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私は、大津市で 30 年ほど社会保険労務士事

務所を開業し、中小企業の人事労務に関する相

談や指導業務に携わっています。また、社会活

動として 法人あったかサポートの理事もNPO

務めています。今日は、主に社会保険労務士の

仕事をとおして見えてきた「非正規雇用」の実

態と課題について、お話ししたいと思います。

労働経済の現状

まず、労働の現状について 『労働経済白、

書 （2008 年版）のデータをもとにお話したい』

と思います。

雇用・失業の状況

失業の動向は 「労働力需給」に表われてき、

ます。2007 年平均の「労働力需給」は、有効

求人倍率 1.04 倍（2008 年 10 月は、0.8 倍 、）

新規求人倍率 1.52倍、正社員求人倍率 0.61 倍、

完全失業率 3.9 ％（男性 3.9 ％、女性 3.7 ％）

で、有効求職者数、新規求職者数は、2002 年 4

月～ 6月期以降、減少しています。

2007 年 10 月～ 12 月期の「雇用状況」は、

就業者数 6420 万人、雇用者数は前年比より 51

万人多い 5532 万人です。雇用者のうち、55 歳

以上の高年齢者層の雇用が増加し、25 ～ 35 歳

層が減少しているという特徴があります。

若年層の雇用では、2003 年度 217 万人いた

フリーターが、2007 年度は 181 万人と減少し

ています。年齢別でみると、15 ～ 24 歳が 89

万人(2003 年度比 30 万人減 、25 ～ 34 歳が 92)

