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改正職業安定法（逐条解説） 

～政省令案の方向性・求人メディア等のマッチング機能の質の向上～ 

 

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」1が令和４年３月 30日に国会で成立し、翌 31日

に公布されました（令和４年法律第 12号、以下「改正法」という。）。 

 本ニュースレターでは、改正法のうち、職業安定法の改正（求人メディア等のマッチング

機能の質の向上）に関して解説いたします（同改正については令和４年 10月１日に施行）。 

 今回のニュースレターは、令和４年４月１日付のニュースレターのアップデート版であ

り、第 340回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（令和４年４月 13日）2の

「資料１ 改正職業安定法の施行について」に示された政省令案の方向性についても記載

しています。3 

 

本ニュースレターに関して、ご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡ください。 

 

弁護士法人三宅法律事務所 

弁護士・社会保険労務士 渡邉 雅之 

TEL：03-5288-1021 

Email：m-watanabe@miyake.gr.jp 

 

 

  

                                                      

1 https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html 

2 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25005.html 

3 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000928240.pdf 

https://www.miyake.gr.jp/topics/202204/%E9%80%90%E6%9D%A1%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%9A%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%B3%95%EF%BD%9E%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%EF%BD%9E
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第１．改正の基本的な考え方 

 改正の基本的な考え方については、「雇用仲介事業に関する制度の改正について（報告書）」

（令和３年 12月８日：労働力需給制度部会報告書）4で次のとおり記載されている。 

第１ 基本的考え方 

１ インターネットの普及が、場所や時間の制約なく大量の情報を利用・流通させること

を可能とし、労働市場においても求人・求職情報等の飛躍的な増加がみられる中で、雇

用仲介が果たす役割はこれまでになく大きくなってきている。ＩＴ技術等の進展に伴

い、多種多様なサービスを提供している雇用仲介事業者が労働市場において果たす役

割を積極的に評価し、労働市場において需給調整機能の一翼を担う者として位置づけ

る必要がある。 

２ 少子高齢化による就業構造の変化、働き方や職業キャリアに対する意識の多様化、新

型コロナウイルス感染症の影響や産業構造の変化による人材の移動の必要性等を踏ま

え、職業安定機関は、労働市場全体の需給調整機能を高め、実効的な雇用対策を講じる

ことが重要であり、多様な雇用仲介事業者とも情報の共有や連携を進めていくことが

求められている。 

３ 雇用仲介事業者の位置づけを確固たるものとしつつ、利用者が安心してサービスを利

用することができる環境とするため、雇用仲介事業者が依拠すべきルールをより明確

にすべきである。その際、人手不足の状況が今後更に進展する中においては、公正、適

正かつ効率的なマッチングの実現に向けた雇用仲介事業の機能向上が重要であること

を踏まえ、こうしたマッチングにつながり、労働者になろうとする者にとっても有益な

イノベーションを阻害することのないように留意することが必要である。 

４ こうした考え方に基づき、雇用仲介事業の機能強化と募集情報等提供事業の適正な運

営を確保し、もって労働市場が的確かつ効率的に機能するための基盤を整備するため、

雇用仲介事業に関する制度の改正を行い、次のような具体的措置を講ずることが必要

である。 

なお、ＡＩやマッチングアルゴリズムの使用に係る留意点、労働条件の明示等その他

の論点についても、今後、今回講じる具体的措置の状況を踏まえ必要に応じて検討を進

めていくことが適当である 

 

  

                                                      

4 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000863799.pdf 
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【雇用仲介機能のイメージ】 

⚫ 従来、ホワイトカラー系の高年収職種を民間職業紹介事業者が、サービス・ブルーカラ

ー系を中心に比較的年収の低い職種をハローワークが扱うなどの棲み分けがされてい

た。 

⚫ 近年、民間職業紹介事業者の取り扱う職種と年収の下限が拡大する一方で、求人メディ

アが紙からインターネット化するとともに幅広い職種・年収を取り扱うようになり、ハ

ローワーク・民間職業紹介事業者・求人メディア３者の領域が重複している。 

⚫ さらに、ＩＴ技術の進展により、アグリゲーターや利用者ＤＢ、ＳＮＳなど新しいサー

ビスが登場している 。 

 

 

出所：厚生労働省作成資料 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000863801.pdf
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第２．定義規定 

１．「募集情報等提供」（法４条６項）（改正） 

改正後 改正前 

（定義） 

第４条（略） 

②～⑤（略） 

⑥ この法律において「募集情報等提供」と

は、次に掲げる行為をいう。 

一 労働者の募集を行う者等（労働者の募

集を行う者、募集受託者（第三十九条に

規定する募集受託者をいう。第三号、第

五条の三第一項、第五条の四第一項及び

第二項並びに第五条の五第一項において

同じ。）又は職業紹介事業者その他厚生労

働省令で定める者（以下この項において

「職業紹介事業者等」という。）をいう。

第四号において同じ。）の依頼を受け、労

働者の募集に関する情報を労働者になろ

うとする者又は他の職業紹介事業者等に

提供すること。 

二 前号に掲げるもののほか、労働者の募

集に関する情報を、労働者になろうとす

る者の職業の選択を容易にすることを目

的として収集し、労働者になろうとする

者等（労働者になろうとする者又は職業

紹介事業者等をいう。次号において同

じ。）に提供すること。 

三 労働者になろうとする者等の依頼を受

け、労働者になろうとする者に関する情

報を労働者の募集を行う者、募集受託者

又は他の職業紹介事業者等に提供するこ

と。 

四 前号に掲げるもののほか、労働者にな

ろうとする者に関する情報を、労働者の

募集を行う者の必要とする労働力の確保

を容易にすることを目的として収集し、

（定義） 

第４条（略） 

②～⑤（略） 

⑥ この法律において「募集情報等提供」

とは、労働者の募集を行う者若しくは募

集受託者（第三十九条に規定する募集受

託者をいう。以下この項、第五条の三第一

項及び第五条の四第一項において同じ。）

の依頼を受け、当該募集に関する情報を

労働者となろうとする者に提供すること

又は労働者となろうとする者の依頼を受

け、当該者に関する情報を労働者の募集

を行う者若しくは募集受託者に提供する

ことをいう。 
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労働者の募集を行う者等に提供するこ

と。 

 

（１）改正前の募集情報等提供の定義 

 改正前の「募集情報等提供」の定義の一つは、「労働者の募集を行う者や募集受託者から

の依頼を受けて」、「当該募集に関する情報を労働者になろうとする者に提供する場合」であ

る。 

具体的には、以下の【図１】（職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者か

ら依頼を受け、労働者となろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提

供する場合）のうち、①「職業紹介を行う地方公共団体」、「職業紹介事業者」、「（他の）募

集情報等提供事業者」から求人掲載依頼を受けること、②（求人の依頼を受けて）職業紹介

を行う「職業紹介を行う地方公共団体」、「職業紹介事業者」、「（他の）募集情報等情報提供

事業者」に求人配信をしたり、検索の対象とすることは「募集情報等提供」の対象外である。 
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【図１】職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者から依頼を受け、労働者

となろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合 

 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

 また、改正前の「募集情報等提供」のもう一つの定義は、「労働者になろうとする者から

の依頼を受けて」、「当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者に提供す

る場合」である。 

 この場合、以下の【図２】（職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に対

して労働者となろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合）

のうち、①「職業紹介を行う地方公共団体」、「職業紹介事業者」、「募集情報等提供事業者」

から労働者になろうとする者の情報登録を受ける場合や、②「職業紹介を行う地方公共団

体」、「職業紹介事業者」、「募集情報等提供事業者」に労働者になろうとする者に関する情報

を提供したり、検索の対象とすることは、「募集情報等提供」の対象外である。 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000863353.pdf
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【図２】職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に対して労働者となろう

