
産業雇用安定センターにおける在籍型出向支援の現状等のご紹介
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応援します、頑張るあなたの新職場!!

「在籍型出向に関するオンライン説明会」 主催：関東経済産業局様
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●産業雇用安定センターのご案内
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産業雇用安定センターについて
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プラザ合意に伴う円高不況の進行により、大量の余剰人員が生まれ雇用不安が高まっていた時代、１９８７年（昭和６２年）

３月に当時の労働省、日経連、産業団体※などが協力して失業なき労働移動を支援する公的機関 と して

設立されました。
以来、厚生労働省、経済・産業団体や連合（労働組合）などとの密接な連携のもとに、本部と全国４７都道府県の地方事務
所の連携による全国的なネットワークにより出向・移籍の支援事業に取り組んでいます。
主な事業は、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、 情報提供・相談等の支援を行い、出向・移籍

の成立に結び付ける「人材の橋渡し」の業務を で実施しています。無料

雇用調整等のニーズのある 企業様（送出）と 雇い入れご希望の企業様（受入）との間で
人材マッチングサービスを提供しています。

１ ２

送出 受入

２１

※ 基本財産出捐団体

一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
電気事業連合会
一般社団法人 全国銀行協会
一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本電機工業会
一般社団法人 セメント協会
日本化学繊維協会
日本製紙連合会
日本石炭協会
日本紡績協会
一般社団法人 日本民営鉄道協会
一般社団法人 日本船主協会



一目でわかる産業雇用安定センター
厚生労働省と

経済産業団体が協力

雇用の
セーフティ
ネット

として設立した
公的機関

約22万人

再就職・出向の実績 幅広い業種の企業出身者
が担当

約500人
のコンサルタント

質の高い求人情報

企業訪問
による

求人開拓

地域ネットワークによる
多様な求人

企業様・個人の方の
再就職・出向にかかる費用

UIJターン
対応 無料

全国47都道府県事務所
のネットワーク
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専任コンサルタントが
寄り添ってサポート

マンツーマン
対応

地元企業
公的機関
からの独自求人
多数あり
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47.3%
27.5%

21.5%

3.7%

～3か月
4～6か月
7～12か月
13か月以上

約75％が
６か月以内
に就職決定

（単位：人）

登録から成立までの日数
（2020年度成立数11,170人
のうち移籍8,109人の内訳）
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5.1％
9.7％

20.0％

31.3％

33.9％

29歳以下
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60歳以上

中高年齢層の就職
に高い実績

平均
52.2歳

産業雇用安定センターの支援実績（2020年度）

9,417

8,641

8,606

8,181

13.2%

27.4%
(3,061人)

(1,240人)



●センターにおける在籍型出向の取組の現状について
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～ 雇用シェア（在籍型出向制度）を活用して一時的に休業している労働者の雇用を守ります～

雇用を守る出向支援プログラム２０２０

08



関係機関・団体との連携・協力の具体的事例
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京都府（【短期】雇用シェアリングモデル事
業（雇用の短期助け合いマッチング））
・経済団体、労働者団体、国・府・京都市の
行政に「産業雇用安定センター京都事務所」
を加えたオール京都による推進体制を構築。
・社労士派遣や労働局のアドバイス等による
法的・制度的なサポート。

福井県（ジョブシェアリング促進事業）
・2020年10月から、福井県がコロナの影響
等を受ける企業の雇用サポートとして「ジョ
ブシェアリング促進事業」を立ち上げ、福井
県雇用シェア促進協議会を設置。
・福井県と産雇センター福井事務所の間で
連携協定を締結。
・労働力過剰企業および労働力不足企業
の需給ニーズ等の企業情報の提供を相互
に行い、出向等のマッチングを促進。

