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労働者派遣法見直し法案の採決に関するコメント	 

真のポジティブアクション法の実現を目指すネットワーク	 

posinet2015@yahoo.or.jp	 

	 

はじめに	 

6月19日、政府与党は、衆議院厚生労働委員会及び本会議において労働者派遣法見

直し法案を採決に持ち込み、本会議では民主党・生活の党・社民党が退席するなかで

採決するという強行策に出ました。	 

見直し法案は、2012年に改正された法（12年法）の完全施行を待たずに上程され、

業務と期間の組み合わせによって利用を制限してきたこれまでの規制枠組みを根本的

に変えるものです。すなわち、「有期雇用派遣」（従来の登録型）と「無期雇用派遣」

（従来の常用型）に区分したうえで、前者については人単位と派遣先単位の規制に切

り替え、後者については、期間による利用制限を完全撤廃するなど、重大な問題を含

んでいます。そのため、労働側からは強い異論が唱えられ、しかも法案の国会審議は

始まったばかりでした。	 

そもそも労働関係法令については、公労使の納得と合意にもとづいて立法すべきこ

とは、ILO など国際的にも確認されてきた原則です。十分な審議を尽くさず、強行的

に採決を実行したことは、国際的な原則にも反し、国内的にも憲政史上前代未聞の暴

挙というべきです。経済社会の基盤を支える労働者の納得なくして、制度をうまく機

能させることはもちろん、産業社会の持続的な発展の基盤を築くことはできません。

このような手法によって重要法案を可決させようとすることは、到底許容できるもの

ではありません。	 

まずは、政府与党に対して強く抗議するとともに、このような手法によって裁決を

急ぐのではなく、下記の点に留意して十分に審議を尽くすよう求めます。	 

	 

第 1	 労働者派遣制度改革に求められた基本的観点	 

12年法は、常用代替を防止し（派遣先に直接雇用されている常用労働者を派遣労働

者に置き換えることの防止）、派遣労働者の雇用の安定を両立させる制度として、規制

を踏み外した派遣先の「雇用申込みなし制度」を導入するという画期的な改革を行い、

常用労働者と派遣労働者双方の保護法としての性質を明示しました。あわせて、２０

12年には、労働契約法も改正され、有期労働者の無期雇用への転換権や有期／無期労

働者間の不合理な労働条件格差を解消させる規定が盛り込まれました。	 

しかし、12年法では、もっとも雇用が不安定な貧困労働の象徴である登録型派遣の

規制（禁止を含む）については棚上げされ、制度の在り方はさらに見直されることに

なりました。そもそも登録型派遣とは、職業安定法が禁止する労働者供給事業の例外
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として合法化されたもので1、家族的責任を担いながら専門性を発揮し「契約本位」に

