
 

2. 特定目的行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 特定目的行為をされたことがありますか？ 

 

【派遣労働者調査】 

「特になかった」が 74％、「事前面接」は 17％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【派遣かふぇ調査】

「事前面接

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ともありました。派遣先が選ぶのでなければ、派遣元が一人選んで面接に連れて行くと

思います。派遣会社は

無いので本当かわかりませんが

  

に決まったり。わざわざ電車に乗って出向いたのに落とされた日には腹立つけど。

  

身内に数年前だけど製造系派遣

分毎回面談はしてた

  

職面接より根掘り葉掘り聞かれることもあるくらい。

るし、勝手に作られた資料渡されて「この資料の通り、職歴について話してください」って

言われるし。そんで落ちるし。

  

面接なしだった人なんていません。

 

とか、他にも面談受けて

断りしましたと当たり前にやって

反してもなんのお咎めもなければ、派遣元も派遣先もやりたい放題ですよね。自分たち

のやって

前面接が禁止になって

 職場見学という面接を断った場合、他の人を紹介されるだけです。

【派遣かふぇ調査】
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  100%面接ありですね。選択の余地なく日程調整の連絡がきます。 派遣の担当者から

当日の段取りとして職歴経歴を説明するよう求められます。質問が来たら当然答えねば

なりません。 その後｢他の派遣会社の方に決まった｣と落とされたことももちろんありま

す。企業も誰でもいい訳ではないのは分かりますし何人かいるなら選びたいでしょうが、

派遣の制度がそうじゃないって言ってますもんねぇ。 

 顔合わせに行く段階で私達は既に、派遣会社側の書類選考でふるいにかけられていま

すし。人を選びたいなら紹介予定派遣か直雇用かに。ちなみに私は、顔合わせ後に企業

側が派遣営業に ｢まだ他の派遣何人かと会うから(顔合わせするという意)結果は来週

頭くらいになります｣と言っているのを目の前でやられたこともありますよ 

  派遣先は親会社も含めて新たに派遣を雇う前に複数の派遣元から時間を、ずらし面接

している。対外的には面接じゃないと言うことだから面接と言わないことに社内ではな

っているが実質は面接。派遣元も派遣先も違法なのはわかっているんですよ。なのに、

面談とか、職場体験みたいに言って脱法行為をしてるわけですよ。派遣先は親会社含め、

コンプライアンスは遵守しましょうとやたらと社内ネット研修ある会社ですが、人件費に

なると途端に脱法行為があるんです。 

 長い派遣の私が居るのに、声掛けせず新入社員や中途採用社員を雇い入れていました

から。これも当時の派遣法では違反に当たるハズ。 

 事務系ハケンですが、100%あります。今だと Web 会議システムを使って「職場見学」で

す。派遣会社内で社内選考、そこを通過したら職場見学、その結果、「他社(他の派遣会

社)さんの候補さんで決まりました」と断られることも普通にあります。常識です。名ばか

りで実質は面接なので、派遣先の企業の担当者の顔だけしか見られません。もちろん交

通費も出ません。派遣会社の人は、面接は違法だと分かっていて名前を変えてやってい

ます。 まあ、こちらとしても、全く向こうの連中の顔も見ずに派遣されるかを決断するの

は嫌ですけど。 

 製造業の製造員ならば 17％はありかも？ 派遣が必要になったらお抱えの派遣会社に

「○日までに△名連れてきて」と連絡して、派遣会社は○日にぞろぞろと連れているのを

見ます。 

 この派遣先は派遣製造員を多く集めるためにお抱えの派遣会社が異常に多いです(製

造派遣あるある) 複数に声をかけて人がダブってしまったならば片方をキャンセルなん

てのを頻繁にしています。 商品取引のようです。同じ派遣社員として心が痛いです 

 工場系でも、業界によっては全て事前面接します。 事前面接ではないという体なので、

事前面接は行われていないことになっているだけです。 

 職場見学と言いながら、会社の入口にある応接室で面接。働く場所なんて見せてもらえ

ませんでした。職場見学ですらない、ただ派遣社員を選ぶだけの場です。 



 