愛知県経営者協会
・2019年４月より、愛知県経営者協会
と産雇センター愛知事務所にて以下
の連携強化を実施。

①産雇センターの人材送出・受入情報
を愛知経営者協会会員企業へ発
送、実績情報の周知ＰＲ

②愛知県経営者協会会員企業向け説
明会の開催

③産雇センターと経営者協会の既存研
修等の後援、共催

④愛知県経営者協会会員企業向け相
談窓口の設置

・愛知県経営者協会が会員企業から送
出・受入情報を聞き取り、産雇セン
ター愛知事務所へ取り次ぎ。

札幌商工会議所
・2020年11月16日より、札幌商工会議所と
産雇センター北海道事務所が在籍型出向制
度を活用した出向支援を実施。

・札幌商工会議所・産雇センター北海道事務所
で受入企業、送出企業の相談募集。

・相談内容は、札幌商工会議所（申込フォー
ム）で受け付け、相談内容に応じて産雇セン
ター北海道事務所へ支援依頼。

・契約サポート、担当者同士の面談・マッチングの
セッティングなどマッチングに向けて支援。

UAゼンセン
・UAゼンセン本部と産雇センター本部間で2020
年9月に連携協定を締結。
・これにより、全国のUAゼンセン支部と産雇セン
ター地方事務所間で、出向・移籍に関する情
報共有を強化し、円滑なマッチングに繋げる。

S信用金庫
・2019年8月、S信用金庫と産業雇用安
定センター静岡事務所が連携協定締結。
・顧客企業の人手不足情報を産雇セン
ター静岡事務所に提供するほか、支店長
らによる企業訪問の際に産雇センター職
員が同行。

M銀行
・M銀行が各支店で取引先企業の雇用過
不足の人材ニーズを把握し、本店にて人
材ニーズ情報を集約。
・支援が必要と判断された人材ニーズ情報
を産雇センター本部に提供（トスアッ
プ）。（2020年10月８日連携協定締
結）
・産雇センター本部から地方事務所へ出向
あっせん支援指示。地方事務所は、同銀
行支店と連携しながらマッチングを行う。

◆ 金融機関
◆ 地方自治体

◆ 労使団体

連携協定の締結状況
～2021年4月1日現在～

金融機関 35 経済団体 11
労働組合 3 行政機関 9



出向送出企業の態様（相談ベース）

●産業別では、割合の高い順に①生活関
連サービス・娯楽（61社、43.9％）、②宿
泊・飲食業（22社、15.8％）、③運輸業
（14社、10.1％）となっている。

※生活関連サービス（61社）内訳 ・・・ 旅行業（50
社、82.0％）
※宿泊・飲食（22社）内訳 ・・・ ホテル・旅館（12
社）、飲食店（10社）

※2020.6月～2021.８月の間に当センター
東京事務所に支援依頼のあった139社の状況

●送出対象者の職種別では、割合の高い順
に①サービスの職業（66社、47.5%）②事
務的職業（27社、19.4%）、③販売の職
業（26社、18.7%）となっている。

※サービスの職業内訳 ・・・ ホテル、航空会社、空港地
上職、接客サービスなど
※事務的職業内訳 ・・・ 旅行業関係事務、一般・営
業事務など
※販売の商業の内訳 ・・・ 企画・イベント営業、空港内
店舗販売など

●送出希望期間別では、雇用調整助成金
の特例措置の延長状況に応じて判断したい
とする企業（未定）が概ね３割を占める。

●「３か月程度」及び「３～６か月程度」の
企業の中には、出向契約の更新を前提とし
ているところも一定数含まれることから、平均
的な出向希望期間としては「６か月～１年
程度」が主流となっている。
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出向受入企業の態様（相談ベース）

●産業別では、割合の高い順に①サービス（他に分
類されないもの）（40社、23.8%）②製造業
（24社、14.3％）、③卸・小売業（18社、
10.7％）となっている。

※サービス業（他に分類されないもの）（40社）内
訳 ・・・ 人材サービス（17社）、警備（8社）、業務
受託（6社）など
※製造業（17社）内訳 ・・・ 食品（5社）、自動車
関連（4社）、建設重機関連（3社）など
※専門・技術サービス（16社内訳）・・・各種コンサル業
が多くを占めている。

※2020.6月～2021.８月の間に当センター
東京事務所に支援依頼のあった168社の状況

●受入対象職種の状況としては、割合の高い順に
①事務的職業（62社、36.9％）、②サービスの職
業（27社、16.1%）、③販売の職業（19社、
11.3％）となっている。