万人（2003年度比 6万人減）で、25 ～ 34 歳の

方が多いという特徴があります。

15 歳～ 34 歳の非労働力人口のうち家事も通

学もしていない「若年無業者」は、2007 年度

で 62 万人います。若年層で特徴的なのは、離

職率が非常に高いことです。2004 年に卒業し

、た人のうち、就職後 3年目に、高卒は 49.4 ％

大卒は 36.6 ％が離職しています。

高齢社会化を反映して、高年齢層（60 ～ 64

歳層）の雇用状況にも変化が表われています。

2007 年度をみると、高齢者の労働力人口比率

は 57.8 ％(前年度比 2.7 ％増 、就業率は 55.8）

％（前年度比 2.9 ％増）で、双方とも 3％近く

増加しています。実数は、労働力人口 483万人

（前年度比 37 万人増 、就業者数は 464 万人）

（前年度比 38 万人増 、雇用者数は 374 万人）

（前年度比 37 万人増）です。

就業形態別雇用状況

就業形態別の雇用状況 を見てみます（表 1）

、と、2003年では「派遣社員」が 2.0 ％ですが

2007 年には 4.7 ％と 2.5 倍になっています。

特に、2006 年に製造業で派遣が解禁され、雇

用期間が最長 3年まで延長できるため、期間が

切れる今年は「2009 年問題」として危惧され

ています。しかし、それよりも今、製造業の生

産調整で、派遣そのものの需要が格段に減ると

いう、とんでもない事態になっています。

従前ですと 「雇用の調整弁」は「出稼ぎ」、

「期間工」でした。しかしここしばらくは「パ

ートタイム労働者」が雇用の調整弁となってい
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その他

2007年

計 100.0 62.2 37.8 2.8 1.8 1.2 4.7 0.6 22.5 4.3

男 100.0 76.0 24.0 2.3 2.3 1.6 3.9 0.4 10.2 3.3

女 100.0 42.6 57.4 3.6 1.0 0.5 5.8 0.8 40.0 5.7

2003年

計 100.0 65.4 34.6 2.3 1.4 1.5 2.0 0.8 23.0 3.4

男 100.0 80.0 20.0 1.9 1.8 2.2 1.0 0.9 9.6 2.6

女 100.0 44.4 55.6 2.9 0.9 0.6 3.4 0.8 42.5 4.6

出所）2007年就業形態多様化に関する総合実態調査（2008年11月発表）

性 総数 正社員
正社員以外
の労働者

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人

現金給与総額 -0.7% -0.1% -0.7% -0.2% -1.2%

所定内給与 -0.2% 0.1% 0.8% 0.3% -1.5%

所定外給与 0.7% 0.2% -1.3% 3.4% 1.7%

特別給与 -3.0% -0.7% -5.8% -3.0% -0.9%

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人

総労働時間 -0.6% -0.4% 0.4% -0.4% -1.1%

所定内時間 -0.6% -0.4% 0.1% -1.2% -1.2%

所定外時間 0.8% -0.1% 2.0% -0.2% 0.4%

表 1 就業形態別就労状況（労働者割合）

表 2 賃金の動向（前年比）

表 3 労働時間の動向（前年比）

たと言えます。もちろん、主たる収入の方がい

るためパートタイムを選択した人もいますが、

やむをえずという人もたくさんいます。30 歳

代半ばを過ぎて離婚した友人は、離婚した時点

ではとてもじゃないけど、正社員雇用はなく

「私たちはずっと、雇用の調整弁でしかなかっ

た」と言っています。こういう数字を見ても、

パートタイム労働者は雇用の調整弁として使わ

れてきたことが、事実としてわかります。

さらに、雇用が 1カ月未満の短期派遣労働者

のうち、メールが入ってその日の仕事に就くと

いう「日雇い派遣労働者」は、84 ％います。

その方たちの「正規社員希望者」の割合を年齢

別にみてみると、25 ～ 29 歳が 53.6 ％、30 ～

34 歳は 58 ％、35 ～ 39 歳は 45.8％と、半数が

正社員を希望しながら、日雇派遣として働いて

いることがわかります。反面 「現状希望者」、

も 45.7 ％いたことから、この時点では、自分

の生活スタイルとして、派遣という選択をした

人もいたと言えるかもしれません。

賃金・労働時間の動向

「賃金の動向（前年比 をみると、）」（表 2）

「所定外給与（時間外労働 」以外はほとんど）

下がっています 「賃上げ率」では、初任給の。

伸びが低下しているという特徴があります。業

種別・規模別により幅が大きく、当時は労働者

のとりあいもあったので、2008 年春までは

「前年並」というのが多かったと思います。

賃金が上昇していないので 「労働分配率」、

も低下傾向にあります。2006 年度では、資本

金 1 億円以上の企業では 53.3 ％、資本金 1 億

円以上 10億円未満では 66.3 ％、資本金 1億円
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未満では 79.6 ％です。中小企業は付加価値に

