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はじめに 

 厚生労働省が公表した労働者派遣制度に関する議論の中間整理（以降、中間整理とします）

では、労働者派遣法施行状況調査と 13 回の分科会での検討を経て「雇用安定措置は概ね評

価できる。常用代替防止という制度の趣旨を踏まえつつ現行制度を維持する」という見解が

示され、派遣制度の見直しは行われませんでした。 

 

 常用代替防止という制度の趣旨を理解していながら、常用代替が可能な設計になっている

現行制度の改善には踏み込まず、継続という結論を出したことに疑問を感じました。 

 現行の派遣制度が当事者及び社会全体に広く与える影響についての踏み込んだ議論を期

待しましたが、常用代替の防止等、派遣労働者が置かれている実態を適切に拾えているとは

言いがたく、派遣かふぇでは労働者派遣法施行状況調査と同様の設問に加えて回答の背景

を把握するため新たな設問を追加してアンケートを行いました。（twitter アンケートは設問

が 4 項目という制限があるため、適宜設問を絞り文言の変更を行いました。） 

 

アンケートに寄せられた声に 10 月 10 日に行われた派遣かふぇでの意見を加え、2021 年に

行った twitter アンケートの結果と併せてハケ白書 2021 としてまとめました。 

 

 今回の中間整理は派遣制度について深く向き合う良い機会となりました。厚労省はじめ分

科会委員のみなさまのご尽力と議事録及び各資料の公開に深く感謝いたします。 

 



 

1. 雇用安定措置
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雇用安定措置

 今回のアンケート

た派遣労働者が一定数いると考えられます。

ような具体的な設問の設定が必要と考えます。

「留意事項について説明があったか

「留意事項の義務違反があったか

「雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

 

 留意事項周知の実態

雇用安定措置 

アンケート調査の結果から「

派遣労働者が一定数いると考えられます。

具体的な設問の設定が必要と考えます。

留意事項について説明があったか

留意事項の義務違反があったか

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

留意事項周知の実態を把握するための細やかな

調査の結果から「

派遣労働者が一定数いると考えられます。

具体的な設問の設定が必要と考えます。

留意事項について説明があったか」

留意事項の義務違反があったか」 

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

を把握するための細やかな

調査の結果から「留意事項」を

派遣労働者が一定数いると考えられます。実態の把握と改善のために、例えば

具体的な設問の設定が必要と考えます。 

」 

 

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

を把握するための細やかな

を知らないまま

実態の把握と改善のために、例えば

 

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

を把握するための細やかな調査を希望します。

知らないまま雇用安定措置の選択をし

実態の把握と改善のために、例えば

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

調査を希望します。 

雇用安定措置の選択をし

実態の把握と改善のために、例えば下記の

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」

 

雇用安定措置の選択をし

下記の

雇用安定措置実施時に留意事項について知っていたら、どの措置を希望したか？」 

   



 

（1） 雇用安定措置に関する派遣会社からの相談の有無 

【派遣労働者調査】 

「相談は無い」が 51％ 、「希望聴取があった」は 87％でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣かふぇ調査】 

「相談が無い」が 58％、「希望聴取が無かった」が 72％でした  

労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)（以降、労政審とします）の調査

と正反対の結果でした 
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「希望聴取方法」についての設問がありません

たかを把握するためにも、
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派遣元、派遣先、派遣労働者に同じ文言を使用

