
第４ 事業報告等 

 

新 旧 

第４ 事業報告等 

 

１～３ （略） 

 

４ 事業所ごとの情報提供 

(1)・(2) （略） 

 (3) 情報提供の方法等 

イ 情報提供の方法は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこ

ととする（則第18条の２第１項）。なお、派遣元指針により、情報提供に当た

っては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に

必要な情報を提供することを原則とすることとされているので留意すること。 

「その他の適切な方法」としては、例えば、事業所への書類の備付けやパン

フレットの作成等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法による

ことが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、上記のインタ

ーネットの利用が原則とされていることにかんがみ、自社でホームページを有

していない場合等については積極的に活用することが求められる。 

 

 

ロ～ホ （略） 

 

５・６ （略） 

第４ 事業報告等 

 

１～３ （略） 

 

４ 事業所ごとの情報提供 

(1)・(2) （略） 

 (3) 情報提供の方法等 

イ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他

の適切な方法により行うこととする（則第18条の２第１項）。なお、派遣元指

針により、マージン率及び（２）のヘの事項の情報提供に当たっては、常時イ

ンターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提

供することを原則とすることとされているので留意すること。 

「その他の適切な方法」としては、例えば、パンフレットの作成や人材サー

ビス総合サイトの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法

によることが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、上記の

インターネットの利用が原則とされていることにかんがみ、自社でホームペー

ジを有していない場合等については積極的に活用することが望ましい。 

 

ロ～ホ （略） 

 

５・６ （略） 
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新 旧 

第６ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

１ （略） 

 

２ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置 

(1) 概要 

 派遣元事業主は、後述の個人単位の期間制限（同じ組織単位で3年）（16参照

）に達する見込みの派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを

希望する場合は、以下のいずれかの措置を講じなければならない。（法第 30 条

第２項） 

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 

③ 派遣元事業主において無期雇用 

④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置 

 このうち、①を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②か

ら④のいずれかを講ずるものとする。（則第25条の２第２項） 

 1 年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人

単位の期間制限に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であっ

て、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は

、上記①から④までのいずれかを講ずるよう努めるものとする。 

  上記に加え、当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労

働者（雇用しようとする者を含む）に対しては、②から④のいずれかの措置を講

ずるように努めなければならない。 

  派遣元事業主は、雇用安定措置（法第30条に規定する措置をいう。以下同じ。

）を講ずるに当たっては、対象となる派遣労働者が希望する措置の内容を聴取

し、その内容を派遣元管理台帳に記載しなければならない。（則第25条の２第３

項及び第31条第10号） 

(2) （略） 

第６ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

１ （略） 

 

２ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置 

(1) 概要 

 派遣元事業主は、後述の個人単位の期間制限（同じ組織単位で3年）（16参照

）に達する見込みの派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを

希望する場合は、以下のいずれかの措置を講じなければならない。（法第 30 条

第２項） 

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 

③ 派遣元事業主において無期雇用 

④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置 

 このうち、①を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②か

ら④のいずれかを講ずるものとする。（則第25条の２第２項） 

 1 年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人

単位の期間制限に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であっ

て、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は

、上記①から④までのいずれかを講ずるよう努めるものとする。 

  上記に加え、当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労

働者（雇用しようとする者を含む）に対しては、②から④のいずれかの措置を講

ずるように努めなければならない。 

 

 

 

 

(2) （略） 
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(3) 具体的な措置の内容 

 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所

その他派遣就業の場所（以下「派遣先の事業所等」という。）における同一の組

織単位の業務について継続して１年以上の期間派遣労働に従事する見込みがあ

る者等の一定の者（以下「特定有期雇用派遣労働者等」という。）に対して、次

のイからホまでのいずれかの措置を講ずるように努めなければならない（法第

30条第１項、則25条の２）。 

また、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して１

年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者（以下「特

定有期雇用派遣労働者」という。）のうち、３年間当該労働者派遣に係る労働に

従事する見込みがある者については、次のイからホまでのいずれかの措置を講

じなければならず、イの措置を講じた場合であって、その後派遣先に雇用され

なかった場合には、ロからホまでのいずれかの措置をさらに講じなければなら

ない（法第30条第２項、則第25条の２第２項）。 

 

