派遣社員就業規則
【目的】
第１条 １．この就業規則は一般労働者派遣事業により、グッドパートナーズ（以下「会社」という）
の派遣社員（以下「スタッフ」という）の労働条件について定めたものである。
【運用の方法】
第２条 １．この規則は、採用が決まったとき、初めて会社に出勤するときなど必要なときに必ず読
み、内容を熟知しなければならない。なお、この規則について疑問等のあるときは説明
を求めなければならない。
２．スタッフはこの規則を遵守し、派遣先事業所（以下「派遣先」という）および、従業員
との信頼関係とルールを大切にしなければならない。
３．スタッフはこの規則を読まなかったことで弁解することはできない。
【採用】
第３条 １．会社はスタッフとして就業を希望し、
会社に登録した者の中から必要に応じて採用する。
２．スタッフは採用に際し、会社の定める書類等を提出しなければならない。
３．採用にあたっては、個別に雇用契約書兼就業条件明示書（以下「明示書」という）を発
行する。
【雇用期間】
第４条 １．スタッフの雇用期間は 3 年以内の雇用契約により定める期間とし、必要に応じて更新す
ることがある。但し、当事者はこの規則の定めるところによって、この期間中 30 日前ま
でに申し出れば、中途解約できるものとする。
２．更新の判断は、以下の事項を総合的に勘案して行うものとする。
①契約期間満了時の業務量の多寡および業務内容の変化
②スタッフの能力、勤務成績、態度または健康状態
③スタッフの従事している業務の進歩状況
④会社または派遣先の経営状況
⑤その他前各号に準じる事項
【試用期間】
第５条 スタッフの試用期間は１ヶ月とし、試用期間中に不適格と認められた場合は、採用を取り消
すことがある。ただし、稼働日より１４日以内については、労働基準法第２１条の規程
に準じ解雇予告の期間を設けることなく解雇することがある。
【就業の場所】
第６条 １．スタッフは採用に際し、会社が指定した派遣先において業務に従事するものとする。
２．会社は、業務上必要と認めた場合は、スタッフに対し、異動を命じることができる。
【業務の内容】
第７条 １．スタッフが従事すべき業務の内容は、労働者派遣契約に基づき、会社が採用の際に書面
により明示する。
２．スタッフは派遣先の指揮命令に従って前項の業務に従事するものとし、正当な理由なく
拒んではならない。

【服務規律】
第８条 スタッフは次の事項を遵守しなければならない。
（１）この就業規則および明示書に基づき、業務上の指揮命令に従って勤務すること
（２）職業能力を発揮できるように健康の保持増進に努めるとともに誠実に全力で業務を行う
こと
（３）在職中、退職後を問わず、業務上知りえた秘密及び個人情報を漏らさないこと
（４）派遣先の職場の規律維持および施設利用上の注意事項を守り、職場の風紀や秩序を乱さ
ないこと
（５）出退勤、遅刻、早退もしくは欠勤に際しては所定の方法に従って届け出ること
（６）就業期間中は自己の職務に専念し、承認なくして職場を離れないこと
（７）就業期間中は職場にふさわしい服装をし、他人に対しては明るく親切に、言葉使いおよ
び態度を丁寧にすること
（８）許可なく職場の備品、書類等を持ち出さないこと
（９）職場の設備、機械、器具その他の備品を丁寧に扱い、火災、盗難の予防に注意し、整理
整頓に努めること
（１０）日常携行品以外の私物および不必要な高額の金品等をみだりに職場に持ち込まないこ
と
【守秘義務】
第９条 スタッフは、会社の営業秘密および会社の不利益となる事項等について第三者に漏洩、開示
しないとともに、自己又は競業他社その他の第三者のために使用してはならない。さら
に、個人情報に関する事項について、第三者に漏洩、定められた範囲を超えて開示しな
いとともに、自己又は競業他社その他の第三者のために使用してはならない。
【職務専念】
第１０条 派遣社員は会社の職務に専念し、
休日または勤務時間外に在籍のまま就職してはならない。
また、会社の許可を得ることなく自ら事業を営み、または副業についてはならない。
【マイカー通勤等の禁止】
第１１条 スタッフは、通勤手段として鉄道、バス等の公的機関を用いるものとし、会社に申し出て
所定の手続きをして許可を受けた者以外は自家用車（単車・バイク等含む）による通勤を
してはならない。
【労働時間】
第１２条 １．スタッフの労働時間は、原則として 1 日 8 時間以内とし、派遣先の就業形態に応じ、
１週４０時間の範囲内で、始業および終業の時刻ならびに、休憩時間を個別に交付する
明示書に定める。
２．派遣先の就業形態により労働時間が前項により算定し難いときは 1 ヶ月を平均して、
１週間あたり４０時間を超えない範囲内で、始業および終業の時刻、並びに休憩時間を
個別に交付する明示書に定める。
３．前項を実施する場合の 1 ヶ月は、1 日から末日までとする。
４．フレックス・タイム制は原則としてスタッフには適用しない。

