一部をご紹介いたします。
派遣法に対応した
派遣社員向けの
eラーニングのシステムを

法改正の情報、

低コストで利用することができ、教育コンテンツも

実務に関する事例やアドバイスなど、

定期的にリニューアルされるので、

多角的情報を得ることができ、経営として

いつも活用させてもらっています

事前の準備やトラブルの未然防止等に
役立っています

E
OIC

V

会員無料の
労働関係法セミナーや
従業員向けのeラーニング
「JASSAリーガルテスト」を
社員に受けさせることで、
派遣事業に必要な法知識の向上を
図っています

Association Guide

会員企業から寄せられた、さまざまな声。

協会のご案内

派遣元責任者講習が、
同業他社と交流を

受けられるので

図ることで気づきを得たり、

助かっています

同じ課題や悩みを共有することで

日本人材派遣協会とは

会員価格で安く

社員のモチベーションアップに
役立っています

サービス内容等に関する詳細は、こちらから…

https://www.jassa.or.jp/

QR

派遣事業の健全な発展を目的とし「派遣法・労働関係法令への
対応」と「派遣社員へのキャリア形成支援のサポート」を中心
に会員の適正な事業運営を支援しています。
日本人材派遣協会は、会員各社が派遣社員一人ひとりのキャリア
形成をサポートし、また、顧客企業の人材ニーズに的確に応えられ
るよう、各種の事業運営支援を行っています。
私たちが目指しているのは、多様な就業機会の創出によって、誰も
がライフスタイルにあわせて誇りを持って働き続けられること。
そして誰もが能力を最大限に発揮することで持続的に成長できる
社会の実現です。

…

私たちは、一人ひとりの派遣社員にとって有意義なキャリア形成
と雇用の安定を実現するとともに、日本の派遣業界のさらなる発
展のために貢献してまいります。

〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2F
TEL : 03-6744-4130

URL : https://www.jassa.or.jp/

（ver.2021.08）

コンプライアンス推進
Compliance & Quality Standard

派遣社員のキャリア形成支援
Career Support

派遣社員向けeラーニング「JASSAキャリアカレッジ」の提供（有料）
派遣社員への法定教育訓練の機会提供の義務化に伴い、派遣社員に対し、適切

派遣法・労働関連法改正に関するセミナーの実施

に教育訓練の機会が提供できるよう、会員（その派遣会社から就業している派

教育訓練コンテンツPDF の提供（無料）

派遣事業に係る重要な法改正については、行政担当官や派遣業界の実務に精通して

遣社員）に向けて提供しているeラーニングサービスです。

会員各社の派遣社員向けの集合型・対面型研修、

いる弁護士などを講師に迎え、会員向けセミナーを実施しています。

2,000以上の教育コンテンツを取り揃え、派遣社員のキャリア希望や経験・ス

派遣社員の自宅学習のための紙媒体専用ツール

キルに合わせて受講していただくことができます。利用料は1 IDあたり110円

を提供しています。

知っておくべき労働関係法令セミナーの実施

（税込）/1ヶ月 と、低コストで提供しています。

会員各社のコンプライアンスへの取り組みを支援するため、派遣事業を運営するうえで必要な労働関係諸法規に関するセミナーを動画

メンタルヘルス推進担当者養成講座の開催

コンテンツにしてご提供しています。派遣事業を営むうえで遵守すべき「労働基準法」
「労働契約法」
「男女雇用均等法」、長時間労働の是

キャリアカウンセリング・スキルアップセミナーの開催

正を目的とした「時間外労働の上限規制」
「年次有給休暇の確実な取得」等を実際の業務フローに即して分かりやすく説明して

派遣会社の営業・コーディネーターが、自立

「労働者の心の健康の

います。会員企業であれば、いつでもどこでも視聴が可能です。

的なキャリア形成の支援に立ったカウンセ

保持増進のための指

リングやコーチングを行うことができるよ

針」が推奨するメンタ

派遣法・労働関連法改正への具体的な対応を支援

従業員向けeラーニング「JASSAリーガルテスト」の提供（無料）

う、派遣会社向けセミナーやワークショッ

ルヘルス推進担当者

会員向けに法律解説や派遣会社が実施すべき対応事項へのサ

派遣事業に必要な関連法の知識向上・人材育成を目的としたｅ

プを開催しています。

研修カリキュラムに

ポート、ツールやリーフレット、各種フォーマットの提供を行っ

ラーニング「JASSAリーガルテスト」を会員向けに無料でご提供

このセミナーは、厚生労働省「国家資格キャ

準拠したテキストを元に、派遣会社のメンタル

ています。

しています。

リアコンサルタント更新講習」にも指定さ

ヘルス推進担当者を育成するための講座を開催

れています。

しています。

派遣元責任者講習
Course Merit

その他（会員交流・情報提供）
Meeting & Communication

各地域での会員間交流の場を提供
定時総会・新年賀詞交歓会など、会員の皆さまに交流の場をご提供し
ています。また、オンラインセミナーなどのイベントも行っています。

当協会主催「派遣元責任者講習」会員特典
実務に詳しく、豊富な知識を持った講師陣が、派遣法をはじめとした労

地域協議会

働関係法令を当協会のオリジナルテキストに沿ってわかりやすく解説

当協会は関係団体である全国７つの各地域協議会を通じて、地

しています。当協会主催の講習では、会員企業の皆様は通常価格（税込

域内における会員交流や、地域の関係行政機関・関係諸団体との

9,000円）よりもお得な会員価格でご受講いただけます。

情報交換を行っています。

JASSAの
派遣元責任者講習の特徴

相談センター
労働者派遣事業アドバイザーが、派遣社員、派遣先及び派遣元

派遣法をはじめとした関係法令を

実務に詳しく

派遣元責任者講習受講者には

事業所等の方々からの相談に対応しています。
労働者派遣法に

労働関係法令や労働市場に関する情報提供

いち早く、わかりやすく解説

豊富な知識を持った講師陣が対応

オリジナルテキスト（無料）を配布

基づき、
雇用及び就業環境の管理をスムーズに運用できるよう

会員専用サイトや会員向けメールマガジン等で、最新情報を配

問題解決のお手伝いや情報の提供を行なっています。

信し、会員への周知・理解促進を図っています。
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