とする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

 また、近時は、ITの進展により、Indeed社のように、「労働者の募集を行う者」、「募集受

託者」、「職業紹介を行う地方公共団体」、「募集情報等提供事業者」からの委託なく、これら

の者の採用ホームページや求人サイトの求人情報を収集・集約（クローリング）し、「労働

者になろうとする者」、「職業紹介を行う地方公共団体」、「職業紹介事業者」、「募集情報等提

供事業者」に求人配信をする事業者も現れたが（【図３】：労働者となろうとする者の職業の

選択を容易とすることを目的として労働者の募集に関する情報を収集し、労働者となろう

とする者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に提供する場合）、改正

前の「募集情報等提供」の定義には該当しない。 

 

 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000863353.pdf
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【図３】労働者となろうとする者の職業の選択を容易とすることを目的として労働者の募

集に関する情報を収集し、労働者となろうとする者、職業紹介事業を行う者又は募集情報

等提供事業を行う者に提供する場合 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

同様に、【図４】（必要な労働力の確保を容易とすることを目的として労働者となろうとす

る者に関する情報を収集し、労働者の募集を行う者、職業紹介事業を行う者又は募集情報

等提供事業を行う者に提供する場合）のとおり、求人・求職のために、「労働者になろうと

する者」のネット上の公開情報、SNSの当行、HPでの職歴公開等の情報を収集・集約（クロ

ーリング）して、「労働者の募集を行う者」、「募集受託者」、「職業紹介を行う地方公共団体」、

「職業紹介事業者」、「（他の）募集情報等提供事業者」に求職者情報として提供する行為も、

改正前の「募集情報等提供」の定義に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000863353.pdf
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【図４】必要な労働力の確保を容易とすることを目的として労働者となろうとする者に関

する情報を収集し、労働者の募集を行う者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事

業を行う者に提供する場合 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000863353.pdf


10 

 

（２）改正後の定義 

 「雇用仲介業に関する制度の改正について（報告）」（令和３年 12月８日・労働政策審議

会 職業安定分科会 労働力需給制度部会、以下「雇用仲介業制度改正報告書」という。）

においては、このような場合であっても、以下のような場合については募集情報等提供に該

当するものとすることが適当とされた。 

ア 職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者から依頼を受け、労働者とな

ろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合（上記【図１】

の場合） 

イ 職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に対して労働者となろうとす

る者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合（上記【図２】の場合） 

ウ 労働者となろうとする者の職業の選択を容易とすることを目的として労働者の募集に

関する情報を収集し、労働者となろうとする者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等

提供事業を行う者に提供する場合（上記【図３】の場合） 

エ 必要な労働力の確保を容易とすることを目的として労働者となろうとする者に関する

情報を収集し、労働者の募集を行う者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業

を行う者に提供する場合（上記【図４】の場合） 

 

 これを受けて、改正後は、「募集情報等提供」は以下のとおり定義されることになる。 

① 労働者の募集を行う者等（労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者その

他厚生労働省令で定める者（「職業紹介事業者等」）をいう。④において同じ。）の依頼

を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業

者等に提供すること。（法４条６項１号：上記【図１】の場合） 

② ①に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業

の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等（労働者にな

ろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。③において同じ。）に提供すること。（法４

条６項２号：上記【図３】の場合） 

③ 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労

働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。（法４条

６項３号：上記【図２】の場合） 

④ ③に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う

者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を

行う者等に提供すること。（法４条６項４号：上記【図４】の場合） 

 

 以下の定義に留意する必要がある。 

 「労働者の募集を行う者等」とは、労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業

者その他厚生労働省令で定める者をいう（法４条６項１号）。 



11 

 

 「その他厚生労働省令で定める者」としては、「募集情報等提供事業を行う者」、「特定地

方公共団体」及び「労働者供給事業者」が定められる予定である。 

 「職業紹介事業者等」とは職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者をいう（法４条

６項１号）。「厚生省令で定める者」には、職業紹介を行う地方公共団体等が定められるもの

と考えられる。 

 「労働者になろうとする者」とは、労働者になろうとする者又は「職業紹介事業者等」を

いう（法４条６項３号）。 

 

（４）職業紹介事業と募集情報等提供事業との区分 

 厚生労働省は、民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供が職業安

定法４条１項に規定する「職業紹介」に該当するか否かを判断するための基準として、「民

間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関す

る基準」を示している。 

 インターネットによる求人情報・求職者情報提供は次の１から３までのいずれかに該当

する場合には、職業紹介に該当するとされている。 

1. 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観

的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。 

2. 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者

情報に係る連絡を行うこと。 

3. 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継す

る場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。 

 

雇用仲介業制度改正報告書では、「指針に規定されている職業紹介事業と募集情報等提供

事業との区分については、現状を踏まえ判断基準を明確化することが適当である」とされて

いる。 

これを受けて、「指針」においては以下のとおり判断基準の明確化がなされる予定である。 

◼ 仲介事業者が主体性を発揮し、特定の個人と企業の間を結びつけることにより、雇⽤

関係の成⽴をあっせんしていると考えられる⾏為を⾏っている場合、職業紹介に該

当するものと考えられる。 

◼ そこで、次のいずれかに該当する⾏為を事業として⾏う場合は、職業紹介事業の許可

等が必要であることを明確にする。 

• 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、自らの判断により選別した

提供相手に対してのみ提供すること、自らの判断により選別した情報のみ提供す

ること。 

• 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、自らの判断により求

人者又は求職者に応じて加工し、提供を⾏うこと。 

• 求職者と求人者との間の意思疎通を中継する場合に、自らの判断により意思疎通

を加工すること。 

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/
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◼ 上記の判断については、コンピュータ等により自動的に⾏われているかどうかを問

わないことを明確にする。 

◼ なお、宣伝広告の内容、契約内容等の実態から判断して、あっせん⾏為を事業として

⾏っており、募集情報等提供事業はその⼀部として⾏われている場合は、全体として

職業紹介事業に該当するものであり、形式判断でないことを強化して明記する。 

 

 
出所：厚生労働省作成資料 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000928240.pdf
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２．「特定募集情報等提供」（法４条７項）（新設） 

 「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集

情報等提供をいう。 

 この定義によれば、「募集情報等提供事業を行う者」であっても、労働者になろうとする

者に関する情報を収集しない場合は対象とならないことになる。 

 具体的には、法４条６項１号（上記【図１】の場合）及び法４条６項２号（上記【図３】

の場合）の場合のうち、「労働者の募集に関する情報」を、「労働者になろうとする者」又は

「職業紹介事業者等」に提供はするのみ（広告配信）をするのみで、「労働者になろうとす

る者」の情報登録をしない場合は、「特定募集情報等提供」には該当しないことになると考

えられる。 

法４条６項１号（上記【図１】の場合）及び法４条６項２号（上記【図３】の場合）の場

合のうち、「労働者になろうとする者」の情報登録をすれば、「労働者になろうとする者に関

する情報を収集する場合」に該当し、かかる情報を「労働者の募集を行う者」や「職業紹介

事業者」に提供をするか否かにかかわらず、「特定募集情報等提供」に該当すると考えられ

る。 

法４条６項３号（上記【図２】の場合）及び法４条６項４号（上記【図４】の場合）の場

合は、「労働者になろうとする情報」を収集するので、かかる情報をかかる情報を「労働者

の募集を行う者」や「職業紹介事業者」に提供をするか否かにかかわらず、「特定募集情報

等提供」に該当すると考えられる。 

 

