 

（ｄ）～（ｆ） （略）                                 

(ﾛ) （略） 

ハ～ト （略） 

(9)～(14) （略） 

 

２～９ （略） 

（ｃ）教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周

知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に周知するよ

う努めること。 

（ｄ）～（ｆ） （略） 

(ﾛ) （略） 

ハ～ト （略） 

(9)～(14) （略） 

 

２～９ （略） 
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第５ 労働者派遣契約 

 

１ （略） 

 

２ 契約の内容等 

(1) 契約内容 

イ （略） 

ロ 労働者派遣契約の締結に際しての手続  

(ｲ) 労働者派遣契約締結の際の手続 

ａ 契約の当事者は、契約の締結に際し上記イの(ﾊ)の契約の内容を上記イの

(ﾊ)の組み合わせごとに書面に記載しておかなければならない（則第21条

第３項）。 

なお、電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方

法により作成を行わなければならない。 

また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの

方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力

することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機

その他の機器に表示し、及び書面を表示できるようにしなければならない。 

 （ａ） 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

（ｂ） 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装

置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存す

る方法 

ｂ （略） 

(ﾛ) （略） 

(2)～(6) （略） 
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１ （略） 

 

２ 契約の内容等 

(1) 契約内容 

イ （略） 

ロ 労働者派遣契約の締結に際しての手続  

(ｲ) 労働者派遣契約締結の際の手続 

ａ 契約の当事者は、契約の締結に際し上記イの(ﾊ)の契約の内容を上記イの

(ﾊ)の組み合わせごとに書面に記載しておかなければならない（則第21条

第３項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 

(ﾛ) （略） 

(2)～(6) （略） 
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３～６ （略） 

 

３～６ （略） 
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第６ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

１・２ （略） 

 

３ 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

(1)～(3) （略） 

(4)  段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点(「派遣元事業主が講ずべき措

置に関する指針」第２の８(5)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の９

(3)参照) 

イ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契

約締結時までに、教育訓練計画を明示し、説明しなければならない。また、当

該教育訓練計画に変更があった場合にも、その雇用する派遣労働者に対し、こ

れを説明しなければならない。 

ロ～ト （略）  

(5)・(6) （略） 

 

４～９ （略） 

 

10 待遇に関する事項等の説明 

(1) 派遣労働者として雇用しようとするときの説明 

 イ・ロ（略） 

 ハ 説明すべき待遇に関する事項等 

  説明すべき事項は、次のとおりである（則第25条の14第２項）。 

（イ） 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の

額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項 

・ 「賃金の額の見込み」とは、当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等

を考慮し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合の現時点における

賃金額の見込みであり、一定の幅があっても差し支えないこと。 

第６ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

１・２ （略） 

 

３ 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

(1)～(3) （略） 

(4)  段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点(「派遣元事業主が講ずべき措

置に関する指針」第２の８(5)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の９

(3)参照) 

イ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契

約締結時までに、教育訓練計画を明示するとともに、事務所に備え付ける等の

方法で周知することが望ましい。また、当該教育訓練計画に変更があった場合

にも、その雇用する派遣労働者に対し、これを周知することが望ましい。 

ロ～ト （略）  

(5)・(6) （略） 

 

４～９ （略） 

 

10 待遇に関する事項等の説明 

(1) 派遣労働者として雇用しようとするときの説明 

 イ・ロ（略） 

 ハ 説明すべき待遇に関する事項等 

  説明すべき事項は、次のとおりである（則第25条の６第２項）。 

（イ） 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の

額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項 

・ 「賃金の額の見込み」とは、当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等

を考慮し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合の現時点における

賃金額の見込みであり、一定の幅があっても差し支えないこと。 
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・ 「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者とな

