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る労働者以外の労働者も派遣対象とする「一般労働

1．はじめに

者派遣事業」の二種類に区分されていた。このうち

平成27年９月11日、第189回通常国会におい

特定労働者派遣事業については厚生労働大臣への届

て、「労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者

出によって事業を行うことが可能であったが、一般

の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が

労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を取

成立した。これにより、「労働者派遣事業の適正な

得する必要があった。

運営及び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和

今回の法改正では、この特定労働者派遣事業・一

60年法律第88号。以下、
「労働者派遣法」
）が改正

般労働者派遣事業という区分が撤廃され、全労働者

された。施行日は、平成27年９月30日である。

派遣事業について、許可制が適用されることとなっ

労働者派遣法は、直近では平成24年に改正され

た。新たな許可基準では、事業主の資産額や現預金

ているが、今回の法改正は、当該平成24年の法改

額の下限に関する基準が加えられたほか、キャリア

正の際に、特定労働者派遣事業などの在り方につい

形成支援制度や教育訓練に関する基準等も定められ

て論点整理及び議論を行うこと、いわゆる専門26

た。なお、
この改正については経過措置が設けられ、

業務に該当するかどうかによって派遣期間の取り扱

改正法の施行日（平成27年９月30日）時点の特定

いが大きく変わる現行の派遣期間に関する制度につ

労働者派遣事業者は、施行日以降３年間は、当該事

いて派遣労働者、派遣元企業及び派遣先企業にとっ

業を継続することが可能である。また、施行日時点

てわかりやすい制度になるよう見直しの検討を行う

の一般労働者派遣事業者は、当該時点の許可の有効

こと等を内容とする国会での附帯決議がなされたこ

期間中は、引き続き、事業を営むことが許される。

と等を踏まえて検討され、実現したものである。

2．主要な改正点

4．新たな派遣期間制限の導入
改正前の労働者派遣法では、いわゆる専門26業

今回の法改正の主要な内容は以下の５点である。

務について派遣労働者を受け入れる場合、派遣期間

●特定労働者派遣事業・一般労働者派遣事業の区分

についてなんらの制限も存在しなかった。これに対

の撤廃及び全労働者派遣事業への許可制の適用

し、いわゆる専門26業務以外の業務については、

●新たな派遣期間制限の導入

同一の業務に派遣労働者を受け入れることのできる

●派遣労働者の雇用安定措置の導入

期間は、原則として１年までとされ、例外的に１年

●派遣労働者のキャリアアップのための措置の導入

を超えて同一の業務に派遣労働者を受け入れるため

●派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働

には、派遣先の事業所の労働者の過半数が加入する

者の均衡待遇を図るための措置の導入

労働組合がある場合は当該労働組合、かかる労働組

今回の法改正は、新たな派遣期間制限の導入をは

合がない場合は、派遣先の事業所の労働者の過半数

じめとして、派遣労働者、派遣元企業（労働者派遣

を代表する労働者（以下、
「過半数組合等」）に通知

事業者）及び派遣先企業の全てにとって非常に重要

の上、これらの者から意見を聴取しなければならな

な内容を含んでいる。以下では、主要な改正点のそ

かった。なお、この手続きを踏んだ場合でも、いわ

れぞれについて、概要を説明する。

ゆる専門26業務以外の業務について、３年を超え
て同一の業務について派遣労働者を受け入れること

3．特定労働者派遣事業・一般労働者
派遣事業の区分の撤廃及び全労働
者派遣事業への許可制の適用
改正前の労働者派遣法では、労働者派遣事業は、

は許されていなかった。
今回の法改正では、全業務について一律の派遣期
間制限が適用されることになった。具体的には、次
に説明するとおり、派遣先事業所単位の期間制限と
派遣労働者個人単位の期間制限が導入された。

