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優良派遣事業者認定の流れ

よくある質問

はじめに

～優良な派遣会社になるために～
「優良派遣事業者認定制度」は、平成 25 年度より厚生
労働省委託事業である優良派遣事業者推奨事業によって
制度設計・推進・運営されてきた、一定の基準を満たす事
業者を優良な派遣事業者として認定する制度です。
この制度は、有識者や労使の代表等で構成される認証
委員会で定められた認定基準を活用して、社会的信用を
得られるような派遣事業者の認定を行っております。
平成 27 年度は、52 社の企業が優良と認定され、累
計で 137 社となりました。2 年目となった昨年度は、
初年度と比較して認定事業者の規模や本社所在地エリア
が拡大し、幅広い企業が認定されるようになりました。
この『優良派遣事業者認定制度テキストブック』は、
認定審査を受けようとする派遣事業者が、認定制度・認
定基準の項目理解を深め、自主点検を行う為のガイド
ブックです。認定基準を利用して自主点検を行い、優良
派遣事業者を目指すにあたってどの項目が未対応・未整
備なのかを把握するとともに、もし認定制度の審査を
受けるならどのような視点で審査されるのかを知ること
で、項目クリアに向けた自社の新たな取り組み方法を見
出すことができるかもしれません。
また、認定制度の審査をまだ具体的に考えていない事業
者も、認定基準を利用して自主点検を行い、優良派遣事業
者を目指すにあたって未対応や未整備な項目を洗い出し、
自社の事業運営品質の向上に活用する事も可能です。
このガイドブックは「優良派遣事業者認定制度」の概
要や認定取得企業の取組事例など、認定取得に有益な情
報も多数掲載しました。
「専用サイトに掲載されている
チェックリストだけでは、何を審査されるのかわからな
い」
「具体的に何から始めればいいの？」と昨年度まで
に寄せられた質問・疑問を中心に、できるだけわかりや
すく解説していますので、ご活用いただけると幸いです。
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このテキストの使い方
STEP

1

まずは認定制度のチェックリストを使って、
自己診断してみましょう
チェック項目は全部で 85 項目です。実際にチェックリストを使用して、
現在どれぐらい基準をクリアしているかを確認してみましょう。

P5 〜 P9

STEP

2

チェックリストで不安のある項目について調べてみましょう
STEP1 の自己診断で「できていないな」
「不安だな」という項目に関する説明を読んでみて、
どのような対策を取れば項目をクリアできそうか調べてみましょう。

P11 〜 P38

STEP

3

昨年度優良認定を受けた会社の取り組み事例を参考にしてみましょう
昨年度認定を受けた会社がどのように優良認定を取ったかを学ぶことで、
もしかしたらその中に自社で活かせるヒントがあるかもしれません。

P39 〜 P45

STEP

4

自社が優良な水準まで達したら、
「 優 良 派 遣 事 業 者 認 定 」の 取 得 を 検 討 し て み ま し ょ う
優良派遣事業者認定制度の仕組みや流れやスケジュール感などについて把握し、審査に応募してみましょう。
また参考までに、認定を受けた会社の傾向を見て、認定取得の対策に役立てましょう。

P47 〜 P50

STEP

5

こ の テ キ ストに載っていることで
わ か ら な い こ と などは、相談してみましょう
テキストを活用することで、優良な派遣会社の水準や、優良認定に向けた知識は一通り身につけられます。
しかし、Column5 のよくある質問にも無く、どうしても理解ができない場合には、相談窓口に問い合わせすることができます。

P51 〜
4

平成 27 年度 優良派遣事業者認定制度チェックリスト
このテキストでは、優良派遣事業者認定制度チェックリストを使用して、優良水準を判断します。
さっそく全 85 項目をチェックしてみましょう。
基本用語について
「派遣社員」 派遣社員として派遣会社と労働契約を締結している者
「派遣社員等」派遣社員に加えて、派遣就業を希望して派遣会社に登録している者を含む
「内勤社員」 雇用形態を問わず、派遣会社の派遣元責任者、営業、マッチング、登録、フォロー、相談窓口等に従事する社員
「仕組み」

会社の業務の流れとして遵守運用され、書面等で明文化されているルールやマニュアルのこと

「社内体制」 情報管理システムや教育プログラムなど、仕組みを実際に運用するための設備・環境・組織体制のこと
「明示」

当該情報が必要とされる立場の者の手許に残る形で文書・ＦＡＸ・メール等で通知・伝達されていること
（口頭のみは不可）

「説明」

口頭や書面にて、当該事項の詳細を伝えるだけではなく、質疑応答ができること

「公開」

社外に対して広く示されており、誰でも見たり聴いたりできる環境にあること

「周知」

当該情報が必要と考えられる相手に対して積極的に知らせ、その理解を図っていること

Ⅰ 事業体に関する基準
Ⅰ - 1 事業健全性
□

No

① 事業経営
P12

□

▲

P12

□

▲

P12

□

▲

P12

□

▲

P12

□

▲

P13

□

▲

P13

□

▲

P13

□

▲

P13

□

▲

P13

□

▲

P14

□

▲

2 b）内勤社員の体制について説明できる

▲

1 a）経営方針等を社内啓発・発信ならびに社外公開している

P14

□

② 財務状況 ※№３もしくは№４のいずれか１つ以上を満たすこと

3 a）直近事業年度３年間のうち、当期純利益が連続して赤字となる事業年度がない
4 b）申請時の当座比率が 100％以上である
③ 法令遵守

5 a）各種労働関連法制（労働者派遣法、職業安定法、労働契約法等 ) を遵守している
各種労働関連法制（労働者派遣法、職業安定法、労働契約法等 ) を遵守するために、
必要に応じて内勤社員に対して教育をしている

6 b）

7 c）派遣先との取引の可否に関する基準を設けている
8 d）提供が義務付けられている情報を正確かつわかりやすいものにしている
④ 非常時の危機管理

9 a）非常時に内勤社員・派遣社員の安否確認が可能な社内体制にある
10 b）非常時に通常業務（給与支払・契約管理等 ) を継続できる社内体制にある
Ⅰ - 2 社内監査体制
① 社内監査体制

11 a）業務の適正を確保するための社内規程・マニュアル等を策定し、運用している
12 b）業務が適正に行われている（業務内容、社内規程、マニュアル等の運用等）ことを監査する仕組みがある

5

Ⅰ - 3 情報管理・保護
① 個人情報保護 ※プライバシーマークを取得している場合は、個別の審査は行いません。

P15

□

P15

□

P15

□

P15

□

▲

P15

□

▲

P15

□

▲

P18

□

▲

P18

□

▲

P19

□

▲

P19

□

▲

P19

□

▲

P19

□

▲

P20

□

▲

P20

□

▲

P20

□

▲

19 g）個人情報漏えい等の発生時には迅速に対応できる社内体制である

□

▲

個人情報の取扱いを他社に委託して行う場合は、個人情報保護体制ができている事業者を選び、
適切に管理監督をしている

P14

▲

18 f）

□

▲

17 e）個人情報の利用目的の特定を行い、それを応募者及び派遣社員等に通知している

P14

▲

16 d）個人情報保護教育を内勤社員に実施している

□

▲

15 c）個人情報を適切に管理する社内体制にある

P14

▲

14 b）個人情報の管理に関して具体的な対処の仕方について記載された個人情報保護規程がある

▲

13 a）個人情報保護方針（プライバシーポリシー ) を定め、自社のホームページやパンフレット等に明示している

P20

□

② 機密情報保護 ※ 20 ～ 21 ＩＳＭＳを取得している場合

20 a）業務上知りえた派遣先に係る情報を適切に管理する仕組みがある
21 b）情報セキュリティに対するリスクマネジメントが確立されている

Ⅱ 派遣社員の適正就労とフォローアップに関する基準
Ⅱ - 1 派遣社員の募集・採用
① 募集・採用
※登録型派遣事業を行っている場合
応募や登録に関する手続きが円滑になされるように、登録をしようとする者に準備や手順を予め説明している

22 a）

派遣社員であることがわかるよう、募集が適正になされており、採用の前に業務内容や就業条件、
就業場所等についての説明がなされている

23 b）

Ⅱ - 2 派遣社員の安定就労とフォローアップ
① 派遣社員への就労支援

24 a）派遣元事業主の取り扱う主な仕事情報について、あらかじめ情報提供をしている
※登録型派遣事業を行っている場合
最新の仕事情報が派遣社員等に行き渡るような仕組みがあり、周知している

25 b）

※登録型派遣事業を行っている場合
派遣社員等に仕事を提示する際に、可能な限り労働条件、仕事の内容、必要なスキルを具体的に説明している

26 c）

② 派遣社員の権利・義務の周知

27 a）派遣社員等に対して労働者としての権利・義務や派遣就労する際に必要な知識等について周知をしている
③ 派遣社員への就業条件等の通知

28 a）派遣就業前に、就業規則を派遣社員等に説明し了解を得、その後も常に確認できる状態にしている
29 b）派遣就労に際して、就業条件明示書や労働条件通知書を派遣社員等に説明し了解を得た上で渡している
④ 派遣先事業所の環境の把握

30 a）派遣社員が安定して就労できるように、派遣開始直後に就業状況や就業環境を確認する仕組みがある
31 b）定期的に派遣先事業所を訪問等することで、派遣社員の状況を把握している
6
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⑤ 派遣社員の雇用安定
▲

P21

□

▲

P21

□

▲

P21

□

▲

P22

□

▲

P22

□

▲

P22

□

▲

P22

□

▲

P22

□

▲

P23

□

▲

P23

□

▲

P23

□

▲

P23

□

▲

P23

□

▲

P24

□

▲

P24

□

▲

P24

□

▲

32 a）派遣社員に対して、派遣元事業主自ら雇用安定のための対応を行っている

P24

□

※登録型派遣事業を行っている場合

33 b）派遣契約の更新がなされず、次の派遣先の紹介がなされない派遣社員等に対して、
現状を把握し今後の派遣就労に活かせるように情報収集し得る仕組みがある

⑥ 派遣社員の要望等の把握と満足度の向上

34 a）派遣社員から就業状況等に関する満足度や要望等を適切に把握し、必要な場合は業務改善を図っている
Ⅱ - 3 派遣社員の雇用管理
① 労働・社会保険の加入

35 a）派遣社員等及び応募者に対して、労働・社会保険の制度を説明し、加入対象となる者を加入させている
36 b）労働・社会保険の適用対象であった派遣社員等に対して、離職後に労働・社会保険の給付について説明している
② 派遣社員の相談窓口の設置

37 a）派遣社員等の相談や苦情を受け付ける相談窓口を設置し、周知している
派遣社員等から派遣元に寄せられた不満や苦情について、適切に対応・改善がなされ、
かつ記録・内部報告がなされている

38 b）

派遣社員等に対して、相談や苦情を申し出ることができる社外の相談窓口 ( 公的機関等 ) を
積極的に周知している

39 c）

40 d）派遣社員等の就業上の悩みや不安、希望に関する相談等について、外部の専門家を紹介できる仕組みがある
③ 派遣社員の健康状況配慮

41 a）派遣社員の健康診断結果に配慮した対応ができる仕組みがある
42 b）派遣社員のメンタルヘルスへの対応を実施している
43 c）派遣社員に過度な超過勤務がある場合はその解消を派遣先に働きかけている
44 d）派遣社員が妊産婦である場合に母性健康管理のための取組を実施している
④ 派遣社員への安全衛生教育の実施

45 a）派遣社員の安全衛生教育を実施している
⑤ ワークライフバランスへの配慮
派遣社員に対して、年次有給休暇の取得促進の取組 ( 周知、年次有給休暇日数の開示、派遣先への働きかけ等 )
を行っている

46 a）

派遣社員に対して産前産後休業、育児・介護休業、子の看護休暇制度を周知し、
派遣先の協力を含め取得促進の取組を行っている

47 b）

就労期間にブランクのある派遣社員等に対して、補助的教育や、軽易な業務の紹介、
勤務体制への配慮などの就労復帰を支援する仕組みがある

48 c）

7

Ⅲ 派遣社員のキャリア形成と処遇向上の取り組みに関する基準
Ⅲ - 1 派遣社員のキャリア形成
① キャリアコンサルティング

P26

□

P26

□

▲

P26

□

▲

P27

□

▲

P27

□

▲

P27

□

▲

P27

□

▲

P28

□

▲

P28

□

▲

P29

□

▲

P29

□

▲

P29

□

▲

P29

□

▲

P30

□

▲

P30

□

▲

P31

□

▲

P31

□

▲

P31

□

▲

51 c） 内勤社員のキャリアコンサルタント資格取得を奨励している

□

▲

50 b）派遣社員等に対し、能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングやアドバイスを適切な時期に行っている

P26

▲

派遣社員等向けの能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングの仕組み ( 社外・社内問わず ) があり、
周知している

▲

49 a）

P31

□

② 派遣社員の適性判断

52 a） 派遣社員等の仕事に対する適性を面接・試験等を通して把握・記録している
③ 派遣社員の就業状況等の把握と評価

53 a） 派遣社員等の就業状況や技能を評価する基準を設けている
54 b）

派遣社員等から、適切な時期に仕事の状況変化や技能向上に関する情報を収集し、
内勤社員が共有できるよう記録・管理している

55 c）

派遣先から、適切な時期に就業状況や技能向上に関する情報を収集し、
内勤社員が共有できるよう記録・管理している

56 d）派遣社員に対して、就業状況や技能についての評価を適切な時期にフィードバックしている
④ キャリア形成に配慮した仕事紹介

57 a）

派遣社員等の経験・知識・技能に関する情報や評価記録を継続的に管理し、
それらをもとにマッチングする仕組みがある

58 b）

派遣社員等のキャリア形成に関する希望について把握しており、
それらを考慮した仕事への配置や派遣先選択の仕組みがある

⑤ 派遣社員の教育研修

59 a） 派遣社員等に対して、派遣先で必要となる知識に係る教育を就労前に実施している
60 b）派遣社員等の仕事に役立つ教育研修機会を提供している
61 c）

※№ 61 または№ 62 のうちいずれか１つ以上を満たしていること
派遣社員に必要な教育研修の機会提供を派遣先に働きかけている

※№ 61 または№ 62 のうちいずれか１つ以上を満たしていること
62 d） 派遣社員の希望や能力、経験に応じて、仕事の難易度を上げたり、仕事の幅を広げたりできるよう、
派遣先に働きかけている

⑥ 正社員希望者への対応

63 a） 派遣先等における正社員への転換に関する派遣社員等の希望を把握している
64 b）派遣社員等の希望に応じて、派遣先等における正社員への転換を推進している
Ⅲ - 2 派遣社員の処遇向上
① 派遣社員の処遇向上

65 a） 派遣社員の賃金等の決定に当たって、派遣先社員等の賃金水準との均衡を考慮する仕組みがある
66 b）

派遣社員のキャリアアップの成果（就業状況の評価等）や派遣先社員との均衡も勘案し、
派遣社員への賃金等の見直しの機会を設けている

② 就労時の福利厚生の充実

67 a）

派遣社員が派遣先での円滑な就業に必要と考えられる施設や設備を、派遣先の労働者と同様に利用できるよう、
派遣先に働きかけている

68 b）派遣元事業主として、派遣社員の福祉の増進に資する支援を行っている
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平成 27 年度 優良派遣事業者認定制度チェックリスト

Ⅳ 派遣先へのサービス提供に関する基準
Ⅳ -1 派遣先ニーズへの対応
① 派遣先情報の収集・人材活用の提案
□

P34

□

▲

P34

□

▲

P34

□

▲

P35

□

▲

P35

□

▲

P35

□

▲

P35

□

▲

P36

□

▲

P36

□

▲

P37

□

▲

P37

□

▲

P37

□

▲

P37

□

▲

P37

□

▲

P38

□

▲

派遣先の業務内容、就業条件（勤務時間・曜日等 )、福利厚生、安全衛生に関する事項等の情報を正確かつ
詳細に収集し、記録を適切に管理する仕組みがある

71 c）

P34

▲

派遣先の職種や事情に応じて、
派遣先に労働者派遣の提案（ニーズ聴取や最適な提案、担当者の決定等 ) ができる

70 b）

▲

69 a）企業からの派遣依頼に対して適切に対応できる体制がある

P38

□

② 派遣社員の人選

72 a）候補者を決定する際に社内で組織的に確認する手続きがある
③ 派遣契約の管理

73 a）派遣契約内容を遺漏なく派遣先に理解してもらうための仕組みがある
74 b）派遣先と派遣社員双方に対し派遣契約の更新を早期に確認し、派遣契約の適切な管理をしている
④ 派遣先満足度の把握・向上

75 a）派遣会社に対する派遣先の満足度を適切な時期に把握し、必要な改善を図っている
76 b）派遣先のニーズと派遣社員のニーズとのミスマッチについて、その実態を把握・分析している
77 c）派遣先からの不満や苦情について、対応・改善がなされ、かつ記録が社内で共有されている
Ⅳ -2 派遣先の就業環境の整備
① 派遣先の就業環境の整備