働く女性の活用を目指すものでした。しかし、その後、派遣労働は専門職以外のあら

ゆる業種で認められるようになりました。しかも、女性派遣労働者と派遣先の男性正

社員との間にある差別的取扱いは、均等法による規制が困難であるために（均等法は

一つの雇用管理区分のなかの男女間の差別的取扱いしか規制していません）、登録型派

遣の幅広い活用は、急速に女性派遣労働者を増やすという結果を招いています。そし

て、労働法による規制が働かない商取引＝労働者派遣契約（これは派遣元と派遣先の

企業間の契約です）による買い叩きによって、派遣労働者の賃金は低下し、雇用は細

切れ化しています。いまや派遣労働者の７割近くの人が、生活が苦しい、仕事と生活

の両立は困難だと訴えています。半数近くが、正規雇用で働けないためやむを得ず派

遣で働いている人々であり、正社員を希望する派遣労働者は6割にのぼります。	 

高裁は、登録型派遣労働者は、いくら長期にわたって働いていても商取引が終了

すれば雇用は終わりで、雇用継続への期待は法的に保護できるものではないと判断し

ています（伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件・ 二小2009年3月27日判決）。

しかし、このような登録型派遣は、ILOの勧告2に照らしてみれば、もはやILO181号条

約が確保を求めている「雇用」の概念を充足しておらず、国際的な水準に照らして合

法的な雇用とされる根拠を失っています。ILO は、この勧告において、前記の点に留

意して、登録型派遣の見直しについてフォローアップするとしていました。登録型派

遣を原則禁止して常用代替防止を徹底し、派遣労働者が期間の定めなく安定した雇用

保障のもとに働き続けられるようにすることが、ILO からは求められているといえま

す。	 

派遣法見直しに当たっては、少なくともこのILO勧告の内容を充足しなければなら

ないはずです。それはつまり、「常用代替防止」と「派遣労働者の雇用の安定・待遇改

善」を両立させる改革にほかなりません。今回の見直し法案が、ILO 勧告の充足を基

本的な観点に置いたものであるかどうかが、問われています。	 

	 

第２	 派遣労働者の権利保障をめぐる前提問題	 

                                                   
1	 労働者派遣法制定時の1980年代前半の論議では、専門性の確立された分野における常用型派遣のみを

許可制で容認するということだったが、急転直下、登録型派遣が認められてしまった。	 
2	 全国ユニオンが連合のサポートのもとに行ったＩＬＯ憲章24条に基づく申立に関する勧告（ＩＬＯ理

事会2012年3月26日）。その要旨は以下の通り。①登録型派遣で働く労働者には雇用継続への期待など

法的に保護されないのではＩＬＯ条約１条１項ｂの「雇用」に関する定義を充足していないという申立

人の主張に留意する。②条約勧告適用専門家委員会が、派遣労働者の権利保障のために全ての事例にお

いてはっきりとした責任が確定できるような法的枠組みをもつ必要性を強調していることをふまえ、１

８１号条約が５条１項を含め全ての労働者に適用されることを疑問の余地なく明確にするよう要請する。

③181号条約1条、5条、11条に適合させる法制度とその運用のための措置をとるよう要請する。④登録

型派遣を禁止しようとした改正派遣法が修正された事態も踏まえつつ､１８１号条約に関する詳細な報

告を年内に提出するよう求める。⑤今後条約勧告適用専門委員会においてフォローアップしていく。 
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	 民主党政権のもとでは、格差と貧困の拡大に対処するため、①非正規労働者の正規

雇用への転換・みなし、②均等・均衡処遇、③その受け皿としての正規雇用改革とい

う３つを、歯車のように噛み合わせるかたちで同時進行させ、雇用改革を実現しよう

と、法改正が重ねられてきました。	 

しかし、派遣労働者については、派遣元を転々とせざるを得なかったり、派遣契約

が打ち切りになれば雇用を失ってしまったりすることからも明らかであるように、①

労働契約法19条の有期雇用から無期雇用への転換権の保障、②無期雇用と有期雇用と

の格差解消に向けた労働契約法20条の適用、③派遣労働者と派遣先に雇用される労働

者との格差の解消、④結社の自由と団体交渉権、⑤妊娠・出産、育児・介護など労働

者が人間であることを基盤として保障されるべき権利の保障、⑥性別・障害・年齢に

よる差別からの救済など、重要な課題が積み残されていました。これらの権利につい

ては、派遣労働者も派遣先に雇用される労働者と同じ人間であることを基本において、

実質的に同一の権利が保障されてしかるべきです。	 

	 今回の見直し法案の内容からは、上記の①から⑥の権利が派遣労働者にもきちんと

確保されているのかどうか、まったく明らかではありません。政府の説明によれば、

今回の法「改正」は、派遣労働者の雇用の安定と待遇改善を図るところに眼目がある

とのことですが、これらについてきちんとフォローして権利保障に遺漏がないように

する措置は講じられていません。③の派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との待

遇格差の解消に向けては、派遣元・派遣先の義務を強化したとされていますが、労働

者がどのように権利を行使すればそれが実現できるのか、明らかではありません。ま

た、待遇格差の解消は、派遣労働者のなかの有期と無期の待遇格差解消を効果的に実

現することと不可分です。にもかかわらず、労働契約法20条が適用される可能性はき

わめて狭い範囲に留まるものと考えられます。このような問題を克服するには、派遣

労働者の結社の自由及び団体交渉の権利が実質的に確立されること、とくに、派遣先

との交渉権の確立が不可欠ですが、この点について現実をふまえたフォローがなされ

ているとはいえません。	 

	 派遣労働者の待遇の改善をいうなら、まずは、これらの権利が完全に保障されるよ

うな（このことはILO勧告でも指摘されています）法改革をすすめるべきです。	 

	 