【休日】
第１３条 １．スタッフの休日は、1 週間に 1 日または 4 週につき 4 日の法定休日および派遣先の就
業形態に応じ定められる所定休日とし、個別に交付する明示書に定める。
２．前項の休日は、業務の都合により前日までに予告して他の日に振り替えることがある。
【時間外労働および休日労働】
第１４条 会社は、
業務の都合により、
スタッフに時間外・休日労働の協定の定める範囲内において、
時間外労働および休日労働をさせることができる。ただし、会社および派遣先において、
協定に定める特別な事情が生じた場合は、労使の協議を経て、協定に定める範囲内にお
いて更に時間外労働の時間数を延長することができる。
【年次有給休暇】
第１５条 １．雇入れの日から起算して６ヶ月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤したスタッフ
に対して、継続または分割した１０労働日の年次有給休暇を付与する。
２．会社は、１年６ヶ月以上継続勤務したスタッフが、前年の全労働日の８割以上出勤し
たときは、継続勤務６ヶ月を超えた日から１年を経過するごとに、下記表１の日数を付
与する。
表１．
勤務年数

6 ヶ月

1年
6 ヶ月

2年
6 ヶ月

3年
6 ヶ月

4年
6 ヶ月

5年
6 ヶ月

6年
6 ヶ月

付与日数

10 日

11 日

12 日

14 日

16 日

18 日

20 日

３．前各項の規程にかかわらず、週所定労働時間が３０時間未満で週所定労働日数が４日以
下または年間所定労働日数が２１６日以下のスタッフには、下記表２のとおり勤務年数
に応じた日数の年次有給休暇を与える。
表２．
週所定
労働
日数

年間の
所定労働日数

勤務年数
6 ヶ月

1年
6 ヶ月

2年
6 ヶ月

3年
6 ヶ月

4年
6 ヶ月

5年
6 ヶ月

6年
6 ヶ月

7日
8日
9日
10 日
12 日
13 日
15 日
169 日～216 日
3日
5日
6日
6日
8日
9日
10 日
11 日
121 日～168 日
2日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
73 日～120 日
1日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
48 日～72 日
４．年次有給休暇の請求は、派遣先との連絡、代替要員確保等の関係上事前に会社へ申し出
なければならない。休暇当日の請求、ならびに休暇実施後の請求は、認めないものとす
る。
５．
会社は、
スタッフ本人が請求した時季において、
業務の正常な運営が妨げられる場合は、
その時季を変更することが出来る。
６．年次有給休暇の請求権は、発生した日より２年を経過した日に消滅する。ただし派遣終
了後、次回派遣までの期間が 1 年以上ある場合は、その権利は消滅する。
4日

