
改正労働者派遣法を踏まえた
派遣社員向け教育訓練実施について

１．改正労働者派遣法における「キャリア形成支援」
２．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）
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３．キャリア形成支援に関する当協会の取組み



１．改正労働者派遣法におけるキャリア形成支援
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「派遣社員の教育訓練の課題」とは
働き方の特徴が「短期・断続・移動」であるために、直接雇用の社員に比べキャリア
が積み上がり難くまた教育訓練の機会も限定的であること

キャリア形成支援とは

派遣社員の希望を踏まえて、中⻑期に亘る継続的な派遣就労或いは派遣先での
直接雇用や常用雇用への道筋を示しつつ、派遣社員のキャリアパスを考慮に入れた
教育訓練や就業経験を支援すること

「キャリア形成支援」を実施することで・・・

⇒ 派遣を通じた有意義なキャリア形成の実現により、派遣がより魅⼒的な働き方に
⇒ 能⼒開発が促進され、働き方の選択肢が広がったり、派遣先からの評価が

上がったりすることで、処遇の向上にも繋がっていく
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１．キャリアアップ措置に関する背景



2．改正労働者派遣法におけるキャリア形成支援

・新たに段階的かつ体系的な教育訓練等を⾏うことが義務化

・「派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度」が許可・更新基準の
要件に追加
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法第30条の2
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な
技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。
この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者（期間を定めないで雇用
される派遣労働者をいう。以下同じ。）であるときは、当該無期雇用派遣労働者が
その職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しな
ければならない。

2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業
生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。



〔キャリア形成支援制度の内容に関する判断〕
（労働者派遣事業関係業務取扱要領より）

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次の１～５を

満たすキャリア形成支援制度を有しなければならない。

１ 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた段階的かつ体系的な教育訓練

の実施計画を定めていること。

２ キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。

３ キャリア形成を念頭においた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。

４ 教育訓練の時期・頻度・時間数等

５ 教育訓練計画の周知等

2．改正労働者派遣法におけるキャリア形成支援
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３．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）
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留意点

派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員
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(1) 「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件

3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

労働契約が締結された状態で教育訓練が実施されること。

※異なる派遣元事業主の元で同じ内容を受講済みでも「受講済み」
と扱うことはできない

「受講済み」として扱ってよい例
・同じ派遣元事業主の下で同じ内容を受講済みの者
・訓練内容に係る能⼒を⼗分に有していることが明確な者

－資格取得講座の場合、対象資格の保有者
－未就労者向けマナー研修の場合、正社員等の経験者

①対象者



②受講時間
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3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

教育訓練の実施時間は「労働時間」として給与を支払う。
（就業規則又は労働契約に規定する必要あり）

※派遣先と派遣元事業所が概ね４時間以上の遠隔地に散らばっており
集合研修が困難かつe ラーニングの施設も有していない等は「自主
教材」を派遣労働者に提供し、学習に必要とされる時間数に⾒合った
手当の支給を⾏ってもよい。

※派遣労働者が受講するためにかかる交通費は、派遣先との間の
交通費より高くなる場合、派遣元負担

留意点

労働時間として扱う（有給）

(1) 「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件
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3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

③内容

留意点

「キャリア形成支援制度に関する計画書」への記載が必要。
派遣先に協⼒を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数
や必要とする知識の付与や訓練⽅法等について記載しておくことが必要。

※入職時訓練を含む

※無期雇⽤派遣労働者は⻑期的なキャリア形成を念頭に置いた内容、
同一派遣先に⻑期派遣した者はコミュニケーション能⼒やマネージ
メントスキル研修等

派遣労働者のキャリアアップに資する内容の「off-JT」もしくは
「計画的なOJT」

(1) 「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件



10

3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

④回数・時間

留意点

回数 ： 入職後、最初3年間は毎年1回以上の機会提供

時間 ： 1年以上雇用見込＆フルタイム年間8時間の機会提供

3年間を過ぎた後は派遣元任意。

※短時間勤務者はフルタイム勤務者の勤務時間に⽐例した訓練
機会提供

※1年以上の雇⽤⾒込がなくても入職時訓練は必須

※1年以上の雇⽤⾒込がない場合、時間の規定なし

(1) 「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件
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3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

