投資情報 Q&A
Ｑ：現地法人の間接雇用比率が全従業員の 10％以内に制限
されると聞きましたが、内容と留意点を説明してください。
～労務派遣暫定規定が 2014 年 3 月 1 日から施行～
A：2013 年 12 月 20 日に公布された「労働派遣暫定規定」（人力資源社会保障部令 2013 年 22 号）が、2014 年
3 月 1 日から施行されます。「労働派遣暫定規定」は基本的には 2013 年 7 月 1 日に改正施行された「労働契約
法」1及び「労働契約法実施条例」を踏襲すると共に、派遣労働者に対する権利保護を図っています。また、「労
働派遣暫定規定」では、中国国内の企業（現地法人を含む）等における間接雇用比率は全従業員の 10％を超
えてはならないと定められました。また当該比率の超過期間中には、新たな派遣労働者の雇用が認められま
せん。これにより、多くの現地法人では間接雇用から直接雇用への転換等の雇用形態の見直しが迫られるな
ど、当該企業に対する影響が懸念されます。尚、現状では間接雇用しか認められていない駐在員事務所には、
当該項目は適用されない旨が明記されています。

■ 間接雇用の上限比率を設定
「労働契約法」及び「労働派遣暫定規定」で規定する“派遣労働者”とは、FESCO（外企人力資源有限公司）を始
めとする中国国内の労務派遣会社から現地法人などの雇用主(中国語：雇用単位)に派遣される間接雇用形態
の労働者を指します。
「労働契約法」には 2008 年 1 月の施行当初から、「労務派遣は、一般的に臨時性 、補助性或いは代替性の職
位において実施する」（第 66 条）等、労働派遣に対する制限条項が盛り込まれ、大量に派遣労働者を雇用する
現地法人の困惑には大きいものがありました。更に、改正「労働契約法」では “その雇用者総数の一定の割合
を超えてはならないが、具体的な割合は国務院の労働行政部門が規定する”との条項が盛り込まれました。し
かし、これまでは当該条項が緩やかに運用されていたこともあり、派遣労働者の間接雇用には実質的な制限は
課されていませんでした。

また「労働派遣暫定規定」では、当該比率を超えて、間接雇用を実施している雇用主に対しては、2 年間の移行
期間中に当該比率以内に引き下げることが求められると共に、雇用主は雇用調整方案を制定し、当地の人力
資源社会保障行政部門に届出する必要があります。更に 10％を超過している期間においては、新たな派遣労

1

改正「労働契約法」の詳細は、「トーマツ チャイナ ニュース Vol.122 号（2013 年 1 月）」を参照のこと。
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働者の雇用を禁止するなど、非常に厳格な内容となっています。

【表 1：間接雇用比率の上限設定に係る、現行「労働契約法」と「労働派遣暫定規定」との比較】
項目

「労働契約法」（第 66 条より抜粋）

「労働派遣暫定規定」（第 4 条より抜粋）

間接雇用比率

雇用主は、労務派遣での雇用の人数

雇用主は、労務派遣での雇用の人数を厳格に抑制

の上限設定

を厳格に抑制しなければならず、その

しなければならず、使用する派遣労働者数はその雇

雇用者総数の一定の割合を超えては

用者総数の 10％を超えてはならない。

ならない。具体的な割合は国務院の

雇用者総数とは、雇用主が労働契約を締結した人

労働行政部門が規定する。

数と使用する派遣労働者の人数との合計を指す。

派遣労働者の雇用比率を全従業員の 10％以内とする当該比率水準の設定により、多くの現地法人で間接雇
用から直接雇用への転換等の雇用形態の見直しが迫られます。更に現時点では、「労働派遣暫定規定」で求
められている当局への雇用調整方案の届出についても、実務運用の際には規定通りに届出が受理されるだけ
なのか、届出時に実質的な審査が入るのかも不明です。また、雇用主が雇用調整スケジュールを自主的に決
められるのか、或いは、補足通達の公布によりスケジュールの作成方法や内容に対しても一定の制約を受ける
ことになるのか等、現時点では不明です。

更に請負やアウトソーシング等により労務派遣の形態で労働者を雇用するケースにも「労働派遣暫定規定」が
適用される旨が明記されています。この点について、人力資源社会保障部令は“法律責任を回避する為に、偽
装請負の形式を採り、労務派遣協議を業務委託協議や請負契約に変更するよう契約変更を抑制する意味でも、
請負等にも「労働派遣暫定規定」が適用される”旨を表明2しており、注意が必要です。

また「労働派遣暫定規定」では、その適用対象企業や組織に、会計士事務所や法律事務所等のパートナーシッ
プ企業や基金会、民間の非企業単位等が含まれることが明記されました。その一方において、現状では間接
雇用しか認められていない駐在員事務所には、例外措置が適用される旨が明記されています。すなわち、駐在
員事務所に対しては規定で求める間接雇用比率を適用せず、また同所に勤務する派遣労働者には臨時性、補
助性、代替性な職位の従事が認められる旨が明確化されており、駐在員事務所を有する企業には影響が生じ
ません。