７．スタッフが年次有給休暇を取得した場合は、所定労働時間労働したときに支払われる通
常の賃金を支給する。

【産前産後の休暇等】
第１６条 産前産後の休暇、育児時間については、労働基準法の定めるところによる。ただし業務に
就かなかった期間および時間は無休とする。
【賃 金】
第１７条 １．スタッフの賃金は、本人の能力、経験年数、資格、年齢、勤務状況および勤務条件に
基づき決定する。
２．スタッフの賃金は、原則として時間給としその他の手当ては支給しない。
３．賃金は原則として、スタッフの指定する銀行口座に振り込みの方法によって支払い、
所得税等法令に定められたものは支払いの際に控除する。
４．時間給によるスタッフの賃金の支払いは、原則として月１回とし毎月末日締切り、翌
月１０日支払いとする。
（※１０日が土日祝日の場合は翌営業日に支給）
５．月給によるスタッフの賃金の支払いは、原則として毎月末日締め切り翌月１０日支払
いとする。
【時間外割増賃金】
第１８条 １．スタッフが実働８時間を超えて就労した場合は、その超過した時間について基準時間
給の２割５分増しにより計算した額を支給する。
２．スタッフが、１週につき４０時間を超えて実就労した場合は、その経過した時間につ
いて、基準時間給の２割５分増しにより計算した額を支給する。
３．スタッフが、深夜時間帯（午後１０時から午前５時まで）に就労した場合は、基準時
間給の２割５分増しにより計算した額を支給する。
４．実働時間が８時間を超え、かつ深夜時間帯におよんだ場合の深夜時間帯の賃金は基準
時間給の５割増しにより計算した額を支給する。
５．前第１項および第２項により個別に割増賃金が計算処理された場合には、重複して計
算支給することはない。
【休日割増賃金】
第１９条 １．業務の都合により、スタッフが第１３条に定める法定休日に就労した場合は、基準時
間給の３割５分増しにより計算した額を支給する。
２．法定休日労働が深夜時間帯（午後１０時から午前５時まで）におよんだ場合は、基準
時間給の６割増しにより計算した額を支給する。
３．休日の振り替えを行った場合は、休日割増賃金は支給しない。
【昇給】
第２０条 会社はスタッフについて昇給を行うことがある。
【賞与】
第２１条 スタッフには賞与は支給しない。
【退職金】
第２２条 スタッフの退職および解雇の際には退職金は支給しない。
【安全衛生】
第２３条 １．会社はスタッフの災害防止、健康確保に必要な措置を講ずるものとする。

２．スタッフは会社および派遣先の実施する安全衛生に関する措置に従わなければならな
い。
３．スタッフは災害を発見し、またはその危機があることを知ったときには、臨機の措置
をとり、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
【健康診断】
第２４条 会社はスタッフに対し、毎年１回以上の健康診断を実施する。ただし、会社がおこなう健
康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明す
る書類を会社に提出しなければならない。
【福利厚生】
第２５条 会社は、スタッフの福利厚生のため必要な措置を講ずるものとする。
【災害補償】
第２６条 スタッフが業務上または通勤途上の災害により、負傷、疾病または死亡した場合は、労働
者災害補償保険法に定めるところにより補償を行う。
【禁止事項】
第２７条 スタッフは次の行為をしてはならない。
（１）会社または派遣先の信用を傷つけ、または不名誉な行為をすること。
（２）会社または派遣先において、政治活動、宗教活動、その他副業の行為をすること。
（３）会社または派遣先において知り得た業務上の秘密を他に漏らすこと。
（４）業務の正常な運営を妨げ、または職場の風紀、秩序を乱すこと。
（５）社会通念上特異な服装、化粧、髪形、毛染等で業務に就くこと。
（６）相手の望まない性的言動により、他人に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断さ
れる行為をすること。
（７）前各号の他社会通念上、不都合と認められる行為をすること。
【自宅待機】
第２８条 １．会社は、スタッフが次の各号の一に該当する場合にはスタッフに対し自宅待機を命ず
ることが出来る。
（１）出勤状況が不良で、注意を受けて改めず、または正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたと
き。
（２）派遣先の指揮命令に従わず、または派遣先で定められた規則を守らないとき。
（３）派遣先の風紀、秩序を乱し、または乱す恐れのあるとき。
（４）本就業規則に違反したとき。
（５）前号の他、故意または過失により会社または派遣先に損害を与えまたは与えようとした
とき。
２．自宅待機中は連絡可能な状態でいること。就業時間中は外出禁止。
【休業手当】
第２８条の２ 雇用期間内に派遣契約が終了したスタッフに対し、
次の派遣先の確保が出来ないなど、
会社の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法２６条に基づく手当
を支払う。