 確実な事言えないですが、多分、製造業系の派遣社員も混ざっているかもしれないです

ね…(工場系なら、事前の顔合わせなんて皆無)事務系は 30%くらいらしいですから、そ

んな気がしております… 

 私も 100％ありです 顔合わせや会社見学と言う名の面接ありきです 私はありません

が友達が、即日開始の大量募集で限定短期には、なかったと言っていました。ちなみに

給付金関連です。2 ヶ月限定のはずが延長延長で結局は半年で終了 電話担当は特に、

大量にやめ大量に入ってくる繰り返しだったそうですよ 

 大企業だと過去に同グループ内で勤務実績ある人とか条件出されたりします。その上で

面接。 

 派遣先の他部署（私の場合は他部署でなく部内の他の課でした）で就業している場合で

も「職場見学」がありました。 

  今の派遣先は面談無しですぐに働けてます。 ここ数年、何社か派遣会社を利用して就

労してますが、面談や職場見学が一切無しで働けた派遣会社もあれば、派遣先との面談

が毎回のようにあった会社もありました。面談で落とされた事もありました。 

  私も、今の派遣先は面接ありでした。 派遣元営業の口から「面接」「3 社競合」という言

葉も聞いています。 派遣先は、面接が違法行為だとは知らない様子です。面接では志望

理由や家庭環境なども聞かれました。 

  今の派遣先は普通に振り落としの面談でした。 何個かの派遣会社が来ていて、その中

から選別していました。 その前に受けた所も、私以外と面談していたようで、そこではど

うしてこの職種を選んだ？みたいな質問があり的外れだな、と思いました。 

  今の派遣先は「職場見学」のみでした。あとは契約をするかしないかを派遣会社営業に

聞かれ「了承」したら数日でスタートでした。派遣先が選別することはなかったです。 し

かし、この派遣先以外は複数の派遣会社から候補を連れてきて、都合のよい派遣社員を

選別していることが多かったです 

  今の派遣先、がっつり顔合わせと言う名の面接が行われています。 3 人くらい入れ替

わり立ち代わり面接に来て、その都度条件が増えてく感じ。 企業は事前面接いけないと

知らないし、派遣会社は暗黙でやってる。 

  派遣会社と面談設定や商談もやる派遣です。 派遣会社は面接(あるいは面談という面

接ですけどねー)等と平気で言ってきますよ。 これは面談であり面接ではないですから

なんて言う派遣会社なんて１つも遭遇しませんね( ´-ω-) 

 



 

 派遣なのに志望動機を聞かれたり、「本当はダメなんだけどね」と言いながらスキル

ト片手に質問攻め、派遣会社各社が順番待ちして

  

業界です。今の派遣先も、社員が候補者の方と事前面接をしてお断りするということを

未だに当たり前に行なっています。それがグレー

のではないかと思うほどです。これが現実です

  

も変わらないし、その方がかえって自然な気が

なって、そういう人の待遇はどんどん上がるかもですね。

  

複数回ありました

もさせられたことがあります

  

その時でも面接はあった。

  

次の仕事が紹介されないような圧があるので仕方が

  

案件の紹介があった。担当営業からコンペがありますと

ていないようです。

 産休代替の同僚の場合「面接」がありました、最初に紹介された人とは課長が「気が強そ

うで合わない」とお断りし、次に紹介された素直そうな同僚に決定したそうです

ていますね。

 

 

 

  

態を正確に把握するためには、まずは

やすい業種、職種に絞った集計が必要と考えます。

 事務系派遣

前面接が必要ということは、正規雇用に近い

求められていると考えられます。実態の把握と規制強化を求めます。

 

派遣なのに志望動機を聞かれたり、「本当はダメなんだけどね」と言いながらスキル
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（11） 事前面接は必要ですか？ 

【派遣元調査】 

「禁止すべき」と「禁止すべきではない」が 1/4 ずつと、ほぼ同率でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣かふぇ調査】 

「規制強化の希望」が 83％でした。「規制緩和してほしい」は 7％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【特的目的行為違反の指導件数】

事前面接の違反について指導を行った件数は平均で年
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特定目的行為の禁止については、派遣労働者に対する調査や都道府県労働局における指導

状況からは、派遣先からの事前面接や履歴書送付等が

こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、引き続き必要な指導監督等により、適切な制

度の運用を図っていくことが適当である。

 派遣は通報がきっかけで、派遣先から契約を切られる可能性が高い非常に立場の弱い

働き方です。

を通らない等の不利益が起きても、それが恣意的かどうかを

報をするという行動自体

 以上のことから、相談や通報がないから適切に守られていると言うのは早計で、特に

事務系派遣の事前面接については、踏み込んだ実態調査と罰則等の規制強化が必要と

考えます。 

 

 

  労政審の中間整理
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行われている事例が一部に見られた。

こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、引き続き必要な指導監督等により、適切な制

派遣は通報がきっかけで、派遣先から契約を切られる可能性が高い非常に立場の弱い

契約終了後に派遣会社から案件の紹介をされずエントリーしても社内選考

ても無く、通

以上のことから、相談や通報がないから適切に守られていると言うのは早計で、特に

事務系派遣の事前面接については、踏み込んだ実態調査と罰則等の規制強化が必要と

特定目的行為の禁止については、派遣労働者に対する調査や都道府県労働局における指導

行われている事例が一部に見られた。 

こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、引き続き必要な指導監督等により、適切な制



 