78 a）派遣先に対して、契約締結時及び定期的に、派遣社員の安全に対する配慮を求め、連携を取っている
Ⅳ -3 派遣先での苦情・トラブル予防
① 派遣先からの相談受付対応

79 a）派遣先からの相談受付窓口が明確であり、迅速に対応できる仕組みがある
② 派遣先へのコンプライアンス啓発
派遣先に対して、派遣の仕組みを説明し、派遣社員の受け入れに際して注意すべき事項（指揮命令等）を
周知している

80 a）

81 b）労働者派遣法等の遵守のために必要な事項を、派遣先に対して周知している
82 c）派遣先での派遣社員等の管理体制や就業実態が、派遣契約に合致していることを確認している
83 d）派遣先からの派遣労働関連の問い合わせに対して、迅速かつ正確に回答ができる仕組みがある
③ 派遣社員への基礎教育

84 a）派遣社員等に機密保持教育を実施している
85 b）派遣社員等にマナー、服装、就労の心構え等を確認させる機会を設けている
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Column

1

認定審査を受けるための体制作り
認定審査を受けるためには、まずはどのような準備が必要でしょうか。
審査にあたっての準備の仕方は、派遣会社によって様々です。以下のポイントを参考にして、体制づくりを進めましょう。

担当部署を決める
まずはじめに、優良認定取得に向けての準備を推進する責任部
署を決めます。
担当部署は既存の部署に任せる場合と、優良認定取得のための
一時的なプロジェクトチームを作る場合があります。いずれにし

担当部署をどのように機能させるか？
準備の進め方は、主に 2 つの方法に分かれるようです。
1つは、既存部署やプロジェクト責任者が全社業務の流れが判っ
ている場合には、
既存部署でチェック項目を洗い直す方法があります。
まず、全てのチェック項目を幾つかのレベルに振り分けます。

ても優良認定を取得するだけではなく、優良認定取得後も認定基
準を満たした事業運営を継続していくことを想定して決定するの
が良いでしょう。
またプロジェクトの場合は、その責任者は取得後の運営に携わ
る部署の長であることが望ましいと思われます。

❶ 基準を満たしている項目

エビデンスの準備や説明の仕方は自らの部署で行います。
（必要であ
れば、各部署からエビデンスを出してもらいます）
❷ 基準を満たすにはやや足りない項目

経営者や関連部署と、既存の状態の調整を行います。規程・ルール

どのような部署を中心にするのがよいか？
認定審査の範囲は、経営から法務、人事、派遣事業部と多くの
部署をまたぐため、事業経営を補助する部署、例えば「経営企画室」
や「社長室」といった部署が多いようです。プロジェクトの場合は、
複数の部署から横断的に人材を集めることとなりますが、その責任
者としては、同様な部署の責任者が兼務することが多いようです。
また、そのような部署が中心になることで、経営者の意向が直

の部分改正や徹底がこれに当たります。
❸ 基準を満たせていない項目

実績を要するような項目が含まれる場合で、全く実績がなければ今
回の申請は諦めて、次年度に向けて準備することになります。しかし、
慣行・慣習として行われていたり、事例が多く見られている場合もあ
るでしょう。それらを探してエビデンスとしてまとめられないか、規程
として整備できないか検討してみましょう。

接審査に反映されやすくなると思われます。
❶ばかりであれば、最小限の人数で準備ができるでしょう。
❸が多いとかなり労力と時間がかかり、申請を諦める必要があるかも

どのような編成が適当か？
プロジェクトの場合、経理・財務に関することは「経理部」
、キャ
リア形成に関することは「スタッフ支援室」や「教育事業部」
、営
業活動やスタッフフォローに関しては「営業本部」というように、
ほぼ全社から担当者を集める必要があるでしょう。
一方、既存部署が中心になる場合には、各部門への影響力が重
要です。特に営業の現場からの協力を得ることが大切です。
既存部署にしても、プロジェクトにしても、担当者に任せっきり
ということが最も認定を遠ざけます。必要な調整は経営者自らが
行うなど、担当部署あるいはプロジェクトの責任者が指示し、判
断しやすい環境を作ることが重要です。
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しれません。
もう 1 つは、まずチェック項目を全て、各部門に割り振りそれのエ
ビデンスの提出を求める方法です。この場合優良認定を受けるため
に必要な業務であるという部門間でのコンセンサスを取ることが、何
よりも重要です。
また出てきたエビデンスに関しても全体のバランスへの配慮から追
加をお願いしたり省略をお願いしたり、また改変を余儀なくされたり
することも出てきます。こうした場合でも、丁寧な説明をして各部署
の理解を求めることには十分配慮してください。

Ⅰ

第1章

事業体に関する基準
この基準は、「経営方針」「経営の安定性」「法令遵守体制」など、審査を受ける派遣会社の健全性につ
いて審査する基準です。人の雇用を扱うという高い倫理観を求められるこの業界において、その中でも
優良たる基準であるかどうか、また各種法令に関しても当然のように遵守し、派遣労働者や派遣先から
信頼を得られる水準であるかを確認します。
また人材派遣業は、求人広告業や人材紹介業などと違い労働者を雇用するため、賃金が滞りなく支払
えるかといった財務面における安定性も優良派遣事業者としての基準を満たしているかが問われます。

派遣社員

派遣先

Ⅱ
派遣社員の適正就労と
フォローアップに関する基準
Ⅲ
派遣社員のキャリア形成と
処遇向上の取り組みに関する基準

Ⅳ
派遣先へのサービス提供
に関する基準

派遣事業者
Ⅰ
事業体に関する基準
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Ⅰ

第 1 章 事業体に関する基準

Ⅰ-1

事業健全性

1 事業経営
a)

No.

1

!

経営方針等※ 1 を社内啓発・発信ならびに社外公開している
労働者派遣事業の社会的意義をどのように考えて経営しているのか、審査します。
「経営方針」
・

POINT

「代表者のメッセージ」
・
「企業理念」等、名称に関わらず、派遣社員や派遣先も含めた社外のステー
クホルダーに対して発信している内容とそれらを社内に対しても浸透させているかどうかを審査し
ます。発信する内容としては、
「優良派遣事業者行動指針」
（P6）を参考にするとよいでしょう。

用語解説
※1
事業経営の基調についての表現物を
指し、経営理念、社是、行動規範、
社訓等広く解釈する
※2
当座資産÷流動負債× 100
※3
ここでは労働者派遣法を中心とした、
労働者派遣事業を行う上で理解が特

b)

No.

2

!

内勤社員の体制について説明できる
派遣社員・派遣先に対して、十分なサービスが提供できる人員配置がなされているかどうか

POINT

を審査します。労働者派遣事業に、係わる組織・役職名・担当毎の配置人数を記載した組織図、
派遣元事業所ごとの 1 日平均の派遣社員の概数を提示して説明してください。配置される人員
の多寡は審査対象ではありません。

2 財務状況
選択項目 !

3 もしくは 4 のいずれか１つ以上を満たすこと

a)

No.

3

直近事業年度３年間のうち、当期純利益が連続して赤字となる事業年度がない

b)

No.

4

申請時の当座比率※ 2 が 100％以上である

!

労働者派遣事業においては、最低限、派遣社員への賃金の支払いに滞りが出ない資金力があ

POINT

ることが求められます。財務諸表あるいは有価証券報告書を用いて、ご説明ください。3 は単体
あるいは連結で、4 は単体のみで審査します。
なお、3 は連続して赤字ではないこと条件ですので、例えば、平成 25 年度と 26 年度ないし
は、平成 26 年度と 27 年度が連続して赤字になっていると不可になります。一方、25 年度と 27
年度が赤字でも、26 年度が黒字であれば、可となります。

3 法令遵守
a)

No.

!

POINT

5

各種労働関連法制※ 3（労働者派遣法、職業安定法、労働契約法等 ) を遵守
している
申請時に提出する誓約書に、
「直近 5 年間、労働基準法、職業安定法等の法令に重大な違反をし
ていません。
」という項目があります。それを補完するため、ここでは、1の「経営方針等」と同様に、
法令違反をしていないという実績を明確に社内外に宣言をしていることを確認します。
審査期間中または認定後に、行政等の判断に基づき、法令違反の事実が公にされた場合には、
本項目に則って認定不可、認定取消になることがあります。

12

に重要となる法律であり、労働基準法
等の基本的な労働法知識も含まれる

優良派遣認定制度テキストブック

b)

No.

6

!

各種労働関連法制（労働者派遣法、職業安定法、労働契約法等 ) を遵守する
ために、必要に応じて内勤社員に対して教育をしている
各種労働関連法制についての社員教育を、入社時や定期的に実施していることに加え、法改

POINT

正に合わせて随時、教育しているかどうかを審査します。教育研修やコンプライアンステスト等の
実施記録や、研修時の教材・資料などを提示してください。
（インターネット、イントラネット等を
利用して実施している場合には、PC 等を用いて、実際にその具体的な内容を提示してください。）
申請会社のオリジナル研修である必要はありませんが、例示されている法令等（労働者派遣事業
を実施するに際して必要と思われる部分）が網羅されていることが必要となります。
また、教育結果の定着率が低い場合（テストの点数が低い等）の対応方法も説明してください。

用語解説
※4
派遣先の事業内容・経営状況・職場
環境以外に、遵法性の観点からも取
引の可否が規定されている基準（例：
反社会的勢力ではないかどうか、等）
※5
労働者派遣法第 23 条第 5 項に記載
された以下の項目の情報
①労働者派遣事業を行う事業所ごと
の当該事業に係る派遣労働者の数

c)

No.

7

派遣先との取引の可否に関する基準

※4

を設けている

②労働者派遣の役務の提供を受けた
者 ( 派遣先 ) の数
③労働者派遣に関する料金の額の平

!

初めて取引をする派遣先について、経営状況や職場環境、反社会的な団体・企業ではないか

POINT

等の与信管理をしていることに加えて、派遣先が各種労働関連法制を逸脱しようとした場合、ど
のような対応をとることとしているかを審査します。派遣先の違法行為を断固として阻止すること、
それにも拘らず派遣先が意図的に違法行為をするような場合には、その派遣先への労働者派遣
を停止するなど厳正な態度をとることも求められます。

均額
④派遣労働者の賃金の額の平均額
⑤マージン率＝ ( ③ - ④ ) ／③
⑥教育訓練に関する事項
⑦その他当該労働者派遣事業の業務
に関しあらかじめ関係者に対して知
らせることが適当であるものとして
厚生労働省令で定める事項

d)

No.

8

提供が義務付けられている情報

※5

を正確かつわかりやすいものにしている

※6
地震、台風等の自然災害のほか、伝

!
POINT

労働者派遣法第 23 条第 5 項で公開が義務付けられている情報について、
「正確かつわかりやす

染病の蔓延、大規模な交通災害、シ

い」表現になっているかどうか、情報を入手しやすいかどうかを審査します。ホームページで公開して

ステムサーバーのダウン、事業所の

いる場合は、情報を得ようとする者がすぐに見つけやすい場所に掲載されていることが必要になりま
す。問合せに応じて情報を提供している場合には、
問い合わせ先が判りやすく表示されているかどうか、
迅速に対応しているかどうかが求められます。
また、
派遣労働者数やマージン率などの数値については、
その根拠となる資料 ( 労働者派遣事業報告書等 ) や計算式について審査員に提示・説明してください。

火災等自社事業所での通常業務が運
営できなくなる状況を広く意味し、想
定できる最大規模の災害時を念頭に
おく

4 非常時の危機管理
a)

No.

9

!

非常時※ 6 に内勤社員・派遣社員の安否確認が可能な社内体制にある
派遣社員も含めて自社の全ての従業員の安否確認が、常に機能する体制にあるかどうかを審査し

POINT

ます。安否確認のマニュアル等を提示して、その運用方法について説明し、定期的（年 1 回以上）な
訓練が実施されていることがわかる記録と、派遣先に対して、災害時に派遣社員の安全確保をお願
いしていることがわかる資料（依頼文書や契約書への記載等）をエビデンスとして提示してください。

b)

!

No.

POINT

10

非常時に通常業務（給与支払・契約管理等 ) を継続できる社内体制にある
想定できる最大規模の災害が生じたことを前提に、非常時にデータが消失・欠損して給料が支
払えなくなったり、契約内容が判らなくなったりしないかどうかを審査します。判断としては下記
いずれかになります。
●給与支払と派遣契約管理のデータベースを少なくとも 2 ヵ所以上、別の建造物に保管している。
（保管状態が分かるエビデンスを提示してください。クラウドサービスの利用等も含めて、外部業
者に保管を任せている場合には、その契約書の提示も必要となります。）
●データベースが 1 つであっても、耐障害性・可用性が高く、短時間で復旧が可能であること。
13
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第 1 章 事業体に関する基準

Ⅰ-2

社内監査体制

1 社内監査体制

用語解説
※7
業務マニュアルや業務研修資料等、

a)

No.

11

!
POINT

業務の適正を確保するための社内規程・マニュアル等※ 7 を策定し、
運用している
社内規程・マニュアル等が不足なく策定され、簡易に閲覧可能な状態にあること、見直しの機
会が設けられていることを審査します。業務に関わる社内規定やマニュアル一式を提示してくださ
い。それぞれ策定日や改定日が記載されていることが条件になります。長期にわたって改定がな
されていない場合には、その理由を説明してください。イントラネット等で管理をしている場合に
は、その画面提示すれば紙面にする必要はありません。

労働者派遣事業をする上で、社内で
共通に守られるべきことを示した手順
書のようなものの総称（すべてを 1 冊
にまとめられていなくても、用途別・
業務別等で分けられていてもよい )
※8
社内での取り決めが守られ、業務が
支障なく実施されているか否かを、ラ
イン管理とは別に問題を発見して是
正をすることを意味し、監査の実施者
は直属の上司等ではなく、他の適切

b)

No.

12

!

業務が適正に行われている（業務内容、社内規程、マニュアル等の運用等）
ことを監査※ 8 する仕組みがある
社内規程やマニュアル等にしたがって、業務が適正になされているかどうかをチェックする機能

POINT

な立場の者が実施していること
※9
個人情報の取り扱いに関する姿勢を対
外的に公表するものであり、以下の内
容が含まれる

があるかを審査します。業務監査の記録と監査マニュアルを提示してください。また、監査記録

A）事業の内容及び規模を考慮した適

は適切な立場の者に報告されて、評価を受けていることが必要です。その上で以下 6 点の説明を

切な個人情報の取得，利用及び提

してください。
①監査する役職者

②監査頻度（定期・不定期を問いません）

④監査記録の方法

⑤監査記録の報告先

③監査方法

⑥監査記録の保管方法

供に関すること
B）個 人情報の取扱いに関する法令，
国が定める指針その他の規範を遵
守すること
C）個人情報の漏えい，滅失又はき損
の防止及び是正に関すること
D）苦 情及び相談への対応に関するこ
と
E）個人情報保護マネジメントシステム
の継続的改善に関すること
F）代表者の氏名

Ⅰ-3

情報管理・保護

1 個人情報保護
プライバシーマークを取得している場合は、13 〜 19 のチェック項目は満たして
いると判断し、個別の審査は実施しません。プライバシーマークの登録証（実物）の
み確認します。
a)

No.

13

個人情報保護方針（プライバシーポリシー ) ※ 9 を定め、
自社のホームページやパンフレット等に明示している

b)

No.

14

個人情報の管理に関して具体的な対処の仕方について記載された
個人情報保護規程※ 10 がある

c)

No.

15

個人情報※ 11 を適切に管理する社内体制にある

14

※ 10
個人情報保護方針（プライバシーポ
リシー ) に基づき、個人情報を適正に
取り扱うために必要な事項を定めた
一連の条項
※ 11
応募者及び派遣社員等を仕事とマッ
チングさせるために、派遣社員本人
から収集した情報全般

優良派遣認定制度テキストブック

d)

No.

16

個人情報保護教育※ 12 を内勤社員に実施している

e)

No.

17

個人情報の利用目的の特定を行い、
それを応募者及び派遣社員等に通知している

f)

No.

g)

No.