３．「特定募集情報等提供事業者」（法４条 11項）（新設） 

 「特定募集情報等提供事業者」とは、法 43条の２第１項の規定による届け出をして特定

募集情報等提供事業を行う者をいう。 
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第３．特定募集情報等提供事業者の義務 

１．特定募集情報等提供事業の届出（法 43条の２）（新設） 

（特定募集情報等提供事業の届出） 

第四十三条の二 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

②特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、

遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。 

③特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事

業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

 

（１）届出制（法 43条の２第１項） 

特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名

又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければな

らない。 

 これは、雇用仲介業制度改正報告書において、「労働者になろうとする者に関する情報を

収集して募集情報等提供事業を行う者については、 労働者になろうとする者と接して事業

を行っていることから、より適切な事業運営の確保と指導監督のためにも 届出制を導入し、

その実態を把握することが適当である。」とされたことによる。 

 同報告書では、「届出等の手続については、事業者の過大な負担となることがないよう簡

素なものとすることが適当である。」とされている。 

 「厚生労働省令で定める事項」としては以下の事項が定められる予定である。 

◼ 職業安定法第 43条の２第１項の「厚生労働省令で定める事項」として、氏名又は名

称、住所、連絡先、職業紹介事業者又は派遣事業者の場合には許可番号又は届出番号

を定める。 

◼ サービス名称、サイト URL、サービスの概要、第４条第６項第各号のいずれに該当す

る事業かも様式記載事項とし、これらの情報については、厚労省の⼈材サービス総合

サイトに⼀覧として掲載し、利⽤者のサービス選択に資するようにする。 

◼ 住民票の写し（個人の場合）又は登記事項証明書（法人の場合）の添付を求める。 

 届出の方法は原則インターネットによることとされる予定である。 
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（２）変更届（法 43条の２第２項） 

 特定募集情報等提供事業者は、上記（１）により届け出た事項に変更があつたときは、遅

滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。 

 届出事項の変更については、届出事項の変更があったときから「30 日以内」とされる予

定である。 

 届出の方法は、原則インターネットによることとされる予定である。 

 

（３）廃止届（法 43条の２第３項） 

 特定募集情報等提供事業者は、上記（１）による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃

止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届

け出なければならない。 

 事業の廃止については 10日以内に届け出るものとすると定められる予定である。 

 届出の方法は、原則インターネットによることとされる予定である。 

 

（４）罰則 

 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、募集情報等提供を行い、又はこれ

らに従事したときは、その違反行為をした者は、１年以上 10年以下又は 20万円以上 300万

円以下の罰金に処せられる（法 63条２号）。（改正で追加） 

法 43条の２第１項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行ったとき

は、その違反行為をした者は、６月以下の懲役または 30万円以下の罰金に処せられる（法

65条７号）。（改正で新設） 

 法 43条の２第１項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたときは、違

反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる（法 66条７号）。（改正で新設） 

 法 43条の２第２項又は３項の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、違反行為をし

た者は、30万円以下の罰金に処せられる（法 66条８号）。（改正で新設） 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科せられる（法 67条：両罰規定）。 
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３．職業安定機関と特定地方公共団体等の協力（改正） 

（職業安定機関と特定地方公共団体等の協力） 

第五条の二 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業

を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るた

め、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力

するように努めなければならない。 

② 公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地

域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に

協力するように努めなければならない。 

 

 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は

労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、

労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければ

ならない。 

改正により、相互協力義務の対象に「募集情報等提供事業を行う者」が追加された。 
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４．報酬受領の禁止（法 43条の３）（新設） 

（報酬受領の禁止） 

第四十三条の三 特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働

者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を

受けてはならない。 

 

 『職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を

行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明

示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者

の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針』

(平成 11 年労働省告示第 141 号) 5（以下「指針」という。）においては、「募集情報等提供

事業を行う者の責務」として、「募集情報等提供事業を行う者は、募集に応じた労働者から、

その募集に関し、いかなる名義でも報酬を受けてはならないこと」（第六、二、（三））が規

定されている。 

 雇用仲介業制度改正報告書では、「募集情報等提供事業を行う者が、募集に応じた労働者

から報酬を受領してはならないという指針の内容については、法令において規定すること

が適当である。」とされたため、法律において報酬受領の禁止が明確化されたものである。 

 

 

  

                                                      

5 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-

Seisakutoukatsukan/0000168822.pdf 
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５．事業情報の公開（法 43条の６）（新設） 

（事業情報の公開） 

第四十三条の六 募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項そ

の他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。 

 募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に

関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定

める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。 

 どのような情報をどのような方法で情報提供するかは、厚生労働省令で定められる。 

 雇用仲介業制度改正報告書においては、「利用者が納得して事業者を選択することがで

きるよう、募集情報等提供事業を行う者は、取り扱う情報の的確性と個人情報保護のため

に取り組んでいることやサービス内容について積極的に公表するよう努めるものとするこ

とが適当である。」とされている。 

 「事業情報の公開」の方法としては、インターネット又は事業に利用している紙媒体を

利用する方法が定められる予定である。 

 「厚生労働省令で定める事項」としては、以下の事項が定められる予定である。 

・個人情報を適正に管理するために講じている措置に関する事項 

・利用者が検索した場合に表示順を決定するために用いられる主要な事項 

 

  



19 

 

６．苦情の処理（法 43条の７）（新設） 

第四十三条の七 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の

募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を

受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。 

② 募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備し

なければならない。 

 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募

集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関

する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない（法 43条の７第１項）。 

 募集情報等提供事業を行う者は、この目的を達成するために必要な体制を整備しなけれ

ばならない。 

 雇用仲介業制度報告書においては、「現在、職業紹介事業者においては紹介責任者が苦

情処理を統括管理することとされている。募集情報等提供事業を行う者においても適切か

つ 迅速な苦情の処理に当たって必要な体制を整備しなければならないものとすることが

適当である。」とされている。 

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し「求人者又は有職者から申出を受けた苦情の処

理に関すること」等を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な

教育を行わせるため、職業紹介責任者を選任しなければならないこととされている（法 32

条の 14）。 

「その他厚生労働省令で定める者」としては、「募集情報等提供事業を行う者」、「特定

地方公共団体」及び「労働者供給事業者」が定められる予定である。 
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７．募集情報等提供事業を行う者の責務（法 43条の８）（新設） 

（募集情報等提供事業を行う者の責務） 

第四十三条の八 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資する

ため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるよ

うに努めなければならない。 

（労働者の募集を行う者等の責務）（改正） 

第四十二条の二 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行

う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつ

ては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（参考） 

〇指針 

第六 法第四十二条の二に関する事項(労働者の募集を行う者等の責務) 

一 （略） 

二 募集情報等提供事業を行う者の責務 

(一) 募集情報等提供事業を行う者は、相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者と

なろうとする者並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者からの苦情を迅速、適切に

処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。 

(二) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者の個人情報の収集、保

管及び使用を行うに当たっては、第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業

を行う者は、第四の二を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者とな

ろうとする者の個人情報の適正な管理を行うこと。 

(三) 募集情報等提供事業を行う者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、い

かなる名義でも報酬を受けてはならないこと。 

(四) 募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、

同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報の提供を行ってはなら

ないこと。 

募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の

運営に当たっては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければな

らない（法 43条の８）。 

改正前から、法 42条の２において求められていた努力義務であり、新たな努力義務と

して定められたものではない。 
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改正前の指針においては、改正前の法 42条の２に関して、「募集情報等提案事業者を行

う者」の責務として、以下のものが掲げられている。 

(一) 募集情報等提供事業を行う者は、相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者と

なろうとする者並びに労働者の募集を行う者及び募集受託者からの苦情を迅速、適切に

処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。 

(二) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者の個人情報の収集、保

管及び使用を行うに当たっては、第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業

を行う者は、第四の二を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者とな

ろうとする者の個人情報の適正な管理を行うこと。 

(三) 募集情報等提供事業を行う者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、い

かなる名義でも報酬を受けてはならないこと。 

(四) 募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、

同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報の提供を行ってはなら

ないこと。 

 