す。特にこの設問は

査の肝となる設問ですので

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 雇用安定措置の

87％が希望の聴取があったと回答して

対の結果が出ています

 派遣労働者調査で「派遣会社から

会社から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

す。中間整理でも

課題としています。

 今回の調査では、「

「希望聴取方法」についての設問がありません

たかを把握するためにも、

望します。 

 下図にあるように

いう設問でしたが、

派遣元、派遣先、派遣労働者に同じ文言を使用

す。特にこの設問は

査の肝となる設問ですので

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  適切な評価をするため、『

る」という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

明されましたか？』

雇用安定措置の希望聴取の有無

％が希望の聴取があったと回答して

対の結果が出ています。

派遣労働者調査で「派遣会社から

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

中間整理でも相談を受けていないと回答した派遣労働者が約半数

ています。 

今回の調査では、「相談

「希望聴取方法」についての設問がありません

たかを把握するためにも、

下図にあるように派遣元へのアンケートでは「

問でしたが、前項に載せた

派遣元、派遣先、派遣労働者に同じ文言を使用

す。特にこの設問は、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する

査の肝となる設問ですので

適切な評価をするため、『

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

明されましたか？』 

希望聴取の有無について、労政審が行った

％が希望の聴取があったと回答して

。 

派遣労働者調査で「派遣会社から相談は

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

相談を受けていないと回答した派遣労働者が約半数

相談方法」や「説明・周知方法

「希望聴取方法」についての設問がありません

たかを把握するためにも、具体的にどのように希望聴取を行ったのか

派遣元へのアンケートでは「

前項に載せた派遣労働者への設問では「相談」となっています。

派遣元、派遣先、派遣労働者に同じ文言を使用

、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する

査の肝となる設問ですので改善を求めます

適切な評価をするため、『雇用安定措置の

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

 等、具体的な設問の設定を希望します。

について、労政審が行った

％が希望の聴取があったと回答していますが、派遣かふぇ

相談は無かった

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

相談を受けていないと回答した派遣労働者が約半数

説明・周知方法

「希望聴取方法」についての設問がありません。

具体的にどのように希望聴取を行ったのか

派遣元へのアンケートでは「

派遣労働者への設問では「相談」となっています。

派遣元、派遣先、派遣労働者に同じ文言を使用した設問設定を

、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する

求めます。 

雇用安定措置の

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

等、具体的な設問の設定を希望します。

について、労政審が行った

いますが、派遣かふぇ

無かった」と回答した人が

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

相談を受けていないと回答した派遣労働者が約半数

説明・周知方法」についての

。留意事項について適切な対応が行われ

具体的にどのように希望聴取を行ったのか

派遣元へのアンケートでは「雇用安定措置の説明・周知方法は？」と

派遣労働者への設問では「相談」となっています。

した設問設定を

、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する

雇用安定措置の留意事項や「

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

等、具体的な設問の設定を希望します。

について、労政審が行った派遣労働者への調査では

いますが、派遣かふぇの調査では

と回答した人が 51

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

相談を受けていないと回答した派遣労働者が約半数いることについて、

についての設問はありますが、肝心の

留意事項について適切な対応が行われ

具体的にどのように希望聴取を行ったのか細やかな

雇用安定措置の説明・周知方法は？」と

派遣労働者への設問では「相談」となっています。

した設問設定をすることが重要

、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する

「希望する人が正社員になれ

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

等、具体的な設問の設定を希望します。 

派遣労働者への調査では

では 27％と

51％ですが、

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

いることについて、

設問はありますが、肝心の

留意事項について適切な対応が行われ

細やかな調査を希

雇用安定措置の説明・周知方法は？」と

派遣労働者への設問では「相談」となっています。 

することが重要と考えま

、雇用安定措置の希望聴取が適切に行われたかを判断する今回の

希望する人が正社員になれ

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について

 

派遣労働者への調査では

正反

％ですが、派遣

から相談や説明をされることなく雇用安定措置の希望聴取が行われたことになりま

いることについて、

設問はありますが、肝心の

留意事項について適切な対応が行われ

調査を希

雇用安定措置の説明・周知方法は？」と

 

と考えま

今回の調

希望する人が正社員になれ

という今回の法改正の趣旨、常用代替の防止という派遣制度の趣旨について説

   



 

（2） 雇用安定措置に関する希望 

 

【派遣元調査】 

「1 号措置希望者」が 15％、「2 号措置希望者」が 67%、「3 号措置希望者」が 6.7％でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣労働者調査】 

 「1 号措置希望者」は 31％、「2 号措置希望者」は 29％でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【派遣かふぇ調査】 

「1 号措置希望者」は 45％、「2 号措置希望者」は 31％でした 

※twitter アンケートは設問が 4 問までのため 2 回に分け 8 項目の中から選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

希望した雇用安定措置はどれですか？

1号措置（有期雇用）

1号措置（無期雇用非正規）

1号措置（無期正社員）

2号措置（派遣先での就業継続）

2号措置（有期で新しい派遣先へ）

2号措置（無期で新しい派遣先へ）

3号措置（派遣会社の内勤）

特に何も希望しなかった



 

 

 

  

給が下がるから

派遣会社の対応です。

  

さないから契約社員は無理」で、契約社員も「

う一文が入ると聞い

  

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

切、仕事の評価はしてもらえません。

  

5

と説明され無期転換せず契約終了を選択した

  

は無期転換もさせたくないから

 

 

  

置

45

の声

で希望を出した

 

に難色を示す派遣先企業の状況を聞き

立てないように

を捕捉出来る設問の設定や

  

する

置全体の数字でしょうか

事業者は

 

るという

 派遣会社から

給が下がるから

派遣会社の対応です。

 最初に「正社員への転換はこの会社では無理」と言われ

さないから契約社員は無理」で、契約社員も「

う一文が入ると聞い

 雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

切、仕事の評価はしてもらえません。

 今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

5 年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる

と説明され無期転換せず契約終了を選択した

 そもそも派遣先に新卒以外の「正社員」採用枠がほぼ存在しないのが現状。契約社員で

は無期転換もさせたくないから

 

 