占める人件費の割合が高く、営業純益の割合は

低いため、ギリギリのところでやっているのが

、わかります。しかし 10 億円以上の大企業では

労働分配率の低下傾向がはっきり出ています。

「労働時間の動向 は、前年に比べる」（表 3）

と「総実労働時間」が減少しています。日本の

「正規社員」の「時間外労働」は 「雇用の調、

整弁」となっていることが指摘されています。

実際に、厚生労働省が示している 1 カ月 45 時

間を超える企業に 「割増賃金を多く支払うよ、

り、雇用を増やしたらどうですか？」と言いま

すと、企業の方は「不況の時に正社員に辞めて

もらうという問題が起きるので、正社員を雇う

のは無理です」と言われます。時間外労働は基

本賃金の割り増しですし、社会保険料なども会

社が負担しなければならないので、雇用を増や

してもいいと思うのですが。景気がよくなると、

正社員は時間外労働を厳しく要求されることに

なります。

物価・勤労者家計の動向

「物価・勤労者家計の動向」は、去年、ガソ

リン価格に極端な動きがありました。企業物価、

素材関係、エネルギー関係は 4年連続して上昇

しています。春闘で取り上げているように、

「家計消費」も、2007 年平均で 1 ％くらい伸

びています。

以上の動向をふまえて、次に「非正規雇用」

について実態調査から見てみたいと思います。

非正規雇用の実態

企業側の、非正規社員の活用理由

非正規社員には 「契約社員」や「派遣社、

員 「パートタイム労働」など、いくつかの種」

類があります 「契約社員」は期間の定めがあ。

る場合がほとんどです 「パートタイム労働」。

は、正社員よりも時間が短い場合が多いのです

が、必ずしも期間の定めがあるとは限りません。

期間を定めていないパートタイムがあります。

これらの非正規社員を企業が活用する理由を

みてみると、期間の定めがある「契約社員」は、

「専門的業務に対応するため」43.6 ％ 「即戦、

、力・能力のある人材を確保するため」35.2 ％

それに「賃金の節約のため」28.3 ％という理

由もあります。正社員を雇った場合、保険料関

係だけでなく、賞与や退職金の問題の支払が必

要です。契約期間を定めた雇用の場合、賞与や

退職金がないことが労働条件の前提となってい

るため、活用しやすい。このあたりも問題があ

ります。

「派遣社員」を活用する理由としては 「即、

戦力・能力のある人材を確保するため」35.2

％ 「正社員を確保できないため」26 ％ 「景、 、

気変動に応じて雇用量を調整するため」25.7

％、などです。従前から期間の定めがない雇用

になっている場合には、即戦力・能力のある派

遣社員を希望する会社が多い 「正社員を確保。

できないため」というのは、中小零細企業で現

実にあります。正社員で確保したいけど、来て

くれない。精一杯の労働条件を示しても、世間

的に名前が通っていないし、10 人や 20 人規模

では、職安に募集を出しても来ないという話は、

結構、多く聞いています。

「パートタイム労働者」を活用する理由は、

「賃金の節約のため」41.1 ％ 「1 日・週の中、

の仕事の繁閑に対応するため」37.2 ％ 「長い、

営業（操業）時間に対応するため」21.7 ％、

などです。正規社員は労働基準法で定められて

いる労働時間を保証しないといけませんので、

24 時間営業の企業は、正社員だけでカバーす

るのは難しい。忙しい時間帯とか、雇いやすい

職場にパートタイムを入れて、それ以外は正規

社員というところがあります。

こうした非正規社員の活用に対し、企業が感

じている問題点は 「良識な人材の確保」51.4、

％ 「仕事に対する責任感」48.3 ％ 「仕事に、 、

対する向上意欲」37.5 ％、となっています。
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働く側の、仕事に対する意識

