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連載：健康から考える
第3回

非正規雇用の課題と対策

非正規雇用に関連する法制度の動向
②労働者派遣法

律の目的に派遣労働者の保護の観点が加わった．主な改
正内容は表 1 の通りである 3）．その中でも目玉であった
日雇派遣の禁止ならびに，雇用の安定化と処遇の改善に

可知悠子

関する項目について内容と課題を述べる．

日本医科大学衛生学公衆衛生学

日雇派遣の原則禁止

1．非正規雇用に関連する法改正

た．ただし，次の①または②に該当する場合には，日雇

内容：原則，契約期間が 30 日以内の派遣が禁止され
2012 年に労働者派遣法と労働契約法の改正が行われ
るなど，非正規雇用をめぐる法制度がめまぐるしく変化

い派遣が認められる．
①

派遣期間の定めのない専門 26 業務のうち，日雇派

している．非正規雇用の増加などの雇用形態の多様化に

遣がほとんどない業務などを除外したソフトウエア

伴い，これまでの正規雇用を主たる雇用形態と想定して

開発や秘書等の 17.5 業務の日雇い派遣．これらの

きた労働法制度と現状との間に齟齬が生じていること

業務は専門性が高いため，労使交渉において労働者

や，2008 年末の世界同時不況の中で，非正規雇用労働

の力が強く，適正な雇用管理に支障をきたすおそれ

者（以下，本稿では非正規雇用者とする）の雇用の不安
定さが社会問題化したことが法改正を後押ししたと考え
られる．

がないという考えに基づく．
②

以下に該当する人材を派遣する場合：（ア）60 歳以
上，
（イ）雇用保険の適用を受けない昼間学生，
（ウ）

非正規雇用が健康障害を招くことは国内外で報告され
1）

生業収入が 500 万円以上あり，副業として日雇い派

ており ，その要因として「雇用の不安定性」，「処遇の

遣で働く人，（エ）世帯収入 500 万円以上の主たる

低さ」，「間接雇用による使用者と雇用者の分離」の 3 つ

生計者ではない人．

2）

が想定されている ．2012 年の労働契約法と労働者派
遣法の改正は，実はこの 3 要因の改善を図っている．労

課題：日雇い派遣も日々紹介（1 日単位で人材を求人企

働者派遣法については，派遣労働者の雇用の安定化を図

業に紹介し紹介手数料をもらうという有料職業紹介事

る方向でさらなる改正が行われる可能性がある．そこ

業）も雇用が不安定という点は共通するが，前者には規

で，今回は労働者派遣法の改正の概要と課題について論

制が課せられ，後者には課せられていないというアンバ

述する．

ランスが問題である．また，直接雇用の日々紹介の方が，
間接雇用の日雇い派遣よりも労働者の保護が図られると

2．改正労働契約法の概要と課題
2012 年 4 月 6 日，改正労働者派遣法が公布された．

は考えにくい．むしろ，雇用主が業務ごとに変わる日々
紹介よりも，派遣元が同一である日雇い派遣の方が，賃

正式名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

金や社会保険適用の管理が一元化されるため，労働者の

労働者の就業条件の整備等に関する法律」（下線筆者）

保護が図られる可能性が高い 4）．さらに，17.5 業務や特

から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

定集団の例外規定についても根拠が不明瞭である．

者の保護等に関する法律」（下線筆者）に改正され，法

表 1. 改正労働者派遣法による追加規制 3）
改正の内容
（1）日雇派遣の原則禁止
（2）グループ企業内派遣の 8 割規制
（3）離職後 1 年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
（4）有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
（5）均衡待遇の確保
（6）派遣会社のマージン率などの情報提供義務
（7）派遣契約の中途解約時に講ずべき措置
（8）労働契約申込みみなし制度

目的
事業規制の強化

雇用の安定化
処遇の改善
違法派遣への対処
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有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
内容：派遣元との雇用期間が通算 1 年以上の労働者を