 希望する雇用安定措置について

置とします）が

45％と大きく異なります。本来なら同程度または軽微な差異となるはずです

の声」にあるように

で希望を出した

 弱い立場の

に難色を示す派遣先企業の状況を聞き

立てないように

を捕捉出来る設問の設定や

 派遣元調査の

する）とありますが、

置全体の数字でしょうか

事業者は雇用安定措置の希望を

 その場合、

るという中間整理

派遣会社から派遣先での直接

給が下がるから 2 号措置で希望を出した

派遣会社の対応です。 

に「正社員への転換はこの会社では無理」と言われ

さないから契約社員は無理」で、契約社員も「

う一文が入ると聞いたので、さよならしました。

雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

切、仕事の評価はしてもらえません。

今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる

と説明され無期転換せず契約終了を選択した

そもそも派遣先に新卒以外の「正社員」採用枠がほぼ存在しないのが現状。契約社員で

は無期転換もさせたくないから

希望する雇用安定措置について

が、派遣元調査で

大きく異なります。本来なら同程度または軽微な差異となるはずです

にあるように、希望は

で希望を出した可能性があります。

弱い立場の派遣労働者にとって自身の雇用継続を守ることこそが安定です。

に難色を示す派遣先企業の状況を聞き

立てないように2号措置を

を捕捉出来る設問の設定や

調査の 67％が新たな派遣先の提供

）とありますが、派遣労働者の調査では

置全体の数字でしょうか

雇用安定措置の希望を

その場合、希望の聴取自体

中間整理自体の見直しが必要と考えます。

派遣先での直接雇用は無理と説明された、直接雇用の条件はパートで時

号措置で希望を出した

 

に「正社員への転換はこの会社では無理」と言われ

さないから契約社員は無理」で、契約社員も「

たので、さよならしました。

雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

切、仕事の評価はしてもらえません。

今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる

と説明され無期転換せず契約終了を選択した

そもそも派遣先に新卒以外の「正社員」採用枠がほぼ存在しないのが現状。契約社員で

は無期転換もさせたくないから 5 年で切る。

希望する雇用安定措置について派遣先に直接雇用を依頼する

調査では１５％

大きく異なります。本来なら同程度または軽微な差異となるはずです

希望は 1 号措置

可能性があります。 

派遣労働者にとって自身の雇用継続を守ることこそが安定です。

に難色を示す派遣先企業の状況を聞き

号措置を希望する、ということは十分に考えられます。こういった背景

を捕捉出来る設問の設定やアンケート

％が新たな派遣先の提供

派遣労働者の調査では

置全体の数字でしょうか。 なぜ派遣元調査の回答は大項目のみなのでしょうか。派遣元

雇用安定措置の希望を仔細に把握していないのでしょうか。

自体が適切に行われておらず、雇用安定措置に一定の効果があ

の見直しが必要と考えます。

雇用は無理と説明された、直接雇用の条件はパートで時

号措置で希望を出した。ちなみに人材派遣協会に加盟している超大手

に「正社員への転換はこの会社では無理」と言われ

さないから契約社員は無理」で、契約社員も「1 年契約で

たので、さよならしました。 

雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

切、仕事の評価はしてもらえません。 

今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる

と説明され無期転換せず契約終了を選択した。 

そもそも派遣先に新卒以外の「正社員」採用枠がほぼ存在しないのが現状。契約社員で

年で切る。 

派遣先に直接雇用を依頼する

１５％、派遣労働者

大きく異なります。本来なら同程度または軽微な差異となるはずです

号措置ですが派遣先の事情を考慮し

 

派遣労働者にとって自身の雇用継続を守ることこそが安定です。

に難色を示す派遣先企業の状況を聞き 1 号措置を希望して

希望する、ということは十分に考えられます。こういった背景

アンケート構成への改善

％が新たな派遣先の提供をする

派遣労働者の調査では 12％です。

なぜ派遣元調査の回答は大項目のみなのでしょうか。派遣元

仔細に把握していないのでしょうか。

が適切に行われておらず、雇用安定措置に一定の効果があ

の見直しが必要と考えます。

雇用は無理と説明された、直接雇用の条件はパートで時

ちなみに人材派遣協会に加盟している超大手

に「正社員への転換はこの会社では無理」と言われました。

年契約で 5

 

雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる
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派遣労働者にとって自身の雇用継続を守ることこそが安定です。
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派遣労働者にとって自身の雇用継続を守ることこそが安定です。直接雇用
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が適切に行われておらず、雇用安定措置に一定の効果があ