非正規雇用として働く側が 「現在の就労形、

態を選んだ理由」としては 「自分の都合のよ、

い時間に働ける」42 ％が最も多くなっていま

す。この選択をした人は、パートタイム労働者

が多いと思います 「家計の補助、学費を得た。

い」は 34.3 ％ 「家庭の事情や他の活動と両立。

しやすい」は 25.3 ％です。他に「正社員とし

て働ける会社がなかった」が 18.9 ％です。こ

れを選択した人の内訳は 「派遣労働者」37.3、

％ 「契約社員」31.5％です。、

「今後の就業に対する希望」は 「現在の会、

社で働きたい」66.7 ％（出向社員 78.3 ％ 。）

「別の会社で働きたい」14.1 ％(派遣社員 27.4

％）です。社員の雇用上の立場によって、こん

なに違いがあります 「現在の就業形態を続け。

たい」は 68.8 ％ 「他の就業形態に変わりた、

い」は 30.6 ％です 「他の就業形態に変わりた。

い」と思っている人の 90.9 ％が、正社員を希

望しています。

「正社員になりたい理由 （複数回答）とし」

ては 「雇用が安定している」80.3 ％ 「より、 、

多くの収入を得たい」74.1 ％ 「自分の意欲と、

能力を十分に活かしたい」30.8 ％などです。

「有期」労働契約と関係法

パートタイム労働者は必ずしも有期労働契約

ではありませんが、契約社員や派遣社員は有期

労働契約です。これを検証するものとして、労

働基準法・労働契約法・男女雇用機会均等法な

どがあります。

有期労働契約における、締結・更新・終了

「民法」では 「やむを得ない事由による雇、

用の解除」を認めています。第 628 条では「当

事者が雇用契約を定めた場合であっても、やむ

を得ない事由があるときは、各当事者は直ちに

契約を解除することができる。この場合におい

て、その事由が当事者の一方の過失によって生

じたものであるときは、相手に対して損害賠償

の責任を負う」と定めています。時間や日によ

って賃金を支払っている方については「14 日

間の予告 。月や期間を定めている方には 「期」 、

間の半ばまでの予告」を行えば、期間末で契約

解除ができます。期間の後半に通知した場合は、

次の契約期間の末に解除となります。賃金計算

期間が 1 日から末であれば、16 日に申し出が

あった場合、翌月の末日が解除の日です 「や。

むを得ない事由」がない場合は、損害賠償とい

う問題が出できています。

「労働基準法」では、第 14 条に「契約期間

等」という条項があります 「労働契約は期間。

の定めのないものを除き、一定の事業の完了に

必要な期間を定めるもののほかは、3 年を超え

る期間について締結してはならない」というも

ので、例外として「専門的知識等」を持ってい

る方と 「60 歳以上 65 歳までの雇用」は 5 年、

です。ただし労働者は 「期間の定めのある労、

働契約を締結した労働者（第 14 条の例外を除

く）は、……民法第 628 条の規定にかかわらず、

当該労働契約締結の日から 1年を経過した日以

降については、いつでも退職することが出来

る」という条文が、第 137条に追加されました。

労働者は 1年を経過すれば、契約を解除するこ

とができ、損害賠償しなくてもいいのですが、

期間中は退職を禁止されています。

また、退職自由の契約期間更新型という形の

契約も可能です。そうなると労働条件の合意で

更新を繰り返し、常用化しているにも関わらず、

雇止めが発生するという問題があります。こう

いう契約については 「有期労働契約の締結、、

更新及び雇止めに関する基準」というのが出さ

れていまして、この 4条では「有期労働契約を

1 回以上更新、かつ、雇い入れから 1 年を超え

て継続勤務」した場合は 「契約期間をできる、

だけ長くする」ことが要請されています。

2008 年 3 月 1 日に、民法の特別法として

「労働契約法」が施行されました。この契約法
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には 「労働者 「使用者」という表現がありま、 」