18
19

!
POINT

個人情報の取扱いを他社に委託して行う場合は、
個人情報保護体制ができている事業者を選び、適切に管理監督をしている
個人情報漏えい等※ 13 の発生時には迅速に対応できる社内体制である
13 は具体的に「個人情報保護方針」が記載されている書面・画面を提示してください。

用語解説
※ 12
個人情報保護法の理解や、自社の個
人情報保護規程の運営をするために
実施される教育研修全般を意味し、
イントラネット等によるナレッジマネ
ジメントや、個人情報保護を意識さ
せるための書面配布等も含む
※ 13
システムハッキングやコンピュータ
ウィルス等の大掛かりなものだけでは
なく、個人情報の入った鞄を紛失した、
本人の許可なく個人情報を派遣先に

14 では、規程の存在だけを確認し、以下 15、17、18 でその内容を審査します。

提供したなど、日常で起こる可能性の

15、17、18 の説明は 14 の「個人情報保護規定」に沿って説明をしてください。

ある事件も想定する

16 では、個人情報保護に関する教育研修の記録提示をしてください。また、個人情報保護を
内勤社員に喚起させる具体的な取組や、それに関わるものを提示して説明してください。
18 では、実際に個人情報を外部業者に委託した際の契約書や、その雛形を提示してください。
全く外部委託を想定していない場合においては、15 の「社内体制」と連動しますので、同じエビ
デンスを用いて説明してもよいでしょう。
（ただし、個人情報保護規定には「委託先の監督」、
「第
三者提供」やその留意事項の項目が盛り込まれていることは必須となります。）

※ 14
日本 語 では 一 般に「 情 報 セキュリ
ティーマネジメントシステム」と言わ
れる、企業などの組織が情報を適切
に管理し、機密を守るための包括的な
枠組みで、基準としては「国際標準
規格 ISO/IEC27001」と、それに準
拠した「日本工業規格 JISQ27001」
があり、どちらも第三者が評価し、適
合していることを認証する「ISMS 適

2 機密情報保護
ISMS ※ 14 を取得している場合は、20、21 のチェック項目は満たしていると判断し、
個別の審査は実施しません。ISMS の登録証等（実物）のみ確認します。
a)

No.

b)

No.

!

POINT

20

業務上知りえた派遣先に係る情報※ 15 を適切に管理する仕組みがある

21

情報セキュリティに対するリスクマネジメントが確立されている

合性評価制度」が存在する
※ 15
安易に公開することで派遣先事業所
内の秩序を乱すような情報で、一部
関係者外秘あるいは非公式になって
いるような情報 ( 人事や組織改編と
いった組織的な情報から、人間関係
や個人的な噂といったプライベートな
ものまで含む )

ここでの「機密情報保護」とは、派遣先から直接、間接（派遣社員を介してなど）に派遣会社
が知りえた派遣先情報の保護を対象としています。
20 では、
「業務上知りえた派遣先に関わる情報」について、どのような取り扱い規程を設けて
いるかを提示してください。そして、従業員に対する派遣先情報の取り扱いに関する教育や意識
付けの方法を審査します。
21 では、20 の規程が遵守されるために、取り扱い権限や社内監視体制を設けていることを審
査します。具体的に管理されている情報記録を提示して、その取り扱いの流れを説明してください。
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Column

2

審査に向けてのエビデンスと説明の準備
審査認定機関は審査をする際、申請派遣事業者側に①「エビデンスの提示」と②「その説明」を求めます。
「エビデンス」と「説明」
、これが審査の両輪になります。
「エビデンスを見せるだけ」
、
「説明するだけ」では、基準を満たしていると判断できない場合があります。

エビデンスとはどのようなものか？
契約書や書類でも画資料・書類等のコピーや、オフィス、業務自

を語っている記事等がエビデンスとして考えられます。

体を見せてもらうことでもエビデンスになります。
例えば、チェック項目 1「経営方針等を社内啓発・発信ならびに
社外公開していること」のエビデンスを想定してみましょう。
社内報や顧客向け広報機関紙・新聞などで、経営者が経営方針等

また、社員総会や講演会で経営者が経営方針等を語っている動画
や、社内イントラネット等への掲載、事業所内の掲示、派遣社員手
帳等への掲載、朝礼で経営方針を唱和しているなど、社内周知と社
外公開がなされていればエビデンスになります。

エビデンスは既存のものでなければならないのか？
エビデンスの種類には以下のようなものがあります（チェック項目
によっていずれかを提出しても、複数のものを同時に提出しても構い
ません）
。

❸ 実物

実際に配布されたり使用されたもの、広報されたものです。
派遣社員の登録時・採用時に配布されている資料、労働者派遣契約
書、労働条件明示書、会社パンフレット、広報冊子といった書面や、

❶ 記録・実績・事例

説明用のビデオなどもエビデンスとしては有効です。

実施実態を示すものです。
派遣社員や派遣先のフォローや苦情処理などは、いつ誰が何をした

❹ 実態を整理したもの

のかが記録されていることが必要です。他に社内監査記録、教育実

財務状況、有給休暇や育児休暇の取得率実績などの説明をする為に、

施記録などもこれにあたります。ビデオ映像などでも結構です。

新たに作成した資料です。

❷ 規程・文書

社内ルールとして決められ、文書化されたものです。

❶～❹は全て既存のものであることが前提となっています。1 つの

社内規程やマニュアルはもちろん、個人情報保護規定や BCP、社内

チェック項目を説明するにあたり、複数のエビデンスを用いて説明が

通達文書などがこれにあたります。

必要になる場合もあります。

エビデンスはどれだけ用意すればよいのか？

誰が説明したほうがよいのか？

用意する量は、内容や各社の状況によりますので一概には言え

項目ごとに異なる担当者が説明するのか、一人がすべてするの

ませんが、客観的に判断するには、１つの事例だけでは足りない

か、その組み合わせは担当部署やプロジェクトのメンバーで決め

場合もあります、複数の事例が説明できるような準備をしておい

るのがよいでしょう。

た方がよいでしょう。

項目によっては、審査員から直接担当者の方に説明をお願いす
る場合もあります。
チェック項目は、1 から順番に審査しなければならないものでは
ありません。担当部署の方の同席も、関連するチェック項目を優
先的に説明することができます。
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Ⅱ

第2章

派遣社員の適正就労と
フォローアップに関する基準
この基準は、派遣会社が派遣社員に対して実施する就労支援や雇用管理、雇用安定の努力について審
査するためのものです。派遣社員は雇用主と指揮命令者が異なるため、正しく就労関係を結ぶとともに、
またそれを派遣社員に伝え、適切に管理することが優良派遣事業者には求められます。

派遣社員

派遣先

Ⅱ
派遣社員の適正就労と
フォローアップに関する基準
Ⅲ
派遣社員のキャリア形成と
処遇向上の取り組みに関する基準

Ⅳ
派遣先へのサービス提供
に関する基準

派遣事業者
Ⅰ
事業体に関する基準
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Ⅱ -1

派遣社員の募集・採用

1 募集・採用
雇用形態によって募集方法が異なるため、審査時点での直近の派遣社員人数と、
雇用形態別の内訳人数を提示してください。
a)

No.

22 【登録型派遣事業を行っている場合のみ審査します】

応募や登録に関する手続きが円滑になされるように、登録をしようとする者
に準備や手順を予め説明している

!

派遣社員に登録・応募しようとする方に対し、派遣会社を訪問する際に持参する物や、手続き

POINT

内容の説明、所要時間などを詳しく説明しているかどうかを審査します。電話受付のマニュアルや、
Web 受付の場合は返信メール等の内容を提示してください。また、登録から採用に至るまでの
手順を示すマニュアル等の提示も必要です。例外的な対応がある場合については、事例を説明し
てください。

b)

!

No.

POINT

23

派遣社員であることがわかるよう、募集が適正になされており、採用の前に
業務内容や就業条件、就業場所等についての説明がなされている
直近の募集広告・求人広告に、派遣契約に基づき、派遣先で就労することが明確に示されて
いること。また採用前（登録型派遣であれば登録時）に、業務内容・就業条件等が提示・説明
されているかどうかを審査します。無期雇用派遣のように、募集時には具体的な業務内容や就業
場所が決まっていない場合においては、どのように説明しているのか、例示してください。

18

用語解説

優良派遣認定制度テキストブック

Ⅱ -2 派遣社員の安定就労とフォローアップ
1 派遣社員への就労支援

用語解説
※1
いわゆる派遣（紹介予定派遣を含む )

a)

No.

24

!

派遣元事業主の取り扱う主な仕事情報
している

※1

について、あらかじめ情報提供を

求職者の希望と紹介できる仕事とのミスマッチを未然に防ぐために、主な取扱職種や派遣先の

POINT

依頼に限らず、派遣元事業主が主に
取り扱う業務やサービス内容、派遣
先の特徴そして現在就労している派
遣社員の属性等、自社の事業内容等
の状況のこと

業種などの特徴・強みを、求職者（派遣社員になろうと思っている方）に提示して、説明している

※2

かどうかを審査します。エビデンスは事業内容を公開している書面・画面でも、主に扱っている

ここでは、派遣依頼の業務内容・条

仕事内容の一覧のようなものでも構いません。

件及び就業先の環境等を含んだ情報
※3

b)

No.

25 【登録型派遣事業を行っている場合のみ審査します】

最新の仕事情報※ 2 が派遣社員等に行き渡るような仕組みがあり、
周知している

!

派遣社員が、自分のニーズや希望に沿った仕事に関する情報を、簡便に手に入れられるように

POINT

なっているかどうかを審査します。電話や口頭で問い合わせないと、仕事に関する情報が何もわ
からない場合は、基準を満たしているとはいえません。また、仕事情報が常に最新の状態に保つ

賃金請求権や有給休暇の取得、母性
保護、産休・育休取得、社会保険加
入等（厚生労働省パンフレット「派遣
で働くときに知っておきたいこと」の
「４派遣で働くとき」を参照）
※4
就業規則、雇用契約に従い労働に従
事すること

ように更新されているか、その仕組み・手順についての説明も必要です。

c)

No.

26 【登録型派遣事業を行っている場合のみ審査します】

派遣社員等に仕事を提示する際に、可能な限り労働条件、仕事の内容、必要
なスキルを具体的に説明している

!

登録型派遣の場合、派遣先によって業務内容や就業条件が異なる事が多いです。ミスマッチを

POINT

防ぐために、新たな仕事を紹介する際には、その情報をなるべく具体的かつ詳細に伝えているか
どうかを審査します。

2 派遣社員の権利・義務の周知
a)

No.

!

POINT

27

派遣社員等に対して労働者としての権利・義務※ 3 や派遣就労する際に必要
な知識等※ 4 について周知をしている
登録者も含めた派遣社員に対し、労働者の基本的な権利・義務を周知しているかどうかを審査
します。書面やビデオ等を用いて説明を行っていることに加えて、派遣社員が常にその内容を確
認できるようにしておくことも必要です。そして、条件変更があった場合（有給休暇の付与、社会
保険の加入等）の通知もその都度していなくてはなりません。
（無期雇用派遣の場合では、6 と
兼ねて実施していても構いません。）
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3 派遣社員への就業条件等の通知
a)

No.

28

!

派遣就業前に、就業規則を派遣社員等に説明し了解を得、
その後も常に確認できる状態にしている
派遣会社が、派遣社員採用時に就業規則上の主要事項について説明をしており、派遣社員が、

POINT

就業規則を簡易に閲覧できる状態にあるかどうかを審査します。主要事項とは、賃金・労働時間・
休日などの他、各派遣会社の制度や取り扱う仕事内容等に応じて、派遣社員にあらかじめ説明を
しておくことで誤解や苦情を避けられると考えられる事項です。

b)

No.

29

!

派遣就労に際して、就業条件明示書や労働条件通知書を
派遣社員等に説明し了解を得た上で渡している
就業条件明示書や労働条件通知書を、派遣社員に明示するだけでなく、その内容を派遣社員

POINT

と派遣元双方で確認しているかどうかを審査します。正式な就業条件明示書、労働条件通知書（2
つを兼ねた書面でもよい）をもって、派遣社員に条件を説明し、了解を得ていることが必要です。

4 派遣先事業所の環境の把握
a)

No.

30

!

派遣社員が安定して就労できるように、
派遣開始直後に就業状況や就業環境を確認する仕組みがある
派遣就業を開始したばかりの派遣社員が、不安やトラブルを抱えないような配慮をしているか

POINT

どうかを審査します。初めて派遣就労する場合、経験豊富な派遣社員の場合、無期雇用派遣の
場合など、ケースによって対応は異なるでしょう。不安やトラブルを早期に把握し、安定して就労
できるようにするためフォローの仕方を説明してください。エビデンスとしては、営業マニュアル
やフォローの記録などを提示するとよいでしょう。

b)

!

No.

POINT

31

定期的に派遣先事業所を訪問等※ 5 することで、
派遣社員の状況を把握している
派遣先事業所の訪問について、その実施頻度や確認することとしている事項、問題があった場
合の対応などが決められており、就業中の派遣社員に対する標準的なフォロー体制が確立されて
いるかどうかことを審査します。派遣先事業所の訪問の記録を、複数の事例を提示して説明して
ください。派遣社員数など規模にもよりますが、直近１か月分など、ある程度多めに準備をした
ほうがよいでしょう。
（なお、フォロー記録は、苦情対応や契約更新、キャリア形成等、他の記録
と一元的に管理されることも多いので、同じ資料で関連するほかの項目について説明することもで
きます。）
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用語解説
※5
交通事情や派遣先のセキュリティ等、
何等かの事情で派遣先事業所への直
接の訪問が難しい場合もあるため、電
話や電子メール等を使って、訪問の
代用としているケースも含む

優良派遣認定制度テキストブック

5 派遣社員の雇用安定
a)

No.

32

!
POINT

派遣社員に対して、派遣元事業主自ら雇用安定のための対応※ 6 を行っている
この項目では、派遣契約が更新されず、かつ今後も派遣就労を希望する派遣社員を対象とし、
その対応策のオプションを複数持っているかどうか、そして、その実績があるかどうか審査します。
派遣就労を希望しない者は対象にならないため、派遣社員の意向をどのように把握しているか、
また、次の派遣先を継続的に紹介できない場合の対応をどうするかの説明も必要です。

用語解説
※6
雇用安定措置の義務として履行して
いるほか、対象を限定せず実施して
いる雇用安定に資する施策 ( 迅速な
派遣先の紹介や、派遣元における雇
用維持、教育研修・コンサルティング
等を通じた就業支援等 ) のこと
※7
派遣社員全体に提供するサービスの
質の向上に活用することを目的とし

b)

No.

33 【登録型派遣事業を行っている場合のみ審査します】

派遣契約の更新がなされず、次の派遣先の紹介がなされない派遣社員等に対
して、現状を把握し今後の派遣就労に活かせるように情報収集し得る仕組み
がある

!

て、能動的に収集・把握・分析する
派遣社員の意見を把握しているもの
で、いわゆる苦情相談等、個別に対
応が必要となるものは含まない

32 での対応にもかかわらず、次の派遣先を紹介できない派遣登録者についての状況を継続し

POINT

てフォローしているかどうか審査します。就業を希望する方々を放置することなく、継続的に連
絡を取りながら、状況を把握していることで早期に次の派遣就労に繋がります。会社全体として
定期的な取り組みとなっているか、未就労の派遣社員に対して満遍なく実施されているかどうか、
さらに把握した状況について内勤社員で共有できる状態にあることが必要です。

6 派遣社員の要望等の把握と満足度の向上
a)

No.

!

POINT

34

派遣社員から就業状況等に関する満足度※ 7 や要望等を適切に把握し、
必要な場合は業務改善を図っている
派遣就業全体について、派遣先に対するものも含めて、派遣元のサービス全体に関する満足度
や要望等を把握し、必要な場合にはその結果を業務改善に生かしているかどうかを審査します。
満足度や要望の把握は、一斉にアンケート調査等の形で実施していても、就業先を訪問したとき
に個別に聞き取り調査を実施していても構いません。その記録が残っており不満や要望に対して、
どのような対応をしたのかをエビデンスとして提示してください。
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Ⅱ -3

派遣社員の雇用管理

1 労働・社会保険の加入

用語解説
※8
相談や苦情に限らず、派遣制度や福

a)

No.

35

!

派遣社員等及び応募者に対して、労働・社会保険の制度を説明し、加入対象
となる者を加入させている
労働・社会保険の加入条件の説明時期と方法、そして就業に際して適用になるか否かを派遣

POINT

社員に伝えていることを審査します。29 で就業条件通知書や労働条件通知書の説明の際に同時
に行われていても構いません。

利厚生等諸般の事柄について、未就
業者も含め、広く派遣社員等から質問
を受け付ける電話受付等のことを指す
※9
都道府県労働局や、都道府県の労働
相談窓口 ( 例：東京都労働相談情報
センター )、労働組合、( 一社 ) 日本
人材派遣協会の相談センター等、中

b)

No.

36

!

労働・社会保険の適用対象であった派遣社員等に対して、離職後に労働・社
会保険の給付について説明している
労働・社会保険加入者が離職する際に、その後の保険の取り扱いを説明していることを審査し

POINT

ます。35 の制度適用時の説明の際に、離職後の労働・社会保険の給付についても説明している
場合も多いと思われますが、離職時にも改めてしていることが必要です。健康保険の継続加入や
雇用保険の失業給付等、離職前にその手続きを遺漏・遅滞なく説明している実績を示す記録や
書類を提示してください。

2 派遣社員の相談窓口の設置
a)

No.

37

!

派遣社員等の相談や苦情を受け付ける相談窓口※ 8 を設置し、周知している
相談・苦情などは、まず営業やフォロー担当者が受けることにしている場合が多いと思います。

POINT

しかし、営業やフォロー担当者には相談できない場合などに活用できる、別の相談窓口があり、
そのことが派遣社員に周知されているかどうかを審査します。相談窓口は、専任の窓口でなくて
も構いません。
派遣元責任者や営業やフォロー担当者の上長ということもあるでしょう。
営業やフォ
ロー担当者に相談できない場合の相談先であることが明確に記され、電話番号やメールアドレス
等が告知されていることが必要です。

b)

No.