【解 雇】
第２９条 １．スタッフが次のいずれかに該当するときは、解雇する事ができる。
（１）勤務成績または業務能率が不良で、就業に適さないと認められたとき。
（２）勤務状況が不良で、スタッフとしての職責を果たし得ないと認められたとき。
（３）精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められるとき、または不完全な
労務の提供しかできないと認められたとき。
（４）試用期間中または試用期間満了時までにスタッフとして不適格であると認められたとき。
（５）事業の運営上の事情または天災事変その他これに準ずる事情により事業の継続が困難と
なったとき。
（６）派遣先の業務運営上やむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない
事情により、派遣先の確保が出来なくなり、また他の職務に転換させることが困難なと
き。
（７）その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
２．第１項の規程によるスタッフの解雇に際し、当該スタッフから請求のあった場合は、
解雇の理由を記載した証明書を発行する。
【懲戒の種類】
第３０条 １．懲戒は次の５種類とし、その情状に応じ次のとおり行う。
（１）譴
責 始末書をとり、将来を戒める。
（２）減
給 始末書をとり、その金額が１回について平均賃金の半日かつ、当該賃金支払
い期間の、賃金総額の１０分の１を超えない範囲において減給する。欠勤過
多の際は始末書をとることがなくても賃金総額の１０分の１を超えない範囲
において減給する。
（３）出勤停止 始末書をとり、１回について７労働日以内の出勤を停止しその間の賃金を支
払わない。
（４）諭旨退職 退職願を提出するよう勧告し、これを提出しないときは懲戒解雇とする。
（５）懲戒解雇 解雇予告の期間を設けることなく即時解雇する。また、所轄労働基準監督署
長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。
２．従業員が第３１条に該当する行為があった場合において、職場秩序に悪影響を与える
おそれありと思われる場合その他本人が出動することを適当と認めない場合は、懲戒
処分の決定に至るまでの間自宅待機などの措置をとり休業させることがある。休業中
は、休業手当として１日について平均賃金の１００分の６０以上を支給する。
【懲戒事由】
第３１条 スタッフが次の各号の一に該当する場合は、会社は前条の規程により懲戒処分を行う。
（１）会社または派遣先の定める規則、個人情報保護に関する規則に違反したとき。
（２）故意、過失を問わず、会社、従業員、稼働中の派遣社員、稼働中の配属社員、登録者、
得意先、得意先の従業員等の情報を漏洩したとき。
（３）業務上の指示、命令に違反したとき。
（４）正当な理由なく、しばしば無断欠勤、無届けの遅刻、早退または外出をしたとき。
（５）理由に関わらず、定められた契約日数に対する実出勤日数の割合が８割に満たないとき。
（前条の（２）規程が適用されるものとする。
）会社のクライアント（客人）となる就業
先に対して、困難なシフト調整が発生し、契約の履行に支障をきたす恐れがあるとき。
（６）会社に対する届出、報告を怠り、または不正確もしくは虚偽の届出報告をしたとき。
（７）会社または派遣先の名誉を毀損したとき。

（８）業務上の怠慢により、業務上のミスを回避する措置をとらなかったとき。
（９）喧嘩、口論を行い職場の秩序を乱したとき。
（１０）業務に関連して遵守すべき法令に違反したとき。
（１１）刑罰に触れる行為をしたとき。
（１２）私生活上に非行があり、職場の風紀、秩序を乱す恐れがあると認められたとき。
（１３）故意または過失により会社または派遣先に損害を与えたとき。
（１４）経歴を偽り、その他不正な方法を用いて入社したとき。
（１５）自己都合による退職を申し出た者が、会社の指示する所定の引継ぎ業務に従事しない
とき。
（１６）前１～１３号の行為を再三繰り返したとき。
（１７）その他前各号に準ずる行為があったとき。
【懲戒事項の教唆・幇助・煽動】
第３２条 会社または派遣先社員を教唆・幇助・煽動して、懲戒に該当する行為をなさしめた者は、
行為者に準じて懲戒処分をおこなう。
【懲戒事項と損害賠償】
第３３条 スタッフが、会社または派遣先に対して損害を与えたときは、第３０条から第３２条の懲
戒処分にかかわらず、その損害の全部または一部について賠償を求めることができる。
【教育訓練】
第３４条 １．スタッフは、会社が命じる教育訓練を受講しなければならい。
２．
前項の規定に基づき会社が実施する教育訓練の受講時間は、
労働時間として取り扱い、
会社は、スタッフに対し相当の賃金を支払う。
【無期雇用スタッフへの転換】
第３５条 １．２０１３年４月１日以降の有期雇用契約の通算契約期間が５年を超えるスタッフは、
別に定める様式で申し込むことにより、現に締結している有期雇用契約期間の末日の
翌日から、無期雇用派遣スタッフに転換することができる。
２．有期雇用契約の契約期間満了日とその次の有期雇用契約の契約期間の初日との間に、
６ヶ月以上の空白期間がある場合は、その空白期間前に満了した有期雇用契約の契約
期間は、前項の通算契約期間に算入しない。ただし、空白期間前の有期雇用契約の期
間が１年未満であるときは、空白期間の前にある通算契約期間に２分の１を乗じた月
数（端数は切る上げ、６ヶ月以上は６ヶ月とする）以上の空白期間がある場合、その
空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間を算入しないものとする。
３．第１項の申し込みは、原則として現に締結している有期雇用契約の期間が満了する１
ヶ月前までに行うものとする。
【転換後の労働条件】
第３６条 前条に基づき無期雇用派遣スタッフに転換した者の労働条件は、
「無期雇用派遣スタッフ就
業規則」が適用されるものとする。