第３	 派遣労働者の雇用の安定と待遇改善に関する諸問題	 

今回の見直し法案は、届出制による事業を廃止してすべて許可制とすることともに、

許可条件のなかに、体系的な教育訓練の制度化を盛り込み、無期雇用労働者について

は派遣契約の終了のみを理由とする解雇の禁止を定めました。そして、特定有期雇用

派遣（１年以上派遣就労の見込みのあるもの）については、次に掲げる図のような、

雇用安定化に向けた措置が法制化されています。政府によると、この改正が今回の法

案の目玉であるとのことです。しかし、これには重大な疑問が提起されています。	 
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１	 期間制限緩和では雇用の安定は図れないこと	 

第1に、期間制限緩和では派遣労働者の雇用の安定は実現できません。というのは、

近年の規制緩和によって長期にわたり派遣の利用が許されるようになっても、派遣契

約・派遣労働契約の期間はむしろ短期化・不安定化しているからです。長期にわたっ

て不安定化された雇用を利用しようとする産業界の傾向があるなかで、派遣労働者は

どのようにして雇用の安定化を手にすることができるのか、その具体的な手立てがま

ったく不透明です。とくに、登録型派遣では、上述した「いくら長期に働いていても

雇用継続への期待を法的に保護するわけにはいかない」という 高裁判決からすれば、

こうした派遣労働者の雇用の安定はありえないことになります。法制度がこのような

判断を超えられない以上、登録型派遣労働者の雇用の安定はありません。	 

	 

２	 教育訓練や雇用の安定化に向けた義務は公法上の義務にすぎないこと	 

第２に、見直し法案のなかでは、派遣労働者は、雇用の安定化や教育訓練の実施に

向けた権利の主体としては登場していません。前図に示された派遣元・派遣先の義務

は、規制をかける国に対する公法上の義務に過ぎないもので、派遣労働者に対する義

務という位置づけではありません（つまり派遣労働者がこの義務を企業に履行するよ

うに裁判を通じて請求できると想定されていないのです）。政府は、強力な行政指導に

より、場合によっては許可取り消しにも及ぶ措置を講じると説明しています。しかし

残念ながら、行政指導が期待されたとおりに実施されるかどうかは、保障のかぎりで

はありません。また、かりに行政指導が強力に行われるとしても、ただ派遣元・派遣

先に対する指導を待つというのでは、その日その日を生きなければならない派遣労働
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者にとっては、不安は解消されません。行政指導の効果など「絵に描いた餅」にすぎ

ないという労働者の不安を解消する保障は、どこにもありません。少なくとも、労働

者には、派遣先・派遣元に対して、継続勤務の実態にふさわしい雇用上の処遇を要求

できる権利が、明確に認められるべきです。	 

	 