ることに関する事項」については、社会保険等の制度に関する一般的な加

入条件の説明で足りるが、予定されている派遣就業がある場合には、当該

派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示す

ること。 

・ 「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や

就業日・就業場所・派遣期間、教育訓練（教育訓練実施計画による教育訓練

は除く）、福利厚生等が該当するが、当該時点において説明可能な事項につ

いて労働者に説明することで差し支えないこと。 

（ロ） （略） 

（ハ） 労働者派遣に関する制度の概要 

・ 「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が

分かれば足りるものであるが、特に派遣労働者の保護に関する規定につい

ては十分な説明が求められ、この説明には労働契約申込みみなし制度の内

容を含むことが必要であること。 

・ 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明する

ことが求められること。なお、既に派遣労働者として雇用している者につ

いては、派遣元責任者の責務として、同様に改正の内容について説明する

こと（16（3）ホ参照）。 

・ 説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレ

ット又はそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成してい

る資料を活用して説明することでも差し支えないこと。 

（ニ）キャリアアップ措置（教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコン

サルティング）の内容 

   ・ 「キャリアアップ措置」の内容については、法第30条の２第１項の規定に

よる教育訓練（訓練内容や受講方法）及び同条第２項の規定によるキャリ

アコンサルティングの相談窓口（相談先や利用手法）について説明するこ

と。 

   ・ その説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、

例えば、キャリアパスに応じた教育訓練の体系（受講のモデルケース）や、

・ 「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者とな

ることに関する事項」については、社会保険等の制度に関する一般的な加

入条件の説明で足りるが、予定されている派遣就業がある場合には、当該

派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示す

ること。 

・ 「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や

就業日・就業場所・派遣期間、教育訓練、福利厚生等が該当するが、当該時

点において説明可能な事項について労働者に説明することで差し支えない

こと。 

（ロ） （略） 

（ハ） 労働者派遣に関する制度の概要 

・ 「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が

分かれば足りるものであるが、特に派遣労働者の保護に関する規定につい

ては十分な説明が求められること。 

 

・ 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明する

ことが求められること。なお、既に派遣労働者として雇用している者につい

ては、派遣元責任者の責務として、同様に改正の内容について説明すること

（16（3）ホ参照）。 

・ 説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレ

ット又はそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成してい

る資料を活用して説明することでも差し支えないこと。 

（新設） 
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キャリアコンサルティングの相談例も示し、派遣労働者にわかりやすく説

明することが望ましいこと。 

 （ホ） （略） 

 ニ 説明の方法 

 （イ） 待遇に関する事項等の説明は、書面の交付、ファクシミリを利用してす

る送信又は電子メールの送信その他の適切な方法により行わなければならな

い。ただし、賃金の額の見込みを説明する場合には、書面の交付若しくはフ

ァクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行わなければな

らない。（則第25条の14第１項）。 

 （ロ）～（ニ） （略） 

(2)～(4) （略） 

 

11～16 （略） 

 

17 日雇労働者についての労働者派遣の禁止 

(1)～(4) （略） 

(5) 要件の確認方法 

 イ～ハ （略） 

ニ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の従事する業務が(4)のイに該当するか

どうか、又は労働者派遣の対象となる日雇労働者が(4)のロに該当するかどうか

の確認は、労働契約の締結ごとに行う必要がある。また、(4)のロに該当するか

どうかについて、労働契約の締結時には書類等による確認ができなかったが、

その後、書類等による確認ができるようになった場合には、事後的であっても

書類等により確認することを基本とする。 

  また、要件の確認時に、本人に公的書類等の提出・提示を求めず、合理的な理

由がないにも関わらず、誓約書の提出で代替するように誘導することは不適切

であること。 

ホ 派遣元事業主は、要件の確認に用いた書類等を保存しておく必要はないが、

例えば、派遣元管理台帳に記録を残しておくなど、どのような種類の書類等に

より要件の確認を行ったかが分かるようにしておく必要がある。ただし、要件

 

 

 （ニ） （略） 

 ニ 説明の方法 

 （イ） 待遇に関する事項等の説明は、書面の交付、ファクシミリを利用してす

る送信又は電子メールの送信その他の適切な方法により行わなければならな

い。ただし、賃金の額の見込みを説明する場合には、書面の交付若しくはフ

ァクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行わなければな

らない。（則第25条の６第１項）。 

 （ロ）～（ニ） （略） 

(2)～(4) （略） 

 

11～16 （略） 

 