38

!

派遣社員等から派遣元に寄せられた不満や苦情について、適切に対応・改善
がなされ、かつ記録・内部報告がなされている
この項目では個別に寄せられた不満や苦情に対して、適切に対応しているかどうかを審査しま

POINT

す。その個別の対応内容が記録として残され、内部で報告あるいは共有化されていることが必要
です。

c)

No.

!

POINT

39

派遣社員等に対して、相談や苦情を申し出ることができる社外の相談窓口
( 公的機関等 ) ※ 9 を積極的に周知している
派遣社員が派遣会社に相談ができないような場合に、外部への相談ができるようにしているか
どうかを審査します。費用がかからず、公正性が担保されるよう、公共性の高い団体・機関であり、
相談窓口の名称と電話番号やメールアドレス等が、すぐに分かるように周知されていることが必要
です。

22

立的な立場で相談費用等がかからな
い社外の相談窓口

優良派遣認定制度テキストブック

d)

No.

40

!
POINT

派遣社員等の就業上の悩みや不安、希望に関する相談等について、外部の専
門家※ 10 を紹介できる仕組みがある
派遣社員自身の具体的な悩みや不安、あるいは将来に関する相談等に対応するために、外部
の専門的な窓口を紹介できるかどうか審査します。具体的には、メンタルヘルスに関する相談や、
キャリアカウンセリング、将来の生活設計や健康に関する相談などが挙げられます。なお、専門
的な窓口を想定していますので、場合によっては有料相談であっても構いません。

用語解説
※ 10
メンタルヘルスに関する医師の紹介、
外部のカウンセリング窓口等を想定し
ている
※ 11
安衛法で義務付けられている事項（ス
トレスチェックの実施等）のほか、メ
ンタルヘルスに関する情報（自覚症
状や予防・改善方法など）の提供や
相談体制の構築等
※ストレスチェックの実施等の有無は
平成 28 年 12 月１日以降の審査項目
（常時 50 人以上の労働者を使用して

3 派遣社員の健康状況配慮

いる事業場に義務づけ）
※ 12
「時間外労働の限度に関する基準」に

a)

No.

41

派遣社員の健康診断結果に配慮した対応ができる仕組みがある

拠り下記の基準を超える時間外労働
を「過度」の定義とする（ただし、こ
の時間以下で、申請派遣会社独自に

!

健康診断の受診状況を管理して未受診の状態で放置していないこと、そして定期健康診断結果

POINT

報告書の作成に際して、産業医の所見に必要な対処がなされていることを審査します。再検査や
精密検査を放置しないことや、生活改善の指示等が派遣社員本人に直接告知されていることが必
要です。また健康診断の結果が 13 ～19 の個人情報保護に則って管理されているかも確認します。

時間外労働を制限する基準を設けて
いる場合は、
その基準をもって「過度」
の定義に置き換える）雇用期間 限度
時間
・1 週間⇒ 15 時間
・2 週間⇒ 27 時間

b)

No.

42

!
POINT

※ 11

派遣社員のメンタルヘルスへの対応

を実施している

派遣社員がセルフケアできるような情報提供や指導をしていること、そして必要な場合には、
派遣先に対しても協力を依頼しているかどうかを審査します。厚生労働省や公共機関が作成した
資料や講習会等を、積極的に活用することも有効な手段です。派遣社員や派遣先に提供している
資料や、メンタルヘルス対策の実施状況が判る記録を提示してください。

・4 週間⇒ 43 時間
・1 ヵ月⇒ 45 時間
・2 ヵ月⇒ 81 時間
・3 ヵ月⇒ 120 時間
・1 年間⇒ 360 時間
※ 13
妊娠中または出産後も安心して働き
続けるために、女性動労者の状態に
応じて業務負荷の調整や労働環境を

c)

No.

43

!

派遣社員に過度な超過勤務※ 12 がある場合はその解消を派遣先に働きかけている

整備すること

過度な超過勤務がないかの確認方法と、万一、過度な超過勤務があった場合にどのように改

POINT

善することとしているのかを審査します。派遣社員に超過勤務をさせる上で、いわゆる 36 協定
の締結は必須となりますから、審査時には 36 協定の締結書も提示し、派遣社員の代表選定の
仕方も説明下さい。
「過度」の定義は、厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」が一応の
目安となりますが、それ以下の時間を基準としていても構いません。

d)

!

No.

POINT

44

派遣社員が妊産婦である場合に母性健康管理のための取組※ 13 を実施している
派遣社員の母性健康管理のために、以下の取り組みをしていることを審査します。
①保健指導や健康診査を受けるための、時間の確保
②医師等の指導事項に応じた措置（勤務時間の変更や勤務時間の軽減、作業の制限等）
また、これらの取り組みは、派遣先の了解なくして実施ができないことから、協力依頼をして
いるかどうかも審査します。派遣社員の年齢層や性別の傾向に関わらず、制度化されていること
が必要です。
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4 派遣社員への安全衛生教育の実施

用語解説
※ 14
「平均年次有給休暇取得率」＝（年度の

a)

No.

45

派遣社員の安全衛生教育を実施している

取得日数計／年度の付与日数合計 )
× 100（％ )
・過去 3 年分計算し、年平均を出す

!
POINT

派遣業務によって、安全配慮義務の範囲は異なります。
軽作業や製造業務等では、安全衛生教育はもちろん、安全保護具の貸与や現場への巡回頻度
等、教育周辺の対策も幅広く審査します。
一方で、いわゆるデスクワーク系の業務では、以下のような内容を前提とした教育であるかを
審査します。
●就労する業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
●整理・整頓及び清潔の保持に関すること
●事故時における応急措置及び退避に関すること

・年度の付与日数合計は、各年度に稼
働した派遣社員全てを対象とし、付
与日数合計には、繰り越し日数を含
めないものとする
・繰り越した年次有給休暇を取得して
いる場合もあるので 100％を超える
こともある
※ 15
=（育児休業取得者／当該年度の出産
者のうち育児休業の取得対象者）×
100%

5

ワークライフバランスへの配慮

※ 16
具体的には直近で就労を終えた日か
ら 1 年以上を目安とし、何らかの理由
で全く就労していなかった時期のこと

a)

No.

46

!

派遣社員に対して、年次有給休暇の取得促進の取組 ( 周知、年次有給休暇日
数の開示、派遣先への働きかけ等 ) を行っている
新たに発生した有給休暇日数の通知はもちろん、定期的に通知（例えば月 1 回程度）をし、何時

POINT

でも本人が有給休暇残日数を確認できる状態（Web マイページ等）にしているかどうか、そして積
極的に有給休暇が取得しやすい状況にしているかどうかを審査します。派遣社員から問い合わせが
あった時にのみ答えるというだけでは、基準を満たしているといえません。また、平均年次有給休暇
取得率※ 14 を算出してもらいますが、何％以上で可という基準はありません。どうしてそうした数字に
なっているのかの分析、
特に 50％を下回っている場合には、
現状の数字改善方針も説明してください。

b)

No.

47

!

派遣社員に対して産前産後休業、育児・介護休業、子の看護休暇制度を周知
し、派遣先の協力を含め取得促進の取組を行っている
産前産後休暇・育児休業等について派遣社員への周知方法と、取得促進を図っているかどうか

POINT

を審査します。それらの取得促進を図っている結果として、取得実績を提示してください。また、
育児休業の取得率※ 15 の算出も必要です。年齢や性別に関係なく育児休業の取得は可能です。女
性がいない、対象が少ないなどは、制度を周知していない理由とはなりません。

c)

No.

!

POINT

48

就労期間にブランク※ 16 のある派遣社員等に対して、補助的教育や、軽易な
業務の紹介、勤務体制への配慮などの就労復帰を支援する仕組みがある
「就労期間にブランクのある派遣社員」を就業に結び付けるために、どのように支援しているか
を審査します。補助的教育では、広く派遣社員への教育研修と重なる部分も多いと思われます。
59・60 と同じエビデンスを用いての説明でも構いません。具体的なカリキュラムを提示していた
だき、実際に派遣就業に繋がった事例を複数提示してください。
軽易な業務の紹介、勤務体制への配慮では、実際に紹介した仕事の事例を複数提示してくだ
さい。58 の事例と兼ねていても構いません。
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派遣社員のキャリア形成と
処遇向上の取り組みに関する基準
この基準は、キャリアカウンセリングや教育研修、正社員化支援など、派遣社員のキャリア形成と処
遇向上につながる取り組みに関するものです。特に昨今、派遣社員のキャリア形成支援の役割を派遣会
社が担うことについて、法的にも社会的にも関心が寄せられています。派遣社員個々人に合わせた仕事
紹介や就業評価がなされているかについて審査されます。
また、派遣社員の正社員化希望を含めた処遇向上についても、積極的な姿勢をもって取り組んでいる
かがこの項目では問われます。

派遣社員

派遣先

Ⅱ
派遣社員の適正就労と
フォローアップに関する基準
Ⅲ
派遣社員のキャリア形成と
処遇向上の取り組みに関する基準

Ⅳ
派遣先へのサービス提供
に関する基準

派遣事業者
Ⅰ
事業体に関する基準
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Ⅲ -1

派遣社員のキャリア形成

1 キャリア・コンサルティング
a)

No.

49

!

派遣社員等向けの能力開発やキャリア形成に関する
コンサルティングの仕組み ( 社外・社内問わず ) があり、周知している
自社のすべての派遣社員を対象としたキャリア形成支援のためのコンサルティングやアドバイス

POINT

をする仕組みがあるかどうかを審査します。実際の利用は希望する派遣社員だけであっても、そ
の仕組みはすべての派遣社員に周知されていなければなりません。社外にコンサルティング業務
を委託している場合も同様です。

b)

No.

50

!

派遣社員等に対し、能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングや
アドバイスを適切な時期に行っている
キャリアに関するコンサルティングやアドバイスを行っている時期が、適切かどうかを審査しま

POINT

す。コンサルティングやアドバイスの実施時期については、派遣社員の特性や職種等によっても
異なりますので、会社としてどのような姿勢で設定しているのかを説明してください。定期的な実
施でも、特定の時期に実施していても問いません。設定された時期に応じて、対象となる派遣社
員に対して、コンサルティングやアドバイスを実施することが周知されていなければなりません。

c)

No.

51

!

内勤社員のキャリア・コンサルタント資格取得を奨励している
キャリア・コンサルティング資格の取得を奨励する制度があるかどうかを審査します。制度が

POINT

ある場合には、資格取得に至った実績があるかどうかも確認します。実績が無い場合には、その
理由を説明することが必要です。なお、制度がない場合でも、例えば、キャリア・コンサルティ
ング資格取得者の採用・配置を積極的に行っている等、その理由が合理的であれば、そのことを
示すエビデンスの提示と説明でもかまいません。

2 派遣社員の適性判断
a)

No.

!

POINT

52

派遣社員等の仕事に対する適性を面接・試験等を通して把握・記録している
登録者も含めて派遣社員の適性を把握する仕組みがあり、それが客観的に記録されていること
を審査します。試験のような数値化できるものや保有資格だけではなく、派遣社員との面接によ
り得られた情報が、紹介しようとする仕事と関連しており、適性を判断できる内容であることが
必要です。また、仕事紹介に活かすために、自社内での情報共有がなされていることも必要です。
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用語解説

優良派遣認定制度テキストブック

3 派遣社員の就業状況等の把握と評価

用語解説
※1
勤務態度や、協調性や意欲、職務の

a)

53

No.

!

派遣社員等の就業状況※ 1 や技能を評価する基準を設けている
派遣社員等の就業状況についての評価基準を設定しており、その評価が、客観的な指標として

POINT

記録されているかどうかを審査します。評価制度の詳細は、職種ごとや派遣社員の特性等に応じ
て異なる場合もあり得ますが、評価基準としては類型化されており、他の派遣社員との相対比較
がしやすいなどの工夫がなされている必要があります。

54

b)

No.

!

成果等、仕事への係わり方全般を意
味する
※2
ここでは主に仕事内容・環境のことで、
派遣社員の従事している仕事が派遣
先事業所で変質していないかを確認
する

派遣社員等から、適切な時期に仕事の状況※ 2 変化や技能向上に関する
情報を収集し、内勤社員が共有できるよう記録・管理している
就業の様子や業務遂行の状況などを確認し、新たな知識技能の習得や仕事内容の変化があっ

POINT

た場合に、その情報を速やかにデータベースに反映させるなど、適切な記録・管理体制ができて
おり、仕事紹介に活かせるような体制ができているかどうかを審査します。対応方法は、派遣社
員と派遣先の意向により、様々なケースがあると思われます。しかし当初の契約から、仕事内容
が異なりつつあるときには、速やかに派遣契約及び労働契約の内容を改めたりすることがあるで
しょう。場合によってはその契約満了後に、派遣社員の意向に沿って別の仕事に就かせたりする
ことも考えられます。体制に関する説明に加えて、実際の事例を複数提示して、説明をするとよ
いでしょう。

55

c)

No.

!

派遣先から、適切な時期に就業状況や技能向上に関する情報を収集し、
内勤社員が共有できるよう記録・管理している
54 では派遣社員からの情報収集でしたが、この項目は派遣先からも情報収集できているかど

POINT

うかを審査します。派遣社員から知識技能の習得や仕事内容の変化の報告があった場合には、
それを派遣先に確認するという行動も、この項目に含まれます。派遣社員の報告を受けて、派遣
先と調整をするといった事例では、54 と 55 が同じエビデンスになるということも考えられます。
派遣先からの提案で、派遣契約内容の変更をしたケースなど、派遣先主導の事例もあれば提示
して下さい。

d)

!

No.

POINT

56

派遣社員に対して、就業状況や技能についての評価を適切な時期に
フィードバックしている
53 の評価結果を、派遣社員にフィードバックしているかどうかを審査します。ただし、フィー
ドバックの仕方は、口頭での説明や書面にしたものを渡す等、派遣社員の状況などに応じて異なっ
ていても構いません。審査員に提示するエビデンスは、フィードバックに使用した資料や説明をし
た記録等を用意するとよいでしょう。
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第 3 章 派遣社員のキャリア形成と処遇向上の取り組みに関する基準

4 キャリア形成に配慮した仕事紹介
a)

No.

57

!

派遣社員等の経験・知識・技能に関する情報や評価記録を継続的に管理し、
それらをもとにマッチングする仕組みがある
52 ～ 56 の一連の適性把握、情報収集や評価内容が、社内で一元的かつ継続的（保管期間は

POINT

３年以上）に管理されており、それらがマッチングに活かされているかどうかを審査します。キャ
リアアップに関する情報の記録をエビデンスとして用意し、管理方法とマッチングへの活用事例（記
録内容と派遣先での業務との関連性等）を説明してください。

b)

!

No.

POINT

58

派遣社員等のキャリア形成に関する希望について把握しており、
それらを考慮した仕事への配置や派遣先選択の仕組みがある
全ての派遣社員についてキャリア形成に関する希望を、なんらかの形で把握しているかどうか
を審査します。キャリア形成に関心のない派遣社員であっても、時期や状況で希望が変化する可
能性もあるので、定期的に把握する必要があります。また、希望内容を考慮して、マッチングをし
ているかどうかも審査されます。把握した希望内容の記録・管理状況がわかるものをエビデンス
として提示し、それに基づいてマッチングした事例をご説明ください。

28

用語解説

優良派遣認定制度テキストブック

5 派遣社員の教育研修

用語解説
※3
例えば商品知識、接客業でのマナー、

59

a)

No.

!

派遣社員等に対して、派遣先で必要となる知識に係る教育※ 3 を就労前に実
施している
派遣就業に際して、派遣先で必要となる知識を事前に教育しているかどうかを審査します。就

POINT

金融業や通信業での個人情報保護、
テレフォンセンターでの対応マニュア
ル等に基づく研修など、派遣先での
業務に係わる知識の事前 Off-JT のこ
と

労前に実施している教育研修（派遣先の業務で使用する機器操作の方法や商品知識等）があれ
ば、その研修内容を提示してください。テキストや実施記録、ビデオ研修ならばその画像を提示
してください。内容は、特定の派遣先や業務に関するものでも、汎用的な知識・技能に関する教
育のいずれでも構いません。

60

b)

No.

!

派遣社員等の仕事に役立つ教育研修機会を提供している
今後の派遣先での業務に直接関わるか否か、有償か無償かに関わらず、派遣社員がキャリア

POINT

形成のために受講できる教育研修制度があるかどうか、また受講に際して派遣社員に対して何ら
かの便宜を図っているかどうかを審査します。教育研修を派遣会社が自ら実施している場合でも、
外部委託や外部の機関と連携している場合でも構いません。ただし、
「労働者派遣事業関係業務
取扱要領」第３の１の（８）許可要件に定められた教育訓練は、必ず実施されていなければなり
ません。

選択項目 !