育児休業・育児短時間勤務等・子の看護休暇に関する規程
【目的】
第１条 １．本規程は、派遣社員（以下スタッフという）の育児休業、育児短時間勤務、子の看護休
暇に関する取り扱いについて定めるものである。
２．育児休業、育児短時間勤務、子の看護休暇に関して、この規則に定めのないことについ
ては、育児休業等に関する法律、その他法令の定めるところによる。
【育児休業の対象者】
第２条 育児のために休業することを希望するスタッフであって、１歳に満たない子と同居し養育す
る者は、この規程に定めることにより育児休業をすることができる。ただし、次の①から④
のいずれかに該当するスタッフは育児休業することができない。
①入社１年未満
②申出の日から１年以内（第５条の申出をする場合には６ヶ月以内）に雇用関係が終了する
ことが明らかであること
③１週間の所定労働日数が２日以下であること
④子が１歳６ヶ月（第５条２項の申出にあっては２歳）に達する日を超えて雇用関係が継続
することが見込まれないこと。また労働契約期間が更新されないことが明らかであること。
【育児休業の申し出の手続き等】
第３条 １．育児休業を希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日の１ヶ月前（第５
条に基づく１歳を超える休業の場合は、２週間前）までに申し出るものとする。
２．会社は、育児休業の申し出を受けるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。
３．申し出の日以後に、申し出に係る子が出生したときは、２週間以内に必要事項を届け出
るものとする。
【育児休業の期間等】
第４条 １．育児休業の期間は、原則として子が１歳に達するまでを限度として１人の子につき１回
のみ育児休業を申し出た期間とする。なお、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
２．スタッフの配偶者がスタッフと同じ日から又はスタッフより先に育児休業をしている場
合、スタッフは、子が１歳２ヶ月に達するまでの間で、出産日以降の産前・産後休業期
間と育児休業期間との合計が１年を限度として、育児休業することができる。
３．前２項の期間は、育児休業等に関する法律の定めるところにより、育児休業開始予定日
の指定を行うことができる。
４．スタッフは、育児休業等に関する法律の定めるところにより、育児休業開始予定日の繰
り上げ変更及び育児休業を終了しようとする日の繰り下げ変更を申し出る事が出来る。
５．次の各号に掲げる、いずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、
当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
（１）子の死亡等、育児休業に係る子を養育しない事となった場合（当該事由が発生した
日）
（２）育児休業として申し出た期間の終期に達した場合（育児休業として申し出た期間の
終期に達した日）
（３）産前産後休業、介護休業または新たな育児休業が始まった場合（産前産後休業、介
護休業または新たな育児休業の開始日の前日）

【育児休業の期間延長】
第５条 １．育児休業中のスタッフまたは配偶者が育児休業中のスタッフは、次の事情がある場合に
限り、子の１歳の誕生日から１歳６ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休
業することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の１歳の誕生日に限
るものとする。
（１）保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
（２）スタッフの配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以後育児にあ
たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難
になった場合
２．次のいずれにも該当するスタッフは、子が２歳に達する日までの間で必要な日数につい
て育児休業することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、この１歳６ヶ
月の誕生日応当日とする。
（１）スタッフまたは配偶者がこの１歳６ヶ月の誕生日応当日の前日に育児休業をして
い
ること
（２）次のいずれかの事情があること
（ア）保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
（イ）スタッフの配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６ヶ月
以
降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養
育
することが困難になった場合
２．前２項に拘わらず、延長を申出日から６ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな
スタッフは育児休業を延長することができない。

【給与等の取扱い】
第６条 育児休業の期間については、給与を支給しない。
【社会保険料等の取扱い】
第７条 育児休業により給与が支払われない月における社会保険の被保険者負担分は、健康保険法並
びに厚生年金保険法に定めるところによるものとする。
【年次有給休暇】
第８条 年次有給休暇付与のための出勤率の算定にあたっては、育児休業をした日は出勤したものと
みなす。
【育児短時間勤務の制度】
第９条 １．３歳に満たない子を養育するスタッフは、申し出ることにより、所定労働時間を原則６
時間に変更することができる。
２．前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当するスタッフからの育児短時間勤務の申出
は、拒むことができる。
（１）入社１年未満の者
（２）１日の所定労働時間が６時間以下の者