※事務的職業の内訳 ・・・ 人材サービス関係（12
社）、各種コンサル企業（７社）、業務受託企業（7
社）住宅・不動産（5社）など
※サービスの職業の内訳 ・・・ ホテル、飲食店等での接
客サービス、介護スタッフ、冠婚葬祭業のスタッフなど
※販売の職業の内訳 ・・・ 人材サービス、情報通信、不
動産等の法人営業職など

●受入希望期間別では、割合の高い順に①６カ
月～１年程度（58社、34.5％）、②応相談
（38社、22.6%）、③1年～２年程度と未定
（それぞれ19社、11.3%）となっている。
●受入希望期間についても、送出企業と同様に、
「６か月から１年程度」が主流となっている。

●「応相談」区分の企業については、人材確保の
緊要度が比較的高いところが多く、送出企業の希
望に合わせて受入期間を検討するとしているところ
になる。
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2019年度 135 130 101 89 52 158 80 68 99 86 101 141

2020年度 79 90 107 67 114 171 126 283 498 344 503 679

2021年度 475 618 682 611 390
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2019年度計 1,240人

2020年度計 3,061人

2021年度計 2,776人
(4～8月)

出向の月別成立数の推移（2019年度～2021年度）

注）2021年度の数字は速報値であり、今後修正する場合がある。

（人）

「雇用を守る出向支援プログラム2020」
取組開始（2020年６月～）

2019年度
出向成立数：1,240人

2020年度
出向成立数：3,061人（前年比146.9％増）
（うちコロナの影響によるもの：2,279人/74.5%） 12



感染症の影響を受けた企業の在籍出向を活用した雇用維持の具体例
2021.9.10

送り出し企業の業態 送り出しの理由 受入れ企業の業態 受入れの理由
出向者

数

事例１ 鉄道業

コロナ禍で運行業務が減る中、電車の運転士や車掌などの社
員の人材育成ができるような出向先を確保したい。当初は
サービス業への出向が望ましいと考えていたが、産雇セン
ターに製造業企業の職場見学をセットしてもらい安全衛生や
作業効率化の取組など人材育成の可能性を認識することがで
きた。

電子部品開発・製造業

生産設備のオペレーションや検査などの業務に出向として受
け入れたい。地域貢献活動の一環として出向元企業の雇用維
持に協力したい。出向期間は9カ月とし、その間の給与は全
額自社が負担する。
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事例２
飲食業

（居酒屋チェーン）

国内でに居酒屋をチェーン展開し、緊急事態宣言下で営業自
粛や時短営業をしている。企業全体の雇用を守るため店長ク
ラスの従業員を中心に出向してもらうこととなった。

警備業

コロナワクチンの接種会場の警備を自治体から受託した。警
備スタッフを確保するため8月から2か月程度の出向受け入れ
をしたい。実際に警備業務につく前に、新任警備員教育研修
を実施する。
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事例３ 旅行業

観光客の減少により、観光バス運転手だけでなく一般事務の
従業員の雇用が過剰となっている。産業雇用安定助成金を活
用して一時的に出向してもらうことにより雇用維持を図りた
い。

自動車教習所

送迎バス運転手として安全に運行するスキルを有する者の確
保が難しい。また、受付・案内事務の職種でも人材が不足し
ている。地元企業に貢献することができるなら6か月間の出
向として受け入れたい。
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事例４ 一般乗合旅客自動車運送業
（空港発着の高速バス）

空港発着の高速バスを運行しているが、コロナ禍で利用客が
落ち込んでいる。これまで、グループ企業や関係会社に出向
させてきたが、まだ運転手の人員が過剰だが、コロナ後を見
据えて雇用維持をしたいのでセンターに出向先を探してもら
いたい。

一般乗用旅客自動車運送業
（タクシー）

これまでタクシー乗務員の採用だけでなく出向受入に努めて
きたが充足できていない。スマホの自動配車アプリを展開し
ており、従来とちがって運転手の負荷は大幅に軽減している
ことを産雇センターに伝えて出向元企業を探してもらった。
出向期間は6月。
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事例５ 航空機附属品製造業

旅客機の機内設備の製造を行っているが、受注が大きく減少
している。特殊な技能を有する熟練労働者が多くて解雇は避
けたい。コロナ後の生産回復を見据えて雇用維持のための出
向を活用したい。