61

派遣社員に必要な教育研修の機会提供を、派遣先に働きかけている

62

派遣社員の希望や能力、経験に応じて、仕事の難易度を上げたり、仕事の幅
を広げたりできるよう、派遣先に働きかけている

b)

No.

c)

No.

!

POINT

(61 または 62 のうちいずれか１つ以上を満たしていること )

61 は、派遣先が実施する教育研修について受講機会を与えてもらえるよう、働きかけを行なっ
ていることが必要です。たとえば、業務には必要だが、施設や設備の都合で派遣会社では実施
できない研修等を派遣先が行っている場合、それを受講させてもらえるよう依頼することなどが
考えられます。
62 は、現在の業務を通じて派遣社員の能力が上がり、生産性が向上する等、より高度な処理
ができるようになった場合、その経験を積んでキャリア形成ができるように、派遣社員の希望に
沿う形で、派遣先に仕事内容の変化を求めているかどうかを審査します。
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第 3 章 派遣社員のキャリア形成と処遇向上の取り組みに関する基準

6

用語解説

正社員※ 4 希望者への対応

※4
原則として、労働契約の期間の定めが

ここでの「正社員」とは、無期雇用・フルタイム・直接雇用であることを要件としています。
派遣元で無期雇用であっても、派遣契約に基づき派遣先で就業する労働者は、「正社員」には該
当しません。

63

a)

No.

!

派遣先等※ 5 における正社員への転換に関する派遣社員等の希望を、
把握している
ているかどうかを審査します。登録時・採用時の希望を聞いただけでは、基準を満たしているこ
とになりません。就労中の派遣社員にも、希望の確認がされていることが必要となります。そし
て希望する内容に変化があれば、その情報は速やかに更新され、社内共有されていなければな
りません。

b)

64

No.

!

POINT

派遣社員等の希望に応じて、
派遣先等における正社員への転換を推進している
派遣労働を通じて、正社員転換への仕組みがあり、転換の実績があるかどうかを審査します。
正社員転換を推進する方法は、様々です。
●技能等を習得するための、仕事の機会を提供する
●技能等を習得するための、教育研修の機会を提供する
●派遣社員が、正社員転換できるように紹介予定派遣の案件を積極的に確保する
●派遣先での正社員募集の情報を取得し、派遣社員に提供する

など

実績がない場合は、正社員希望者が全くいない等、理由をご説明ください。ただし、その場合
でも、転換支援の仕組みがあることが必要です。また、希望がないことを確認したエビデンスの
提示が必要になります。

30

り、直接雇用の労働者を指す
※5
派遣先、派遣元、他の企業・団体等

具体的にどのような業種・職種の正社員になりたいのか、派遣社員の希望把握を、継続して行っ

POINT

なく、所定労働時間がフルタイムであ

を含める

優良派遣認定制度テキストブック

Ⅲ -2

派遣社員の処遇向上

1 派遣社員の処遇向上

用語解説
※6
№ 52 ～№ 55 の評価や技能向上に関

65

a)

No.

!
POINT

派遣社員の賃金等の決定に当たって、
派遣先社員等の賃金水準との均衡を考慮する仕組みがある
派遣先社員の業務と賃金に関する情報を得ていること、その情報を参考に派遣社員の賃金等
を決定する仕組みがあるかどうかを審査します。派遣先から実際に情報が得られるかどうかに関
わらず、賃金情報の提供を依頼していることが必要です。また、派遣先から直接情報を得られな

する派遣先等からの情報や派遣料金
の引き上げ等
※7
主として派遣先の所有する診療所、
保育所、休憩所、給食施設、ロッカー
の利用等

い場合には、派遣先が公開している求人情報などを参考にすることも一つの手段です。派遣先へ

※8

の情報提供の依頼書面、得られた情報の記録などをエビデンスとして提示してください。

派遣元事業主が運営する保育設備利
用、福利厚生カフェテリアプランの利
用、慶弔休暇・慶弔金支給、災害時

66

b)

No.

!

※6

派遣社員のキャリアアップの成果（就業状況の評価 等）や派遣先社員との
均衡も勘案し、派遣社員の賃金等の見直しの機会を設けている

の見舞金支給等、制度的なもの一時
的なもの双方を含む

派遣社員の賃金の見直しをした事例があることが前提です。いつ、どのように賃金等の見直し

POINT

を行うこととしているのかを審査します。担当者任せ、あるいは場当たり的な対応ではなく、社
内で決められたルールやマニュアルがあることが必要です。見直しの機会が、定期的でない場合
は、どのような場合に見直しをしているのか、実際の記録に基づいて説明してください。

2 就労時の福利厚生の充実
a)

67

No.

!

POINT

派遣社員が派遣先での円滑な就業に必要と考えられる施設や設備※ 7 を、
派遣先の労働者と同様に利用できるよう、派遣先に働きかけている
派遣社員が派遣先での施設や設備を利用できるよう、派遣先に依頼しているかどうかを審査し
ます。利用状況が把握できている場合は、その記録を提示してください。たとえば、派遣先へ実
際に依頼した書面や、ロッカー等の備品類や休憩所等の一般的施設の利用であれば、その旨が
記載された就業条件明示書や労働条件通知書等を、エビデンスとして提示してください。保育所
や給食施設等の利用に際しての手続きや利用記録があれば、その写し等を提示してください。

b)

68

No.

!

POINT

派遣元事業主として、派遣社員の福祉の増進※ 8 に資する支援を行っている
法定福利を除いた福利厚生制度があるかどうかを、審査します。派遣社員に提供している福利
厚生全般を提示して下さい。書面で渡したり、ホームページで公開するなど、派遣社員に周知さ
れていることが必要です。また、実際の利用実績（利用回数や慶弔金等なら支給額等）も提示し
てください。
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Column

3

審査認定機関と審査員
優良派遣業者認定制度において、審査申請をした派遣事業者の審査をし、
優良認定をするか否かの判断は審査認定機関が行います。

審査認定機関とは

審査員とは

❶審査認定機関は、年度毎に指定されます。

❶審査認定機関には、3 名以上の審査員がいます。

体は認証委員会の審査を経て指定を受けます。そのため、優良認

な関係法令、労働者派遣事業の業務内容、人事労務に関する十分

認証委員会が審査認定機関を毎年度公募し、応募した法人・団

定を受けた審査認定機関が、翌年度も同じであるとは限りません。

審査認定機関は、審査員として労働者派遣事業に関する基本的

な知識を有する者で、以下の a または b のいずれかに該当する者
を各 1 名以上、全体で 3 名以上を確保しなくてはなりません。

❷審査認定機関は、独立した機関として審査・認定をします。

審査認定機関になる条件は諸々ありますが、前提条件として法

人格を持つこと、また労働者派遣事業及び職業紹介事業いずれも
営む者ではないことがあります。そして、審査認定を行う社内組

a. 弁護士・社会保険労務士等の資格を有する者
b.派遣元事業主の人事・労務管理経験者あるいは、派遣元責
任者の経験を有する者

織は、他の事業から独立したものでなければなりません。
なお、優良認定の審査には、上記の a と b に該当する者双方を
❸審査認定機関は、自ら審査・認定の手数料額を決定します。

含めた 2 名以上で事業所に訪問し審査します。

す。審査認定機関は、毎年度、審査・認定事業の収支計画を作り

❷審査員は、利害関係を有する派遣事業者の審査はできません。

審査・認定に関わる手数料額は、審査認定機関が決定していま

手数料金額を算定しています。機関によって計画が異なりますの
で金額差が出ますが、それにより審査基準に差が出るようなこと

審査員が「利害関係を有する」とは、以下の 3 つのいずれかを指

します。

はありません。
（ア）申請者及びその親会社、子会社、関連会社、連結会社の役職
❹審査認定機関は、
「機密保持規程」を作成し運用しています。

審査認定機関は、優良派遣事業者の審査・認定業務に関わる独

自の「機密保持規程」を作り、業務に関わる事務員・審査員に遵
守させています。審査によって知りえた情報が審査目的以外に用

員の地位にある者（無報酬、離職後 3 年以内を含む。
）
（イ）申請者の代表権を有する者の 3 親等以内の親族
（ウ）申
 請者との間で、株式、社債の取得、金銭消費貸借契約等、
その関係を問わず、経済的利益関係にある者

いられることは一切ありません。
❺審査認定機関は、審査に際して派遣会社にアドバイスをすること
はありません。

審査認定機関は、派遣会社からの質問について真摯な回答を義

務付けられていますが、審査の公正性を保つために、審査の可否

❸審査認定機関は、審査員に独自の ｢服務規程｣ を課しています。
審査員は、申請事業者あるいは優良派遣事業者およびその関係

者からの接待、饗応、贈答などを受けてはいけません。
また、審査に用いるマニュアル等は公開をしてはいけない決まりと
なっています。

を左右するアドバイスをすることは禁じられています。チェック
項目に関する質問で事例等を示すことはありますが、あくまでも
その具体的内容について審査がなされます。

❹審査員は、審査員研修を受けています。

審査員全員が認証委員会の実施する審査員研修への受講を義務

付けられています。これにより、どの審査認定機関の審査員でも、
同基準の可否判断ができるようになっています。
❺優良派遣事業者認定の可否は、審査員会議にて決定されます。

審査認定機関は、所属する審査員全員によって審査員会議を開い

ています。この会議では、実際に審査をした審査員の報告をもとに、
各派遣事業者の認定の可否を協議して決定しています。
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Ⅳ

第4章

派遣先へのサービス提供に関する基準
この基準は、派遣先となる企業や団体に提供するサービスの質について、審査をするための基準です。
優良派遣事業者とは、派遣社員からみて優良と感じてもらえるだけではなく、派遣先企業からみても優良
であることが求められます。ミスマッチの低減や、契約管理、派遣先の満足度の向上や苦情対応などが
その内容となります。

派遣社員

派遣先

Ⅱ
派遣社員の適正就労と
フォローアップに関する基準
Ⅲ
派遣社員のキャリア形成と
処遇向上の取り組みに関する基準

Ⅳ
派遣先へのサービス提供
に関する基準

派遣事業者
Ⅰ
事業体に関する基準
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Ⅳ -1

派遣先ニーズへの対応

1 派遣先情報の収集・人材活用の提案
a)

69

No.

!

企業からの派遣依頼に対して、適切に対応できる体制がある
企業が派遣会社に連絡や相談をしたい場合に、連絡先（電話番号やメールアドレス）がすぐに

POINT

判るようになっているかどうか、そしてその連絡や相談に対して、迅速に対応できているかどうか
を審査します。内容によって連絡先が分かれていても、1 つの連絡先で、ワンストップ対応してい
ても構いません。ホームページ等、連絡先の電話番号やメールアドレスが明記されていることが
わかるもの、連絡や相談があったときに対応手順がまとめられているマニュアル等をエビデンスと
して提示してください。

b)

70

No.

!

派遣先の職種や事情に応じて、派遣先に労働者派遣の提案
（ニーズ聴取や最適な提案、担当者の決定等 ) ができる
営業担当者が、派遣先の人材ニーズを聞き取り、課題を整理するなどして最適な提案をするよ

POINT

うにしているかどうかを審査します。営業担当者への教育研修の内容や営業マニュアル等を提示
してください。また、実際の派遣先への提案書や派遣先との交渉記録等もあるとよいでしょう。

c)

71

No.

!

派遣先の業務内容、就業条件（勤務時間・曜日等 )、福利厚生、
安全衛生に関する事項等の情報を正確かつ詳細に収集し、
記録を適切に管理する仕組みがある
派遣先の業務内容、職場環境等、派遣社員が派遣就労するにあたり必要な情報を収集し、詳

POINT

細に記載して管理しているかどうかを審査します。ヒアリングシート等の決まったフォーマットで
統一的に記載されており、営業担当者に応じて記載内容に多寡があまりないこと、その内容が
適切に管理されて、必要な時にすぐに情報として引き出せる状態にあることが必要です。ただし、
20、21 の機密情報保護に関する審査との矛盾がないことが前提です。

2 派遣社員の人選
72

a)

No.

!

POINT

候補者を決定する際に、社内で組織的に確認する手続きがある
派遣社員の候補が挙がった際に、担当者の個人的な思い込みや判断違いなどでミスマッチが
生じないよう、何らかのチェック機能があるかどうかを審査します。慣習的に相互確認で終わっ
ているのではなく、確認の手順がマニュアル化されていたり、決裁プロセスが設けられていたり、
なんらかの形でルール化されていることが必要です。
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用語解説

優良派遣認定制度テキストブック

3 派遣契約の管理

用語解説
※1
31 日以上の派遣契約期間においては

a)

No.

73

!
POINT

派遣契約内容を遺漏なく派遣先に理解してもらうための仕組みがある
派遣契約書の雛形（基本契約と個別契約が別の場合は双方）を提示してもらい、労働者派遣
法第 26 条に定められた項目（労働者派遣法第 26 条）が網羅されており、派遣先へ説明する重
点項目を決め（全てでも構わない）、遺漏なく説明した上で締結していることを審査します。また、
個別契約書の受け渡しの仕方については、派遣先に説明し内容について了解をも得てから渡して
いることも必要です。

b)

No.

74

!

遅くとも、契約満了の 30 日前までを
基準とし、30 日以内の派遣契約期間
においては何らかの基準となるルール
があればよい
※2
派遣先ないし派遣社員、あるいは双
方から、仕事内容や適性の面で問題
があると思われるマッチングのこと

派遣先と派遣社員双方に対し派遣契約の更新を早期※ 1 に確認し、
派遣契約の適切な管理をしている
想定される仕事の引き継ぎ期間も含め、派遣社員・派遣先双方に何らかの支障がでないように

POINT

早期に契約更新を確認しているかどうかを審査します。更新に際してのルールと、各契約の更新
記録の提示をしてください。また、イレギュラーなケースなどについてどのような対応をしている
のか、事例を複数挙げて説明してください。

4 派遣先満足度の把握・向上
a)

No.

75

!

派遣会社に対する派遣先の満足度を適切な時期に把握し、
必要な改善を図っている
派遣会社に対する満足度を把握し、不満があれば業務の具体的な改善に結びつけることがで

POINT

きているかどうかを審査します。ここでいう満足度とは、派遣会社に対するものです。派遣社員
に不満があった場合でも、派遣会社としてどうしたらよかったのかという視点で改善を図ってい
る必要があります。改善事例を複数挙げてください。満足度の把握は、一斉実施でも訪問時等
に個別実施していても構いません。また統一的なフォーマットによるものでなくても構いません。

b)

No.

!

POINT

76

派遣先のニーズと派遣社員のニーズとのミスマッチ※ 2 について、
その実態を把握・分析している
派遣社員のマッチングにミス（誤り）が生じた場合、その原因などを分析して、今後のミスマッ
チ回避に取り組んでいるかどうかを審査します。契約の途中終了や、派遣先・派遣社員からの苦情・
不満があった場合など、どのような場合をミスマッチとしているのかについても説明してください。
そのうえで、実際に生じたミスマッチへの対処と改善への取組について、事例を複数挙げて説明
して下さい。また全社的に取り組んだ事実があれば、その記録を提示して説明してください。
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Ⅳ
c)

No.

77

!

第 4 章 派遣先へのサービス提供に関する基準

派遣先からの不満や苦情について、対応・改善がなされ、
かつ記録が社内で共有されている
派遣先からの不満や苦情は結果として、派遣会社のサービスそのものに対する評価になります。

POINT

また、派遣先の会社規模によっては、不満や苦情の発生した事業所からでなく、他の部門（人事
や総務等）を経由して不満や苦情が出されることもあります。派遣先からの不満や苦情の内容に
ついて、社内共有して問題の解決や業務改善につなげているかどうかを審査します。

Ⅳ -2 派遣先の就業環境の整備
1 派遣先の就業環境の整備
a)

No.

!

POINT

78

派遣先に対して、契約締結時及び定期的に、
派遣社員の安全に対する配慮を求め、連携を取っている
派遣先に安全配慮義務の意識を喚起し、派遣社員の安全配慮に関して「契約締結時及び定期
的に」協力を求めていることを審査します。派遣業務によって、安全配慮義務の範囲は大きく変わっ
てきます。
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用語解説

優良派遣認定制度テキストブック

Ⅳ -3

派遣先での苦情・トラブル予防

1 派遣先からの相談受付対応

用語解説
※3
派遣先が講ずべき措置に関する指針

79

a)

No.

!

派遣先からの相談受付窓口が明確であり、迅速に対応できる仕組みがある

を含む

派遣先が派遣会社に相談したいことがあった場合に、営業やフォロー担当者以外に、連絡でき

POINT

る仕組みや体制があるかを審査します。相談窓口としては、派遣元責任者や営業やフォロー担当
者の上長なども想定されますが、どこの誰に連絡をすればよいのか、電話番号やメールアドレス
等も含めて派遣先に告知されている必要があります。

2 派遣先へのコンプライアンス啓発
a)

No.

80

!