安定化と処遇の改善がどの程度図れるのか今後の動向が
注目される．

雇用する場合，派遣元は労働者の希望に応じて，以下の
いずれかの措置をとるよう努めなければならない：（ア）

3．EU 指令との比較

無期雇用の労働者として雇用する機会の提供，（イ）紹

欧州との比較により，日本の労働者派遣法の特徴につ

介予定派遣の対象とすることで，派遣先での直接雇用を

いてより深く捉えてみたい．欧州の派遣法はあくまで派

推進，（ウ）無期雇用の労働者への転換を推進するため

遣労働者の保護が目的となっている．2008 年の EU 労

の教育訓練などの実施．

働者派遣指令（第 4 条）では「派遣労働の利用への禁止
又は制限は，とりわけ派遣労働者の保護，職場の安全衛

課題：派遣労働者の無期雇用化については，改正労働契

生の要件又は労働市場が適切に機能し濫用が防止される

約法の「無期労働契約への転換ルール」（有期労働契約

ことを確保する必要性に関する公益上の根拠のみによっ

が通算 5 年を超えて反復更新された場合は，労働者の申

て正当化されなければならない」とされている 8）．つま

込みによって無期労働契約に転換できる）との調整が必

り，安全衛生が守られない業務への派遣労働を禁止また

要である．派遣元との雇用契約が通算 5 年を超えると

は制限すべきというスタンスをとっている 9）．

ころで，無期雇用の派遣労働者が生まれる可能性があ
5）

一方で日本の派遣法は世界でもまれな，派遣の対象を

る ．無期化する場合，65 歳までの雇用の見通しが必

専門的業務に限定するという法体系となっている．1985

要であり，派遣先の確保が課題となる．時給が継続的に

年の労働者派遣法制定時には 13 業務（施行後直ちに 16

上がるようにするために，より専門性の高い職種を組み

業務）とされてきた適用対象業務を，1996 年改正時に

こんだ長期的なキャリア形成も不可欠である．

26 業務に拡大した．1999 年改正では，適用対象業務が
原則として自由化され，港湾運送，建設，警備，医療，

均衡待遇の確保
内容：派遣会社が派遣労働者の賃金，教育訓練，福利

物の製造の 5 つの業務のみが労働者派遣事業の禁止業
務とされた．2004 年改正では，物の製造業務について，

厚生を決める際，①派遣先で同じような業務に就いてい

労働者派遣の利用が解禁された．これまでの改正は専門

る労働者の賃金水準，②派遣労働者本人の職務内容，成

的業務のポジティブリストからネガティブリストへと進

果等に配慮しなければならない．

められてきた 10）．安全衛生という観点は最優先ではな
かった．

課題：均衡待遇の確保については，あくまで配慮義務で

それではどのような観点から，労働者派遣法は制定さ

あり実務的な影響は考えにくい．派遣労働者と同じよう

れたのだろうか．派遣労働者の侵入によって正社員の雇

な業務に就いている派遣先労働者の賃金との均等が図ら

用が脅かされないようにすること，すなわち「常用代替

れることになるが，派遣労働者と派遣先労働者の間には

防止」の観点から規制・禁止するという基本構造でス

職務内容や役割に違いがあるケースが多いことから，そ

タートした経緯もあり

のような派遣先労働者が存在するのかという疑問が残

用を侵害しない専門的業務となっている．しかし，2012

る 5）．

年改正ではこの基本構造を維持しながらも労働者保護と

9，
11）

，対象業務が正社員の終身雇

いう新たな別の観点が加えられたため，正社員を守りた
このように改正法では，派遣労働者の雇用の安定化や
処遇の改善につながるような実体的な内容のある規制は

いのか派遣労働者を守りたいのか，ちぐはぐな法体系と
なっている．

定められていない．改正法が施行されると同時に厚生労
働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究
会」が立ち上げられ，さらなる改正に向けて審議が進め
6）

られた ．

4．まとめ
連載第 3 回では改正労働者派遣法に焦点を当て，その
課題と今後予想される影響について論述した．労働者派

2014 年 3 月には，①全ての労働者派遣事業を許可制

遣法は近い将来に改正されると予想されるが，「常用代

とすること，②派遣期間制限を見直すこと，③派遣労働

替防止」を根本とする在り方から派遣労働者保護の観点

者の均衡待遇やキャリアアップの推進を図ること等を盛

にいかに転換できるかが課題である．また，さらなる改

り込んだ改正案が通常国会に提出された．しかし，法案

正法を待たずとも，雇用者が現行の労働法を守ることに

に誤記があったことから廃案となり，同年 9 月に臨時国

よって，非正規雇用者の健康と安全の改善を図ることは

会に再提出された法案も衆議院解散にともない再度廃案

可能である．例えば，派遣のような間接雇用と関連する

となった 7）．三度目の正直として次期通常国会に法案が

低い健康診断の受診率や不十分な安全管理に関しては，

提出される予定と伝えられており，派遣労働者の雇用の

現行の労働安全衛生法の適切な執行により一定の範囲で
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の改善が可能である．そのため，行政が雇用者に対して
労働法の知識を普及し，労働基準監督官を増員するなど
して対処することも必要であろう．
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