 改正後の指針には「募集情報等提案事業者を行う者」の責務として、以下のものが掲げ

られる予定である。 

◼ 職業安定機関の⾏う雇⽤情報の収集、標準職業名の普及等に協⼒するよう努めるも

のとする。 

◼ 募集情報が次のいずれかに該当するときは、情報の提供を依頼した者に対して変更

を依頼するか、情報の提供を中止しなければならないこととする。また、次のいず

れかに該当するおそれがあるときは、情報の提供を依頼した者に対して確認を⾏う

か、情報の提供を中止しなければならないこととする。【現⾏の規定を維持】 

• 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者の募集に関する情報 

• その内容が法令に違反する労働者の募集に関する情報 

◼ 募集情報等について、情報の提供を依頼した者の承諾を得ることなく当該情報を収

集して改変して提供してはならないことを明確にする。 【現⾏の規定を維持】 

◼ ストライキやロックアウトの⾏われている事業所に関する募集情報等提供を⾏って

はならないこととする。【現⾏の規定を維持】 

◼ 労働者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を⾏う場合、必ずしも特定の個

⼈が識別できる個⼈情報ではない情報のみを収集していても、特定募集情報等提供

事業に該当することを明確にする。 

◼ ハローワークや公的機関と関係のない募集情報等提供事業を⾏う者は、誤認させる

名称を用いてはならないこととする。 

◼ 宣伝広告する際は、不当に利⽤者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある

不当な表⽰をしてはならないこととする。 

◼ 苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓⼝を明確にするとともに、必要に応じ

て職業安定機関と連携することとする。 
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第４．求人等に関する情報の的確な表示（法５条の４）（新設） 

（求人等に関する情報の的確な表示） 

第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行

う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この

法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は

頒布その他厚生労働省令で定める方法（以下この条において「広告等」という。）によ

り求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする

者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報（第三項において「求人等に関する情

報」という。）を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる

表示をしてはならない。 

②労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等によ

り労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正

確かつ最新の内容に保たなければならない。 

③公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う

者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に

関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内

容に保つための措置を講じなければならない。 

※以下削除。 

（募集内容の的確な表示等） 

第四十二条 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生

労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者（募集受託者を含む。以下この項に

おいて同じ。）は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定に

より当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応

じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その

的確な表示に努めなければならない。この場合において、当該労働者の募集を行う者

が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうと

する者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を

求めるように努めなければならない。 

② 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働

者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、

当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。 

〇指針（現在）における広告等による募集の表示の規定 

第三 法第五条の三及び法第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の

的確な表示) 

一 職業紹介事業者等による労働条件等の明示 

（一）～（五）（略） 
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(六) 広告等により労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第四十二条第一項の規

定により、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に

応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その

的確な表示に努めなければならないこと。この場合において、募集情報等提供事業を行う

者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させようとすると

きは、当該募集情報等提供事業を行う者の協力を求めるよう努めるとともに、労働者の募

集を行う者及び募集受託者は、募集情報等提供事業を行う者から二(一)の依頼等があっ

たときは、当該情報を適正なものとするよう適切な措置を講ずること。 

 

（１）改正前の規律（法 42条） 

 改正前は、「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生

労働省令で定める方法により、」「労働者の募集を行う者（募集受託者を含む）」は、「労働者

の適切な職業選択に資するため」「募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっ

て」「当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を

用いる等」「的確な表示に努めなければならない」とされていた。 

 また、「労働者の募集を行う者」が、「募集情報等提供事業を行う者」をして「労働者の募

集に関する情報を労働者となろうとする者に提供するとき」は、「当該募集情報等提供事業

を行う者に対して、必要な協力を求めるように努めなければならない」とされていた。 

他方、「募集情報等提供事業を行う者」は、「労働者の募集を行う者」若しくは「募集受託

者」又は「労働者となろうとする者」の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものと

なるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならないとされ、

募集内容の的確な表示について自らは実施する努力義務を負わず、協力の努力義務のみ定

められていた。 

改正により、法 42条は削除された。 

（２）改正後の規律（法５条の４） 

 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募

集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者」は、「職業安定法に基づ

く業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生

労働省令で定める方法（「広告等」）」により、「求人若しくは労働者の募集に関する情報又は

求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報

（「求人等に関する情報」）を提供するとき」は、当該情報について「虚偽の表示又は誤解を

生じさせる表示」をしてはならない。 

 改正により、「法的義務」となるとともに、義務を負う主体として、「公共職業安定所、特

定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者」が追

加された。募集情報等提供事業を行う者も義務の主体となる。 

 また、義務の内容として、①広告等により、求人等に関する情報を提供するときに、「誤
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解を生じさせる表示」だけでなく、「虚偽の表示」が禁止される（同条１項）とともに、②

広告等により労働者の募集に関する情報・求人等関する情報を提供するときは、正確かつ

最新の内容に保つための措置を講じなければならないことになる（同条２項・３項）。 

 「虚偽の表示」が禁止されたのは、厚生労働省が実施した採用における人材サービスの利

用に関するアンケート調査において、「求人企業の募集条件と実際の就業条件が違った」と

のトラブル内容が特に高かったことによるものと考えられる。 

 なお、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、募集情報等提供を行い、又はこれ

らに従事したときは、６月以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処せられる（法 65 条９

号）。 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科せられる（法 67条：両罰規定）。 

 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000844439.pdf
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〇改正前後の求人等に関する的確な表示の規律の相違点 

 改正後 改正前 

条文 法５条の４ 法 42条 

義務性 法的義務 努力義務 

主体 公共職業安定所 

特定地方公共団体 

職業紹介事業者 

労働者の募集を行う者 

募集受託者 

募集情報等提供事業を行う者 

労働者供給事業者 

労働者の募集を行う者 

募集受託者 

義務の内容 ①職業安定法に基づく業務に関し

て新聞、雑誌その他の刊行物に掲載

する広告、文書の掲出又は頒布その

他厚生労働省令で定める方法（「広

告等」）により求人若しくは労働者

の募集に関する情報又は求職者若

しくは労働者になろうとする者に

関する情報その他厚生労働省令で

定める情報（「求人等に関する情

報」）を提供するときは、当該情報に

ついて虚偽の表示又は誤解を生じ

させる表示をしてはならない。 

②広告等により労働者の募集に関

する情報・求人等関する情報を提供

するときは、正確かつ最新の内容に

保つための措置を講じなければな

らない。 

新聞、雑誌その他の刊行物に掲載す

る広告、文書の掲出又は頒布その他

厚生労働省令で定める方法により、

労働者の適切な職業選択に資する

ため、当該募集に係る従事すべき業

務の内容等を明示するに当たって、

当該募集に応じようとする労働者

に誤解を生じさせることのないよ

うに平易な表現を用いる等その的

確な表示をすること。 

募集情報等

を行う者の

位置付け 

義務の主体 労働者の募集を行う者・募集受託者

への協力の努力義務 

義務違反の

効果 

改善命令等の対象（法 48 条の３第

１項） 

努力義務なので改善命令等の対象

とならない。 
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（３）虚偽又は誤解を生じさせる表示の禁止（法５条の４第１項） 