この「特定有期雇用派遣労働者等」とは、次の①～③に掲げる者をいう（則

第25条）。 

①～③ （略） 

（派遣元事業主が講ずべき措置） 

イ～ホ （略）  

(4) （略） 

(5) 措置を講ずるに当たっての希望の聴取 

イ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労

働者等から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する雇用安定措置の内容を

聴取しなければならない。（則第25条の２第３項） 

 例えば、当該特定有期雇用派遣労働者等に対し、キャリアコンサルティング

や労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電子メールを

活用すること等により、希望する措置の内容を聴取すること。 

なお、措置を講ずるに当たっての希望の聴取は、(7)ホの労働者派遣の終了後

に継続して就業する希望の有無の把握と併せて行うこと。 

(3) 具体的な措置の内容 

 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所

その他派遣就業の場所（以下「派遣先の事業所等」という。）における同一の組

織単位の業務について継続して１年以上の期間派遣労働に従事する見込みがあ

る者等の一定の者（以下「特定有期雇用派遣労働者等」という。）に対して、次

のイからホまでのいずれかの措置を講ずるように努めなければならない（法第

30条第１項、則25条の２）。 

また、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して１

年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者（以下「特

定有期雇用派遣労働者」という。）のうち、３年間当該労働者派遣に係る労働に

従事する見込みがある者については、次のイからホまでのいずれかの措置を講

じなければならず、イの措置を講じた場合であって、その後派遣先が当該派遣

労働者に対し労働契約の申込みをしなかった場合には、ロからホまでのいずれ

かの措置をさらに講じなければならない（法第30条第２項、則第25条の２第２

項）。 

この「特定有期雇用派遣労働者等」とは、次の①～③に掲げる者をいう（則

第25条）。 

①～③ （略） 

（派遣元事業主が講ずべき措置） 

イ～ホ （略） 

(4) （略） 

（新設） 
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ロ 聴取に当たっては、あらかじめ、第１号から第４号までの措置の内容（特定有

期雇用派遣労働者以外の者については第２号から第４号までの措置の内容）を

示しながら、当該事業所で想定される具体的な措置の内容を説明した上で行う

こととするが、いずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねられるも

のであるため、特定の措置を希望するよう示唆しないこと。また、希望する措置

については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望ましい。 

ハ 聴取した日時及び内容は、派遣元管理台帳に記録し、３年間保存すること。（

則第31条第10号、法第37条第１項）（20参照） 

 

(6) 講ずべき措置の内容についての留意点 

イ 雇用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の意向を

尊重することが重要であることから、(5)により聴取した内容を踏まえ、派遣労

働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。 

ロ (3)イについて、義務対象者においては、当該派遣先で直接雇用されなかった

場合には別の措置を講じなければならないことに留意し、時間的な余裕をもっ

て行うことが望ましい。なお、どの雇用安定措置を講ずるかは派遣元事業主の

裁量に委ねられているが、派遣労働者が直接雇用の依頼を希望している場合は

、(3)イの直接雇用の依頼により直接雇用が実現するよう努めること。 

 

さらに、(3)イの直接雇用の申込みを依頼するにあたっては、派遣元事業主は

派遣先に対して書面の交付等により行うことが望ましいこと。 

ハ～ヘ （略） 

(7) その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置に関する留意

点 

イ～ニ （略） 

ホ 雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該措置の対象となる特定有期雇用派

遣労働者等（近い将来該当する見込みのある者を含む。）に対し、キャリアコン

サルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電

子メールを活用すること等により、継続して就業する希望の有無及び（5）によ

る希望する措置の内容を把握すること。なお、特定有期雇用派遣労働者になる可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 講ずべき措置の内容についての留意点 

（新設） 

 

 