雇用は無理と説明された、直接雇用の条件はパートで時

ちなみに人材派遣協会に加盟している超大手

年後に「人事部が許

年を越えて更新しない」とい

雇用安定措置の説明があった際、初めから直接雇用の選択肢はありませんでした。同

じ部署で働き続けるには無期雇用派遣社員になるしかありませんでした。派遣社員は一

今後も派遣先で直接雇用される（正社員、契約社員どちらも）可能性はないと言われた。

年以上働き無期転換できたが、無期転換は、就業先を選択できないけど時給が下がる

そもそも派遣先に新卒以外の「正社員」採用枠がほぼ存在しないのが現状。契約社員で

1 号措

遣かふぇ調査では

ハケン

号措置以外の項目

直接雇用

契約を切られるなら事を荒

希望する、ということは十分に考えられます。こういった背景

号措置と

2 号措

なぜ派遣元調査の回答は大項目のみなのでしょうか。派遣元

が適切に行われておらず、雇用安定措置に一定の効果があ



 

  労政審の議事録に「派遣労働者の雇用安定措置に対する希望や実施状況等が必ずしも

派遣労働者が正社員化を希望していないように思われます。全ての派遣労働者が直接

雇用を求めていないということへの留意が必要であると思っています」とあります。 

 派遣元事業者の調査結果だけを見ると新たな派遣先を希望した人は６７％であり確か

にそう見えますが、派遣労働者調査では 12％です。 

 厚労省が提示した資料は、派遣元事業者・派遣先企業・派遣労働者で調査結果をまとめ

ており、設問ごとの回答結果を比較判断しづらい構成になっています。改善を求めます。 

  「ハケンの声」に『派遣元事業者から派遣先が直接雇用に後ろ向きであると伝えられ 1

号措置を諦めた』という声が多く上がっています。1 号措置申込→拒否→2 号措置申込

といった希望措置の流れを、労使双方が確認、保管、検証できるシステムの構築を求め

ます。 

 また、派遣労働者は自分の管理台帳を見るためには申請が必要です。派遣先の管理台

帳は見ることが出来ません。派遣先、派遣元、派遣労働者、厚労省の４者で 1 つの台帳を

共有するシステムの構築が必須であり、それが不可能ならば間接雇用である派遣という

雇用形態は成り立たないと考えます。 

  「特に希望が無い」は派遣かふぇの調査でもトップでした。委員からの意見にもありまし

たが「特に希望しない」を選択した理由を把握することが急務と考えます。前項で提案し

た共有台帳があれば、雇用安定措置の 4 項目のいずれかを希望するため「特に希望はな

い」という回答は発生しません。予算と人的負担の双方が削減出来、行政改革の面から

も共有システムの構築は合理性が高いと考えます。 

 

  



 

（3） 「実施された」雇用安定措置はどれですか？ 

【派遣元調査】 

「1 号措置を実施した人」が 26% そのうち「直接雇用された」人が 46％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣労働者調査】 

「1 号措置を実施された人」は 22%。そのうち「無期の直接雇用」は 11％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【派遣かふぇ調査】 

「1 号措置を実施された人」が 10％、そのうち「正規雇用」が 6％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2号措置」派遣会社で

無期雇用し派遣のまま

派遣先に

41%

派遣会社から提案が

なく同じ派 遣先で派

遣で働いてる

11%

希望と派遣会社の 提

案が合わず、離職した

11%

「2号措置」無期転換し

て別の派遣先に移った

7%

派遣会社から雇止め

された

8%

「1号措置」派遣先での

直接雇用（無期）正社

員

6%

「1号措置」派遣先での

直接雇用（パートなど

有期）

4%

雇用安定措置とは 関

係ない自己都合で離

職

4%

その他

4%

「2号置」有期派遣のま

ま別の派遣先に移った

2%

「3号措置」無期転換し

て派遣会社の内勤に

なった

2%

「1号措置」派遣先での

直接雇用（無期）でも

非正規

0%



 

 

 設問（１）で

移りたかったのでしょうか

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を

 また、

に対応しているという説明

（4） 

か？

【派遣かふぇ調査】

「待遇変わらずなら直接雇用を希望

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

自己都合扱い。大手派遣会社

  

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

されることぐらいか？例えば、

給取得したい場合、

派遣

が問題だと思う。派遣会社は国内最大手です

  

は変わっていません。

設問（１）で最も回答の多い

移りたかったのでしょうか

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を

また、労政審が行った

に対応しているという説明

 今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

か？  

【派遣かふぇ調査】

待遇変わらずなら直接雇用を希望

 ３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

自己都合扱い。大手派遣会社

 仕方なく派遣元の無期雇用になったけ

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

されることぐらいか？例えば、

給取得したい場合、

派遣契約期間内しか

が問題だと思う。派遣会社は国内最大手です

 プロジェクトごとの移動でプロジェクト通算

は変わっていません。

最も回答の多い

移りたかったのでしょうか。「

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を

労政審が行った人材派遣協会への

に対応しているという説明が

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

【派遣かふぇ調査】 

待遇変わらずなら直接雇用を希望

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

自己都合扱い。大手派遣会社

仕方なく派遣元の無期雇用になったけ

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

されることぐらいか？例えば、

給取得したい場合、1 週間前の

契約期間内しか申請

が問題だと思う。派遣会社は国内最大手です

プロジェクトごとの移動でプロジェクト通算

は変わっていません。  

最も回答の多い「新たな派遣先

「待遇が下がるから直接雇用を選ばず仕方なく

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を

人材派遣協会への

がされたことを受けて

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

待遇変わらずなら直接雇用を希望」が 8

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

自己都合扱い。大手派遣会社 TS。 

仕方なく派遣元の無期雇用になったけ

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

されることぐらいか？例えば、10 月更新日で契約書が処理されないと、

週間前の 9 月

申請できないシステム

が問題だと思う。派遣会社は国内最大手です

プロジェクトごとの移動でプロジェクト通算

 