す。労働基準法では「労働者」は保護される対

象でしたが、契約法では「使用者」と対等な関

係が打ち出されました。法律の内容は、今まで

の判例を踏襲したものですが、労働法学者は

「小さく産んで大きく育てる」と言っています。

この契約法の第 17条に 「期間の定めのある、

働契約」として 「使用者は、期間の定めのあ、

る労働契約について、やむを得ない事由がある

場合でなければ、その契約期間が満了するまで

の間において、労働者を解雇することができな

い」と定め、解約禁止となっています。だった

ら契約期間を短くしようとなるので、その歯止

めとして第 2項に「必要以上に短い期間を定め

ることにより、その労働契約を反復して更新す

ることのないよう配慮しなければならない」と

しています。

したがって、期間途中の解約については、民

法においても労働契約法においても、使用者側

は「やむを得ない事由」の存在を裏付ける必要

があります。したがって今回のような、大幅な

生産調整や業務量の減少は、法的にも「やむを

得ない事由」となり、契約違反とはならないの

ではないかと思います。

解雇の制限

解雇は、労働契約法第 16 条で「客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

められない場合は、その権利を濫用したものと

して、無効とする」と定められています。

有期労働者の場合は 「有期労働契約の締結、

及び更新・雇止めに関する基準 （2003 年厚労」

省告示、2008 年 3 月一部改正）の第 2 条に

「使用者は、有期労働契約（当該契約を３回以

上更新し、又は雇入れの日から起算して１年を

超えて継続勤務している者に係るものに限り、

あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されて

いるものを除く）を更新しないこととしようと

する場合には、少なくとも当該契約の期間の満

了する日の 30 日前までに、その予告をしなけ

ればならない」としています。また第 3 条の 2

項で「使用者は、労働者が更新しなかった理由

について証明書を請求したときは、遅滞なくこ

れを交付しなければならない」と、雇い止めの

明示について示しています。

解雇の種類

解雇の種類には、普通解雇、整理解雇、懲戒

解雇があります。

「普通解雇」は、労働者の能力不足、著しい

協調性の欠如、疾病等による長期欠勤など、労

働契約を継続していくことが困難な、やむを得

ない事由による解雇です。

「懲戒解雇」は、労働者の職務規律違反、著

しい非行による懲戒処分として就業規則に基づ

く解雇です。

「整理解雇」は、企業の経営状態の悪化によ

り、人員整理のために行う解雇で、労働者に帰

責事由のないものです。法律上の用語ではなく、

裁判での判例により浮上してきた用語で、最高

裁判所が下した「整理解雇の 4 要件（要素 」）

にすべて適合しないと無効（解雇権の濫用）と

されます 「4 要件」とは 「人員整理の必要。 、

性 「解雇回避努力 「対象者選定の合理性」」 」

「解雇手続の妥当性」です。この中で「対象者

選定の合理性」と「解雇回避の努力」は、パー

トやアルバイトの非正規雇用者を優先解雇する

ことが、判例として通常になっています。今回

のような企業の動き方は、これまでの判例そっ

たものだと言わざるをえないところがあります。

カラ契約の更新

女性労働者は、男女雇用機会均等法第 9条に

「婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理

由として予定する定めをしてはならない」と不

利益取り扱いを禁止しています。派遣における

この取り扱いは、登録型と長期派遣型で異なっ

てきます。登録型の場合は、契約に基づく役務

の提供が不可能となるため、雇用は終了となり

ます。長期派遣型（26 業種）の場合は、契約

の不更新が不利益な取り扱いに該当することに
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なる場合には、休業等により契約期間の全てに