ア．対象となる情報提供の方法（「広告等」） 

 職業安定法に基づく「業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の

掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法」（法５条の４第２項・第３項において「広

告等」と定義される。）が対象である。「厚生労働省令」で定める方法としては、書面の交

付、放送（テレビ、ラジオ等）、インターネット及びこれらに類する媒体を利用する方法

が定められる予定である。 

イ．対象となる情報 

 対照となる情報は、「求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働

者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報」が対象である。 

 「厚生労働省令で定める情報」としては、「労働者の募集を行う者に関する情報」と「事

業の実績に関する情報」が定められる予定である。 

 「事業の実績に関する情報」が対象とされるのは、登録求職者数●万人といった事業実

績について、事業と異なる広告を行うことは、業界の信頼を損ない、雇用仲介事業のマッ

チング機能を損なうおそれがあることを踏まえたものである。 

ウ．指針において定められる事項 

 「指針」において、虚偽又は誤解を生じさせる表示の禁止に関して以下の事項が定めら

れる予定である。 

◼ 募集情報を提供する段階でも、労働条件として明示することとされている事項に

関する情報をできる限り含めることが望ましいこととする。 

◼ 求職者に誤解を⽣じさせることのないよう、例えば次のような場合に留意するこ

ととする。 

• 関係会社が存在している場合に、実際に雇用する予定の企業が関係会社と混同

されることのないようにすること。 

• 労働者の募集と、請負契約の受注者の募集が混同されることのないようにする

こと。 

• 賃⾦形態、基本給、定額の手当、通勤⼿当、固定残業代等に関する事項について、

実際の賃金等よりも高額であるかのように表示しないこと。 

• 職種・業種等について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を⽤いないこ

と。 

 

（４）労働者の募集を行う者及び募集受託者の広告等の正確かつ最新の内容に保つ措置（法

５条の４第２項） 

「対象となる情報提供の方法（「広告等」）」および「対象となる情報」は、上記（３）ア・

イのとおりである。 

「労働者の募集を⾏う者」及び「募集受託者」は、以下の対応等を通じて、労働者の募集

に関する情報を正確かつ最新の内容に保つことが「指針」において定められる予定である。 

• 労働者の募集を変更⼜は終了した場合には、その募集情報の掲載を速やかに変更⼜は

終了すること。また、掲載を依頼した「募集情報等提供事業を⾏う者」に対して、掲載
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を変更又は終了するよう依頼すること。 

• 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。 

• 「募集情報等提供事業を⾏う者」から、不適正な募集情報や正確な記載ではない募集情

報の訂正や変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。 

 

（５）公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う

者並びに労働者供給事業者の広告等の正確かつ最新の内容に保つ措置（法５条の４第３項） 

 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並

びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情

報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つため

の措置を講じなければならない。 

「厚生労働省令」である職業安定法施行規則においては、「正確かつ最新の内容を保つた

めの措置の方法」として、以下のとおり定められる予定である。 

 

① 求人等に関する情報の提供者や情報を提供されている求人企業・求職者から、掲載の

中止や内容の訂正の依頼があった場合には、速やかに対応する。また、正確かつ最新

の情報でないことを自ら確認した場合には、速やかに内容の訂正の依頼又は掲載の中

止を行う。【全事業者共通】 

② それぞれの事業者ごとに以下のいずれかの措置をとることを定める。 

＜職業紹介事業を行う者、労働者供給事業者＞ 

・ 求人者や求職者に定期的に情報が最新であるか確認を行う。 

・ 求人や求職者の情報の時点を明らかにする。 

＜第４条第６項第１号に該当する募集情報等提供事業者＞（労働者の募集を行う者等の

依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事

業者等に提供する募集情報等提供事業者） 

・ 募集者等に対し求人が充足したときや内容を変更したときには、速やかに通知する

よう依頼する。 

・ 労働者の募集に関する情報の時点を明示する 

＜第４条第６項第２号に該当する募集情報等提供事業者＞（労働者の募集に関する情報

を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働

者になろうとする者等に提供する募集情報等提供事業者） 

・ 労働者の募集に関する情報を、定期的に収集・更新し、その頻度を明確にする 

・ 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明示する 

＜第４条第６項第３号に該当する募集情報等提供事業者＞（労働者になろうとする者等

の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受

託者又は他の職業紹介事業者等に提供する募集情報等提供事業者） 

・ 労働者になろうとする者に対し情報を正確かつ最新の内容を保つよう依頼する 
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・ 労働者になろうとする者が情報を提供・更新した時点を明示する。 

＜第４条第６項第４号に該当する募集情報等提供事業者＞（労働者になろうとする者に

関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目

的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供する募集情報等提供事業者） 

・ 労働者になろうとする者に関する情報を、定期的に収集・更新し、その頻度を明確に

する 

・ 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明示する 
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第５．求職者等の個人情報の保護 

１．求職者の個人情報の取扱い（法５条の５）（改正） 

（求職者等の個人情報の取扱い） 

第五条の四五 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者

の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者

及び労働者供給を受けようとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、

それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ

れる労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を収集

し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職

者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内で、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該目的を明らかにしてこれを保管し、及び使用しなければならない。た

だし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 

② （略） 

 

 特定募集情報等提供事業者を含めた雇用仲介事業者は、その業務に関し、求職者、労働者

になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（「求職者等の個人情報」）を収集し、保

管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人

情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当

該目的を明らかにしてこれを保管し、及び使用しなければならない。 

 改正により、「特定募集情報等提供事業者」が新たに対象となるとともに、「厚生労働省令

で定めるところにより、求職者等の個人情報を収集の目的を明らかにして」保管・使用しな

ければならないこととなった。 

 「労働者等の個人情報」の収集目的の明示方法としては、職業安定法施行規則（厚生労働

省令）において、「インターネットその他の適切な方法」が定められる予定である。 

 第 328 回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（令和３年 10 月 19 日）の

「資料１ 今後の議論の論点について（案）」25頁の「個人情報の保護について」において

は、求職者の個人情報の利用の目的の同意の取得について、「利用規約に記載し、サービス

利用をもって同意としている」職業紹介事業者が 37.8％、募集情報等提供事業者等が 30.8％、

「利用規約に記載し、チェックボックスなどで同意を得ている」職業紹介事業者が 10.0％、

募集情報等提供事業者等が 46.2％となっている。 

これに関して、求職者調査において、「個人情報の取扱いについて同意はしたが規約等の

内容はあまり見ていない」とする求職者が 19.7％、「個人情報の取扱いについてサービス利

用の条件になっていたので同意したが規約等の内容はあまり見ていない」が 13.9％、「個人

情報の取扱について同意を求められた記憶がない」が 25.4％となっており、求職者の個人

情報の利用について、違法とは言えないものの十分でないことが窺われる。また、「個人情

報の取扱いについてサービス利用の条件になっていたので同意したが規約等の内容には不

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000844439.pdf


30 

 

満があった」が 8.6％で、同意に任意性がないことも問題となっている。 

 

出所：厚生労働省作成資料 

 

 法５条の４第１項ただし書は、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、

この限りでない。」とされているが、本人の同意も含めて、厚生労働省令で求職者の個人情

報の利用目的の明示の仕方について、求職者の保護に悖ることがないように定められるべ

きであろう。 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000863801.pdf
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〇現在の「指針」における求職者等の個人情報の取扱いについての規定 

第四 法第五条の四に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い) 

一 個人情報の収集、保管及び使用 

(一) 職業紹介事業者等（※職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託

者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者）は、その業務の目的の範囲内

で求職者等の個人情報(一及び二において単に「個人情報」という。)を収集することと

し、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存

在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から

収集する場合はこの限りでないこと。 

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれ

のある事項 

ロ 思想及び信条 

ハ 労働組合への加入状況 

(二) 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人

の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない

こと。 

(三) 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教

育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長

(以下「職業安定局長」という。)の定める書類により提出を求めること。 

(四) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若

しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの

限りでないこと。 

二 個人情報の適正な管理 

(一) 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措

置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなら

ないこと。 

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための

措置 

(二) 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当

該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなけれ

ばならないこと。 

(三) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正

管理に関する規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。 
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イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱

いに関する事項 

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 

(四) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求め

をしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

三 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律第二条

第五項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する

場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人

情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の

適正な取扱いの確保に努めること。 

 

 改正後の「指針」においては、「求職者等の個人情報の取扱い」について、以下の事項が

定められる予定である。 

◼ 求職者等の個人情報を収集する際に、業務の目的を明らかにするときには、収集され

た個人情報がどのように使用・保管されるのか、求職者等が⼀般的かつ合理的に想定

できる程度に具体的に明示することとする。 

◼ 求職者等が自ら公開している個人情報を収集する際には、公正かつ適法な手段によ

らなければならないこととする。 

◼ あらかじめ明らかにした業務の目的の範囲外で個人情報を使用、保管してはならな

いこととする。 

◼ 求職者等の本人の同意を得る際には、次の事項を遵守することとする。 

• 同意を求める事項について、求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、可能

な限り具体的かつ詳細に明示すること。 

• 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて求職者等の個人情報を収集・使用・保管す

ることに対する同意を、職業紹介や労働者の募集、募集情報等提供、労働者供給の条

件としないこと。 

• 求職者等の自由な意思に基づく同意が本人により明確に表示されること。 

（参考）職業安定法等において、求職者等の同意が必要な場面 

・ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて、求職者等の個人情報を収集・使用・保管する

場合（職業安定法第５条の５） 

・ 原則として収集してはならないこととされている個人情報について、特別な職業上の

必要によって本人から収集する場合（指針） 

・ 個人情報を、第三者から収集する場合（指針） 
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 改正により、「指針」において、個⼈情報の適正な管理を⾏う主体として、募集情報等提

供事業者を加えられる。 

 

（参考）個人情報の適正な管理に関する指針の規定内容 

⚫ 次の措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しな

ければならないこと。 

①目的に応じて必要な範囲で個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置 

②個人情報の紛失、破壊、改ざんを防止するための措置 

③正当な権限を有しない者によるアクセスを防止するための措置 

④保管する必要がなくなった個人情報を破棄、削除するための措置 

⚫ 求職者等の秘密に該当する個人情報を正当な理由なく他⼈に知られることのないよ

う、厳重な管理を⾏うこと。 

⚫ 本人が個⼈情報の開⽰⼜は訂正の求めをしたことを理由として、不利益な取扱いを

してはならないこと。 

⚫ 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 
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２．秘密を守る義務（法 51条、51条の２）（改正） 

（秘密を守る義務等） 

第五十一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給

事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給を受けようとする者（以下この条に

おいて「職業紹介事業者等」という。）並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者

は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らして

はならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつ

た後においても、同様とする。 

② 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほ

か、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報

を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用

人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。 

第五十一条の二 特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並

びに公共職業安定所の業務に従事する者及び、特定地方公共団体の業務に従事する者

及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に

関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他

人に知らせてはならない。特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方

公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び、特定地方公共団体の業務に

従事する者及び特定募集情報等提供業務を行う地方公共団体の業務に従事する者でな

くなつた後においても、同様とする。 

 

（１）職業紹介仲介事業者等による秘密を守る義務 

ア．守秘義務（法 51条１項） 

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者、特定

募集情報等提供事業者及び労働者供給を受けようとする者（「職業紹介事業者等」）並びにこ

れらの代理人、使用人その他の従業者は、正当の理由なく、業務上取り扱ったことについて

知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人

その他の従業者でなくなった後も同様とする。（法 51条１項） 

改正により、特定募集情報等提供事業者及びその従業者（これらの者でなくなった者も同

様）も対象となった。 

法 51 条１項の規定に違反したときは、違反行為をした者は 30 万円以下の罰金に処せら

れる（法 66条 11号）。 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科せられる（法 67条：両罰規定）。 

イ．みだりに個人情報等を他人に知らせてはならない義務（法 55条２項） 
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職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、上記（法 51 条１項）

の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関す

る情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使

用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。（法 51条２項） 

（２）地方公共団体や公共職業安定所による秘密を守る義務（法 51条の２） 

特定地方公共団体（無料の職業紹介事業を行う地方公共団体）及び特定募集情報等提供事

業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業

務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、

その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだ

りに他人に知らせてはならない。 

特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定

所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供業

務を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなった後においても、同様である。 

 改正により、特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体及びその業務に従事する者（こ

れらの者でなくなった者も同様）も対象となった。 
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第６．求人の不受理（法５条の６）（改正により法５条の５から法５条の６に条ずれ） 

※以下は現行規定 

〇職業安定法５条の５ 

（求人の申込み） 

第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは

全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは

受理しないことができる。 

一 その内容が法令に違反する求人の申込み 

二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著し

く不適当であると認められる求人の申込み 

三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく

処分、公表その他の措置が講じられた者（厚生労働省令で定める場合に限る。）から

の求人の申込み 

四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み 

五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第

二条第六号に規定する暴力団員（以下この号及び第三十二条において「暴力団員」

という。） 

ロ 法人であつて、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法

人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。）のうちに

暴力団員があるもの 

ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者 

六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み 

② 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号

に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を

求めることができる。 

③ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求め

に応じなければならない。 

 

〇職業安定法施行令１条 

（法第五条の五第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定） 

第一条 職業安定法（以下「法」という。）第五条の五第一項第三号の労働に関する法律

の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四条、第五条、第十五条第一項及び
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第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六

項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第三十七条第一項及び第四項、第三十九

条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六十一条第一

項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二（第一号に係る部分

に限る。）、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項並び

に第百四十一条第三項の規定（これらの規定を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（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣

法」という。）第四十四条（第四項を除く。）の規定により適用する場合を含む。） 

二 法第五条の三第一項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る。）、第二項及び第三

項、第五条の四（労働者の募集を行う者に係る部分に限る。）、第五条の五第三項、第

三十六条、第三十九条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る。）、第四十条、第四

十二条の三において読み替えて準用する法第二十条（労働者の募集を行う者に係る部

分に限る。）並びに第五十一条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る。）の規定 

三 最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第一項の規定 

四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の二第一項及び第二項（同法第三

十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。）の規定（同法

第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合

を含む。） 

五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七

年法律第百十三号）第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条

第一項及び第二項（同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項

の規定（これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含

む。） 

六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三

年法律第七十六号）第六条第一項、第十条（同法第十六条、第十六条の四及び第十六

条の七において準用する場合を含む。）、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十

六条の六第一項、第十六条の八第一項（同法第十六条の九第一項において準用する場

合を含む。）、第十六条の十、第十七条第一項（同法第十八条第一項において準用する

場合を含む。）、第十八条の二、第十九条第一項（同法第二十条第一項において準用す

る場合を含む。）、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条第一項から第三項ま

で、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二項（同法第五十二条の四第二項及び

第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。）並びに第二十六条の規定（これ

らの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。） 
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〇職業安定法施行規則４条の３、４条の４ 

（求人の申込み） 

第四条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは

全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは

受理しないことができる。 

一 その内容が法令に違反する求人の申込み 

二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著し

く不適当であると認められる求人の申込み 

三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく

処分、公表その他の措置が講じられた者（厚生労働省令で定める場合に限る。）から

の求人の申込み 

四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み 

五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第

二条第六号に規定する暴力団員（以下この号及び第三十二条において「暴力団員」

という。） 

ロ 法人であつて、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法

人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。）のうちに暴

力団員があるもの 

ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者 

六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み 

② 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号

に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求

めることができる。 

③ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求め

に応じなければならない。 

（法第五条の六に関する事項） 

第四条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の六第

一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明

しなければならない。 

 