新たな派遣先」を希望した人は、直接雇用ではなく別の職場に

待遇が下がるから直接雇用を選ばず仕方なく

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を

人材派遣協会へのヒアリングで

を受けて派遣会社名を聞きました。

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

8 割でした。 

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

 

仕方なく派遣元の無期雇用になったけど、未だに

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

月更新日で契約書が処理されないと、

月には申請入力できない

できないシステムです。派遣元システムが有期雇用派遣用なの

が問題だと思う。派遣会社は国内最大手です 

プロジェクトごとの移動でプロジェクト通算 3

を希望した人は、直接雇用ではなく別の職場に

待遇が下がるから直接雇用を選ばず仕方なく

た」人の存在が、この調査で捕捉出来ないため、その部分を補完する

ヒアリングで、協会に加盟

派遣会社名を聞きました。

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

 

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

ど、未だに 3 カ月更新、契約書がこないと先付

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

月更新日で契約書が処理されないと、

には申請入力できない。

です。派遣元システムが有期雇用派遣用なの

3 年を越えることもあります。実感として

を希望した人は、直接雇用ではなく別の職場に

待遇が下がるから直接雇用を選ばず仕方なく 2

補完する設問を追加しました

協会に加盟している派遣会社は適切

派遣会社名を聞きました。 

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

カ月更新、契約書がこないと先付

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

月更新日で契約書が処理されないと、

。無期雇用なのに派遣先との

です。派遣元システムが有期雇用派遣用なの

年を越えることもあります。実感として

を希望した人は、直接雇用ではなく別の職場に

2 号措置を希望し

設問を追加しました。

している派遣会社は適切

 

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

カ月更新、契約書がこないと先付

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

月更新日で契約書が処理されないと、10 月 1 日に有

無期雇用なのに派遣先との

です。派遣元システムが有期雇用派遣用なの

年を越えることもあります。実感として

を希望した人は、直接雇用ではなく別の職場に

号措置を希望し

。 

している派遣会社は適切

今と収入等の待遇が同じなら、どのような雇用安定措置を選びました

３年ルールを知っていました。派遣先と派遣会社が無期雇用派遣を提案。派遣先への

直接雇用は仲介料が高いためしてないとの説明。結局契約満了。派遣会社を辞める時は

カ月更新、契約書がこないと先付

け有給取得できない。無期雇用になって変わったのは住民税特別徴収になり毎月天引き

日に有

無期雇用なのに派遣先との

です。派遣元システムが有期雇用派遣用なの

年を越えることもあります。実感として



 