わたり労働者が労務の提供ができない場合であ

っても、契約を更新しなければならないという

通達があります。実際に就労できなくても派遣

雇用契約の更新は必要で、雇用期間のみの明示

という「カラ契約の更新」が認められています。

労働者派遣

労働者派遣法

労働者派遣の特徴は 「雇用者」と「使用、

者」が異なることです。派遣業者が雇用契約し

た労働者を、労働者派遣契約を交わした派遣先

（使用主）において労務提供させる形です。労

働者派遣法は 1986 年 7 月 1 日に施行され、当

、初は対象業種は 13業種と少なかったのですが

現在は派遣期間に定めのない業種は 26 業種に

増え、期間を限定して製造業派遣も行われてい

ます。派遣法の目的は 「職業安定法と相まっ、

て労働力の需給の適正な調整を図るため労働者
．．．．．．．．．．．．．．．．．

派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講

ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件

の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安

定その他福祉の増進に資すること」と書かれて

います。

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、

当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を

受けて、当該他人のために労働に従事させるこ

と」と定義し 「雇用者」と「使用者」の分離、

が明確になっています。したがって、派遣元事

業主は賃金支払い等の責任を、派遣先事業主は

労働時間管理や安全衛生管理等が求められます。

現在、国会で登録型派遣の禁止が話題になって

いますが、登録型派遣を禁止した場合、再び偽

装請負の問題が出てくるのではないかと感じて

います。そんな簡単に正社員化に向かわないの

ではないでしょうか。

類似形態と法律上の取り扱い

派遣と類似した形態には、業務請負や業務委

託、在籍型出向などがあります。

業務請負は、請負事業者が注文者から請け負

った仕事を自己の責任で、自己の雇用する労働

者を直接指揮して、仕事の完成をめざすもので

す。注文者は、請負契約に基づく請負業者に仕

事の内容について注文できるけれども、請負業

者の労働者に、直接指揮命令はできません。

請負事業者の要件として、労務管理では、①

業務の遂行に関する指示、その他の管理を自己

の雇用する労働者に直接行うこと、②始業・終

業時刻、休憩、休日、時間外労働に関する指示

･管理を自ら行うこと、③服務に関する指示、

労働者の配置の決定、変更等職場秩序維持のた

めの管理を自ら行うこと、があります。

また、請負業務の独立処理という意味では、

①業務処理に要する資金は、自ら調達し支弁す

ること、②業務処理について、法律で定める事

業主責任を負うこと、③自己の負担で準備する

機械、設備等を使用するとともに、自己の有す

る技術等で業務を処理し、単なる労働力を提供

するものでないこと、です。③は、実際に請負

として製造現場に入ると、ラインを一つ引き受

ける場合は可能ですが、部分的な仕事では、工

場の機械や設備、エネルギーも使うことになり、

請負事業者はそうしたものの賃貸契約、燃料代

を支払う必要があります。こうしたチェック項

目は相当数あるので、これらをクリアすること

は、相当、難しい状態でした。したがって、労

働者派遣法で、製造業への派遣が 3年に拡大さ

れた 2006 年には、請負から派遣に切り換える

事業者がたくさん生まれました。

時々、大きな問題となる「偽装請負」とは、

請負契約であるにもかかわらず、発注者（派遣

先）が直接、請負事業者の労働者（派遣労働

者）に指揮命令することです。事実上は、労働

者派遣であったり、発注事業所内での混在作業、

下請けに指揮命令者を出向させるというケース

もあります。

業務委託は、業務の処理を委託するもので、
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注文者が受託事業者の労働者を直接指揮命令す