３	 専門26業務で働いていた労働者の雇用の安定が問われている	 

法見直しの影響で、専門26業務で働いていた労働者に対する契約打ち切りが問題に

なっています（派遣元で有期契約の派遣労働者は、専門26業務であっても、派遣先の

同一組織単位では3年を超えて就業することはできないとされるからです）。もともと、

専門26業務においては、期間制限の有無に関わらず、派遣契約と派遣労働契約は細切

れ化してきた実態があります。そして、専門26業務（政令で指定された業務に対応す

る号を指定されて無期限で利用できる）派遣されてきた労働者には、専門26業務の範

囲を超えた仕事を行い、派遣先の組織に組み込まれて働いてきた人たちが少なくあり

ませんでした。	 

そうした実態を少しでも解消するため、12 年法は、期間制限のある「自由化業務」

による派遣の実態があるときには、本年10月1日施行の「雇用申込みなし」制度の適

用を受けることができるようにしました。ところが政府与党は、専門26業務の名目の

もとに派遣されてきた労働者の権利主張をできなくさせるため、十分な審議も行わな

いまま、施行期日前に見直し法案の採決に持ち込んだわけで、長期にわたり、派遣先

に雇用される労働者と同じように働いてきたこれらの労働者の権利が脅かされていま

す。かれらのこのまま派遣先に雇用される権利が危うくなっているのです。	 

そのうえ、事態はさらに深刻で、見直し法案がこの10月1日から施行されることを

前提に、これらの労働者に派遣の打ち切りが通告され、生活の基盤が根底から脅かさ

れています。政府は、専門26業務を対象業務とする労働者派遣契約は、見直し法案施

行によって自動的に変更になるわけではなく、専門26業務の派遣契約はあくまでその

まま効力をもつと説明しています。しかし、期間制限のない専門26業務であっても派

遣契約期間が細切れ化してきていることは既に述べたとおりで、早晩、契約打ち切り

＝雇用喪失に直面することになってしまいます。	 

見直し法案では、長期に働きながら雇用が細切れ化することに対し、実態にあわせ

て継続雇用の権利を行使するようにはなっていません。また、制度の変更に伴って不

利益を被る危険に対する保護措置が何も定められていません。しかし、この制度変更

が、とくに、熟練を積んだベテラン女性に不利益を加える傾向にあることが明らかに

なっている以上、専門26業務など、長期に働いてきた労働者については、法施行に先

立って、無期雇用とみなしたり、無期雇用への転換権などを認めるべきです。そうで

なければ、長期にわたって働いてきた派遣労働者には「踏んだり蹴ったり」であり、

「何が雇用安定化か」という手厳しい非難が加えられるのも当然です。	 
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４	 キャリアアップの権利	 

政府は、派遣労働者のキャリアアップによって雇用の安定化と待遇改善が実現され

るとの前提に立ち、許可基準に体系的な教育訓練の制度化を加えるとしています。し

かしそれならば、厚生労働大臣の許可を得た派遣元は、派遣労働者に対し、有償無償

の教育訓練を受ける権利を保障するものとすると、法案に明記すべきです。この点に

ついても、もし、派遣元が負う義務はあくまでも公法上の義務に過ぎないというので

あれば、教育訓練を受けられなかった場合、派遣労働者の権利保障は困難と言わざる

を得ません。	 

派遣労働者の雇用安定化と待遇改善には、派遣労働の構造と特質に即した仕組みを

法案に盛り込むことが不可欠です。したがって、これまで指摘してきた諸問題を解決

する手立てが法案条文のなかに盛り込まれているかどうかを、ぜひとも確認する必要

があります。また、バランスに配慮するだけの「均衡処遇」では、キャリアアップに

よるスキルの向上が、待遇改善につながる保障はありません。「均衡」ではなく、同一

労働同一賃金などの「均等待遇」を確保する法整備が不可欠です。	 

	 

	 

第４	 常用代替防止に関する見直し法案の基本趣旨	 

	 今回の見直し法案が、政府説明にあるように、派遣労働者の雇用と待遇上の権利を

より強化し、労働者保護法としての趣旨をこれまで以上に徹底するものであるのかど

うかは、おおいに疑問です。	 

	 	 法案25条は、労働者派遣は「臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」

との考え方にたち、派遣による労働力需給が雇用慣行を害しないものであることを確

認しながらも、その一方で、無期雇用労働者を派遣したときには、期間制限を全面的

に解除すると定めています。これは、個人単位の規制のみならず、派遣先＝利用事業

所単位での規制も除外しているので、政府の主張とは異なり、臨時的一時的必要に基

づく労働力需給調整制度として労働者派遣制度を位置づけてはいないことになります。	 

労働者派遣制度が容認されるのは「臨時的・一時的必要」に基づくものであって、

雇用慣行に悪影響を与えないという法案の定めは、あくまでこの観点にたって常用代

替防止の基本的趣旨を労働者派遣制度に貫くことを明らかにしたものですが、この条

項と前記の無期雇用派遣の期間制限を完全撤廃するという法の枠組みは、真っ向から

対立するものであり、矛盾は明らかです。政府の説明では、無期雇用派遣は「常用代

替防止」の対象から除外したとしていますが、これでは全く説明になっていません。	 

この問題は、これまでの審議のなかでも全くクリアになっておらず、ましてどのよ

うにその趣旨を貫くのかという課題についての議論は皆無です。少なくとも、以下の

点について明らかにされなければなりません。	 

第１に、常用代替防止に基づくという法の基本趣旨を貫くというのであれば、無期
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雇用派遣の導入が派遣先に雇用される労働者の雇用慣行に悪影響を及ぼさないための