17 日雇労働者についての労働者派遣の禁止 

(1)～(4) （略） 

(5) 要件の確認方法 

 イ～ハ （略） 

ニ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の従事する業務が(4)のイに該当するか

どうか、又は労働者派遣の対象となる日雇労働者が(4)のロに該当するかどうか

の確認は、労働契約の締結ごとに行う必要がある。また、(4)のロに該当するか

どうかについて、労働契約の締結時には書類等による確認ができなかったが、

その後、書類等による確認ができるようになった場合には、事後的であっても

書類等により確認することを基本とする。 

 

 

 

ホ 派遣元事業主は、要件の確認に用いた書類等を保存しておく必要はないが、

例えば、派遣元管理台帳に記録を残しておくなど、どのような種類の書類等に

より要件の確認を行ったかが分かるようにしておく必要がある。ただし、要件
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の確認を誓約書の提出により行った場合には、事後のトラブル等を未然に防止

するためにも、当該誓約書を派遣元管理台帳と合わせて管理しておくこと。そ

の際、書類等による確認ではなく誓約書によることとなった理由についても分

かるようにしておくこと。 

 

18～27 （略） 

 

28 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべ

き措置に関する指針 

「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ず

べき措置に関する指針」（以下第７において、「日雇派遣指針」という。）の取扱い

等については、以下のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置（日雇派遣指針第２の５） 

  労働契約締結後に労働者派遣契約が解除された場合、派遣元事業主は派遣先

と連携して新たな就業機会の確保を図るとともに、これが確保できない場合に

は、休業による雇用の維持や休業手当の支払い等を行う必要があること。日々雇

用の派遣労働者の場合であっても、休業手当の支払い等により当該措置を適切に

講ずる必要があることに留意すること。 

(4)～(8) （略） 

 

29 （略） 

 

の確認を誓約書の提出により行った場合には、事後のトラブル等を未然に防止

するためにも、当該誓約書を派遣元管理台帳と合わせて管理しておくことが望

ましい。その際、書類等による確認ではなく誓約書によることとなった理由に

ついても分かるようにしておくことが望ましい。 

 

18～27 （略） 

 

28 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべ

き措置に関する指針 

「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ず

べき措置に関する指針」（以下第７において、「日雇派遣指針」という。）の取扱い

等については、以下のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

(3)～(7) （略） 

 

29 （略） 
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新 旧 

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 

（平成11年労働省告示第137号） 

（最終改正 令和２年厚生労働省告示第346号） 

 

第１ 略 

 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

１～７ （略） 

８ 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 

(1)～(4) （略） 

(5)  派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

イ （略） 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労

働契約の締結時までに教育訓練計画を説明しなければならないこと。ま

た、派遣元事業主は、当該教育訓練計画に変更があった場合は、その雇用

する派遣労働者に対し、速やかにこれを説明しなければならないこと。 

ハ～ホ （略） 

(6)～(10)  （略） 

９～16 （略） 

 

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 

（平成11年労働省告示第137号） 

（最終改正 平成30年厚生労働省告示第427号） 

 

第１ 略 

 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

１～７ （略） 

８ 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 

(1)～(4) （略） 

(5)  派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

イ （略） 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労

働契約の締結時までに教育訓練計画を周知するよう努めること。また、派

遣元事業主は、当該教育訓練計画に変更があった場合は、その雇用する派

遣労働者に対し、速やかにこれを周知するよう努めること。 

ハ～ホ （略） 

(6)～(10)  （略） 

９～16 （略） 
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新 旧 

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために 

派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 

（平成20年厚生労働省告示第36号） 

（最終改正 令和２年厚生労働省告示第346号） 

 

第１ 略 

 

第２ 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

１～４ （略） 

５ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 

(1) （略） 

(2) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に

日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の

解除が行われた場合には、互いに連携して、当該派遣先の関連会社での就

業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣労働者の新た

な就業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派

遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず

休業等を行い、当該日雇派遣労働者の雇用の維持を図るようにするととも

に、休業手当の支払等の労働基準法（昭和22年法律第49号）等に基づく責

任を果たすこと。 

(3)～(4)  （略） 

 