（３）１週間の所定労働時間が２日以下の者
（４）業務の性質又は業務の体制に照らして、育児短時間勤務の対象とすることが困難
と
認められる業務に従事する者
３．前項（４）の規定により育児短時間勤務の申出を拒んだスタッフに対しては、代替措置
として次のいずれかの措置を講ずるものとする。
（１）育児休業
（２）フレックス・タイム制
（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（４）保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

【育児のための所定外労働の制限】
第１０条 ３歳に満たない子を養育するスタッフが当該子を養育するために請求した場合には、事業
の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
２．前項にかかわらず、次の（１）から（２）のいずれに該当するスタッフは育児のため
の所定外労働の制限を請求する事が出来ない。
（１）入社１年未満
（２）１週間の所定労働日数が２日以下であること

【育児のための時間外労働の制限】
第１１条 １．小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するために請
求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、１ヶ月２４時間、１年
について１５０時間を超えて時間外労働をさせることはない。
２．前項にかかわらず、次の（１）から（２）のいずれに該当するスタッフは育児の為の
時間外労働の制限を請求する事が出来ない。
（１）入社１年未満
（２）１週間の所定労働日数が２日以下であること
【育児のための深夜業の制限】
第１２条 １．小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するために請
求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後１０時から午前５時ま
での間（以下「深夜」という）に労働させることはない。
２．前項にかかわらず、次のいずれかに該当するスタッフは深夜業の制限を請求すること
ができない。
（１）入社１年未満
（２）請求に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当すること
①深夜において就業していない者（１ヶ月について深夜における就業が３日以下の者
を含む）であること
②心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
③６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に出産予定でないか、または産
後８週間以内でない者であること
（３）１週間の所定労働日数が２日以下であること
（４）所定労働時間の全部が深夜であること

【子の看護休暇】
第１３条 １．小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフは、負傷しまたは疾病にかか
った子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、
年次有給休暇とは別に１年間につき５日間（２人以上の場合は１年につき１０日間）
を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月
１日から翌年３月３１日までの期間とする。ただし、勤続６ヶ月未満の者および週の
所定労働日数が２日以下の者は、当該休暇を取得できないものとする。
２．子の看護休暇は、半日単位で取得することができる。
３．取得しようとするものは、原則として、事前に上長に申し出るものとする。
４．看護休暇取得日は無給とする。

【育児休業等に関するハラスメントの防止】
第１４条 １．すべてのスタッフは、この規程に定める制度の申出・利用に関して、当該申出・利用
するスタッフの就業環境を害する言動を行ってはならない。
２．１．の言動を行ったと認められるスタッフに対し、会社は厳正に対処する。

介護休業および介護短時間勤務等に関する規程
【目的】
第１条 １．本規程は、派遣社員（以下スタッフという）の介護休業および介護短時間勤務に関する
取り扱いについて定めるものである。
２．介護休業および介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては介護休
業等に関する法律その他法令の定めるところによる。
【介護休業の対象者】
第２条 １．要介護状態にある家族を介護するスタッフは、この規程に定めることにより、介護休業
をすることができる。ただし、次の（１）から（４）のいずれかに該当するスタッフは
介護休業することができない。
（１）入社１年未満
（２）申出日から９３日を経過する日までに雇用関係が終了することが明らかであること
（３）１週間の所定労働日数が２日以下であること
（４）介護休業開始予定日から９３日を経過する日から６ヶ月を経過する日までに労働契
約期間が満了し、更新されないことが明らかであること
２．前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害によ
り、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
（１）配偶者
（２）父・母
（３）子
（４）配偶者の父・母
（５）祖父母、兄弟姉妹、または孫
【介護休業の申し出の手続き等】
第３条 １．介護休業を希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日の２週間前までに