担保（派遣先労働者の人員削減措置を制約する方策）が必要であり、そのためには、

無期雇用派遣労働者に対する派遣先労働者との均等待遇の徹底と派遣先の労働者の雇

用保障の徹底が必要です。	 

第２に、無期雇用派遣だから雇用が安定している、という考え方は実態に基づくも

のではありません。無期雇用派遣であっても派遣自体が商取引を含んだ労働関係であ

ることに変わりはなく、したがって、派遣先は労働法による規制を受けることなく派

遣労働者を利用することができます。端的にいえば、雇用が無期であろうと有期であ

ろうと、派遣元と派遣先との間の契約打ち切りは自由ですから、派遣契約が終了すれ

ば、派遣そのものの短期化は可能であり、派遣契約を細切れ化することができるので

す。そして、仕事を失ったときの賃金等待遇の保障については派遣元との労使自治に

任されています。しかも多くの場合、派遣元企業は使用者としては弱体な存在です。

したがって、派遣契約の終了のみを理由とする解雇禁止だけでは、無期雇用派遣労働

者の雇用の安定と待遇改善ははかれません。この問題をどのように解決するのかにつ

いての手立てはどこにも存在しません。	 

	 

第５	 有期雇用派遣の期間制限にかかわる諸問題	 

	 見直し法案では、有期雇用派遣については、個人単位と派遣先単位の二つの側面で

期間制限をかけるとし、制限期間はこれまでの原則1年から原則3年に緩和するとし

ています。このような期間制限緩和に対しては、永続的な派遣労働の使い回しが可能

になり、派遣労働が身分化するという強い批判が行われています。このような批判は、

以下のような問題を念頭に置いていると考えられます。	 

	 第 1に、前述した常用代替防止が法の本来の基本的趣旨であるとするならば、永続

的な派遣労働の使い回しを可能にすることは、正面からそれと矛盾するのではないか、

という問題です。派遣労働の世界では3か月の仕事が「長期のお仕事」と言われるよ

うな雇用の細切れ化に見舞われていますが、それが「個人単位」の考え方だというこ

とで正当化され、永続的に細切れ雇用で企業から利用されるというようなことは、許

されないはずです。前述の雇用安定化措置とあわせて、十分な権利保障に向けた論議

が必要です。	 

	 第 2に、常用代替防止と派遣労働者の雇用の安定を両立させるためには、派遣先単

位の規制を常用代替防止の基本趣旨にしたがって厳格化し、逸脱した場合には「雇用

申込みなし」制度を適用する以外にありません。そのためには、派遣先単位の規制の

要となる「意見聴取制度」を有効に機能させるべきですが、その具体的な内容は明ら

かになっていません。どうすればこの制度が有効に機能するかは、職場や労使関係の

実態に即してきめ細かな論議が必要ですが、その概要さえクリアになっていません。	 
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結論	 

	 以上のとおり、見直し法案については解決しなければならない課題が多数あります。

なによりも、この法案は派遣労働者の雇用の安定・待遇の改善を強調していながら、

到底、その実現を保障しているとはいえません。そして、改正法案によってもたらさ

れるであろう労働者派遣制度の拡大は、新しく制定される女性の活躍推進法案と果た

してどのように両立するのでしょうか。派遣法改正は、男女平等を促進するのではな

く、むしろ男女間格差を拡大するのではないかという強い懸念があります。前述した

ような課題について、徹底審議をしても解決ができないのであれば、私たちは、政府

には、今回の見直し法案は廃案とするように、そして労働者の権利を保障するに足り

る改正法案を再提出するように、強く求めます。	 
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