ることはできません。在籍型出向は、出向元事

業主との雇用関係を存続させたまま、出向先事

業者とも雇用関係が生じるため、出向先の指揮

命令下で業務に従事することができます。出向

元と出向先が出向協定を結び、出向元は労働者

に出向命令を出して、出向先の指揮命令のもと

で、期間を限定して労働を提供するケースです。

二重派遣は、1 人を派遣して 2 事業主以上の

人が利益を得るもので、雇用関係にない派遣労

働者を、労働者派遣の形態で派遣することは禁

止しています。これは結構、よくあることに最

近、気がつきました。二重出向の目的が、業と

して労働者の貸し借りを行うことにあると判断

される場合は、違法となります。

派遣法のポイント

労働者派遣法のポイントの一つは、派遣事業

の対象となる業務に範囲があることです。港湾

運送業務、建設業務、警備業務、病院等におけ

る医療関係業務、人事労務関係のうち一定の業

務、弁護士等の業務（士業法人による派遣を除

く 、建築士事務所の管理建築士の業務は、派）

遣できません。

労働者派遣事業の種類には 「一般労働者派、

遣」と「特定労働者派遣」があります 「一般。

労働者派遣」というのは、登録型派遣事業のこ

とで、派遣を希望する労働者を自社名簿に登録

しておき、派遣先から申し入れがあった場合に、

登録者の中から労働者を雇入れて派遣する事業

です。この時点で雇い入れする形になるわけで、

登録した時点では雇い入れているわけではあり

ません。この事業には、厚生労働大臣の許可が

必要です 「特定労働者派遣」は、自社で常用。

雇用されている労働者を派遣する事業です。こ

れは厚生労働大臣への届出ですみます。ただし

「常用雇用」であって「正社員」とは言ってい

ません 「契約社員」であっても 「常用雇用」。 、

されていれば特定派遣は可能です。

派遣期間は、期間に制限のない業種と、期間
．．

に制限のある業種があります。期間に制限のな
．． ．

い業種は、26 業種と、1カ月間の業務日数が通
．

常の労働者の半分以下かつ 10 日以下の業務で

ある日数限定業務です。これは、何人かの人が

組んで 1業務をこなすというのではだめです。

期間の制限がある業務は、製造派遣は最長 3
．．

年。出産・育児・介護などの休業を代替する業

務は、休業者が復帰まで。3 年以内の有期プロ

ジェクト業務は、プロジェクトの期間内です。

それ以外は、原則 1年、最長 3年と定められ、

1 年を超える派遣は従業員の過半数を代表する

ものからの意見の聴取が必要です。派遣ではな

く、直接雇用が求められているということです。

契約においては、解除の制限が定められてい

ます。派遣先は、派遣労働者の国籍、信条、性

別、社会的身分、派遣労働者の正当な組合活動、

妊娠、出産、結婚、心身障害者であること、派

遣先の法違反についての関係行政機関への申告

等を理由として、派遣契約の解除はできません。

労働者派遣法の改正と課題

労働者派遣法の改正案

労働者派遣法については、改正案（2009 年 1

0 月 1 日施行及び 2010 年 4 月 1 日施行）が出

ています。まだ流動的ですが、案として出され

たものを拾ってみました。

事業規制の強化

「事業規制の強化」の一つは、日々または 3

0 日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣

については原則禁止するというものです。日雇

い派遣が常態であり、かつ労働者保護に問題が

ない業務等についてはポジティブリスト化し、

日雇派遣労働者等の雇用の安定を図るため、公

共職業安定所又は職業紹介事業者の行う職業紹

介の充実等、必要な措置を講ずることとなって

います。

また、グループ企業内の派遣会社が一の事業

年度中に当該グループ企業に派遣する人員を 8

26



割以下にする。特に女性の事務系では、直接雇

用せず、別のサービス会社をつくってそこから

派遣を受け入れている企業があります。これは

派遣法ができた時点から問題になったんですが、

現実には銀行、商社が、そういう形で事務職員

を雇用しています。そういう場合は、派遣する

人員を 8割以下とする。さらに、離職した労働

者（定年退職を除く）を元の企業に派遣するこ

とは、離職後１年間禁止するというものです。

派遣法違反に対する迅速・的確な対処

改正案では、違法派遣に対する迅速・的確な

対処が求められることになります。適用除外業

務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、

期間制限違反、偽装請負の場合で派遣先に一定

の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、

派遣先に対し、行政が直接雇用および賃金その

他の労働条件を低下させることのないような措

置をとることなどを勧告するというものです。

派遣先の法違反に対しての是正措置を 「勧、

告」という形で強化します。

派遣労働者の常用化・待遇の改善

派遣労働者の常用化や待遇の改善については、

登録型派遣労働者の場合は、その労働者の希望

に応じ、常用雇用へ転換を推進する措置を努力

義務化する案です。常用雇用への転換には、期

間の定めのない派遣労働者または通常の労働者

として雇用、紹介予定派遣の対象となることを

通じて派遣先での直接雇用を推進、期間の定め

のない労働者への転換推進のための教育訓練等

の措置を講ずるなどの、いずれかの措置をとる

ことが求められます。

派遣先が常用型派遣を選考するインセンティ

ブを与えるために、期間を定めないで雇用され

る派遣労働者について、労働契約申込義務の適

用対象から除外（26 業務 、特定を目的とする）

行為（事前面接等）を可能とし、派遣労働者の

特定の際、年齢または性別を理由とした差別的

取り扱いを禁止、などが考えられています。

その他、①同種の業務に係る一般の賃金水準

を考慮しつつ、派遣労働者の職務内容、成果、

意欲、能力または経験等を勘案して賃金決定す

ることを努力義務化（派遣元事業主 。②派遣）

労働者等について、希望、能力および経験に応

じた就業および教育訓練の機会の確保を努力義

務化（派遣元事業主 、③派遣労働者の数、派）

遣先の数、派遣料金と派遣労働者の賃金差額の

派遣料金に占める割合、教育訓練に関する事項

等の情報公開を義務化（派遣元事業主 。④派）

遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、

雇用した場合の待遇に関する事項の説明を義務

化（派遣元事業主 、⑤労働者派遣契約締結の）

際、職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、

労働条件等紹介予定派遣に関する事項を明示、

などがあります。

これらは、今年の衆議院選挙に向けて、いず

れもよく検討されないまま提出されるのではな

いかと懸念しています。

製造業の派遣禁止という案も出ていますが、

それが直接雇用に結びつくかというと、正社員

のリストラも始まっている現在では、可能性は

低いと感じています。形式だけ整えたいわゆる

偽装請負が増えるだけになりそうです。

また現在、派遣契約が切れる 1カ月以上前に、

契約が解除されるケースが増えています。労働

者は派遣先が雇用しているわけではなく、派遣

元に雇用責任があるため、本来なら残りの 1カ

月半は、派遣会社との契約が継続しています。

派遣会社は他の派遣先の紹介や、仕事を紹介で

きないなら平均賃金の 6割以上の休業補償をす

る必要があります。しかし、ある程度、余力の

ある派遣会社はそういう対応をしていますが、

派遣の人を集めさえすれは何とかなるという形

でやっている派遣会社は、現実にできるかどう

かというと、できないと思います。

セーフティネットの欠如

この間の派遣切りの問題で感じましたのは、
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社会保障制度は、ある時点までは成熟して来た