 職業安定法５条の６（改正前・現行は５条の５）において、職業紹介事業者等に対し、吸

引の全件受理義務を課しているが、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に

排除するため、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないこ
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とができることとしている。 

 違反した場合に求人不受理にできる対象条項は職業安定法施行令（１条）、対象となるケ

ースは職業安定法施行規則（４条の３）で規定されている。 

 

＜求人不受理の対象となる主な場合＞ 

・労働基準法 

・最低賃金法 

➡過去１年間に２回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合・・・是正後６か月経過

まで不受理 

➡送検・公表された場合・・・送検後１年経過まで不受理 

・職業安定法 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

➡法違反の是正を求める勧告等に従わずに公表された場合・・・是正後６ヶ月経過まで不

受理 

 

 改正法により、職業安定法５条の４第１項及び第２項において、労働者の募集を行う者は

広告等により募集情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をして

はならないこととされるとともに、正確かつ最新の内容に保たなければならないこととさ

れた。 

 職業安定法施行令の改正により、既に求人不受理の対象となっている「労働条件の明示」

（職業安定法５条の３）と同じく、履行されない場合に求職者の就業継続に重大な影響を及

ぼすおそれがあるものであることから、これに違反し、違反の是正を求める勧告等に従わず

に公表された場合が求人不受理の対象として追加される予定である。 
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第７．監督 

１．事業の停止（法 43条の４）（新設） 

（事業の停止） 

第四十三条の四 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しく

は第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したとき

は、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることが

できる。 

 

 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が「求職者等の個人情報等の取扱い」（法５

条の５）、「報酬の受領の禁止」（法 43条の３）、「秘密を守る義務等」（法 51条）、「業務改善

命令」（法 48条の３第１項）に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業

の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 法 43条の４の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したときは、その

違反行為をした者は、１年以下の懲役または 100万円以下の罰金に処せられる（法 64条９

号）。 
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２．事業概況報告書の提出（法 43条の５）（新設） 

（事業概況報告書の提出） 

第四十三条の五 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚

生労働大臣に提出しなければならない。 

 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情

報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しな

ければならない。 

 雇用仲介業制度改正報告書では、以下の記載がなされている。 

 「以下のような事業の概要を定期的に職業安定機関が把握することが適当である。 

（ア）提供している労働者の募集に関する情報や労働者となろうとする者に関する情報

の規模 

（イ）提供しているサービスの内容 

（ウ）適正な事業運営のために取り組んでいる事項」 

事業概況報告書において、特定募集情報等事業の実施の状況としてどのような情報が必

要か、どのような頻度で厚生労働大臣に提出を要するかは厚生労働省令で定めるところに

よることになる。 

 

 職業安定法施行規則（厚生労働省令）では以下の事項が定められる予定である。 

【事業概況報告書】 

◼ 以下の事項について記載することとする。 

・ ６月１日時点における提供している労働者の募集に関する情報や労働者となろうと

する者に関する情報の概数 

・ 提供しているサービスの内容 

・ 募集情報等の的確表示、個⼈情報保護（第５条の４の規定により明らかにしている目

的を含む。）、苦情の適切な処理のために実施している措置 

【提出時期】 

◼ 毎年８⽉３１⽇までに提出を求める。 

【提出の方法】 

◼ 提出は原則オンラインで⾏うこととする。 
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３．指針（法 48条）（改正） 

（指針） 

第四十八条 厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五、第五条の四、第三十

三条の五、第四十二条、第四十三条の八第四十二条の二及び第四十五条の二に定める事

項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等

提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対

処するために必要な指針を公表するものとする。 

 

 本条に基づき、厚生労働大臣は、『職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募

集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする

者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、

募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関し

て適切に対処するための指針』(平成 11年労働省告示第 141号) 6を定めて公表している。 

 改正により、法 42条の２（労働者の募集を行う者等の責務）から「募集情報等提供事業

を行う者」が対象から削除され、法 43条の８（募集情報等提供事業を行う者の責務）が新

設されて募集情報等提供事業を行う者の責務が定められた。これに伴う改正として、指針の

対象から法 42条の２が削除され、法 43条の８が追加された。 

なお、改正前の法 42条の２（労働者の募集を行う者等の責務）は、改正により改正前の

法 42 条（募集内容の的確な表示等）が削除され、法 42 条（労働者の募集を行う者等の責

務）に繰り上げられる。 

また、改正後は、法５条の４（求人等に関する情報の的確な表示）が追加され、改正前に

法５条の４であった「求職者等の個人情報の取扱い」が法５条の５に繰り下げられることか

ら、「法第五条の三、第五条の四」が「法第五条の三から第五条の五」に改められた。 

 

４．指導及び助言（改正なし） 

（指導及び助言） 

第四十八条の二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職

業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行

う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な

運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 

 改正前から、「募集情報等提供事業を行う者」は厚生労働大臣の指導・助言の対象となっ

ている。 

 

                                                      

6 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-

Seisakutoukatsukan/0000168822.pdf 
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５．改善命令等（法 48条の３）（改正） 

（改善命令等） 

第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託

者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の

規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を

確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善

するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

② 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若

しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第五条の五第三項の規

定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して

前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反

するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に

対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の六第五条の五第三項の規定の違

反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべき

ことを勧告することができる。 

③ 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合

又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれ

に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

 

 改正により、改善命令（法 48 条の３第１項）の対象に「募集情報等提供事業を行う者」

が追加された。 

 厚生労働大臣は、「募集情報等提供事業を行う者」が、その業務に関しこの法律の規定又

はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するた

めに必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要

な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 改善命令を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる（法 48

条の３第３項）。 

 また、改善命令（法 48条の３第１項）に違反したときは、その違反行為をした者は、６

月以下の懲役または 30万円以下の罰金に処せられる（法 65条８号） 
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６．厚生労働大臣に対する申告（法 48条の４） 

（厚生労働大臣に対する申告） 

第四十八条の四 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けよ

うとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合

においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求

職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供

を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報

等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給

事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置

を執るべきことを求めることができる。 

② 厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申

告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執

らなければならない。 

 

 厚生労働者に対する申告の対象として、「募集情報等提供事業を行う者がこの法律の規定

又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合」が追加された。 

 また、申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる者として、「当該募集情

報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集

に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供

された労働者」が追加される。 
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７．報告及び検査（法 50条）（改正） 

（報告及び検査） 

第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定

めるところにより、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定により無料の職業

紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う

者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合におけ

る地方公共団体を除く。）、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする

者に対し、必要な事項を報告させることができる。 

② 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介

事業を行う者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合におけ

る特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報

等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）、

労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に

立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができ

る。 

③ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

④ 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 

（１）報告徴求（法 50条１項） 

 改正前から、行政庁が「募集情報等提供事業を行う者」に対して、必要な事項を報告させ

ることができることとされていたが、改正により、「募集情報等提供事業を行う場合におけ

る地方公共団体」は報告徴求の対象外とされた。 

（２）立入検査（法 50条２項） 

 改正前は、「募集情報等提供事業を行う者」は、行政庁の立入検査の対象外であったが、

改正後は、行政庁の立入検査の対象となる。ただし、「募集情報等提供事業を行う場合にお

ける地方公共団体」は立入検査の対象とならない。 

 法 50条２項の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした者は、30 万円以下の罰金

に処せられる（法 66条 10号）。 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科せられる（法 67条：両罰規定）。 
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第８．地方公共団体の行う募集情報等提供事業（法 43条の９）（新設） 

（地方公共団体の行う募集情報等提供事業） 

第四十三条の九 地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適

用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」

とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、

第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。 

 

 募集情報等提供事業を行う地方公共団体への職業安定法上の規定の適用の有無は以下の

とおりである。 

 