産業用電気機械器具製造業
自動車等の部品に搭載するコンデンサの増産に対応するため、
新工場を増設したが、生産要員の採用確保が追いついていな
いので、早急に出向で受け入れたい。出向期間は2年。

54

事例６ 鉄道業

コロナの影響で車両運行本数を減らしているため、車掌など
の乗務員が過剰雇用となっている。産雇センターから介護福
祉施設への出向の提案があり、社員から「手上げ方式」によ
り希望者を募った。

老人福祉・介護事業

出向で受け入れる場合は最低でも１年を希望。鉄道業からの
受け入れに先立って、急遽、自治体と連携して介護職員初任
者研修を１か月間みっちり実施し、７月から１年間受け入れ
ることとなった。

6

事例７ 旅行業

旅行代理店業務のほか体験型保養施設等の企画・運営などを
行っているが、コロナ禍の影響が大きく取扱い業務量が減少
している。コロナ後の需要回復時に新たな業務の取組ができ
るような技術習得ができるよう4人分の出向先を探してもら
いたい。

その他のサービス業

（広報コンサルティングﾞ業）

webサイト制作やSNS運営代行など広報に関する事業を行っ
ている。自社の従業員数は少ないが今後の事業計画等を踏ま
え、旅行業との親和性もあるので1名だけを出向として受け
入れたい。出向期間は8月。

1

事例８ ホテル業

経営する複数のホテルではコロナにより宿泊客が大幅に減少
しているので、従業員を出向させることにより雇用を維持し
たい。出向送出の候補者人をリストアップしており、今後、
個別に相談し対象者を選定する。

コンビニストアチェーン

直轄のコンビニ店の店長ができる人材を求めているが、シフ
ト勤務となるので難しい。勤務してもらうコンビニ店は出向
者の居住地を踏まえ弾力的に対応できる。ホテルの方であれ
ば夜勤やシフト勤務にあまり抵抗感はないのではないか。出
向期間は24月。

6

13



●在籍型出向を進めるうえでのポイント

※この項の内容は、厚生労働省作成「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」から引用しております。
なお、ハンドブックは、厚労省のHPからダウンロードすることができます。（資料P22をご参照ください。）

14



在籍型出向って、どういう働き方？

在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の
出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業

の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務する

ことをいいます。

出向契約

雇用

関係

出向元 出向先

労働者

雇用

関係

雇用

関係

【参 考】
在籍型出向

15

労働者派遣契約

指揮命令

関係

派遣元 派遣先

労働者

労働者派遣

在籍型出向：出向先と労働者間の関係は「雇用関係」
労働者派遣：派遣先と労働者間の関係は「指揮命令関係」



在籍型出向するには、どういう準備が必要？

〇在籍出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、又は
「出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規
則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている」必要
があるとされています。
〇出向を命じることができる場合であっても、出向の必要性、対象労働者
の選定に係る事情等に照らして、その権利を濫用したものと認められる
場合は、その命令は無効となります。（労働契約法第１４条）。
〇出向を行うにあたっては、その必要性や出向期間中の労働条件等につ
いて、労使の間でよく話し合いを行い、出向に際しては労働者の個別的
な同意を得ていくことが望まれます。
〇産業雇用安定助成金や雇用調整助成金といった在籍型出向に対す
る助成制度を活用する場合、出向労働者本人が出向することについて
同意していることが必要です。

〇在籍型出向は、①労働者の個別的な同意または②就業規則等の社内規程に基づき行う必要があります。
〇そして、在籍型出向をするにあたっては、出向の必要性や出向期間中の労働条件等について、出向先企業や労働者とよく
話し合った上で、出向契約の内容や出向期間中の③労働条件等を明確にしておくことが重要です。

出向契約

雇用

関係

出向元 出向先

労働者

雇用

関係

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労
使の話し合い（厚労省ハンドブックP８就業規則例参照）

ステップ
１

労働者の個別同意や就業規則等の整備、
労使の話し合い

ステップ
１

・コロナ禍において労働者に在籍型出向を命じるにあたって、就業規則等が
整備されている場合であっても、事前に出向先企業の職場見学を行ったり、
手上げ方式で対象労働者を募るなど、労働者の理解を深め、納得を得るた
めに丁寧な社内手続きを進めている企業もあります。