派遣元企業（労働者派遣事業者）が自ら常用雇用す
る労働者のみを派遣する「特定労働者派遣事業」と
派遣元企業（労働者派遣事業者）が自ら常用雇用す
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（１）派遣先事業所単位の期間制限

今回の法改正により、派遣先企業が同一の事業所
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において派遣を受けることのできる期間は原則とし

る。さらに、厚生労働大臣は、違反企業に対して是

て３年が上限となった。但し、３年ごとに過半数組

正措置等の勧告を行うことも可能であり、派遣先企

合等からの意見聴取を行うことにより、３年を超え

業が勧告に従わない場合には、企業名が公表される

て派遣を継続することが可能である。なお、事業所

こともある。

単位での派遣受け入れを終了した後３か月以内に再

また、派遣先企業による派遣期間制限の違反は、

び派遣受け入れを開始すると派遣は継続しているも

「労働契約申し込みみなし制度」
（平成27年10月１

のとみなされる（いわゆる「クーリング期間」の考

日施行）の対象とされている。そのため、派遣可能

え方）。

期間を超えて派遣労働者を受け入れた派遣先企業

過半数組合等からの意見聴取は、派遣期間の上限
に達する１か月前までに実施する必要がある。

は、当該派遣労働者に対して派遣元企業における労
働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申

派遣先企業は、過半数組合等が派遣の延長に異議

し込みをしたものとみなされ、当該派遣労働者の承

を示した場合でも、派遣を終了させる義務は負わな

諾によって当該派遣先企業と当該派遣労働者との間

いが、対応方針等について説明することが必要にな

に労働契約が成立するという重大な効果をもたらす

る。

こととなる。派遣先企業においては、十分に注意す

また、派遣先企業は、意見聴取後、意見聴取日、

る必要がある。

意見の内容その他の事項を書面に記載し、派遣可能
期間終了後３年間保存しなければならない。
なお、この期間制限は派遣先の事業所等を単位と
するものであるため、派遣の対象となる派遣労働者
が代わっても適用される。