第３～第４ （略） 

 

第５ 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示 

１ 派遣元事業主は、労働基準法第15条に基づき、日雇派遣労働者との労働契約

の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務

に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項（労使協定に基づく

日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために 

派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 

（平成20年厚生労働省告示第36号） 

（最終改正 平成27年厚生労働省告示第395号） 

 

第１ 略 

 

第２ 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

１～４ （略） 

５ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 

(1) （略） 

(2) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に

日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の

解除が行われた場合には、互いに連携して、当該派遣先の関連会社での就

業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣労働者の新た

な就業機会の確保を図ること。 

 

 

 

 

(3)～(4)  （略） 

 

第３～第４ （略） 

 

第５ 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示 

１ 派遣元事業主は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第15条に基づき、日雇

派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の

場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する
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賃金の一部控除の取扱いを含む。）及び退職に関する事項について、書面の交

付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件についても、書面の

交付により明示を行うよう努めること。 

２ （略） 

 

第６～第13 （略） 

事項（労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。）及び退職に関する

事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働

条件についても、書面の交付により明示を行うよう努めること。 

２ （略） 

 

第６～第13 （略） 

 

 



第７ 派遣先の講ずべき措置等 

 

新 旧 

第７ 派遣先の講ずべき措置等 

 

１・２ （略） 

 

３ 適正な派遣就業の確保 

(1) （略） 

(2) 苦情の適切な処理 

イ・ロ （略） 

ハ 苦情の処理の方法  

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

(ﾊ) 派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに当たっては、派遣先の労働組

合法上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令の内容に

留意し、特に、法の規定により、派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使

用する事業者とみなして適用する労働関係法令上の義務に関する苦情等につ

いては、誠実かつ主体的に対応しなければならないこと。 

(ﾆ) （略） 

ニ （略）  

(3)～(6) （略） 

 

４～21 （略） 

第７ 派遣先の講ずべき措置等 

 

１・２ （略） 

 

３ 適正な派遣就業の確保 

(1) （略） 

(2) 苦情の適切な処理 

イ・ロ （略） 

ハ 苦情の処理の方法  

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

(ﾊ) 派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに当たっては、派遣先の労働組

合法上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令の内容に

留意する必要がある。 

 

 

(ﾆ) （略） 

ニ （略）  

(3)～(6) （略） 

 

４～21 （略） 
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新 旧 

派遣先が講ずべき措置に関する指針 

 （平成11年労働省告示第138号） 

（最終改正 令和２年厚生労働省告示第346号） 

 

第１ 略 

 

第２ 派遣先が講ずべき措置 

１～６ （略） 

７ 適切な苦情の処理 

(1) （略） 

(2) 苦情の処理を行う際の留意点等 

派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組

合法（昭和24年法律第174号）上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央

労働委員会の命令に留意し、特に、労働者派遣法第44条の規定により派遣

先の事業を派遣中の労働者を使用する事業と、労働者派遣法第45条及び第

46条の規定により派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業

者と、労働者派遣法第47条の２から第47条の４までの規定により労働者派

遣の役務の提供を受ける者を派遣労働者を雇用する事業主とみなして労働

関係法令を適用する事項に関する苦情については、誠実かつ主体的に対応

しなければならないこと。また、派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受

ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先と

の連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるとともに、派遣労

働者の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明

すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の

内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に

当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知するこ

と。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派

派遣先が講ずべき措置に関する指針 

（平成11年労働省告示第138号） 

（最終改正 平成30年厚生労働省告示第428号）） 

 

第１ 略 

 

第２ 派遣先が講ずべき措置 

１～６ （略） 

７ 適切な苦情の処理 

(1) （略） 

(2) 苦情の処理を行う際の留意点等 

派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組

合法（昭和24年法律第174号）上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央

労働委員会の命令に留意すること。また、派遣先は、派遣労働者の苦情の

申出を受ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と

派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるととも

に、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労

働者に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた年月

日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦

情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に

通知すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由とし

て、当該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。 
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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。 

９～18 （略） 

 

 

９～18 （略） 

 

 