申し出るものとする。
２．会社は、介護休業の申し出を受けるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。
【介護休業の期間等】
第４条 １．介護休業の期間は、原則として、対象家族１人につき、通算９３日間の範囲内で３回を
上限として、介護休業を申し出た期間とする。
２．前項の期間は、介護休業等に関する法律の定めるところにより、介護休業開始予定日の
指定を行うことができる。
３．スタッフは、介護休業等に関する法律の定めるところにより、介護休業開始予定日の繰
り上げ変更および介護休業を終了しようとする日の繰下げ変更を申し出ることができる。
４．次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当
該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
（１）家族の死亡等、介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合（当該事由が発
生した日）
（２）産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合（産前産後休業、育
児休業または新たな介護休業の開始日の前日）
【給与等の取扱い】
第５条 介護休業の期間については、給与は支給しない。
【社会保険料等の取扱い】
第６条 介護休業により、給与が支払われない月における社会保険の被保険者負担分は、会社が納付
した額をスタッフに請求するものとし、スタッフは会社が指定する日までに支払うものとす
る。
【年次有給休暇】
第７条 年次有給休暇付与のための出勤率の算定にあたっては、介護休業をした日は出勤したものと
みなす。
【介護短時間勤務等の制度】
第８条 要介護状態にある家族を介護するスタッフが申し出た場合には、対象家族１人にあたり利用
開始の日から３年間で２回までの範囲内を原則として、本人、会社、派遣先企業との協議の
上で、下記のいずれかの措置を講じる。
（１）介護短時間勤務
（２）フレックス・タイム制
（３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（４）スタッフが利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
【介護のための所定外労働の制限】
第９条 １．要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該介護をするために請求した場合には、
事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
２．前項にかかわらず、次の（１）から（２）のいずれに該当するスタッフは育児のための
所定外労働の制限を請求する事が出来ない。
（１）入社１年未満

（２）１週間の所定労働日数が２日以下であること
【介護のための時間外労働の制限】
第１０条 １．要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために請求した場合
には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き１ヶ月について２４時間、１年につい
て１５０時間を超えて時間外労働をさせることはない。
２．前項にかかわらず、次の（１）
（２）のいずれかに該当するスタッフは介護のための時
間
外労働の制限を請求することができない。
（１）入社１年未満
（２）１週間の所定労働日数が２日以下であること
【介護のための深夜業の制限】
第１１条 １．要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために請求した場合
には、
事業の正常な運営に支障がある場合を除き午後１０時から午前５時までの間
（以
下「深夜」という）に労働させることはない。
２．前項にかかわらず、次のいずれかに該当するスタッフは介護のための深夜業の制限を
請求することができない。
（１）入社１年未満
（２）請求に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当すること
①深夜において就業していない者（１ヶ月について深夜における就業が３日以下
の者を含む）であること
②心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者である
こと
③６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産予定でないか、ま
たは産後８週間以内でない者であること
３．１週間の所定労働日数が２日以下であること
４．所定労働時間の全部が深夜であること
【介護休暇】
第１２条 １．要介護状態にある家族の介護その他の世話をするスタッフは、年次有給休暇とは別に
１年間につき５日間（対象家族が２人以上の場合は１年につき１０日間）を限度とし
て、子の介護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌
年３月３１日までの期間とする。ただし、勤続６ヶ月未満の者および週の所定労働日
数が２日以下の者は、当該休暇を取得できないものとする。
２．子の看護休暇は、半日単位で取得することができる。
３．取得しようとするものは、原則として、事前に上長に申し出るものとする。
４．介護休暇取得日は無給とする。

個人情報取扱い規程
【目的】
第１条 本規程は、派遣社員が派遣社員就業規則に基づき派遣先の業務を遂行する上で、個人の権利
利益の保護を図るため、就業先の保有する個人情報の取り扱いについて遵守すべき事項を定
める。

【定義】
第２条 本規程における用語の定義は次のとおりとする。
ただし、
以下に定めのない用語については、
就業規則その他規則、細則等の定めによるものとする。
（１）
「個人情報」とは、個人に属する情報であって、当該個人情報の識別が可能な情報をい
う。
「個人情報」は、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述または、個人
別に付された番号、記号、その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別でき
るもの及び当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、
それにより当該個人を識別できるものを含む。
【対象となる個人情報】
第３条 対象となる個人情報は、媒体（電子ファイル、紙媒体）または情報処理の形態を問わず、派
遣先が取り扱う個人情報すべてとする。
【適用範囲】
第４条 本規程は、派遣社員が派遣先における業務として個人情報を取り扱う場合に適用される。
【個人情報取り扱い上の守秘義務等】
第５条 派遣社員は、派遣先において個人情報を取り扱う場合は、業務上知り得た一切の個人情報に
ついて、以下の義務を負う。また、就業期間終了後も業務上知り得た情報を第三者に提供し、
また不当な目的に使用してはならない。
（１）派遣先の個人情報は、派遣先の指揮命令により、業務遂行の為にのみ使用すること
（２）業務遂行上のアクセス権限を与えられていない個人情報には、許可なくアクセスしない
こと
（３）個人情報は、派遣先の指揮命令によるもの以外は許可なく複写・複製しないこと
（４）個人情報は、派遣先の指揮命令によるもの以外は、外部に持ち出さないこと
（５）個人情報が記載された書類または記録された媒体は、派遣先の指揮命令に従い保管また
は廃棄すること
（６）業務上知り得た個人情報は、いかなる第三者にも開示し・漏洩しないこと
（７）業務上知り得た個人情報は、自己または第三者の利益のために使用してはならない
（８）自らの過失の有無に係わらず、個人情報の漏洩事故または漏洩可能性があると判断され
る事故が発生した場合は、すみやかに指揮命令者にその内容を報告すること
（９）就業期間満了の際は、直ちに自己が保管しているすべての資料を返還すること
（１０）その他個人情報の取り扱いは、全ての派遣先の指揮命令に従うこと
【罰則】
第６条 派遣社員は、本規程に違反した場合、派遣社員就業規則に則り懲戒処分に処される場合があ
る。
【損害賠償】
第７条 派遣社員が、本規程に違反し会社または派遣先に対して損害を与えたときは、前条の懲戒処
分に関わらず、その損害の全部または一部について、その賠償の責めを負う。
【附則】
本規程は平成１９年１０月１日から施行する。

