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「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について

厚生労働省では、医療・介護・保育分野において、職業安定法及び職業安定法に基づ
く指針を遵守していくことを有料職業紹介事業者自ら宣言いただく「医療・介護・保
育分野適合紹介事業者宣言」を新たに開始しました。
本日、別添の有料職業紹介事業者を「医療・介護・保育分野適合宣言紹介事業者」と
して人材サービス総合サイトに表示しましたので、お知らせいたします。
（表示例）
【医療・介護・保育適合】 株式会社○○○○
△△△△事業所
※人材サービス総合サイトの事業所名の欄に【医療・介護・保育適合】と表示します

○

医療・介護・保育分野適合宣言紹介事業者（令和２年３月９日現在）
９２事業主 ２９３事業所 （詳細は別添参照）
※

宣言の提出は順次いただいており、今後は、内容が確認できた宣言につい
て、毎月上旬に人材サービス総合サイトに表示する予定です。

（参考）人材サービス総合サイトとは
厚生労働省が運営しているサイトで、労働者派遣事業・職業紹介事業の許可・届出
事業者一覧をはじめ、労働者派遣事業・職業紹介事業等の制度の周知や最新情報、各
職業紹介事業者の紹介実績などの情報を提供しています。
（URL） https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県

事業主名

事業所名

職業紹介許可番号

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスサポートサービス

株式会社エス・エム・エスサポートサービス

キャリアバンク株式会社

キャリアバンク株式会社

01ｰユｰ010037

有限会社ケアアシスト

有限会社ケアアシスト

01-ユ-010024

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

13-ユ-080178

01北海道

札幌事業所
札幌事業所

札幌支社

13-ユ-306922
01-ユ-300356

パソナ・札幌
株式会社パソナ

13-ユ-010444

パソナ・苫小牧
パソナ・函館

02青森

03岩手

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社アソシオ

株式会社アソシオ

02-ユ-300032

株式会社パソナ

パソナ・青森

13-ユ-010444

株式会社パソナ

北海道支社

13-ユ-080554
北海道支社

札幌支店

株式会社パソナ

パソナ・一関

株式会社パソナ

パソナ・盛岡北

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

13-ユ-010444

パソナ・盛岡

04宮城

05秋田

06山形

07福島

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

株式会社パソナ

パソナ・仙台

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

一般社団法人宮城県保育協議会

宮城県保育士・保育所支援センター（保育士人材バンク）

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

山口

剛一

仙台事業所

東北支社

13-ユ-306922
13-ユ-080178
13-ユ-010444

宮城支社

13-ユ-080554

東北支社

東北支店

04-ユ-300153
13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

メディカルパーク山口

04ｰユｰ300197

株式会社パソナ

パソナ・秋田

13-ユ-010444

有限会社ケアワーク新庄

有限会社ケアワーク新庄

株式会社パソナ

株式会社パソナ

06-ユ-050001

パソナ・米沢

13-ユ-010444

パソナ・山形

株式会社アカデミー

株式会社アカデミー

07-ユ-300132

エム・ティ・ケイ株式会社

エム・ティ・ケイ株式会社

07ｰユｰ300174

株式会社パソナ
株式会社パソナ

パソナ・郡山西
13-ユ-010444

パソナ・郡山
パソナ・福島

萩

智喜子

大槻ケアワーカー

07-ユ-300149

パソナ・鹿島
08茨城

株式会社パソナ

パソナ・つくば

13-ユ-010444

パソナ・日立
パソナ・水戸

株式会社ティビィシィ・スキヤツト
09栃木

株式会社パソナ

株式会社ティビィシィ・スキヤツト
株式会社パソナ

10群馬

09ｰユｰ090006
13-ユ-010444

パソナ・宇都宮
株式会社パソナ

株式会社パソナ

TBC職業紹介センター

パソナ・佐野

パソナ・前橋
13-ユ-010444

パソナ・太田
パソナ・高崎

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社パソナ
11埼玉

群馬支社

13-ユ-080554

株式会社パソナ

パソナ・川越

株式会社パソナ

パソナ・熊谷

株式会社パソナ

パソナ・所沢

株式会社パソナ

パソナ・本庄

上信越支社
大宮事業所

13-ユ-040295
13-ユ-306922

13-ユ-010444

パソナ・さいたま
株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース
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埼玉支社