ヒント

16

●産業雇用安定センターでは、在籍型出向支援を開始する場合、予め
出向対象労働者の同意の状況を「出向支援確認書」により確認させて
いただいております。



在籍型出向するには、どういう準備が必要？

〇出向契約においては、以下の事項を定めておくことが考えられます。

出向契約

雇用

関係

出向元 出向先

労働者

雇用

関係

出向契約の締結
（厚労省ハンドブックP12出向契約書例参照）

ステップ
２

ステップ
２ 出向契約の締結

◇出向期間 ◇職務内容、職位、勤務場所 ◇就業時間、休憩時間
◇休日、休暇 ◇出向負担金、通勤手当、時間外手当、その他手当の負担
◇出張旅費 ◇社会保険・労働保険 ◇福利厚生の取扱い ◇勤務状況の
報告 ◇人事考課 ◇守秘義務 ◇損害の賠償 ◇途中解約 ◇その他
（特記事項）

〇産業雇用安定助成金や雇用調整助成金を活用する場合には、出
向契約書に以下の事項を記載する必要があります。

厚労省ハンドブック（P12）の出向契約書は、あくまでも参考例です。実際に契約書を
取り交わす際には、出向元・出向先の双方の協議により参考例以外の取り決めも発生す
る可能性があります。また、法的解釈も、事例によってまちまちです。このため、センターで
は、弁護士、社会保険労務士等の専門家へのご相談を企業にお勧めしております。

〇センターでは、出向契約書を作成する際の弁護士、社会保険労務
士等の専門家へのご相談をお勧めしております。

①出向元事業所および出向先事業所の名称と所在地
②出向労働者ごとの出向実施時期・期間
③出向中の処遇＜a 出向の形態と雇用関係 b 出向期間中の賃金 c 出向
期間中のその他の労働条件 d 出向期間中の雇用保険の適用＞
④出向元事業主および出向先事業主の間の賃金の負担・補助
⑤出向期間終了後に出向元事業所に復帰する予定であること

（厚労省ハンドブックP11参照）

（厚労省ハンドブックP10参照）
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在籍型出向するには、どういう準備が必要？

①労働契約の期間 ⑦退職手当の定めが適用される労働者の範
囲、退職手当の決定、 計算・支払方法や
支払時期
⑧臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃
金額
⑨労働者に負担させる食費、作業用品など
⑩安全・衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償、業務外の傷病扶助
⑬表彰・制裁
⑭休職に関する各事項

②期間の定めのある労働契約を更新する
場合の基準

③就業の場所、従事すべき業務

④始業・終業の時刻、所定労働時間を超
える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
労働者を二組以上に分けて就業させる場合
における就業時転換に関すること

⑤賃金※の決定、計算、支払の方法、賃
金の締切りおよび支払の時期、昇給に関す
ること

⑥退職に関すること（解雇の事由を含む）

出向契約

雇用

関係

出向元 出向先

労働者

雇用

関係

出向期間中の労働条件等の明確化
（厚労省ハンドブックP15参照）

ステップ
３ 出向期間中の労働条件等の明確化ステップ

３

出向開始

〇出向労働者の出向先企業での労働条件、出向元企業における身分等の取扱い
は、出向元企業、出向先企業および出向労働者の三者間の取り決めによって定めら
れます。
〇上記の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元企業・出向先企
業それぞれの使用者が、出向労働者に対して、賃金の支払等、労働基準法等にお
ける使用者としての責任を負うことになります。
〇労働条件について、具体的には、以下の項目について明確にする必要があります。
これらの労働条件は、出向に際して出向先企業が明示することになりますが、出向元
企業が出向先企業に代わって明示しても差し支えありません。

（注）・①～⑥の項目（⑤の昇給に関することを除く）は原則として書面の交付※で明示する必要
があります。⑦～⑭の項目は、使用者がこれらの定めをした場合において、書面の交付は義務づけられ
ていませんが、明示する必要があります。
※労働者が希望した場合、ＦＡＸや電子メール等出力して書面を作成できる方法による明示
も認められています。 18