本規程は改訂される場合があります。改訂の場合は別途お知らせいたします。

情報管理に関するご注意（情報漏洩の防止）
派遣スタッフとして就業する際には、派遣先企業の情報管理について下記の基本事項に注意し、実際
にはそれぞれ派遣先企業の管理規程に従って業務をおこなってください。
１．放置
情報が記載された帳票類は常に整理整頓をおこない、誤った紛失や破棄などを防ぎましょう。
２．廃棄
情報が記載された帳票類は、単にゴミ箱に捨てただけでは廃棄したことにはなりません。そこに記載
してある情報が読み取れなくなるまで処理して、はじめて「廃棄」したことになります。
・不要になった帳票類を廃棄処分するときは、上司に確認の上、必ずシュレッダーを使用してくださ
い。
・帳票類は余分なコピーをとらないように心がけてください。
３．保管・持ち出し
「保管」とは、決められた場所に決められた方法で収納する事です。使用している帳票類は派遣先企
業によって異なりますので、必ず上司に保管方法を確認してください。
・保管する帳票類は、社外はもちろん決められた場所以外に持ち出さないようにしてください。
・業務上やむを得ず帳票類を持ち出す必要があるときは、必ず上司の許可を得てください。
４．パソコン等の端末機、ＦＡＸの取り扱い
パソコン等の端末機によって、大切な多くの情報が簡単に閲覧でき、また、ＦＡＸ帳票類等の情報を
簡単に外部に発信できます、派遣先企業の規程に従い、管理を徹底しましょう。
・使用している端末機から離れる際は、電源を切るなど、派遣先企業の規程に従って他人が容易に使
用できない状態にしてください。
・個人のパスワードを与えられる場合は、他人には絶対に教えないでください。
・私的な目的には使用しないでください。
（インターネットやメールの私的利用など）
・帳票類をＦＡＸする際は、送信する前にＦＡＸ番号を十分に確認してください。
・プリント出力した帳票類はすみやかに回収し、
プリンターに長時間放置しないようにしてください。
５．社外での口外・流用の禁止・電話等による問い合わせ対応
言葉で発する情報も、管理すべき重大な情報です。目に見える物ではないからこそ、ひとりひとりが
あらゆる場所・時間・場面で常に注意し行動しなければなりません。
・業務に関する情報を部外者や友人・知人に口外したり、業務以外の目的で使用しないでください。
特に、飲食店・乗り物の中・廊下・エレベーター等での「なにげない会話」に注意してください。
就業終了後も同様です。
・社外や部外からの問い合わせについては、その内容が簡単なものであっても機密事項である場合が
ありますので、回答の可否・内容など対応方法は必ず上司に確認し判断をあおいでください。

６．貸与物の管理と返却
派遣先企業より貸与された、業務資料・マニュアル・ＩＤカード・鍵・制服等は、各自が責任を持っ
て管理しましょう。契約が終了となる際は、最終日に必ず返却するようにしてください。
７．その他の注意事項
・勤務時間中は、みだりに離席しないよう心がけてください。
・残業する際は、必ず上司の許可を得てください。
・私物の職場への持ち込みは、必要最低限にとどめてください。
・制服・名札・ＩＤカードなどの着用が義務付けられている場合は、必ず着用し、社内の人であるこ
とがわかるようにしてください。
以上