留意点

※労働契約締結時までに、教育訓練計画を明示。

※複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間に配慮する。

※段階的かつ体系的な教育訓練を⾏った日時及び内容等を記載した
書類を保存。

⑤その他

(1) 「段階的かつ体系的な教育訓練」の要件
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(2) 計画的なOJTとして取り扱う要件整理
①「キャリア形成支援制度に関する計画書」に記載

する必要あり

②派遣先に協⼒を求める場合は、労働者派遣契
約等において具体的な時間数や必要とする知識
の付与や訓練方法等について記載しておくことが
必要。

3．キャリア形成支援を実施する上でのポイント（課題）

記入例

※厚生労働省「許可・更新等手続マニュアル」



４．当協会のこれまでの取組みと今後の計画（予定）
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設計

運用

1. 教育訓練体系を示す

分類分類 項目項目

2. 提供するシステム基盤の獲得

4. 迅速に提供する

・派遣社員のモデル的な教育訓練
体系を作成・会員向け発信

実施内容実施内容

・既存資産の活用
・提供プロセスの最適化

・規模・コスト・派遣会社にとって納得感
のあるシステム基盤を選定

・提供コンテンツの種類・量・品質の改善
・効率的な運営のPDCAを回す

3. 教育コンテンツの作成 ・PJT会社からコンテンツを提供してもらい
協会コンテンツとしてリメイク

・コンテンツのリニューアル

狙い狙い
・考え方、レベル感を示し、業界の水準を一定以上に保つ
・会員サービスの向上

・既存コンテンツを活用することでコスト・時間を削減
・各社戦略に沿った独⾃のコンテンツ開発に注⼒でき、
業界価値の向上

・既存の基盤も活用することで早期に提供
・最適なシステム基盤の提供が可能になるまでの暫定的対応

・コンテンツの活用状況、評価を踏まえた品質の向上
・会員負担の改善やサービスの向上

構築

5. 適切かつ効率的な運用

・各社それぞれシステム基盤を開発せず、法改正に対応可能
・各社の開発コストを軽減
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４．当協会のこれまでの取組みと今後の計画（予定）

■目的
改正派遣法施⾏に伴い、派遣会社に「派遣社員への教育訓練が義務付けられる」ことに備え、
派遣協会会員（派遣会社で就業する派遣社員）が共同で利用可能な「教育研修プログラム」を検討・開発し、
会員向けサービスとしてインフラ整備し、提供する。

■プロジェクトで検討・実施する事項
・「教育研修プログラム」の範囲・種目・レベル等の明確化
・研修プログラムの開発
・研修内容の⾒直し、メンテナンス方法の決定
・派遣協会会員（派遣会社で就業する派遣社員）への提供方法
・必要なインフラの整備と運用 など

■具体的内容

・教育訓練プロジェクト（メンバー：執⾏委員会社教育訓練担当者）



1. 派遣社員の教育訓練体系について

2. 「教育コンテンツPDF版」の提供開始

3. eラーニングシステムによる
教育訓練プログラム提供（予定）について

４．当協会のこれまでの取組みと今後の計画（予定）
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派遣社員のモデル的な教育訓練体系

4-1. 派遣社員の教育訓練体系の例
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4-2. 「教育コンテンツPDF版」の提供開始

教育訓練体系に基づき、派遣協会にて「教育コンテンツ」を開発・制作しております。
今年度、制作するコンテンツはStep1、Step2の一部を予定しており、順次、会員ページに
掲載します。

SAMPLEをクリックするとテキスト内容が確認できます



教育訓練プログラム解説ページ

JASSA教育コンテンツ申込みページはこちら ←教育コンテンツ申込みはこちらをクリック 18

完成したコンテンツから順次提供を開始しております。Step2以降のコンテンツは来期制作予定です。

4-2. 「教育コンテンツPDF版」の提供開始



「教育コンテンツPDF」サンプル
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4-2. 「教育コンテンツPDF版」の提供開始

派遣会社の社員や講師が、このコンテンツを使って研修を
実施したり、派遣社員が⾃宅で学習もできるよう
「テキスト」と「解説文」がセットになっています。



4．「教育コンテンツ」のダウンロード申込み画面

送信内容を確認
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4-2. 「教育コンテンツPDF版」の提供開始