出向の特徴・メリット等

① 他の企業で働くことによって、新しい技能や企業風土を吸収し、復帰後の活躍が期待されます（人材育成の観点）

② 人員を解雇することがなく、雇用が維持され、大幅に閑散時の人件費を抑制することができます

また、出向期間終了後は必ず復帰するので、ひとまずは安心

③ 出向者の収入の確保、モチベーションの維持が期待できます

① 出向元の「カンバン＝看板」を背負って来ているので、責任感が強く、業務への積極的取組が期待できます
（ポテンシャルが高い即戦力者が期待できる）

② 賃金負担が少ない

③ 自社の従業員の良い刺激となり、士気の向上が期待できます

① 賃金水準が低下することなく働くことができます

② 出向期間が終了したら元の職場に必ず復帰できる安心感をもつことができます

③ 他社の技術や安全衛生の取組、仕事の段取りなどを習得でき、復帰後自社で生かすことができます

① お互いの困りごとや、できることを話し合う中で労務・生産など様々な面で、自社にはない工夫改善のヒントを得
られます

② 困った時、相談できる信頼関係を構築できます

１.出向元

２.出向先

３.出向者

４.双方の
メリット

出向元企業や対象労働者にとって、出向先企業の職場環境、業務の進め方など不安はかなり大きいものです。特に対象労働者の
精神的な負担感には十二分に配慮することが求められます。産業雇用安定センターでは、このような不安を軽減・払拭するため、出向
する前に出向元企業や対象労働者、労働組合に対して出向先企業との事前相談の場や職場見学会を設定しています。

産業雇用安定センターが出向先企業との事前相談の場や職場見学をアレンジします！
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出向に関する Q&A

20（厚労省ハンドブックP16、P17の内容もご参照ください。）



●まとめ
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在籍型出向に係る各種情報へのアクセス方法

（公財）産業雇用安定センター

トップページ ＞ 重要なお知らせ ＞ 雇用を守る出向支援プログラム２０２０ ～ 在籍型出向制度のご案内 ～

厚生労働省・労働局・ハローワーク

●雇用を守る出向支援プログラム２０２０～ 在籍型出向制度のご案内～ 産業雇用 検索

●在籍型出向支援 在席型出向支援

 在席型出向で従業員の雇用を守りませんか？ （基本的な事項についての解説動画 約１３分）
【主なコンテンツ】

 在籍型出向の“基本がわかる”ハンドブック （PDF ダウンロード可）

 出向元事業主・出向先事業主に対する助成制度 （産業雇用安定助成金 ＜リーフレット・ガイドブック／解説動画 約１６分＞ ）

 マッチング支援（産業雇用安定センターの支援サービスの説明他）

 先進的事例（各地域の取り組みのご紹介＜順次情報更新予定＞）

東京事務所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-3 
住友不動産西新宿ビル３号館５階

☎ 03-5358-7421      
📠📠 03-5358-7425

キャリア人材バンク東京・立川 〒190-0012 東京都立川市曙町2-36-2 
ファーレ立川センタースクエア７階

☎ 042-512-9844
📠📠 042-512-9845

在籍型出向に関するご相談は

検索

22

 相談会・セミナー等開催状況 （順次情報更新）

※関東経済産業局が管轄する広域関東圏（１都１０県）のセンター地方事務所の連絡先等はP24の地方事務所所在地一覧をご参照ください。

【主なコンテンツ】  雇用を守る出向支援プログラム2020のご案内
 事業主・人事労務担当者のためのマンガで分かる在籍型出向（PDF ダウンロード可） ← 本資料P23のダイジェスト版をご参照ください。
 感染症の影響を受けた企業の在籍出向を活用した雇用維持の具体例（導入事例のご案内）



マンガでわかる！ 在籍型出向

初めて在籍型出向の活用を検討する事業主とその従業員の方に、まずは在籍型出向の枠組みの
概要や実際の事例を理解していただくために、冊子「マンガでわかる！在籍型出向」を配付し説明
しており、センターや厚生労働省のＨＰでも提供しています。

23（全24ページより抜粋）



産業雇用安定センター地方事務所の所在地一覧

24

※枠線＝関東経済産業局管内の広域関東圏（１都１０県）の地方事務所の所在地等



当センターがご提供する在籍型出向に係る支援サービスについて、
ご不明な点等ございましたら、どうぞ気軽にご相談をお寄ください。
ご清聴ありがとうございました。

25
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