  派遣先での内部ではなぜか「無期雇用」扱いになっているようです。ちなみに派遣元で

は常用型派遣の扱いになっているはずです。また、派遣先は「派遣社員」というものをあ

まり理解していない方もいらっしゃるようで「同一労働同一賃金」への変更の際も様々な

派遣元が交渉に来ても意味がわからず困惑されている場面もありました。  

 3 年ルールとは関係なく派遣先からは「やれる業務は全てやってほしい」との指示があ

り、業務内容も「事務補助」のはずが私が知っていることが多く、派遣先職員へ逆に教え

るといった逆転現象が起こっています。  

 派遣先からは事あるごとに「次のプロジェクトでもいてほしい」等言ってくださるので

すが、「派遣は経費の一部」としか見ていないようで派遣先人事部としては派遣先の雇用

枠が空かない限り直接雇用する気はないようです。 

  派遣先に直接雇用になる際に、派遣元が高額移籍料を請求します。どうせ 3 年で切る

くせに移籍料を請求する派遣会社、あさましいです。払ってくれる上長のいる部署だけ

契約社員になっています。うちの部署は上がケチなので派遣を入れ替えました。 

  3 年ルールを知らずに 3 年 1 ヶ月で雇い止め。雇い止めの理由が勤怠不良。大手派遣

会社の SS です。 

 大手の SS です（無期雇用になったら時給下がる）。 

 無期雇用派遣は奴隷ですよ。 

  S タッフサービスは無期転換して、1 年以上たってから派遣先変わると 10％時給下が

る。無期派遣の時給が設定されてそこを目掛けてどんどん下げられていく。 

 無期雇用派遣社員は派遣会社にいいように使われるだけ。まして、紹介する仕事がない

場合、2 か月で解雇と言われました。全然無期じゃないのです。その 2 か月間も、お給料

は確か 60％と言っていました。 

  厚労省の資料の派遣社員に対するヒアリングが派遣制度に対して肯定的なものばかり

なのが気になります。一体どの年代のどういった層を対象にしているのか。そもそも雇

用安定化処置というのは、何年同じ事業所で勤務しても有期雇用として安価に使われて

いる労働者を救済するのが 目的だったのでは。 

  ヒアリングすべきなのはそうした、この雇用安定化措置を受けて派遣先で直接雇用を

求めた人間に対して行われるべき。体裁だけつくろって雇用する側である企業側に忖度

している感が否めない。派遣を希望する人間が一定数いるのかもしれないがこの制度は

企業側にとって有利なものとしか私には思えない。 
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【派遣元調査】

「アップ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）希望聴取の項目

1 号措置は無期雇用

せん。また、2

業しているのか判断

 1号措置を諦め

るべきであり

果では、待遇変わらずなら

接雇用が不可

考えられます。

 

 派遣先に直接雇用された場合の賃金の変化

【派遣元調査】 

アップした」が 1

 

希望聴取の項目と同様

号措置は無期雇用でも正規と非正規

2号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

業しているのか判断できません。

号措置を諦め2号措置を希望した

るべきであり雇用安定措置が成功しているとは言えません。

、待遇変わらずなら

不可である旨を伝えられ、仕方なく

考えられます。細やかな調査を求めます。

派遣先に直接雇用された場合の賃金の変化

14％、「変わらず

 

と同様、派遣元

でも正規と非正規

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

できません。詳細が把握出来る調査への

号措置を希望した

雇用安定措置が成功しているとは言えません。

、待遇変わらずなら 1 号措置を希望したという回答が

を伝えられ、仕方なく

細やかな調査を求めます。

派遣先に直接雇用された場合の賃金の変化

変わらず」が 23％、

  

、派遣元調査の回答が大項目のみのため

でも正規と非正規で格差があり、

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

詳細が把握出来る調査への

号措置を希望した人がいるのであれば、

雇用安定措置が成功しているとは言えません。

号措置を希望したという回答が

を伝えられ、仕方なく 2 号措置を希望した

細やかな調査を求めます。 

派遣先に直接雇用された場合の賃金の変化

％、「ダウンした」

調査の回答が大項目のみのため

があり、非正規では雇用の安定とは言えま

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

詳細が把握出来る調査への

人がいるのであれば、

雇用安定措置が成功しているとは言えません。

号措置を希望したという回答が

号措置を希望した

派遣先に直接雇用された場合の賃金の変化 

した」が 2％ 

調査の回答が大項目のみのため比較が出来ません。

非正規では雇用の安定とは言えま

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

詳細が把握出来る調査への改善を強く

人がいるのであれば、1号装置希望でカウントされ

雇用安定措置が成功しているとは言えません。派遣かふぇアンケートの結

号措置を希望したという回答が 8 割でした

号措置を希望したケースが隠れていると

 

比較が出来ません。

非正規では雇用の安定とは言えま

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

強く希望します 

号装置希望でカウントされ

派遣かふぇアンケートの結

でした。派遣先での

ケースが隠れていると

比較が出来ません。 

非正規では雇用の安定とは言えま

号措置の派遣先での雇用が継続したのか、派遣切りされ新しい派遣先で就

 

号装置希望でカウントされ

派遣かふぇアンケートの結

での直

ケースが隠れていると



 

【派遣労働者調査】 

「アップした」が 27％、「変わらず」が 53％、「ダウンした」が 10％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣先調査】 

「アップした」が 58％、「変わらず」が 28％、「ダウンした」が 2.4％でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【派遣かふぇ調査】

「アップした」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

金増減について

〇派遣かふぇ追加の質問

【派遣かふぇ調査】

雇用安定措置で賃金は上がりましたか？

「アップした」

 

 

 

 

 

 

 

 

  

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

  

り契約終了になりました。

【派遣かふぇ調査】

「アップした」、「変わらず

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

金増減について調査結果が無かったので設問を追加しました。

〇派遣かふぇ追加の質問

【派遣かふぇ調査】

雇用安定措置で賃金は上がりましたか？

「アップした」が 34

 仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

 派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

り契約終了になりました。

【派遣かふぇ調査】 

変わらず」、「その他（下がった含む）

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

調査結果が無かったので設問を追加しました。

〇派遣かふぇ追加の質問 

【派遣かふぇ調査】すべて派遣労働者の方に聞きました

雇用安定措置で賃金は上がりましたか？

34％、「変わらず」

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

り契約終了になりました。

その他（下がった含む）

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

調査結果が無かったので設問を追加しました。

すべて派遣労働者の方に聞きました

雇用安定措置で賃金は上がりましたか？

「変わらず」が 48

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

り契約終了になりました。 

その他（下がった含む）」が同率でした

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

調査結果が無かったので設問を追加しました。

すべて派遣労働者の方に聞きました

雇用安定措置で賃金は上がりましたか？ 

48％、「ダウンした」

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

が同率でした

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

調査結果が無かったので設問を追加しました。 

すべて派遣労働者の方に聞きました 

％、「ダウンした」が 17％でした

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

が同率でした 

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

 