13-ユ-080554
北関東支社

大宮営業所

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県

事業主名

事業所名

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社カインズスタッフ

株式会社カインズスタッフ
株式会社パソナ

千葉事業所

職業紹介許可番号
13-ユ-306922
12-ユ-300082

パソナ・千葉中央

パソナ・柏
株式会社パソナ
12千葉

パソナ・木更津

13-ユ-010444

パソナ・千葉
パソナ・船橋
パソナ・幕張

株式会社マイナビ

千葉支社

株式会社マイナビ

千葉支社

船橋支部

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社CMEコンサルティング

株式会社CMEコンサルティング

13ｰユｰ305280

株式会社DDO

株式会社DDO

13ｰユｰ303896

株式会社アーデントスタッフ

株式会社アーデントスタッフ

株式会社アップグレイド

株式会社アップグレイド

千代田営業所

13ｰユｰ307585

株式会社アルファテック

株式会社アルファテック

東京営業所

13ｰユｰ307622

株式会社ウィルワン

株式会社ウィルワン

13-ユ-300339

ヴォケイション・コンサルティング株式会社

ヴォケイション・コンサルティング株式会社

13ｰユｰ306373

株式会社エス・エム・エスキャリア
株式会社カインズサービス

東関東支社

13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社エス・エム・エス

13東京

株式会社マイナビ

船橋営業所

新宿オフィス

株式会社エス・エム・エス

新宿事業所

株式会社エス・エム・エス

東京事業所

株式会社エス・エム・エスキャリア

東京事業所

株式会社カインズサービス
株式会社カインズサービス

秋葉原オフィス

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

14-ユ-010074

13-ユ-190019
13-ユ-306922
13-ユ-301381

株式会社創翔アソシエイツ

株式会社創翔アソシエイツ

13-ユ-306919

キャリア・ネットワーク株式会社

キャリア・ネットワーク株式会社

13ｰユｰ100016

株式会社クイック

株式会社クイック

ジーネット株式会社

ジーネット株式会社

13-ユ-306912

株式会社ジャックコンサルタント

株式会社ジャックコンサルタント

13ｰユｰ305865

株式会社寿五郎

株式会社寿五郎

13ｰユｰ307660

株式会社ジョブズコンストラクション

株式会社ジョブズコンストラクション

13-ユ-307249

総合メディプロ株式会社

総合メディプロ株式会社

13-ユ-300024

損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会社

損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会社

13-ユ-080295

テイケイワークス東京株式会社

テイケイワークス東京株式会社

13-ユ-305513

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

13-ユ-080178

ディップ株式会社（※）

ディップ株式会社（※）

株式会社日本ドクターズクラブ

株式会社日本ドクターズクラブ

13ｰユｰ301385

日本メディカルコネクション株式会社

日本メディカルコネクション株式会社

13ｰユｰ304725

株式会社ネオキャリア

人材紹介事業本部

営業１部・営業２部

新宿第2オフィス

株式会社ネオキャリア

新宿セカンドサテライト

株式会社ネオキャリア

立川支店

株式会社ネオキャリア

町田支店

27-ユ-020100

13-ユ-303788

13ｰユｰ070309

株式会社ネクストビート

株式会社ネクストビート

13-ユ-306160

バートンオフィス株式会社

バートンオフィス株式会社

13-ユ-010407

株式会社パソナ

パソナ・立川中央

株式会社パソナ

本社

パソナ・渋谷
株式会社パソナ

パソナ・新宿
パソナ・立川
パソナ・武蔵小杉
パソナ本部

2

13-ユ-010444

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県

事業主名

東京本部

職業紹介許可番号

株式会社パソナライフケア

株式会社畑中ケアサービス

株式会社畑中ケアサービス

13-ユ-300886

株式会社バリューラボ

株式会社バリューラボ

13ｰユｰ306988

半蔵門パートナーズ株式会社

半蔵門パートナーズ株式会社

13ｰユｰ302833

株式会社フューチャー・オポテュ二ティー・リソース

株式会社フューチャー・オポテュ二ティー・リソース

13ｰユｰ301560

株式会社ベストパーソン

株式会社ベストパーソン

34ｰユｰ010093

株式会社マイナビ

13東京

事業所名

株式会社パソナライフケア

13-ユ-305912

株式会社マイナビ

東京（京橋第一）オフィス

株式会社マイナビ

東京（新宿）オフィス

株式会社マイナビ