イ (3)イについて、義務対象者においては、当該派遣先で直接雇用されなかった

場合には別の措置を講じなければならないことに留意し、時間的な余裕をもっ

て行うことが望ましい。なお、どの雇用安定措置を講ずるかは派遣元事業主の

裁量に委ねられているが、派遣労働者に継続就業の希望を聴取した際に直接雇

用の依頼を希望していることを把握した場合は、(3)イの直接雇用の依頼により

直接雇用が実現するよう努めること。 

さらに、(3)イの直接雇用の申込みを依頼するにあたっては、派遣元事業主は

派遣先に対して書面の交付等により行うことが望ましいこと。 

ロ～ホ （略） 

(6) その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置に関する留意

点 

イ～ニ （略） 

ホ 雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該措置の対象となる特定有期雇用派

遣労働者等（近い将来該当する見込みのある者を含む。）に対し、キャリアコン

サルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電

子メールを活用すること等により、継続して就業する希望の有無及び希望する

措置の内容を把握するよう努めること。なお、特定有期雇用派遣労働者になる可
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能性のある者について、継続して就業することの希望の有無は、当該派遣労働者

に係る派遣就業が終了する日の前日までに聴取しなければならないが、可能な

限り早期に把握することが望ましいこと。また、(5)による希望の聴取に当たっ

ては、当該派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に希望する雇

用安定措置の内容について聴取を行い、十分な時間的余裕をもって当該雇用安

定措置に着手すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

ヘ～チ （略） 

(8) （略） 

 

３～19 （略） 

 

20 派遣元管理台帳 

(1) 派遣元管理台帳の作成、記載 

イ～ニ （略） 

ホ 派遣元管理台帳の記載事項 

派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければならない（法第37条第１項、

則第31条）（第５の２の(1)のイの(ﾊ)参照）。 

①～⑲ （略） 

⑳ 雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容 

  派遣労働者から聴取した日付、派遣労働者が希望する措置の内容について記

載すること。 

㉑ （略） 

（参 考） 派遣元管理台帳の例 

能性のある者について、継続して就業することの希望の有無は、当該派遣労働者

に係る派遣就業が終了する日の前日までに聴取しなければならないが、可能な

限り早期に把握することが望ましいこと。 

 

 

 

ヘ また、雇用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の

意向を尊重することが重要であることから、雇用安定措置を講ずるに当たって

は、当該雇用安定措置の対象となる派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講

ずるよう努めること。また、当該派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前では

なく、早期に希望する雇用安定措置の内容について聴取を行い、十分な時間的

余裕をもって当該雇用安定措置に着手すること。 

ト～リ （略） 

(7) （略） 

 

３～19 （略） 

 

20 派遣元管理台帳 

(1) 派遣元管理台帳の作成、記載 

イ～ニ （略） 

ホ 派遣元管理台帳の記載事項 

派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければならない（法第37条第１項、則

第31条）（第５の２の(1)のイの(ﾊ)参照）。 

①～⑲ （略） 

（新設） 

 

 

 ⑳ （略） 

（参 考） 派遣元管理台帳の例 
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１～19 （略） 

 20 希望する雇用安定措置の内容 

   ○年○月○日  派遣先への直接雇用の依頼を希望（雇用形態：正社員

） 

 21 （略） 

 

(2) （略） 

 

21～29 （略） 

１～19 （略）  

（新設） 

 

 

 20 （略） 

 

(2) （略） 

 

21～29 （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347号） 

 

第１ 略 

 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

１～15 （略） 

16 情報の提供 

派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択

できるよう、労働者派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派

遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の

額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項、労働者派遣法第30条の

４第１項の協定を締結しているか否かの別並びに当該協定を締結している場

合における協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期等の情

報提供に当たっては、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわ

け派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。また、労働者派

遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育訓練計画

については、インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情

報提供することが望ましいこと。 

 

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 

１～15 （略） 

16 情報の提供 

派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択

できるよう、労働者派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派

遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の

額の平均額で除して得た割合（以下この16において「マージン率」という。）、

教育訓練に関する事項、労働者派遣法第30条の４第１項の協定を締結している

か否かの別並びに当該協定を締結している場合における協定対象派遣労働者

の範囲及び当該協定の有効期間の終期（以下この16において「協定の締結の有

無等」という。）等に関する情報を事業所への書類の備付け、インターネット

の利用その他の適切な方法により提供すること。特に、マージン率及び協定の

締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く

関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。

また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び

教育訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法により関

係者に対し情報提供することが望ましいこと。 

 