■ 臨時性、補助性、代替性の再定義
派遣労働者を使用する際には、臨時性、補助性、代替性の職位の従事を前提としています。「労働派遣暫定規
定」では、改正「労働契約法」をほぼ踏襲して再定義していますが、補助性職位の決定については、従業員大
2

当該コメントは、人力資源社会保障部令の HP にも掲載されている。当該 URL は以下を参照のこと。
（URL：http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/shizhengyaowen/201401/t20140126_123302.htm）。
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会あるいは従業員全体の討論を経て決定することが要求されるなど、雇用主には従来よりも慎重な対応が求
められている点には、注意が必要です（下表 2 を参照のこと）。

但し、「労働契約法」にも一部の重要事項の決定には、まず従業員との討論を経ることが要求されています 3が、
当該条項は従業員側の要求の受け入れを必須としているのではなく、従業員の意見を慎重に聴取し、対応す
ることを求めた条項です。「労働派遣暫定規定」の補助性職位の決定に係る従業員との討論も同主旨の条項と
考えられ、必ずしも従業員の意見を反映させなければならないとの主旨ではないと考えられます。
【表 2：
臨時性、補助性、代替性の定義に係る、現行「労働契約法」と「労働派遣暫定規定」との主要内容の比較】
項目

「労働契約法」（第 66 条より抜粋）

「労働派遣暫定規定」

労務派遣

労務派遣での雇用は補充的な形態であり、

同左

の前提

臨時性、補助性、代替性の職位においての
み実施することができる。

臨時性

前項で規定する臨時性の職位とは、継続期

同左

間が 6 カ月を超えない職位を指す。
補助性

補助性の職位とは、主要業務の職位の為に

同左

サービスを提供する非主要業務の職位を指
す。

補助性職位の決定は、従業員代表大会ある
いは従業員全体の討論を経て、方案及び意
見を提出し、工会あるいは従業員代表と平等
に交渉して確定し、企業内に公開しなければ
ならない。

代替性

代替性の職位とは、雇用主の労働者が職位

同左

を離れての学習、休暇などの原因で業務を
実施できない一定期間内にその他の労働
者が業務を代替することができる職位を指
す。

■ 派遣労働者に対する労災認定や社会保険に係る保護
「労働派遣暫定規定」では、派遣労働者が業務上の事故傷害による労災認定や、労務派遣会社が地域を跨い
で労働者を派遣する場合の社会保険の取扱い等についても定めており、派遣労働者に対する保護が一段と図
3

「労働契約法」（第 4 条）に“雇用主が労働報酬や勤務期間、福利厚生、従業員の研修、労働規則等、直接に労働者の切
実な利益に及ぶ重要事項を制定、変更、決定する場合、労働者代表大会或いは従業員全員の討論で草案および意見を提
出し、工会または労働者代表と平等に協議し、確定しなければならない”と規定。
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られています。
これまでは派遣労働者が労災事故に遭遇或いは職業病に罹患した場合、労務派遣会社と雇用主の責任主体
関係が必ずしも明確ではなかった為、派遣労働者が労災保険による保障を得られない場合も散見されていまし
た。この為、「労働派遣暫定規定」では、労災事故においては派遣会社が労災申請をし、雇用主も労災認定に
協力しなければならない旨を定めています。もし、派遣労働者が法律に基づき、職業病診断、鑑定を申請した
場合には、雇用主は責任を持って職業病の診断、鑑定を手配しなければなりません。また関連する正確な資料
を提供する必要がある上に、労務派遣会社においても、その他必要資料を提供する必要があります。

また、「労働派遣暫定規定」では地区を跨ぐ派遣労働者と雇用主の従業員との“同一労働同一保険”を実現す
る為に、労務派遣会社が雇用主の所在地において派遣労働者の社会保険に加入し、雇用主所在地の規定に
従い社会保険費を納付するように定められました。労務派遣会社が雇用主所在地に分公司を設立している場
合、分公司が社会保険加入、納付手続きを行い、もし雇用主に分公司が無い場合には、雇用主が被派遣従業
員の社会保険加入、納付手続きを行うことが要求されています。

■ 今後の動向
人力資源社会保障部は、「労働派遣暫定規定」の公布に伴うプレスカンファレンスにおいて、“「労働派遣暫定
規定実施方法の通知」の制定を予定すると共に、雇用主の労務派遣比率の実態を調査して当該比率超過雇
用主に対して指導する等、労務派遣に係る行政当局による監督管理の強化を図る”旨を表明4していますので、
当局の管理強化に伴い、「労働派遣暫定規定」が実務的にも厳格に運用される可能性も十分に考えられます。
また、間接雇用の比率上限を超過している雇用主には、雇用調整方案の制定と移行期間内での完了が求めら
れていますが、現時点では、その具体的手順等の補足通達は公布されていません。

労務関連項目であれば、具体的手順や詳細内容等が地方政府により策定される事例が多くみられます。従いまし
て、中央政府、所在地政府レベルでの補充通達の公布の有無を注視すると共に、当局の実務運用を確認し、慎重
に対応すべきものと考えられます。

4

当該コメントは、人力資源社会保障部令の HP にも掲載されている。当該 URL は以下を参照のこと。
（URL：http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/shizhengyaowen/201401/t20140126_123302.htm）。
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