西東京支社

13-ユ-080554

三井業際ヒューマンアセット株式会社

三井業際ヒューマンアセット株式会社

13ｰユｰ300222

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

北千住営業所

株式会社メディカルリソース

新宿営業所

株式会社メディカルリソース

立川営業所

株式会社メディカルリソース

本社

株式会社メディカルリソース

町田営業所

株式会社ライプニツ・リサーチ

株式会社ライプニツ・リサーチ

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

レバレジーズメディカルケア株式会社

レバレジーズメディカルケア株式会社

株式会社アーデントスタッフ

株式会社アーデントスタッフ

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社カインズサービス

株式会社カインズサービス

14神奈川 株式会社パソナ

13ｰユｰ010743

13ｰユｰ305182
13-ユ-080058
渋谷明治通り支店

13-ユ-309623
14-ユ-010074

横浜事業所

相模原営業所

株式会社パソナ

パソナ・小田原

株式会社パソナ

パソナ・橋本

パソナ・厚木

13-ユ-306922
13-ユ-301381

13-ユ-010444

パソナ・海老名
パソナ・川崎
パソナ・横浜

15新潟

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

横浜支店

13ｰユｰ010743

株式会社ウィルオブ・ワーク

株式会社ウィルオブ・ワーク

新潟支店

13ｰユｰ080459

ジェイサービス株式会社

ジェイサービス株式会社

株式会社ドットコム・マーケティング

株式会社ドットコム・マーケティング

15-ユ-300096

株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリア

13ｰユｰ070309

株式会社パソナ

神奈川支社

13-ユ-080554
南関東支社

キャリアバスケット事業部

新潟支店

株式会社パソナ

パソナ・柏崎

株式会社パソナ

パソナ・新潟万代

13-ユ-040295

15-ユ-300110

13-ユ-010444

パソナ・新潟

16富山

17石川

18福井

19山梨

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社パソナ

パソナ・富山

13-ユ-010444

株式会社マルコスタッフ

株式会社マルコスタッフ

16-ユ-300028

SUNCARE HOLDINGS株式会社

SUNCARE HOLDINGS株式会社

17-ユ-300126

エンパワー・サポート株式会社

エンパワー・サポート株式会社

17-ユｰ300134

株式会社キャリアシステム

株式会社キャリアシステム

17-ユ-010047

株式会社ジョブシステム

株式会社ジョブシステム

17-ユ-300053

株式会社パソナ

パソナ・金沢

13-ユ-010444

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社パソナ

株式会社パソナ

新潟支社

13-ユ-080554

石川支社

パソナ・福井中央

パソナ・福井

13-ユ-080554
金沢オフィス

13-ユ-040295
13-ユ-010444

株式会社アルビス

株式会社アルビス

株式会社クレイプラス

株式会社クレイプラス

株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリア

株式会社ハートフルスタッフ

株式会社ハートフルスタッフ

株式会社パソナ

株式会社パソナ

株式会社マスターズスタッフ

株式会社マスターズスタッフ

19ｰユｰ300053

株式会社源

株式会社源

19-ユ-300087

3

19ｰユｰ300065
19-ユ-300110
甲府支店

パソナ・甲府

人材紹介派遣事業部

13-ユ-070309
19-ユ-010029
13-ユ-010444

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県
20長野

21岐阜

22静岡

事業主名
株式会社パソナ

事業所名
パソナ・長野

職業紹介許可番号
13-ユ-010444

パソナ・松本

ケアコネクト株式会社

ケアコネクト株式会社

21-ユｰ300225

コアウォール株式会社

コアウォール株式会社

21ｰユｰ030002

株式会社サン・スタッフ

株式会社サン・スタッフ

21ｰユｰ300259

西川産業株式会社

西川産業株式会社

21-ユｰ300043

株式会社パソナ

パソナ・岐阜

13-ユ-010444

株式会社パソナ

株式会社パソナ

パソナ・沼津東

株式会社パソナ

パソナ・藤枝
13-ユ-010444

パソナ・静岡
パソナ・沼津
パソナ・浜松

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

静岡支社

13-ユ-080554

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

ディップ株式会社（※）

ディップ株式会社（※）