％でした。 

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒

今回の調査は直接雇用についてのみで、無期転換や新しい派遣先に移った派遣労働者の賃

仕事上派遣契約の請求書処理をしているのですが、派遣料金が上がっていたのに自分

の時給は変わらず。派遣会社が時給アップ分をそのまま自社の利益にしていました。 

派遣会社が無期転換なのでと派遣先に派遣料金アップを提案したところ、派遣先が怒



 

 

 

  

があるなか

答する人が多く出る

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。

 雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「

示した賃金

ます。

 

（6） 

 

【派遣元調査】

「新規の枠が無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 賃金増減の調査は不要と考えます。

があるなかで

答する人が多く出る

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。

雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「

示した賃金」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

ます。 

 派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

【派遣元調査】 

新規の枠が無い

 

賃金増減の調査は不要と考えます。

で 1 号措置の対象者にアン

答する人が多く出る傾向があるか

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。

雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

い」が 49%、「

 

賃金増減の調査は不要と考えます。

号措置の対象者にアン

傾向があるからです。

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。

雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

「能力不足」が

  

賃金増減の調査は不要と考えます。理由は、待遇が下がるなら

号措置の対象者にアンケートを取

らです。直接雇用では待遇が下がるため

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。

雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

が 39.7％、「わからない、その他」が

待遇が下がるなら

ケートを取れば、賃金アップまたは変わらずと回

直接雇用では待遇が下がるため

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。

賃金がアップしたと結びつけるのは早計と考えます。 

雇用安定措置の実施後の賃金を調査するのではなく「雇用安定措置の際に

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

、「わからない、その他」が

待遇が下がるなら 1 号措置を避ける実態

れば、賃金アップまたは変わらずと回

直接雇用では待遇が下がるため

選択したという派遣労働者からの声が多く上がっています。この結果を見て

雇用安定措置の際に

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」について

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

、「わからない、その他」が

号措置を避ける実態

れば、賃金アップまたは変わらずと回

直接雇用では待遇が下がるため 2 号措置を

この結果を見て直接雇用で

雇用安定措置の際に派遣先が

」、「無期転換の際に派遣元事業者が提示した賃金」についての調査を希望し

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係）

、「わからない、その他」が 24％でした

号措置を避ける実態

れば、賃金アップまたは変わらずと回

号措置を

直接雇用で

派遣先が提

調査を希望し

派遣先での直接雇用を希望したが実施されなかった理由（１号措置関係） 

でした。 



 

【派遣先企業調査】 

「手数料が合わない」が 29.7％、「能力が足りない」が 24％、「条件が合わない」が 22％ 

「該当するものがない」が 33％でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣労働者調査】 

「新規の採用枠が無い」が 29.4％、「能力不足」は 7.1％、「該当するものがない」が 36.5％

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【派遣

「規の採用枠がない

16％でした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「能力が足

  

能力不足が問題ですよね

 