ご希望コンテンツをご選択ください。
※「全ての公開コンテンツを希望」の
欄もございます

ご担当者のメールアドレス宛にコンテンツ
ダウンロード用のメールを送信いたします。

御社名・ご担当者情報をご入⼒ください。
※コンテンツのバージョンアップや修正等の
際にご連絡させていただきます
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4-3. eラーニングシステムによる教育訓練プログラム提供について

eラーニングシステムによる派遣社員向け「教育訓練プログラム」を開発準備中です。

派遣社員

PC、スマートフォン、タブレット

ラーニングプラットフォーム

システム連動

派遣社員登録・変更、
受講コーディネート、
受講状況管理、

ID利用料請求額等

派遣会社

システム開発・教育コンテンツ開発制作

派遣協会

研修受講

イー・コミュニケーションズ

システム運用・サポートデスク
利用料請求

eラーニングシステム

派遣社員
DB

雇用関係

システム開発支援 コンテンツ制作支援

システム連動



22

4-3. eラーニングシステムによる教育訓練プログラム提供について

とは・・・ どのデバイスからもサクサク動く！（軽い。早い。サクサク）

●マイページTOP（相対評価で動機づけ）

●結果画面（絶対評価×相対評価）

●受験画面（動画、画像問題も）

●結果画面（しっかり解説、リアルタイム統計）

マルチビットレート対応
ストリーミング再生

スマフォでは低画質で軽く、PCでは高画質で
しっかり⾒れる。アクセス端末を⾃動判別して快
適なストリーミング環境を提供します。

TOEICをはじめ、生損保業界資格、講習サービスの運用によるシステム開発、安
定した運用実績。
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4-3. eラーニングシステムによる教育訓練プログラム提供について

派遣社員の受講イメージ
派遣会社からコーディネートされた教育コンテンツ一覧をマイページからクリック。
スライドと解説、動画コンテンツを視聴、確認テスト等も可能。⾃分で進捗確認もで
きる。1コンテンツ 約30分の教育訓練を派遣会社から指示された期間中に受講。

動画教材の受講 確認テストを実施

動画を配信し、付随するチェックテストを
受講させることで理解度の確認もできる。

マイページから実施

受講者のマイページには、その方が実施可
能なコースだけが並びます。

動画は20〜25分程度を想定。
(ストリーミング再生)
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4-3. eラーニングシステムによる教育訓練プログラム提供について

質問 回答

1 eラーニングシステムのリリースはいつごろに
なりますか

2016年4月末頃のリリースを予定しています

2 どのような教育コンテンツが利用できるので
すか

P18の派遣協会会員ページに掲載している「教育コンテンツ」と同じ
コンテンツをeラーニング化する予定です

3 派遣協会の会員以外もeラーニングシス
テムの利用は可能ですか

派遣協会会員向けサービスとして開発していますので、現時点では
会員にのみご提供予定です

4 利用料はどのような仕組みになりますか eラーニングシステムに受講登録される月間ID数と受講指示された
期間(時間)に応じた従量課⾦を予定しています

5 同じ派遣社員が他の派遣会社から受講
した履歴は閲覧・重複制御できるのでしょ
うか

派遣会社ごとにセキュリティ設定していますので、他の派遣会社にて
登録・受講した実績は閲覧できません
派遣協会も同様に各派遣社員の情報は閲覧できない仕組みに
なっています

eラーニングの機能や利用料は、要件定義・基本設計中のため確定次第、
東京2回、主要地域で各1回程度、説明会開催を予定しております。



・今後のプロジェクトスケジュール（予定）

12 2016.1 2 3 4 5

1.
教育訓練体系

2.
教育コンテンツ制作
PDF版
eラーニング版

3.
システムの要件定義、
基本設計、詳細設計・
環境設定・テスト稼働・
リリース

4．
会員向け説明会

賀詞
交歓会

システム構築
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●月ごろリリース予定

本日

12月21日から会員向け公開

1月6日からPDF版の提供開始

コンテンツのeラーニング版制作

各地説明会開催予定

４．当協会のこれまでの取組みと今後の計画（予定）