〇募集情報等提供事業を行う地方公共団体に適用される規定 

法５条の２（職業安定機関と

特定地方公共団体等の協力） 

改正により「募集情報等提供事業を行う者」が追加。

「募集情報等提供事業を行う者」として「募集情報等

提供事業を行う地方公共団体」にも適用される規定 

法５条の４（求人等に関する

情報の的確な表示） 

改正により「募集情報等提供事業を行う者」が追加。

「募集情報等提供事業を行う者」として「募集情報等

提供事業を行う地方公共団体」にも適用される規定 

法５条の５（求職者等の個人

情報の取扱い） 

改正により特定募集情報等提供事業者が追加。法 43条

の９により、「特定募集情報等提供事業者」を「特定募

集情報等提供事業を行う地方公共団体」と読み替えて

適用される規定。 

法 43条の３（報酬受領の禁止） 改正により新設された規定。法 43条の９により、「特定

募集情報等提供事業者」を「特定募集情報等提供事業を

行う地方公共団体」と読み替えて適用される。 

法 43条の７（苦情の処理） 改正により新設された規定。「募集情報等提供事業を行

う者」が主体であり、「募集情報等提供事業を行う地方

公共団体」にも適用される規定。 

法 48条の４（厚生労働大臣に

対する申告） 

改正により「募集情報等提供事業を行う者」が追加 

法 51条の２（みだりに個人情

報等を知らせてはならない義

務） 

改正により、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共

団体」「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の

業務に従事する者」が追加。 
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〇募集情報等提供事業者を行う地方公共団体に適用されない規定 

法 43 条の２（特定募集情報等

提供事業の届出） 

改正により新設。法 43 条の９により、募集情報等提供

事業を行う地方公共団体には適用されない。 

法 43条の４（事業の停止） 改正により特定募集情報等提供事業者が追加。「特定募

集情報等提供事業者」が主体であり、読み替え規定が

なく、募集情報等提供事業を行う地方公共団体に適用

されない。 

法 43条の５（事業概況報告書

の提出） 

改正により特定募集情報等提供事業者が追加。「特定募

集情報等提供事業者」が主体であり、読み替え規定が

なく、募集情報等提供事業を行う地方公共団体に適用

されない。 

法 48条の２（指導及び助言） 募集情報等提供事業を行う者が対象だが、法 43 条の９

により、募集情報等提供事業を行う地方公共団体に適用

されない。 

法 48条の３（改善命令等） 改正により「募集情報等提供事業を行う者」が対象とし

て追加されたが、法 43 条の９により、募集情報等提供

事業を行う地方公共団体に適用されない。 

法 50条１項（報告徴求） 「募集情報等提供事業を行う者」が対象だが、改正によ

り、「（募集情報等行う者、募集受託者、募集情報等提供

事業を行う者、労働者供給提供事業を行う場合における

地方公共団体を除く。）」が追加。 

法 50条２項（立入検査） 改正により、「募集情報等提供事業を行う者」が追加さ

れたが、「（募集情報等行う者、募集受託者、募集情報等

提供事業を行う者、労働者供給提供事業を行う場合にお

ける地方公共団体を除く。）」が追加。 
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第９．事業者団体の責務（法 47条の３）（新設） 

（事業者団体等の責務） 

第四十七条の三 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構

成員（以下この項において「構成員」という。）とする団体（次項において「事業者団

体」という。）は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職

者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協

力その他の援助を行うように努めなければならない。 

② 国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保

及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うよう

に努めるものとする。 

 

（１）事業者団体の責務（法 47条の３第１項） 

職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員（「構成員」）

とする団体（「事業者団体」）は、職業紹介事業者又は募集情報等提供事業の適正な運営の確

保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助

言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。 

「職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者」を「間接の構成員」とする場合とは、

例えば、持株会社（ホールディングス）の子会社に職業紹介事業者又は募集情報等提供事業

を行う者がある場合に、持株会社が構成員となるような場合を想定していると思われる。 

（２）国の責務（法 47条の３第２項） 

 国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び

求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努める

ものとする。 
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第 10．公布日、施行期日、経過規定 

１．公布日 

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、令和４年３月 30日に国会で成立し、令和４

年３月 31日に公布された（令和４年法律第 12号）。 

 

２．施行期日 

 職業安定法の改正に関する規定の施行日は、令和４年（2022年）10月１日である（改正

法附則１条３号）。 

 ただし、以下の規定は以下の期日に施行された。 

〇令和４年３月 31日（公布の日）に施行（改正法附則１条１号） 

⚫ 許可の欠格事由（法 32条） 

⚫ 取扱職業の範囲（法 32条の 11） 

〇令和４年４月１日施行（改正法附則１条柱書） 

 職業安定法上、以下の規定の改正は、原則として令和４年（2022 年）４月１日より施行

された（これらの目次に関する規定を含む）。 

⚫ 職業安定機関と特定地方公共団体等の協力（法５条の２） 

⚫ 事業者団体等の責務（法 47条の３） 

 

３．経過規定 

（１）特定募集情報等提供事業に関する経過規定（改正法附則５条１項） 

（特定募集情報等提供事業に関する経過措置） 

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定（同号に掲げる改

正規定に限る。）による改正後の職業安定法（以下この条及び次条において「新職業安

定法」という。）第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者（地

方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。）

は、第三号施行日から起算して三月を経過する日（当該施行時特定募集情報等提供事

業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日）までの間

は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行

うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業

安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定

法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条（第

九号に係る部分に限る。）、第六十五条（第六号に係る部分に限る。）、第六十六条（第十

一号に係る部分に限る。）及び第六十七条（新職業安定法第六十四条第九号、第六十五

条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。）の規定を適用する。 

２ 施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日

後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定
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法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定

による届出があったものとみなす。 

 

 令和４年 10月１日の施行期日（改正法附則１条３号）の際に現に改正後の職業安定法（「新

職業安定法」）４条７項に規定する特定募集情報等提供事業を行っている者（「施行時特定募

集情報等提供事業者」）は、令和４年 10月１日から起算して３月を経過する日（令和４年 12

月 31 日）（令和当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に改正法附則５条２号に

よる届出をしたときは、当該届出をした日）までの間は、新職業安定法 43条の２第１項の

規定（特定募集情報等提供事業を行おうとする者の届出）にかかわらず、引き続き当該事業

を行うことができる。 

 この場合、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定

する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法の以下の規定が適用される。 

⚫ 法５条の５（求職者等の個人情報の取扱い） 

⚫ 法 43条の３（報酬受領の禁止） 

⚫ 法 43条の４（事業の停止） 

⚫ 法 43条の５（事業概況報告書の提出） 

⚫ 法 51条（秘密を守る義務） 

⚫ 法 64 条９号（法 43 条の４の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反

したとき：１年以上 10年以下の懲役又は 20万円以上 300万円以下の罰金） 

⚫ 法 65条６号（法 43条の３（報酬受領の禁止）に違反したとき：６月以下の懲役又は 30

万円以下の罰金） 

⚫ 法 66条 11号（法 51条（秘密を守る義務）に違反したとき：30万円以下の罰金） 

⚫ 法 67条（法 64条９号、65条６号、法 66条 11号） 

 

（２）３か月以内の届出（改正法附則５条２項・３項） 

 施行時特定募集情報等提供事業者は、令和４年 10月１日（第三号施行日）から起算して

３月を経過する日（令和４年 12 月 31 日）後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おう

とするときは、同日までに新職業安定法 43条の２第１項の規定の例により厚生労働大臣に

届け出なければならない（改正法附則５条２項）。 

 この届出があった場合は、新職業安定法 43条の２第１項の規定による届け出があったも

のとみなされる（改正法附則５条３項）。 