名古屋事業所

名古屋支社

13-ユ-306922
13-ユ-080178

名古屋オフィス

13-ユ-303788

刈谷キャリアセンター
株式会社パソナ

23愛知

株式会社パソナ

パソナ・豊橋

パソナ・東海

13-ユ-010444

パソナ・豊田
パソナ・名古屋
パソナ・名駅

24三重

25滋賀

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社パソナ

株式会社パソナ

パソナ・四日市

株式会社パソナ

パソナ・草津

株式会社パソナ

パソナ・水口

株式会社パソナ

名古屋支社

13-ユ-080554
名古屋支社

名古屋支店
名古屋支社

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743
13-ユ-080058
13-ユ-010444

13-ユ-010444

パソナ・滋賀

26京都

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社パソナ

パソナ・京都

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社ウィルオブ・ワーク

株式会社ウィルオブ・ワーク

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エスキャリア

27大阪

13-ユ-306922
13-ユ-010444

京都支社

13-ユ-080554
京都支社

13-ユ-040295

京都営業所

13ｰユｰ010743

大阪第二支店

13-ユ-080459

大阪事業所

13-ユ-190019

株式会社エス・エム・エスキャリア

大阪第二事業所

株式会社エス・エム・エスキャリア

大阪第一事業所

合同会社桑岡

桑岡製作所

株式会社ジョブズコンストラクション

株式会社ジョブズコンストラクション

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

ディップ株式会社（※）

ディップ株式会社（※）

株式会社パソナ

京都事業所

13-ユ-306922
27ｰユｰ302794

大阪支社

関西支社

13-ユ-307249
13-ユ-080178

大阪オフィス

株式会社パソナ

パソナ・大阪

株式会社パソナ

パソナ・高槻

13-ユ-303788

パソナ・梅田

13-ユ-010444

パソナ・心斎橋
パソナ・難波
パソナ・淀屋橋

株式会社パソナライフケア

株式会社パソナライフケア

有限会社ビジネススクウェア

有限会社ビジネススクウェア

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルキャスト

株式会社メディカルキャスト

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

半澤

三和看護師家政婦紹介所

典子
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大阪

13-ユ-305912
27ｰユｰ300411

大阪支社

13-ユ-080554
大阪支社

13-ユ-040295
27-ユ-300080

大阪支店

13ｰユｰ010743
大阪支社

13-ユ-080058
27-ユ-040025

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県

事業主名
明山

和子

事業所名

28-ユ-010002

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

特定非営利活動法人しゃらく

特定非営利活動法人しゃらく

28-ユ-300118

有限会社人間交差点

有限会社人間交差点

28ｰユｰ300646

株式会社パソナ
28兵庫

職業紹介許可番号

白百合看護婦家政婦紹介所

株式会社パソナ

神戸事業所

13-ユ-306922

パソナ・三宮

パソナ・神戸

13-ユ-010444

パソナ・阪神
パソナ・姫路

29奈良

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社パソナ

パソナ・奈良

13-ユ-010444

パソナ・和歌山

13-ユ-010444

パソナ・鳥取

13-ユ-010444

30和歌山 株式会社パソナ
31鳥取
32島根

33岡山

株式会社パソナ
株式会社パソナ

35山口

36徳島

37香川

38愛媛

39高知

神戸営業所

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

パソナ・出雲

13-ユ-010444

パソナ・松江
株式会社KG情報キャリアサポートセンター

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

株式会社パソナ岡山

株式会社パソナ岡山

33ｰユｰ010036

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

13-ユ-080554

株式会社あるテンプ

株式会社あるテンプ

33ｰユｰ300208

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

人材紹介事業部