5．派遣労働者の雇用安定措置の導入
今回の法改正により、派遣元企業には、期間を定
めて雇用する派遣労働者のうち、派遣先の同一の職

また、今回の法改正により、次に述べる派遣労働

場（組織単位）に継続して３年間派遣される見込み

者個人単位の期間制限も導入されたため、派遣先事

のある者に対し、派遣終了後の雇用を継続させるた

業所単位の期間制限につき、過半数組合等の意見聴

めの措置（以下、
「雇用安定措置」
）を講じる義務が

取の手続きを踏んだとしても、同一の派遣労働者を

課された。具体的には、派遣元企業は、派遣先企業

同一の職場（組織単位）において３年を超えて受け

への派遣労働者の直接雇用の依頼、新たな派遣先企

入れることは許容されない。

業での派遣就労の機会の提供、派遣元企業による派
遣労働者以外の労働者としての期間を定めない雇用

（２）派遣労働者個人単位の期間制限

今回の法改正により、同一の派遣労働者を派遣先

企業の同一の職場（組織単位）に３年を超えて受け

の機会の提供、その他厚生労働省令で定める教育訓
練等の雇用安定措置を講じなければならない。
また、派遣元企業に対しては、期間を定めて雇用

入れることが禁止された。この期間制限は、
例えば、

する派遣労働者のうち、
派遣先企業の同一の職場（組

人事課に派遣されていた派遣労働者が総務課に移る

織単位）に継続して１年以上３年未満派遣される見

場合など、同一の派遣労働者が同一の派遣先企業の

込みのある者及び雇用した期間が通算１年以上の者

別の職場（組織単位）で派遣就業する場合には適用

についても、同様の雇用安定措置を講じる努力義務

されない。職場（組織単位）の範囲については、た

も課された。

とえば、「課」や「グループ」など、業務としての
関連性があり、組織の長が業務分配、労務管理上の
指揮監督権限を有するものとされている。

（３）派遣期間制限の適用除外

6．派遣労働者のキャリアアップのた
めの措置の導入
今回の法改正により、派遣元企業には、派遣先労

なお、派遣先事業所単位の期間制限（上記（１）
）

働者の段階的かつ体系的な教育訓練の実施、派遣労

及び派遣労働者個人単位の期間制限（上記（２）
）

働者のキャリア設計のための相談の機会の確保その

のいずれも、派遣元企業が期間を定めずに雇用する

他の援助を実施する義務が課された。このうち教育

労働者を対象とする労働者派遣、60歳以上の派遣

訓練は、特に派遣元企業によって期間を定めずに雇

労働者を対象とする労働者派遣、終期が明確な有期

用されている派遣労働者に対しては、長期的なキャ

プロジェクト業務又は日数限定業務に派遣労働者を

リア形成を視野に入れた教育訓練となるように配慮

派遣する場合、育児・介護休業者などの代替のため

がなされなければならない。

の労働者派遣などには適用されない。

また、派遣先企業には、派遣元企業から求められ
た場合に、派遣元企業による派遣労働者のキャリア

（４）派遣期間制限違反のリスク

派遣先企業による派遣期間制限の違反は、厚生労

働大臣による指導、助言又は改善命令等の対象にな
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アップのための措置の実施に資するよう、派遣労働
者の職務遂行状況及び職務遂行能力の向上度合など
の情報を提供する努力義務が課された。
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さらに、派遣先企業は、一年以上同一の派遣労働

また、派遣元企業は、派遣労働者からの求めがあ

者（派遣元企業により期間を定めて雇用される者に

った場合には、賃金の決定、教育訓練の実施、福利

限る）を受け入れていた職場（組織単位）において、

厚生の実施について、派遣労働者と派遣先企業で同

当該派遣労働者が従事していた業務と同一の業務に

種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため

従事させるために新たに労働者を雇い入れようとす

に考慮した内容を説明しなければならない。

る場合には、当該派遣労働者を雇い入れるよう努め
なければならない。
また、派遣先企業には、同一の事業所に一年以上
同一の派遣労働者を受け入れていた場合において、

8．終わりに
このように今回の労働者派遣法の改正は、派遣労

当該事業所において正社員の募集（但し、派遣元企

働者、派遣元企業及び派遣先企業のいずれにとって

業によって期間を定めて雇用される派遣労働者で３

も重要な内容を含んでいる。特に、派遣期間制限に

年間継続して派遣就労する見込みのあるものについ

ついての大幅な制度変更は、いわゆる偽装請負につ

ては正社員に限らない労働者の募集）を行う場合に

いて本年10月１日施行の労働契約申し込みみなし

は、当該派遣労働者に対しても募集情報を周知する

制度が適用されることとも相俟って、今後の労働者

義務が課された。

派遣実務に大きな変化を与えることが予想されてお
り、注意が必要である。

7．派遣労働者の均衡待遇を図るため
の措置の導入

以

上

改正前の労働者派遣法では、派遣元企業に、派遣
労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣
先企業の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、
同種の業務に従事する一般労働者の賃金等も勘案
し、派遣労働者の賃金を決定するよう配慮する義務
が課されていた。
今回の法改正では、この派遣元企業の配慮義務を
維持しつつ、さらに、派遣先企業に対しても派遣労
働者と派遣先企業の労働者の待遇の均衡を図るため
の配慮義務が課された。
具体的には、派遣先企業は、派遣元企業の求めに
応じ、派遣先企業の労働者に関する賃金水準の情報
提供等を行うこと、派遣先企業の労働者に対して業
務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に派遣
労働者にもこれを実施すること、及び派遣労働者に
対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施
設の利用の機会を与えることなどについて配慮義務
を負うこととなった。
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経営法曹会議会員。第一東京弁護士会労働法制委員
会特別委員。日本企業、外資系企業の人事労務案件
（雇用契約・就業規則の作成、賃金・退職金制度の
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