遣に頼らなければ社員は今のパフォーマンスを維持できません。

直接雇用を希望したが実施されなかった理由をど

自身の能力が派遣先の求める能力基準に足りない

希望する労働条件と派遣先提示の労働条件が合

業務が専門的なためその業務で直接雇用を想定

派遣会社と手数料の折り合いが合わず直接雇用

【派遣かふぇ調査】

規の採用枠がない

％でした。 

「能力が足りない」が該当するなら

 派遣社員の能力不足？

能力不足が問題ですよね

 資料の準備、新入社員への業務説明など雑務と括られ派遣に押し付けていますが、派

遣に頼らなければ社員は今のパフォーマンスを維持できません。

直接雇用を希望したが実施されなかった理由をど

自身の能力が派遣先の求める能力基準に足りない

希望する労働条件と派遣先提示の労働条件が合

自身が従事してきた業務が廃止される

業務が専門的なためその業務で直接雇用を想定

派遣会社と手数料の折り合いが合わず直接雇用

調査】 

規の採用枠がない」が 16％、「

りない」が該当するなら

派遣社員の能力不足？
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 雇用安定措置の総括 

  1 号措置が対象者の 13％という結果でした。1 割という結果は非常に低いと感じます

が、派遣元調査だけを見ると 1 号措置の希望が 15％で実施率が 13％であるなら、ほぼ

希望が叶っており一定の効果があるという中間整理は妥当だと考えられます。 

 しかし、雇用安定措置の相談を受けたと回答した派遣労働者が半数であること、1 号措

置希望者が派遣かふぇの調査では45%、派遣労働者の調査結果でも31%であることを

考慮すると、必ずしも効果があったとは言えないのではないでしょうか。 

 さらに希望を出す前に 3 年を超えて同じ派遣先で働けない、派遣先が直接雇用を望ん

でいない等の説明をされた、待遇が下がる等の理由から仕方なく 2 号措置を選択した人

が今回の調査では把握出来ません。 

 また、今回の調査結果は派遣元、派遣先、派遣労働者とそれぞれ資料として独立してお

り、設問も統一されていないため比較検討が非常に難しく、委員が正確に効果を判断出

来ていない可能性があります。  

 その結果、委員から「派遣労働者は直接雇用を望んでいない」という意見が出ており、適

切な検証が行えたとは言えません。 

  自由記述欄を設けていなかったため「その他」が多くでた場合の詳細を聞き取ることが

出来ておらず、実態の正確な把握は難しいと考えます。 

 派遣労働者にとって雇用安定措置と言うのは人生に関わる重要な制度変更であったにも

関わらず、中間整理のなかで雇用安定措置に割かれている割合が少なく、この報告をも

って制度の継続を決めることは早計と考えます。 

 企業の直接雇用拒否に規制がありません。規制が無いこと自体に疑問があります。早急

な見直しが必要と考えます。 

  仕方なく 2 号措置を選択した人は『雇用安定措置の対応済み』と処理され、雇用安定措

置対象外のまま働き続けることになります。無期転換している人から安定とは言えない

無期雇用派遣廃止の声が出ています。実態の把握と対応が急務と考えます。 

  「1 号措置」派遣先での直接雇用（有期）/（無期） とありますが、無期契約社員など正社

員ではない雇用形態があります。政府は「正社員の定義」を定めることを避けていますが、

一般的に正社員とは「昇給・賞与・退職金・研修・福利厚生」等で、現在雇用している正社員

といずれの格差も無い雇用形態を指すと認識します。 

 定義の無いものへの調査や対策は非効率であり早期の定義づけを希望します。  



 

  直接雇用を拒否できる制度設計であるため、年齢が上がっていくと直接雇用につなが

らない人が増え、社会保障費が増加していくと考えます。早急な対応を希望します。 

  分科会で直接雇用の拒否理由が派遣先企業、派遣元事業者、派遣労働者、それぞれ３者

３様であるとの指摘がありました。 

 まず直接雇用の拒否理由を明確に定めることを強く望みます。そして、それを 3 者で共

有できる仕組みの構築も必須です。 

 仮に能力不足とするのであればその具体的な理由の把握は派遣労働者のキャリアアッ

プの面からも必要です。不足しているものを把握せずにコンサルや研修を重ねても効果

が低いと考えます。 

  雇用安定措置の相談がされていないという課題についてですが、「相談」ではなく、しっ

かりと「説明」し、希望を聴取してください。その際、留意事項も含め説明を受けた旨のチ

ェックシートの提出を義務付けるなどの改善を希望します。仕方なく 2 号措置を選択した

人は雇用が安定したとは言えません。1 年毎に継続して希望を聴取する等の改善も併せ

て希望します。 

  雇用安定措置の施行以降、「この案件は３年まで、２年までです」という案件が増えてい

ます。雇用安定措置逃れの期間設定で派遣労働者を入れ替えている可能性があります。

実態の把握と脱法行為を取り締まる手段の構築を希望します。 

 数年後に同じ調査を実施した際に派遣労働者は増えているのに雇用安定措置対象者が

減っているといった歪な事態につながることも十分に考えられます。早急な対応が必要

と考えます。 

  直接雇用率の向上と雇用安定措置逃れ防止点から、派遣契約時及び派遣会社への登録

時に、雇用安定措置の希望の聴取、およびスキルシートと契約書への記載義務を希望しま

す。更新ごとに直接雇用申込に不足しているスキル、必要な研修等を派遣先からヒアリン

グし、直接雇用につなげていく制度設計への変更を希望します。 

 報告書の中で派遣元台帳の記事次項の追加について触れていましたが、派遣労働者が

閲覧しづらいため派遣会社のマイページ等に記載し、いつでも閲覧できるよう義務づけ

を希望します。 

 現状は派遣社員が 3 年ごとにぐるぐると企業を回っている状態です。雇用安定には程遠

く、むしろ逆行しているともいえます。雇用安定措置を作った際にどのような経緯で現行

の制度設計になったのか、雇用安定措置の総括のために経緯の説明、もしくはどの時期

の分科会資料及び国会議事録等の該当資料で把握することが出来るのかの提示を希望

します。 

  