岡山支社

33-ユ-010032

34-ユ-300154
広島事業所

株式会社キャリアプランニング

広島支社

人材紹介事業部

株式会社キャリアプランニング

福山支店

人材紹介事業部

33-ユ-010032

株式会社ディスコ

株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリア

株式会社パソナ

パソナ・広島

株式会社ベストパーソン

株式会社ベストパーソン

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社パソナ

パソナ・山口

13-ユ-010444

藤本

下松家政婦紹介所

35-ユ-300052

有限会社介護サービス羽ノ浦看護婦家政婦紹介所

有限会社介護サービス羽ノ浦看護婦家政婦紹介所

36-ユ-020002

株式会社パソナ

パソナ・徳島

13-ユ-010444

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

有限会社ケアサービス丸亀

有限会社ケアサービス丸亀

37-ユ-020003

株式会社パソナ

パソナ・高松

13-ユ-010444

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社Future Select

株式会社Future Select

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

株式会社パソナ

パソナ・松山

13-ユ-010444

公益社団法人松山市シルバー人材センター

公益社団法人松山市シルバー人材センター

38-ユｰ300098

株式会社パソナ

パソナ・高知

13-ユ-010444

株式会社エス・エム・エスキャリア

株式会社エス・エム・エスキャリア

有限会社久留米家政婦紹介所

有限会社久留米家政婦紹介所

40-ユ-300469

株式会社興楽

株式会社興楽

40-ユ-300405

総合メディプロ株式会社

総合メディプロ株式会社

株式会社ディスコ

株式会社ディスコ

ディップ株式会社（※）

ディップ株式会社（※）

学

広島支社

13-ユ-306922

株式会社ディスコ

株式会社パソナ

13-ユ-080178

広島支店

13-ユ-070309
13-ユ-010444

紹介事業部

34-ユ-010093

広島支社

13-ユ-080554
中国支社

広島支店

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

高松営業所

人材紹介事業部

香川支社

33-ユ-010032

13-ユ-080554
四国支社

13-ユ-040295
38-ユｰ300113

看護師求人情報センター松山

福岡事業所

九州オフィス

33-ユ-010032

13-ユ-306922

13-ユ-300024

西部支社

株式会社パソナ
40福岡

13-ユ-080554
神戸支社

株式会社KG情報

株式会社キャリアプランニング

34広島

兵庫支社

13-ユ-080178

福岡オフィス

13-ユ-303788

パソナ・北九州東
13-ユ-010444

パソナ・北九州
パソナ・福岡

株式会社パソナライフケア

株式会社パソナライフケア

株式会社まいづる

まいづる看護師看護婦紹介所

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

5

北九州

13-ユ-305912
40-ユ-010114

福岡支社

13-ユ-080554
九州支社

九州支店

13-ユ-040295
13ｰユｰ010743

福岡支社

13-ユ-080058

○医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別）
都道府県
41佐賀

42長崎

43熊本

44大分
45宮崎
46鹿児島

47沖縄

事業主名

事業所名

職業紹介許可番号

株式会社パソナ

パソナ・佐賀

株式会社マツオヒューマンネットワーク

株式会社マツオヒューマンネットワーク

41-ユ-010013

田崎

多咲メディカル

42-ユｰ300039

株式会社パソナ

パソナ・長崎

13-ユ-010444

株式会社パソナ

パソナ・熊本

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社大分メディカルサービス

株式会社大分メディカルサービス

44ｰユｰ300084

株式会社パソナ

パソナ・大分

13-ユ-010444

株式会社パソナ

パソナ・宮崎

13-ユ-010444

株式会社パソナ

パソナ・鹿児島

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

株式会社パソナ

パソナ・那覇

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

聰

13-ユ-010444

13-ユ-010444
熊本支社

13-ユ-040295

13-ユ-010444
鹿児島支社

（※）表記に誤りがありましたため令和2年3月9日に修正いたしました。
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13-ユ-080554
南九州支社