としても、その後は、医療保険にしても年金に

しても、セーフティネットではなくなってきて

いるのではないかということです。今回のよう

な問題が起こった時、社会保障の縮小の影響を

一番受けたのは、派遣労働者でした。

年越し派遣村があれだけマスコミで採り上げ

られますと、厚生労働省にもある程度の動きが

ありました。12 月には、監督官まで動員して

派遣会社を回り、寄宿舎に住んでいる派遣労働

者を、契約が切れたとしても年末年始は追い出

さないように、何とか住むところを確保してほ

しいと回っていました。

年末は、大きな事件が起こらなくてよかった

と思います。お世話した人たちの努力も大きか

ったと思いますが、生活保護の受給が一番のセ

ーフティネットになりました。しかし生活保護

を始め社会保障がセーフティネットとして機能

しているかというと、必ずしもそうとは言えな

い。日本では、正社員の 4分の 3以上の労働時

間がなければ、健康保険や厚生年金には入れま

せん。雇用保険も、1 週間の労働時間が 20 時

間以上なければ入れないし、失業保険の受給資

格は「過去 2 年間に 11 日以上の労働日数が 12

カ月以上」必要です。しかし派遣労働者の場合

は、1 週間の労働時間が正社員と同じで、1 年

以上の雇用見込みがなければ、被保険者にしな

くてもいいことになっています。パートタイマ

ーの場合は、週 20 時間以上で 1 年以上の雇用

見込みがあれば、半年の契約でも構わない。派

遣労働が広がるなか、この法律はおかしいと職

安にお話したのですが、やっと、1 年以上を 6

カ月にしようという案が出てきた状況です。

しかし、登録型派遣は「3 カ月以内」が 80

％以上です。6 カ月に短縮しても 5 ％ぐらいし

かカバーできません。期間をなくして「週 20

時間以上」とするならば、たくさんの人が加入

できます。雇用保険の給付に結びつくような改

正を、考えてほしいと思います。

ワークシェアリングの基本となる「同一価値

労働、同一賃金」は、日本の場合、かなり難し

いと思います。職務給的な賃金体系は、看護師

など少数の職種にはありますが、ほとんどは企

業ごとの、資格制度や年功に基づく賃金体系で

す。パート労働法では 「職務の内容及び配置、

が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変

更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれ

るものについては、……通常の労働者と同一の

方法により賃金を決定するように務める」と規

定しています。そこで去年 4月から、時間単価

や退職金、賞与等の処遇を調べてみたのですが、

正社員と同一視できる職務の内容というのは極

めて少ないことがわかりました。小さな事業所

で、移動がない場合はあり得るかもしれないの

ですが、ある程度の規模の会社になりますと、

短時間労働者は責任のない範囲での限定的な仕

事をしています。均等処遇の面では、日本の場

合はまだまだ、実際の対象者は極めて少ない。

大阪の、ある社会福祉法人で、契約職員の処

遇が話題になった時、今春、介護関係は 3％く

らい賃上げ予算が付くとのことですが、特別養

護老人ホーム、児童養護施設、障害関係の児童

関係の施設、障害者の大人のための介護施設を

持つ、大きな社会福祉法人ですが、正規職員と

均等処遇にするとすれば、正規職員の給与を減

らさざるを得ない。それ以外にお金は出てこな

い。では正規職員の処遇がいいのかというと、

いいわけではない。ワークシェアリングは、セ

ーフティネットが穴開きのまま小泉さんの「三

方一両損」の考え方でやると、とんでもないこ

とになります。小泉さんのそれは、2 人は 1 両

ずつ損したけれど、もう 1人は本当に 1両損し

たのかなという感じの話です。私は、しわ寄せ

を受ける人たちの多くが支持していたのを、理

解できませんでした。

（ものえ かずこ・モノエ社会保険労務士事務所長）
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