派遣先に対して、派遣の仕組みを説明し、
派遣社員の受け入れに際して注意すべき事項（指揮命令等）を周知している
派遣社員を初めて受け入れる場合などに、派遣先に対して、派遣の仕組みや派遣の活用にあたっ

POINT

て注意すべき事項などを周知しているかどうかを審査します。派遣先向けの説明に使う資料など
を提示して、説明してください。

b)

No.

81

!

労働者派遣法等※ 3 の遵守のために必要な事項を、
派遣先に対して周知している
違法な労働者派遣が行なわれないように、法改正の内容など法令遵守に資する情報を派遣先

POINT

に周知しているかどうかを審査します。多重派遣や、派遣労働者の特定など、派遣先がやっては
いけないことを遺漏なく説明しているほか、労働者派遣法以外に関係する労働関係の法律（労働
基準法や労働安全衛生法等）も含めて対応している必要があります。

c)

No.

82

!

派遣先での派遣社員等の管理体制や就業実態が、
派遣契約に合致していることを確認している
派遣社員の管理体制が不適切（過度の超過勤務や安全衛生への無配慮など）だったり、契約

POINT

内容に沿わない就業実態であったりしていないか定期的に確認をし、必要な場合には是正に取り
組んでいるかどうかを審査します。こうした視点での確認を適宜実施していることを、営業マニュ
アルや複数の事例などによって説明してください。

d)

!

No.

POINT

83

派遣先からの派遣労働関連の問い合わせに対して、
迅速かつ正確に回答ができる仕組みがある
派遣先から派遣労働関連の質問があった場合に、迅速かつ正確に回答ができる仕組みがある
かどうかを審査します。
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第 4 章 派遣先へのサービス提供に関する基準

3 派遣社員への基礎教育
a)

No.

84

!

派遣社員等に機密保持※ 4 教育を実施している
派遣社員への機密保持教育をしているかどうかを審査します。派遣社員に機密保持教育をする

POINT

ことは、派遣先にとっては必要なサービスです。教育研修の一環として組み込まれている場合は
その教材、あるいは、登録時・採用時に説明している場合は、その際に使用している資料やビデ
オ等を提示して説明してください。

b)

No.

!

POINT

85

派遣社員等にマナー、服装、就労の心構え等を確認させる機会を設けている
派遣社員が、派遣先事業所で円滑に仕事を進める上で必要な「マナー、服装、就労の心構え等」
の教育・確認をしていることを、審査します。教育研修用の教材や、登録時・採用時での面接等
で指摘をしたりする場合はそのやり方、その際に使用している資料やビデオ等を提示して説明して
ください。
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用語解説
※4
派遣先での就業で知りえた、事業経
営上外部秘を前提とする情報の保持
派遣先の顧客情報、製品情報から、
社内人事、社員に関わる情報等を外
部に漏らさないこと

事例
紹介

CASE1

日研トータルソーシング 株式会社
CASE2

株式会社 トラスト・テック
CASE3

株式会社 ピープル

39

管理部 派遣・紹介管理課 課長

築田 竜司さん

1

CASE

日研トータルソーシング
株式会社
事業内容

業務請負事業／人材派遣事業／人材
紹介事業

拠点

全国 130 拠点

資本金

5,000 万円

スタッフ数

約 14,000 名（2016 年 3 月末現在）

売上高

532 億 7,100 万円（2016 年 3 月期）

企業資格

◦一般労働者派遣許可番号
「派 13-060060」
◦有料職業紹介事業許可番号
「13- ユ -060049」
◦優 良派遣事業者認定、製造請負優
良適正事業者認定、プライバシー
マーク、エコアクション 21

労働者派遣法改正を受けての

優良派遣事業者認定の意義

労働者派遣法の改正に向けた
社内制度整備に則り
優良派遣事業者認定に取り組む
優良派遣事業者認定制度については、

タイトでしたが、焦りというものはありませ
んでした。この認識は、今回の優良認定取
得に関わったプロジェクトメンバー総じて共
通でしたね。その上で本格的に準備に入っ
たのは、2 年目のチェック項目が出そろっ

初年度から高い関心を持っていました。た

た 2015 年 11 月に入ってからです。審査申

だ、実際に取得に動いたのが２年目となっ

し込みの締め切りが 1 月末まででしたので、

たのは、労働者派遣法の改正後に取得し

実際の審査までの準備は、3 か月程度で

ようと考えていたからです。改正派遣法に

す。年末年始を挟みましたので、実質的に

よる社内制度の構築に着手するにあたって、

はそれより短いですね。実際、10 月は法改

優良認定という目標を掲げることで、全社

正対応と、自社名の変更が重なり、チェッ

的な意識統一が可能になると考えました。

ク項目がもっと早く出ていたとしたとしても、

結果としてはこれが正解だったと思います。

開始時期は同じだったと思います。

法改正などがあっても、それに対応するの
は間接部門の仕事だと思われがちで、なか
なか各現場では、当事者意識が芽生えにく
いものです。
ただし、
初年度の認定を見送ったとはいっ

現場の声として
優良派遣事業者認定取得に
邁進する
当社の場合は、トップダウンで優良認定

ても、チェック項目には一通り目を通し、現

を受けるというよりは、現場の要請としてボ

状の自社において、どの程度までクリアが

トムアップ的に優良認定を受けるという流

できているのか、おおよその判断はつけて

れでした。

いました。9 割程度は大丈夫だろうという

優良認定取得に向けての素地はできてい

判断はできていたので、時間的には確かに

ましたので、優良派遣事業者認定制度につ
いて、社内説明会を開いた時も、反応は良
かったですよ。社内説明会では、優良派遣
事業者認定制度の説明会で配られた資料
を抜粋して、私なりの理解に基づいて説明

チェック項目ごとに分割し
採番されたエビデンス類

40

円滑に進行できるように
項目順にまとめられた説明用ファイル

しました。経営企画部門、営業企画部門、
情報管理部門、人事部門、記録などのエビ

デンスを提出してもらう営業部門と協力的

事業者の認定取得を目指すべきではないで

り抜け漏れが出ます。それを相互に指摘し

に対応してくれたと思います。どこの部門が、

しょうか。

ながら、余白を埋めるような作業になりま

どのチェック項目に関してエビデンスを用意

優良派遣事業者認定を受けたことで、取

す。やはり、人数が集まれば、文殊の知恵

し、説明を考えるのか、一旦は私の方で割

得を目指す他の派遣会社からいろいろと質

が出てくるもので、こう説明したらどう、と

り振りを考えるのですが、結果的には自然

問を受けるのですが、皆さんかなりハードル

いうものが出てきます。また、説明を考える

に割り振りが固まっていく感じでした。それ

を高く考えているように思います。真摯に労

うちに、こうしたエビデンスを用意したらよ

というのも、やはり制度の意義を各部門の

働者派遣事業に取り組んでいれば、すでに

いのではないか、という意見も出てきます。

長にしっかりと説明してからプロジェクトを

やっているオペレーションで大半の項目はク

最終的な説明内容の判断は結構、ぎりぎり

スタートしたことと、現場から優良認定取

リアしているのではないでしょうか。決して

までやりました。チェック項目でわからない

得の声が上がってきているという当事者意

高いハードルではないと考えます。優良認

点は、当初は JHR や相談センターに、審

識があったことがよかったのだと思います。

定を受けた派遣会社のオペレーションを参

査申し込みをしてからは審査認定機関に逐

当然、+ αの仕事が増えることになるので

考にすることもよいのですが、それを真似

次質問をして、こちらの考えとの刷り合わ

すが、率先して引き受けてくれましたので。

たり今のオペレーションと替えたりすること

せをするようにしました。審査員の皆様は、

取引先と直接接している営業担当は、やは

は、決してよいことではありません。従来

まさか最初から 12 名全員が出てくるとは思

り真剣味が強い感じがしました。経営陣に

の業務が混乱したり、組織に歪を生むこと

われなかったようで、こんなに大勢でと驚

は随時、進捗を説明しました。

でしょう。まずは、チェック項目ごとに、現

かれたようですが、混乱もなく審査は円滑

状の業務を見直して、できていることを確

に進みました。10 時から 5 時まで、実質 6

認することから始めてみてはいかがでしょう

時間程度で終わりました。審査員からも、

か。各社毎に業務のオペレーションは違い

かなり順調でした、と言われました。

当社の強みが生かせた
審査項目は
「キャリア形成と処遇向上の
取り組み」
審査項目はいずれも、当社で既に実施し
ている内容だったので特に問題はありませ
んでした。中でも [ Ⅲ 派遣社員のキャリア
形成と処遇向上の取り組みに関する基準 ]
の各項目については、当社では従来から注

ますから、各派遣会社が認定に向けてなす
べき事柄は一律ではないと思います。自社
の長所を活かしながら、実運用に無理のな
い準備をすべきです。

各部門の専門性を前面に出した
ロールプレイングで準備した

社内外からの反響が少しずつ
耳に入ってきている
結果として、当社が深読みをし過ぎてい
ると思われるチェック項目も多々あり、エビ
デンスもそこまで必要なかったのかな、と
思われることもありました。しかし、審査当

力して取り組んでいた内容であったため、強

やはり審査までに思ったのは、組織的

日になってあれがないこれが足りないという

みが活かせたと感じました。例えば、派遣

な総合力で対応しなければいけないなと

ことがあるのが一番厄介ですので、深読み

スタッフの人事評価制度、キャリア形成支

いうことです。1 人が全て判っていて、全て

しているぐらいでちょうどよかったのだと思

援、教育訓練等に関する項目で派遣スタッ

のチェック項目について説明ができればよ

います。審査当日まで、かなり緊張感をもっ

フをトータル的にサポートする仕組みです。

いのですが、どうしても得手不得手の部分

て準備していましたが、やはり全社を代表

取り組みの内容 ( ソフト ) はもちろん、設備

があります。例えば営業部門や人事部門の

して審査を受けるわけですから、それくらい

の面（ハード）でも、当社では派遣スタッ

者が、自社のシステムサーバーのスペック

は当然だったのでしょう。審査結果が出る

フのための研修専門施設であるテクノセン

について説明するのは難しい場合もありま

までは、安心できませんでしたが、審査後

ターを全国に設置しています。どれも一朝

す。やはり、審査を受けるということは、単

には心地よい疲労感があったのを覚えてい

一夕にできる内容ではないので、以前から

にエビデンスを用意するにとどまらず、それ

ます。

全社で取り組んで経験を重ねてきたことが

に則って説明をしなくてはなりません。審査

先日大手メーカーに営業同行した際に、

活かせたのではないかと思います。逆に、

員に言葉で理解してもらい信用してもらうこ

優良認定を取得したことを話しましたら、さ

対応が難しかった項目というのは特にあり

とが必要になります。専門家が自身の知識

すがだねとお褒めの言葉をいただきました。

ませんが、書類等のエビデンスを各部門か

をフル稼働させて話すに越したことはありま

毎日、派遣先に出向いている営業担当者や

ら集めて、審査項目別に整理してまとめる、

せん。

フォロー担当者であれば、そうしたお言葉

という作業は時間もある程度かかり苦労し
ました。

審査認定準備での苦労

当社では、
審査に際して説明者は 12 名で、
全員が説明をするというわけではありませ
んが、抜け漏れがないように相互にフォロー
できるような態勢で臨みました。

をいろいろといただいているのかな、とも思
います。
社内的には、取得ができたところで、今
後はこの水準を保つだけではなく、より一
層高い精度での業務ができればよいと考え

審査・認定が済んで、一番重要だと感じ

チェック項目も、それぞれが独立してい

たのは、背伸びをしないことです。認定を

るようで、部分的に関連しあったり、重なっ

ております。特に今回の優良認定取得は、

受けるために、複雑なオペレーションを組

たりしていますから、ある項目説明とほか

改正派遣法にきちんと対応している派遣会

んでも、それを維持できなければ、むしろ

の項目説明で齟齬が生じてはいけません。

社であることをアピールできましたので、高

業務にマイナスに働きます。業務効率やサー

そこで、審査当日までに、何度も念入りに

い宣伝効果にもなったと思います。今後は

ビスの優先順位、経費等を考えながら、現

ロールプレィイングを重ねました。基本的

優良派遣事業者というブランドを活かして

状の改善点を探っていくことで、優良派遣

な回答原稿は各部門で作成しますが、やは

いきたいと考えています。
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内部監査室 室長

技術部 部長

柳屋 秀一さん

大枝 実さん

2

CASE

株式会社
トラスト・テック
事業内容

技術者派遣事業／委託事業／業務請
負事業／有料職業紹介事業

拠点

本社（東京都港区）
、オフィス（全国 20
拠点）
、採用センター（札幌市）

資本金

技術部 営業支援課

児玉 貴行さん

経営企画部 課長

吉岡 陽さん

高い責任意識と権限を持つ

プロジェクト主導で優良認定を取得

派遣現場の声に応えて
プロジェクトを立ち上げる

すね。もはや、
優良派遣事業認定の取得は、
全社的に既定路線のように受けとめられて
いたようです。

社内では、優良派遣事業者認定を初年

取得に向けてプロジェクトチームが立ち

度に取得しようという声もありましたが、一

上がります。すでにチェック項目の検討に

従業員数

方で慎重論もありました。理由としては、

入っていた経営企画部の吉岡、各営業所の

売上高

できたばかりの制度で難易度や効果の予測

実情をよく知る内部監査室の柳屋、教育研

が難しかったこと、そして、派遣法改正が

修・キャリアコンサルティング担当の技術

目前に迫っており、一般派遣を対象とした

部の大枝、そして、コンプライアンス担当

ようなチェック項目に対して特定派遣事業

の営業支援課の児玉の 4 人です。社内期待

15 億 2,969 万円
2,343 名（2015 年 6 月末現在）

125 億 8,906 万円（2015 年 6 月期）

企業資格

◦労働者派遣事業許可番号
「派 13-306382」
◦有料職業紹介事業許可番号
「13- ユ -303674」
◦東京証券取引所 市場第一部
「証券コード：2154」
◦優良派遣事業者／職業紹介優良事
業者／プライバシーマーク

者として、どう最適な対応をするか時間を

度の高まりもあり、正直プレッシャーは感じ

かけて見直すべきではないか、というもの

たのですが、この 4 人ならやりきれると思

です。検討した結果、初年度は見送ること

いましたし、当社なら取得できるという自負

になったのですが、取得の方向ではまとまっ

はありました。

ていました。そこで経営企画部で初年度の

プロジェクトはコアメンバーが
全権を持って進めていく

チェック項目に目を通して、果たして現状ど
れくらいクリアしているのか、そしてエビデ
ンスは何を出せるのか調査しました。チェッ

本年度は、派遣法改正以降にならないと

ク項目を検討したりエビデンスの確認をす

チェック項目が固まらないことはすでに判っ

る上で、間接部門はもちろん、各種会議体

ていましたので、プロジェクトの本格スター

で説明し現場を回りますから、おのずと認

トは 2015 年 10 月以降となりました。すで

定取得の情報は流通します。

に初年度のチェック項目で 9 割方はクリア

一方、当社の顧客には、結構この制度を
知っているところも多く、派遣の現場では
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できていると判断していましたので、焦りは
ありませんでした。

制度の説明を求められたり、
「御社は取ら

プロジェクトの進め方としては、まず

ないのですか？」と言われることも少なか

チェック項目の総合評価から始めました。

らずあったようです。こうした現場の声を吸

具体的に 1 つ 1 つのチェック項目のエビデ

い上げるような形で上申したので、2 年目

ンスを集める前に、4 人で各項目をクリアで

に取得しようという意思決定は早かったで

きているかどうか意見を出していきます。
「○

番は、△△課に言えばすぐ資料は揃えられ

落ち着いて対応できました。

派遣事業者の認定企業として自社を強くア

る。
」
「●番は、意味の確認が必要。
」
「◎番

派遣法改正によるチェック項目の変更に

ピールできます。また、社員研修でも内勤・

は、▲▲部でこれに近いフォーマットがあっ

対応が必要とはいえ、心配はしていません

外勤を問わず社員のモチベーションの維持

たと思う。
」事業体の項目は内部監査室と

でした。特に教育研修やキャリア形成の分

に役立っています。研修体制も認定基準を

経営企画部ですぐエビデンスは用意できま

野は、当社では、創業以来注力していまし

踏まえ、目的ごとに段階を踏んで準備して

すし、優良認定審査の骨格である教育研修・

たので、判断基準が厳しくなっても、十分

いますので、安心して受講してくださいとい

キャリアコンサルティングとコンプライアン

クリアできるであろうという自信がありまし

うことを伝えられることは、すごい強みだと

スは技術部で判断ができます。そうした結

た。当社の取り組みが制度の主旨にあって

思いますね。

果、8 割くらいは何もしなくてもよい、とい

いることは、様々な実施カリキュラムを示す

う判断でした。残りの 2 割のうちの 1 割は

ことで、審査員の方々には十分理解いただ

少し整備が必要で、もう 1 割は説明表現の

けると確信していました。

仕方を考える必要がある、というのがプロ
ジェクトメンバーの見立てです。

審査認定の意図は、健全な事業運営をし
ている会社であり、派遣社員のキャリア形

次に 1 つ 1 つの項目について具体的なエ

成支援、派遣先に満足のいくサービスを提

ビデンスを集め、説明内容を詰めていきま

供している事業者の認定・育成である、と

す。プロジェクトは、全社的に認知されてい

理解していました。
そうであれば、
今までやっ

ましたので、エビデンスを取りに行くにして

てきたことを素直に出せばいいのではない

もピンポイントで取りに行きました。そこの

かとの思いがありましたから、認定されな

ラインの上長にまず話を通してということは

いかもといった懸念はなかったと思います。

しません。集まったエビデンスを、都度プロ

審査に向けて様々な事柄を整理していくこ

ジェクトメンバーで評価します。そこでエビ

とで自社の強みが意識され、その仕組みを

デンスに説明や意見をもらう場合とか、こう

整理・説明するプロセスで業務全体の質が

いうふうに直すことはできないかという要望

一段と上がった感じはしますね。

を伝える場合は、プロジェクトのミーティン

優良認定がコーポレート・
スローガンに一層の
信憑性を与える

グ時にその担当者を呼んできて、プロジェク
トメンバー全員と話をしてもらうようにしまし
た。メンバー全員が同時に同じ情報を持ち
ませんと判断ができませんし、2 度手間 3
度手間になります。そうしたヒヤリングの対