13-ユ-080554
13-ユ-010444
沖縄オフィス

13-ユ-040295

参考

「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」について
○趣旨・目的
医療・介護・保育分野については、人材確保が困難であることや、紹介された就職者の
早期離職が指摘されています。
そのため、医療・介護・保育分野において、職業安定法及び職業安定法に基づく指針を
遵守していく職業紹介事業者を見える化する取組として、「医療・介護・保育分野適合紹
介事業者宣言」を創設しました。（R2.1.15から開始）

○宣言をするための条件
宣言書に規定されている以下の内容を遵守している場合に、宣言書を提出することにより
宣言することができます。
【宣言書に規定されている内容】
１．厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトに、自社の紹介実績等の情報として、以下の情報を入力
または登録を行っています。
① 各年度（各年の４月１日～翌年の３月３１日）に就職した者の数
② 上記①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者（無期雇用就職者数）の数
③ 上記②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
④ 上記②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数
⑤ 手数料に関する事項（手数料表の内容）
⑥ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容
２．指針に規定されている内容を踏まえ、以下の内容で業務運営しています。
① 自らの紹介により就職した者（無期雇用に限ります）に対し、就職した日から２年間、転職の勧奨を
行っていません
② 求人者から徴収する手数料に関する返戻金制度を設けています
③ 求職者及び求人者双方に対して、求職者または求人者から徴収する手数料に関する事項を明示してい
ます
また、返戻金制度に関する事項について明示しています
④ 求職申込みの勧奨にあたり、求職者に金銭等（いわゆる「お祝い金」など）を提供していません
３．宣言書提出時点において、都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業安定法に基づく是正指導を受
けていません。
また、過去に受けた是正指導について是正済みです。

宣

言

書

この宣言書は、職業安定法又は職業安定法に基づく指針に規定されている以下の内容を遵守
することを宣言いただくものです。
以下の３項目についてご確認いただき、遵守されている場合は、□欄に☑を入れて、下記記
載欄に事業所名・職業紹介許可番号等を記載の上、提出をお願いします。

【職業安定法に規定されている事項】
□ 厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトに、自社の紹介実績等の
情報として、以下の情報を入力または登録を行っています。
①
②
③
④

各年度（各年の４月１日～翌年の３月３１日）に就職した者の数
上記①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者（無期雇用就職者）の数
上記②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
上記②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しな
かった者の数
⑤ 手数料に関する事項（手数料表の内容）
⑥ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容
注：上記①～④は「人材サービス総合サイト」に入力、⑤～⑥は同サイトにＰＤＦの登録又は自社の
ＨＰのＵＲＬのご登録をお願いしています。
「人材サービス総合サイト」につきましては、下記ＵＲＬをご確認ください。
・人材サービス総合サイト https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb

【職業安定法に基づく指針に規定されている事項】
□ 指針に規定されている内容を踏まえ、以下の内容で業務運営しています。
① 自らの紹介により就職した者（無期雇用に限ります）に対し、就職した日から２年間、
転職の勧奨を行っていません
② 求人者から徴収する手数料に関する返戻金制度を設けています
③ 求職者及び求人者双方に対して、求職者または求人者から徴収する手数料に関する事
項を明示しています
また、返戻金制度に関する事項について明示しています
④ 求職申込みの勧奨にあたり、求職者に金銭等（いわゆる「お祝い金」など）を提供し
ていません

【都道府県労働局からの是正指導】
□ 宣言書提出時点において、都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業
安定法に基づく是正指導を受けていません。
また、過去に受けた是正指導について是正済みです。
〔宣言の取り下げ、取り消しについて〕
宣言後、上記各項目に反していることが判明した場合は、宣言を取り下げることができます
取り下げ後、各項目に反する事実が是正された場合は、改めて宣言を行うことができます
各項目に反している事実があるにもかかわらず、取り下げがない場合は、厚生労働省が宣言を取り
消すこともあります
厚生労働省から宣言が取り消された場合は、取り消された事業所として人材サービス総合サイトで
公表されるとともに、６か月間改めて宣言を行うことはできなくなります

令和

年

月

日

事業所名
所在地
電話番号

職業紹介許可番号