採用活動、教育研修現場で優良派遣事業

象となるのは経営陣や部長課長クラスに加

者の認定を受けたということの意義を話せ
ることが一番大きいですね。会社が目指し

＆Ａが公開されて逐次更新されていました

て行く方向性が更に明確になったというこ

のでこまめにチェックし、それでも解決しな

とです。優良という名前がついてはいるが、

い場合は優良認定制度の相談室に何度も

会社としてはそれに甘んじるのではない。

メールをしたり、出向いて質問をしました。

今回の認定は、ある意味標準的、当たり前
なことをやっていることを認めていただいた
のだということ。優良であるということは、
それを超える企業のスタンスという意味で、

審査に備えるために、例示にぴったり合

社長がよく言う、エンジニアに支持される

致しなくても、現行あるもので、きちんと主

ナンバーワンの会社になろうというコーポ

旨を説明できるよう話の流れを考えながら、

レート・スローガン、これはやはりその上に

こうした理解でやっていますよと伝えること

あるのだから、それに向かって頑張っていこ

に尽力しました。１つのエビデンスでは不足

う、と言うとぴったり話がはまるのです。世

でも、幾つかの異なるエビデンスを組み合

間からもそういう認定を受けているというこ

わせることで、説得力を持たせようと考えま

とは、御社は期待されているのだよ、企業

したら、案外とうまくいったように思います。

としてしっかりアイデンティティがあるよね

もちろん、ここまで細かく尋ねられたら、こ

と言っていただけます。そういう意味で内外

ういう回答をしようと、
事前にシミュレーショ

問わずコーポレート・スローガンを推進でき

ンはしておきました。常に４人で一緒にやっ

るというメリットがあるのです。

てきたので理解に齟齬もなく、審査時にも

社内報で広報された、
優良派遣事業者認定取得

優良認定取得の成果としては、
営業活動、

え営業担当にまで及びました。不明点はＱ

制度の主旨を理解し、
審査では相互補完で対応

全社員の名刺には、優良派遣
事業者認定のマークが

そして、エンジニアの採用や育成でも、

説明の抜け落ちがあれば誰かがフォロー

優良派遣事業者認定は大きな強みになって

できるほど共通認識を持っていましたので、

いると思います。会社説明会の際に、優良
43

営業課 課長

中野 尋之さん

顧問

3

CASE

株式会社ピープル
事業内容

総合アウトソーシング事業 /
人材派遣事業 / 有料職業紹介事業

拠点

8,350 万円

従業員数

18 名（2016 年 6 月末現在）

企業資格

◦労働者派遣事業許可番号
「派 25 − 300157」
◦有料職業紹介事業許可番号
「25 −ユ− 300060」
◦優良派遣事業認定
◦プライバシーマーク

優良派遣事業者認定制度で
証明する
オーナーが想い続けた派遣社員
のステップアップ

リアアップシステムの導入です。
すると、今まで自信なさげに働いていたス
タッフが、教育の回数が増す度に、明らか

某住宅メーカー様からの製造請負要請を

に表情の変化がはじまり、自信を持って、自

受けて、阪神大震災で住居や職を失った被

ら意欲的に仕事に取り組むようになっていっ

災者の方々と仕事をさせて頂いたのが、現在

たのです。

の主力事業の製造派遣を始める契機となり

ちょうど、この教育研修が軌道に乗り出

ます。
（当時はまだ製造請負業のみでしたが） した時期と、製造派遣が解禁になった時期
当時の製造請負業界を見ると、今でいう

とが重なります。

偽装請負が横行しており、あまり健全な状

オーナーは、そもそも派遣会社の本質と

態とは言えませんでした。そうした風潮に

は職業生活の予備校であるべきとの思いが

強い反発を感じていたオーナーの山本は、

強くありますので、派遣スタッフ本人が良け

その原因の一つは、働く側に知識や技術が

ればと、優秀な人材からどんどん派遣先の

無いために単純労働に陥りやすく、そのこ

社員に登用させていくことを承認していたの

とで労働者の立場が軽視されているのでは

が、10 年も前の事です。

ないかと思いました。また、きちんとした権
利や義務の意識が欠けていることで、何と
なく仕事をこなすだけの状況にあるのでは
ないか、つまり自らを律することも必要だと

自社の制度を検証するために
プロジェクト㊝を始動
それからは、自社内の整備が必要と考え、

も考えました。それならば、技術知識を身

派遣社員のマネジメントができ、派遣先や

につける場を提供して、職業生活でのステッ

派遣社員への的確なサービスが可能となる

プアップを可能にすることが、結果として業

ように、管理社員教育に着手しました。金

界の健全化に一番よいのではないかと思い

銭的にはとても負担となりましたが、やり続

至りました。

けるうちに、社員の中から自己啓発的に自

そこで、自社で働く派遣スタッフに対して、
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鈴木 寧さん

オーナーが自らの経験から得た信念を

滋賀、京都、大阪

資本金

取締役 総務部 部長

中沢 政春さん

費でセミナー受講に行く、あるいはキャリア

オーナー個人の自費負担で関連機関や専門

コンサルタント資格や、衛生管理者、マイナ

学校等で教育研修を実施する事を始めまし

ンバー検定等の諸資格を自発的に取得しに

・
た。例えば、旋盤技術・溶接技術・CAD オペ

行く者が増え始め、やはり継続こそが力の

労働法講座等、まさに今で云うところのキャ

源泉だと実感したものです。

しかし、いくら派遣会社や派遣スタッフだ

組織が小さいので専従者を置く余裕は有

けが切磋琢磨しても、派遣先の業態が健全

りませんが、その分小回りが効き、決定通

でなければ、育成もステップアップもするこ

達の浸透速度が速く、改善も想像していた

とができませんし、派遣元だけが努力して

よりは簡単に出来たと思います。

も派遣先の派遣社員への理解が疎かでは、

開始 3 か月目くらいからは、優良派遣認

派遣社員にはライフプランの設計が叶いま

定基準に定められたルールに準じて概ね会

せん。そこで、オーナー自ら、コンプライア

社は運営できるようになっていました。ただ、

ンス精神が強く、職場環境整備に配慮頂

現実的には運用している事でも、その経過

ける顧客との契約を取り付けることにも注力

確認と、是正結果などの管理帳票類が不足

し、その結果を残しました。

していることも判明し、細かな整備を進めて

これらの活動を維持し、新たな発展を模

行くうちに、社内業務が今まで以上に平準

索している時期に、優良派遣事業認定制度

化でき、結果的により業務が円滑化できた

と巡り合ったのです。健全な派遣事業を保

のではないでしょうか。

持する視点を獲得するには、
「これを於いて
他に無し」との思いで、認定取得を目指す
ことになりました。2014 年末の経営会議で
取得の方向が決定され、翌 2015 年 1 月の

代表取締役

山本 桂士さん

（グループオーナー兼務）

優良派遣事業者認定後も続く
プロジェクト㊝の精神

審査前日までリハーサルを
繰り返す

正直なところ、オーナーからの認定取得

審査当日の朝が来ました。前夜のリハー

が発表された時も、現状の業務にかかる負

全体会議で、オーナーが社員全員に対して、

サルで担当者各自のチェック項目解釈に疑

担を懸念して、後ろ向きな意見を述べる社員

自社の進んでいる方向性の正しさを証明す

義が発生し、随分と険悪な空気になるなど

もおりました。しかし、そうした疑心を解き

るために、同制度を取得する意義を熱く語

の不安もありましたが、出来得ることは全て

ほぐしていく、オーナーの情熱ある口ぶりは

りました。そのための今後の活動は「プロ

行っているとの自負もあり、少ない自信と大

今でも昨日のことのように思い浮かびます。

ジェクト㊝」と命名されました。

きな不安が混濁する中で 審査員の方を迎

第三者の視点から自社の制度を
点検し整備を図る

認定が公表された時には、顧客や派遣
社員から今後ますます小煩いことを要求さ

えることとなったのです。
緊張感と、張り詰めた空気の中で双方共

れると冷やかされました。認定をいただい

に眉間に皺が寄った状態での審査開始で

てから３か月が経過した現在、特に大きな

オーナーは、すでに初年度の優良派遣認

す。ですが、審査が進み帳票類の開示が進

変化や影響はまだありませんが、オーナー

定制度説明会に参加しており、認定を受け

むにつれ、
「これは問題ないでしょう」
「きち

以下、社員一同が優良派遣事業者認定を

るためには、自社に何が足りないのかを自問

んと理解されていますね」の言葉の数が増

保持している責任感とその矜持に一層業務

したところ、概ね要件は満たしていると判断

えるのに比例して、眉間の皺が一本、また

が研鑽されていくのが感じられます。プロ

していたのですが、エビデンスには問題が

一本と溶け出して行くのを感じました。そう

ジェクト㊝は、一旦休止状態となりましたが、

あることにも気付いていました。従来、営業

して、みっちり朝から夕方まで審査を実施し

むしろそこで目指した精神を、全社で共有

活動記録や社員教育等の実施履歴等は開

ていただき、最後に「結果については判りま

できるようになったと感じております。

示を前提としていなかったため、それを誰が

せんが、正直なところ、ここまでしっかりさ

見ても判り易い状態に整理し直さなければ

れているとは思いませんでした」との言葉を

企業として恥ずかしくないように、日本の未

なりませんでした。
その後は、審査に向けて担当チーム編成
を行い、予定期間は 8 月下旬から 6 か月間

今後も、人材派遣業界の末席に身を置く

頂き、今まで、オーナーが歩んできた道を

来に少しでも貢献できるように、オーナーの

正当に評価されたようでとても嬉しく感じた

志を汚す事のない様に、１日１日を大切に真

のを覚えております。

剣に努力していく所存です。

での工程表作成を指示しました。

「プロジェクト マル優」のファイルと
そのトップページ

事業所入口に飾られている優良派遣事業者認定証

コンプライアンスの徹底を示すカウンター横の広報書類
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4

申込から認定の基本的な流れ

1

審査認定機関を
決める

審査認定機関は公募の上、認証委員会の審査を経て指定されます。優良認定の審査を受けようとする派
遣事業者（以下、申請事業者）は、その中から審査・認定を受けるところを決めます。審査内容・審査手
順は、どの審査認定機関でも変わりません。審査認定機関は、制度の専用 Web サイトに公開されますので、
そちらから必要な情報を得るようにしてください。

2

審査認定機関に
審査申請する

審査認定機関が決まったら、審査認定機関に申請をします。申請には以下の用紙が必要になります。制
度受託団体や審査認定機関の Web サイト等からダウンロードが可能ですので作成の上、審査申請をした
い機関に提出してください。
なお、審査申請受理期間は、どの審査認定機関でも同じになっていますので、期限に遅れないようにし
てください。
●優良派遣事業者認定 審査申請書
●申請要件に関する誓約書

3

審査料を
振り込む

変動のある場合もあります。金額と納付（支払）期限は各審査認定機関に確認してください。なお、返金

4

「優良派遣事業者認定
審査事前確認表
（申請事業者用チェックリスト）」
を提出する

5

審査認定機関と

審査期間は、審査申請受理期限後からとなります。審査期間の終盤に近くなると、審査が混み合う可能
性もあり、希望日時に沿えない場合もあります。審査開始時刻等は決められておりませんが、時間は実質
5 ～ 8 時間程度を見込んでおり、審査進行状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。

審査員による

審査員は複数名でお伺いします。なお、どの審査員が申請派遣会社にお伺いするかは、審査認定機関が
選定します。ただし、審査員が申請派遣会社と利害関係がある（あった）場合は、迅速にその旨審査認定
機関に申し出てください。審査認定機関において審査員の交代をいたします。
なお、審査後にその事実が判明した場合は、再審査や審査の取り消しがなされる場合もありえますので、
事前のご確認をお願いします。

審査結果の連絡

審査結果につきましては、全審査終了後、審査過程が適切なものであったかを認証委員会にて確認の上、
認定の可否が決定され、各審査認定機関よりご連絡します。

6
7
46

審査日時を
決定する

審査

審査認定機関の指示に従って審査料を期限までに支払います。審査料の金額は、交通費実費等によって
ができない場合もありますので、各審査認定機関の説明をよく確認してください。

「優良派遣事業者認定審査 事前確認表（申請事業者用チェックリスト）
」を作成して、審査認定機関に
審査受理期間内に提出ください。なお、
「優良派遣事業者認定審査 事前確認表（申請事業者用チェックリ
スト）
」は、提出後に修正も可能です。修正があった場合には遅滞なく再提出してください。

平成 27 年度

優良派遣事業者

データ集＆
認定事業者アンケート
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平成 27 年度

Data

優良派遣事業者

平成 26 年度・27 年度に認定を受けた
事業者に関するデータ

データ集＆認定事業者アンケート

（一般社団法人 人材サービス産業協議会調べ）

認定事業者数

52社

優良認定派遣者数 累計 137 社
■平成 26 年度

■平成 27 年度

申請

申請

99 社 ⇒ 認定 85 社

85 社

65 社 ⇒ 認定 52 社

平成 26 年度

平成 27 年度

昨年同様、
「10 億円～ 50 億円未満」の事業者が最も多いです。しかし、昨年と比較して「10 億円未満」の事業者の認定が増加しました。従業員規模・
派遣社員数でも100 名以下、500 名以下といった規模の事業者の認定が増加しております。
認定制度開始から 2 年が経過し、中小規模の事業者が増加し幅広い事業者が認定されるようになりました。

認定事業者の従業員規模

認定事業者の売上規模

12％

12％ 14％
平成 27 年度

14％

12％

9％

5％

24％

46％

平成 27 年度

14％

28％

平成 26 年度

27％

35％

5 億未満

50 億円超～ 100 億以下

100 人以下

1,000 人超～ 5,000 人以下

5 億円超～ 10 億未満

100 億円以上

100 人超～ 500 人以下

5,000 人超

10 億円超～ 50 億未満

従業員 1 人あたりの派遣社員数

2％ 6％
平成 27 年度

12％
25％

26％

8％ 7％

37％
平成 27 年度

25％

平成 26 年度

31％

21％

38％

27％

9％

21％

5,000 人超～ 1 万人以下

5 人以下

20 人以下

500 人超～ 1,000 人以下

1 万人超

10 人以下

40 人以下
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41％

平成 26 年度

500 人以下
1,000 人超～ 5,000 人以下

13％

500 人超～ 1,000 人以下

認定事業者の派遣社員数

37％

18％

平成 26 年度

15％

47％

52％

6％

28％

認定を申請した理由を
教えてください。

（複数回答可）

自社のブランディング
強化のため

41
46

社内の意識改革や
業務体制見直し等のため

41 51

競争力強化のため

親会社からの指示や要望が
あったから
取引先からの指示や要望が
あったから

75

3

4

3

3

派遣業界の健全化のために
必要であると思ったから

申請のための準備を始めてから
申請するまでに
何か月くらいかかりましたか？

77

22

平成 26 年度

50

平成 27 年度

既存の施策・サービスで
基準を満たすことができた

基準を満たすために新たな施策や
サービスを実施する必要があった

51％

49％

平成 27 年度

平成 26 年度

32
32％
％

67％

どのような組織体制で、優良派遣事業者認定の申請準備や
現地審査の対応をしましたか？
1. 新たに専門の部署を設けて、そこが全て行った
2. 新たに専門の部署を設けて、そこが中心となって複数部署で対応した
3. 既存の一つの部署が全て対応した
4. 既存の部署が中心となり、複数部署で対応した
5. その他
無回答

認定取得のためにかけた
手数料以外の費用に
ついて教えてください。

（従業員の人件費を除く）

手数料※のみ

10 万円以下
10 万超～ 50 万円以下
50 万超～ 100 万円以下
100 万超

平成 27 年度

平成 26 年度

2.0%
9.8%
9.8%
74.5%
3.9%
0%

2.4%
3.5%
16.5%
69.4%
7.1%
1.2%

平成 27 年度

平成 26 年度

41.2%
23.5%
13.7%
11.8%
9.8%

71.8%
11.8%
9.4%
1.2%
5.9%

※ 27 年度審査認定手数料 367,200 円～ 486,000 円
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平成 27 年度

Data

優良派遣事業者

平成 26 年度に認定を受けた
事業者に関するデータ

データ集＆認定事業者アンケート

（一般社団法人 人材サービス産業協議会調べ）

認定を取得してメリットはありましたか？
メリットがあった … 96%
「メリットがあった」とご回答いただいた方にお伺いします。
具体的にどのようなメリットがありましたか。
（複数回答可）

35

社内の意識改革や業務体制の見直しになった

24

自社のブランディング強化につながった

23

取引先からの評価が向上した

22

自社に対する信用が高まった

17

競争力強化につながった

9

派遣社員の満足度が高まった
親会社からの評価が向上した

8

認定マークはどのような媒体に活用していますか？

（複数回答可）

名刺
自社ホームページ
会社案内
求人広告
その他

認定の有効期限は、平成 30 年 3 月 31 日です。
更新する意向は、ありますか？
更新する予定である… 98%

50

44
45
33
23
2

Column

5

よくある質問

審査について
Ｑ

現地審査の際に、顧問の社労士や経営コンサルタントが同
席することはできますか？

A

現地審査の際は、審査をする派遣会社の社員以外を同席さ
せることはできません。

Ｑ
A

審査に向けて最近マニュアルを作成したり規程変更をして
いますが、今年度の審査で問題ないでしょうか？
審査時点において仕組みが運用されていることが審査基準
を満たすと判断する原則になります。運用し始めたばかりで
派遣社員や内勤社員などに周知されていなく、あまりにも制
度趣旨とかけ離れている項目は、審査基準を満たしていない
と判断することがあります。

Ｑ

登録型の派遣社員と常用型の派遣社員とが混在しているが、
エビデンスは両方それぞれ用意しないといけませんか？

A

可能な限り両方について用意することが望ましいと考えます
が、一方の事業の比率が非常に小さい場合などは、審査員
にその旨説明し、主たる事業に関して資料提示・説明するこ
ともできます。ただし、提示しなかった事業領域において基
準を満たしていないことがなんらかの形で判明した場合は、
再審査を行います。
（認定後であった場合は、再審査の結果、
認定取消になることがあります。
）

Ｑ

セキュリティの関係で、安易に印刷できない場合、エビデ
ンスや記録の提示はどのように行えばいいですか？

A

たとえば、イントラネットや社内システムなど求められてい
る事項がわかる画面をパソコンなどで提示し、操作していた
だくことでも構いません。

Ｑ

認定されなかった場合に、どの項目が基準を満たしている
と認められなかったのかを教えてもらえますか？

A

基準を満たしていると認められなかった項目についてのみお
伝えします。基準を満たしていない理由をお伝えしたり、改
善のための指導・アドバイスは行っておりません。

Ｑ

基準を満たしていると認められなかった項目について、是
正したうえで再審査してもらえますか？

A

原則として次回以降の審査に新たに申請してください。ただ
し、提示する資料の間違いなど軽微な内容であって、審査認
定機関が認証委員会に報告する日までの間に是正および再
審査の実施・完了が可能であるものについては、審査認定機
関と協議のうえ、再審査が可能となることがあります。

Ｑ

審査を実施する場所は本社ですか？

A

申請事業者の指定した事業所において実施します。貸し会議
室など外部施設の利用は、情報管理の観点から認められま
せん。

Ｑ

過去のメール履歴はエビデンスになりますか？

Ｑ

A

項目によりますが、社内で共有・保管されているものであれ
ばエビデンスとして提示できます。

事例を提示するものについては、何件くらい用意すればよ
いでしょうか？

A

Ｑ

派遣元管理台帳に記載しているものが多く、いくつかの項目
は派遣元管理台帳をエビデンスとしたいのですが、その際、
同じ派遣社員の台帳ですべて説明してもよいでしょうか？

その項目で求められている仕組みや制度が実際に運用され
ていることを顕著に示す量を準備してください。

Ｑ

事例が必要とされているものは、事例を出せないと基準を
満たしていると認められないのでしょうか？

A

項目によります。記録や管理状況の例示として１人の派遣社
員の台帳ですべて説明できる場合もありますが、実績や事例
などの説明であれば、できるだけ複数の事例を用意したほう
が、認定基準が求める対応が恒常的にできていことを説明し
やすいと考えます。

A

事例を確認するのは、制度や仕組みが実際に運用されてい
るかどうかを確認するためです。事例が０件である場合は、
審査日まで事例が０件であった合理的な理由を明確に説明し
てください。

Ｑ

選択項目は、選択したもののみ説明すればよいですか？

Ｑ

審査時点では実施・運用できていない項目については、今
後の方針を説明することでもよいでしょうか？

A

A

審査時点で実施・運用されていなければ基準を満たしている
と認められません。

選択したかどうかにかかわらず、全項目についてご説明くだ
さい。実施できていない項目や基準を満たしていない項目に
ついては、その理由等について簡単に説明してください。

Ｑ

チェックリストで求められている項目については、いつか
ら実施されていればよろしいでしょうか？

A

制度や仕組みの開始時期については問いません。それらが周
知・運用され、定着し、実績が出ているかどうかを判断します。
51

申請について
Ｑ

申請受付件数の上限はありますか？

A

各審査認定機関で処理できる件数には限りがある場合がご
ざいます。受付可能件数については、各審査認定機関が公
表しておりますので、そちらをご参照ください。また、受付
状況の詳細については、各審査認定機関にお問い合わせくだ
さい。

Ｑ

同時に複数の審査認定機関へ申請することはできますか？

A

同時に複数の審査認定機関に申請することはできません。

Ｑ

誓約書の代表者名の欄は、代表者の直筆・実印でないとい
けませんか？

A

社内の決裁規程や押印規程に基づき適切な手続きがとられ
ていれば、代表者名をゴム印に代えたり実印を角印に代えて
代表者の正式な誓約とすることができます。

Ｑ 「事前確認表」は各審査機関で共通ですか？
A

共通です。

Ｑ 【NO.42】メンタルヘルスチェックをしていないと基準を
満たしていないとされますか？
A

Ｑ 【No.45】基本的な安全衛生教育は行っていますが、専門
的な安全衛生教育については、派遣先に実施を依頼してお
り、派遣先によって違いがあります。説明するのは基本的
なものだけでよいでしょうか？
A

審査の際に確認しますので、事前送付は不要です。審査が
スムースに終えられるよう、項目ごとに関係するエビデンス
類をすぐに提示できるよう、準備してください。

チェック項目について
Ｑ 【No.13 ～ 19】個人情報の項目はプライバシーマークを
持っていても審査員に質問される可能性はありますか？
A

基本的にプライバシーマークの登録証の提示があれば基準
をみたしていると判断し、各項目の審査を省略しますが、今
年度はマイナンバーの対応などで外部委託している例（№
18）
、さらに情報漏洩リスクの可能性（№ 19）も通常より
も高いと考えられるため、特に留意が必要と考えています。
そのため、№ 18 および№ 19 については、プライバシーマー
ク取得事業者にも念のため対応状況について確認させてい
ただきますので口頭でご説明ください。追加エビデンスを提
示する必要はありません。

（１）の派遣社員等の雇用形態がわかる資料は
Ｑ 【No.22】
公開していない内部資料になるがそれを見せればよいので
しょうか？
A

そのとおりです。

A
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原則として個人票の提示は必要ありません。労働基準監督署
に提出する定期健康診断結果報告書のコピーをご用意くださ
い。なお、常用雇用者が 50 人未満であり、労働基準監督署
への報告義務がない事業者の場合は、受診者の健診結果の
一覧など、社内でまとめている資料を 5 年分提示してください。

取得実績は女性に限定していません。取得率は分母が「当
該年度に出産した者のうち育児休業取得の対象者」であり女
性に限定されます。直近１年間で把握ができる範囲で答えて
ください。

Ｑ 【No.47】職場復帰を希望しない場合、育児休業取得率は
ゼロであることは合理的理由になりますか？
A

復帰の意向がないことがわかるものがメールなどでエビデン
スとして残っていれば除外できますので、取得率がゼロにな
ることもありえます。

Ｑ 【No.50】コンサルティングやアドバイスの希望を全員に
どうやって確認すればいいでしょうか？
A

コンサルティングを受けたいかどうかなどを派遣社員向けの
マイページやメールなどで確認することもひとつの方法かと
考えます。

Ｑ 【No.60】法令の範囲で提供する教育研修についてはカリ
キュラムの提示までいいのでしょうか？有給無償で実施し
た実績まで求められるのでしょうか？
A

今年度は準備状況を確認するので、有給無償で実施予定の
カリキュラムの提示で足ります。それ以外の場合で法改正前
から行っている研修で実績があれば提示してください。

雇用期間が 2 か月であって、
Ｑ 【No.60】８時間の教育訓練は、
１年に満たない場合はどうすればよいでしょうか？
A

Ｑ 【No.41】過去５年分の健康診断実施を示すエビデンスとし
て、何人分の健康診断結果表を用意すればよいでしょうか？
A

ここでは、派遣元として大多数の派遣社員に実施している安
全衛生教育の内容をご説明ください。特殊専門的な内容につ
いて派遣先に依頼して実施している場合は№ 78 の事例とし
てご説明ください。

Ｑ 【No.47】育児休業取得実績と育児休業取得率は女性に
限定していないのでしょうか？取得申請者を確認してこな
かったので、過去３年間の取得率の記録がないが大丈夫で
しょうか？

Ｑ 「事前確認表」に記載したエビデンス類を事前に審査認定機
関に送付しなければいけませんか？
A

派遣社員向けにメンタルヘルス予防に関する周知や相談窓
口の案内、メンタルヘルスに関して問題があった場合にどの
ように対処することになっているかなど、現状の取組につい
てご説明いただき、そのうえでで、メンタルヘルスチェック
については、実施済であればその結果を、実施予定の場合
はその方法や内容などの実施計画についてご説明ください。

法令で義務付けられているものについては、雇用期間で提供
が必要な教育訓練の時間を按分したものが最低水準である
と考えますが、№ 60 においては、義務付けられた時間以上
の教育訓練機会提供が可能であることを説明してください。

Ｑ 【No.61】派遣社員の教育研修は派遣先で実施履歴を取る
必要がありますか？
A

派遣先教育研修の実施を依頼していることがわかるものとあわ
せて、受講履歴など実施結果がわかるものを用意してください。

Column

5

よくある質問
Ｑ 【No.64】正社員転換の実績は紹介予定派遣ではなく、紹
介によるものでもよいのでしょうか？
A

紹介による正社員転換も実績人数に含めることができます。

優良派遣事業者認定後について
Ｑ

優良派遣事業者認定を受けた後、企業として対応すべきこ
とはありますか？

A

法令を順守していただく事はもとより、各社の行動指針に基
づいた事業運営を行っていただき、かつそれらの取り組みを
企業内で周知していただく必要があります。また、認定基準
にかかわる項目について、認定時の状況から変更がある場合
は、速やかに審査認定機関に申し出てください。

Ｑ

優良派遣事業者認定を受けた後、社名変更をしたのですが、
認定は継続できますか？

準社員という雇用形態が、
「用語等」にしめした正社員の要
件（直接雇用でフルタイムの無期雇用労働者）に該当すれ
ば実績に含めることができます。

A

社名・所在地・代表者の変更の場合は、原則認定は継続さ
れます。但し、
審査認定団体へ速やかに届け出を提出下さい。
認定証再発行が必要な場合は、実費負担いただきます。

Ｑ 【No.64】正社員転換の取組みは対策講座やセミナーであ
る程度人数を集めるところまでやらなければならないので
しょうか？

Ｑ

優良派遣事業者認定を受けた後、会社が合併（分社）した
のですが、認定は継続できますか？また、どのような手続
きが必要ですか？

正社員を目指す人のための個別のカウンセリングや相談窓口
などの仕組みでもよいと考えます。必ずしも集合形式の研修
やセミナーを必須にしているわけではありません。

A

変更の内容に応じ、速やかに審査認定機関に下記手続きを
行ってください。また、継続の可否は下記に従って確認くだ
さい。

Ｑ 【No.64】正社員登用制度のある契約社員への転換は、正
社員への転換事例として認められますか？
A

派遣社員から正社員になった人数を実績としていますので、
登用制度があっても契約社員（有期雇用）の場合は認めら
れません。

Ｑ 【No.64】派遣先では正社員以外に期間社員（有期雇用）
と準社員（無期雇用）の雇用形態がありますが、正社員へ
の転換はどうカウントすればよいでしょうか？
A

A

Ｑ 【No.65】就業規則はありますが、給与に関しては個別契
約によるので給与規程・規則はありません。給与規程や細
則を新たに作る必要がありますか？賃金水準の均衡を考慮
して支給していることがわかるマニュアルなどがあればよ
いでしょうか？
A

派遣社員の賃金を何に基づいて決定しているかが、明文化
され、派遣社員にも開示できていることが求められます。

Ｑ 【No.67】派遣先の福利厚生の利用記録はどうすればいい
でしょうか？
A

派遣先の福利厚生施設を利用できることが契約書に記載れ
ていることの確認で足りますが、食堂や保育所利用の請求書
など記録があるものについては提示してください。派遣社員
のフォロー時や派遣先訪問時に利用状況などを聞いた記録も
「利用記録」として提示することができます。

Ｑ 【No.75】派遣先の満足度資料は業務日報を使っていいで
しょうか？
A

業務日報もエビデンスとして提示することができます。

変更パターン
認定事業者が、
他の事業者からの事業譲渡等により
派遣事業を継承するとき
基準を満たす事業運営ができている事を誓約

手続き

継続可否

変更届書
提出

継続
する

変更届書
提出

継続
する

※ただし、自社稼働者数の 1 割未満の継承の場合は、上記手
続き不要です

認定事業者が、他の事業者と合併し、
存続会社となるとき
基準を満たす事業運営ができている事を誓約

認定事業者が、
変更届書 継続
分社化あるいは事業譲渡等により派遣事業を
提出
しない
行わなくなったとき
認定事業者が、吸収合併等により消滅するとき
非認定事業者が、
認定業者から分社化あるいは事業譲渡等により
派遣事業を継承するとき

変更届書 継続
提出
しない
新規に
申請が
必要

継続
しない

Ｑ 【No.76】派遣先のニーズと派遣社員のニーズのミスマッ
チの把握・分析はどういうイメージなのでしょうか？
A

各社の定義があるので一義的に決めていませんが、代表的
なものとして契約が満了せず中途解約になった場合、トラブ
ルになった場合などを想定しています。

その他
Ｑ

認定制度の英語表記を教えてください。

A

“The Excellent Temporary Work Agencies Certification
System” となります。
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お問い合わせ先

?

何 に つ い て

誰 が 質 問 す る ？
申請を希望する
派遣事業者

認定事業者

マスコミ

派遣社員
・
派遣先企業

そのほか

質 問 す る ？
認定制度について
質問したい／
相談会に出席したい

認定を受けたい／
申請をしたい
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①運営受託団体へ

③審査認定
機関へ

審査・認定は、派遣事業者のみ受け付けています

認定制度を
周知するため、
認定マークを使用したい

②厚生労働省へ

そのほか

①運営受託団体へ

優良派遣事業者認定制度 専用 Web サイト

http://yuryohaken.info/
①運営受託団体 一般社団法人 人材サービス産業協議会

住所：〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-11-14 G・S 千代田ビル 2 階
電話：03-5357-1645
E-mail：yuryohaken@j-hr.or.jp

②厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 民間人材サービス推進室
住所：〒 100-8916

東京都千代田区霞が関 1-2-2

③審査認定機関
審査
機関
番号

機関名

住所

電話

すばる審査評価機構 株式会社
01
http://subaru-shk.jp/

〒 104-0031
東京都中央区京橋 3-12-4
マオビル 9 階

03-6264-4841

株式会社 中部評価センター
02
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/chu-3-pyou/yuuryou.html

〒 458-0825
愛知県名古屋市緑区左京山 104
加福ビル左京山 1 階

052-623-7401

03

〒 105-0014
一般社団法人 日本添乗サービス協会
東京都港区芝 1-10-11
http://www.tcsa.or.jp/haken/yuryo/index.html?2014111701
コスモ金杉橋ビル 6 階

04

公益社団法人 労務管理教育センター
http://www.roukan.or.jp/yuryohaken.html

〒 141-0021
東京都品川区上大崎 2-25-2
新目黒東急ビル 6 階

03-6435-1548

03-6417-4597
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平成 28 年度

厚生労働省

運営受託団体

一般社団法人 人材サービス産業協議会

優良派遣事業者認定制度推奨事業

〒 102- 0072 東京都千代田区飯田橋 3-11-14

G・S 千代田ビル 2 階

Tel： 03（5357）1645 / Fax： 03（5357）1646