 特定目的行為の総括 

  日雇い派遣や製造業など事前面接の必要がない業務を含めての調査結果で、違法行

為が一部と言う結論を出すのは早計と考えます。雇用期間や職種ごとの調査が必要と考

えます。 

  3 か月更新を繰り返し 1 年を超えるような事務系派遣では、事前面接がかなりの確率

で行われています。中間整理を見る限りでは厚労省が実態を把握出来ていないように見

えます。相談や通報を待つのではなく積極的な実態把握と是正が必要と考えます。 

  派遣労働者が希望して職場を見学し業務内容を聞くことのみが可能であるという法の

趣旨を、派遣先企業及び派遣労働者に周知することが急務と考えます。早急な対応を希

望します。選別のための面接が違法であること、相談窓口があることの周知も必要です。 

  指導数の少なさは、通報による不利益が背景にあると考えます。不利益があってもそ

の行為が恣意的であると客観的に証明することは難しく特定目的行為を受け入れるし

かないのが現状です。企業が自制することも派遣労働者が通報することも出来ない現行

制度は労働者保護が機能しておらず、制度として破綻しています。抜本的な見直しが必

要と考えます。 

 実態の把握にはフリーダイヤルや簡便にアクセスできる WEB 窓口が必要と考えます。需

給調整課は都道府県に 1 か所、平日のみの開庁で利用しづらい現状があります。書類提

出を含め WEB 上で完結することが望ましいと考えます。 

  派遣かふぇの調査やハケンの声にあるように違法行為が横行していますが、指導件数

は非常に少ないです。事業者は罰則規定が無いとルールを守らないということの現れで

はないでしょうか。また、事前面接を日常的に行っている事業者には、人材派遣協会に加

盟し広告を出している大手派遣会社も含まれており、優良派遣業者として認定されてい

ます。 

 認定制度は意味をなしておらず、その予算をWEBから通報が出来、個人を特定されず

に是正につなげるシステムの構築に活用できるよう改善を希望します。 

  分科会の議事録の中でミスマッチが生まれるため緩和の方向派遣での議論が必要とい

う意見がありました。ミスマッチが許されないほど重要な業務への人員配置は直接雇用

が適当であり、さらに現行制度のルールを順守できていない現状でミスマッチを理由に

した規制緩和は認めらないと考えます。 

  



 

3. 個人単位の期間制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣先調査】 

「3 年を超えて派遣を使い続けている企業」は 20％ 

「期間延長手続きを行った企業」が 77％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【派遣先調査】 

「欠員補充が迅速にできるから」が 57％、「一時的な業務量の変動に対処するため」が

38％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 期間制限は必要ですか？ 

 

【派遣先調査】 

「3 年以上派遣を使い続けることに反対した労働組合」は 0.9％。 

「期間制限不要」と考える労働組合が 37％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【派遣元調査】 

「制限不要」が 41％、「 3 年より長くする」が 16％、「現状維持」が 24.3％、「短くする」が

1.4％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣労働者調査】 

「制限不要」は「対象者全体」で 37%、「派遣労働者」では 41％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【派遣かふぇ

「制限不要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣の

ルは要らないと回答したのか。その背景を掘り下げるために設問を追加しました。

〇派遣かふぇ追加の質問

（13

したか？

「3 年ごとに派遣が入れ替わるだけで不安定なままだった

「3 年ルールが出来たことで以前よりも悪くなった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣かふぇ調査】

制限不要」が 62%

派遣のまま使い続けることが出来ないよう法改正したのに、なぜ派遣労働者自身が

ルは要らないと回答したのか。その背景を掘り下げるために設問を追加しました。

〇派遣かふぇ追加の質問

13） 3 年経ったら「希望する人は正社員になれる」という派遣法改正はどうで

したか？ 

年ごとに派遣が入れ替わるだけで不安定なままだった

年ルールが出来たことで以前よりも悪くなった

 

調査】 

62%でした。 

まま使い続けることが出来ないよう法改正したのに、なぜ派遣労働者自身が

ルは要らないと回答したのか。その背景を掘り下げるために設問を追加しました。
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年ルールが出来たことで以前よりも悪くなった
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年経ったら「希望する人は正社員になれる」という派遣法改正はどうで

53％ 

との答えた人が 38％でした。

まま使い続けることが出来ないよう法改正したのに、なぜ派遣労働者自身が 3 年ルー

ルは要らないと回答したのか。その背景を掘り下げるために設問を追加しました。 

年経ったら「希望する人は正社員になれる」という派遣法改正はどうで

でした。 

年ルー

年経ったら「希望する人は正社員になれる」という派遣法改正はどうで
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持って

ってしまう。

時につらくなるから、あまり思い

 

けど、契約終了になるくらいなら派遣のままで良いから働き続けたかった。

  

ちでなければ、足元見られて時給低くされる可能性高いって意味ではたしか

ではあると思う

派遣切りするようなやつを

 登用ありきに見せて

質として派遣会社のお客様は派遣先だし

  

業務にして入れ替えて使い続ける気もするけど。

  

同じ職場で働き続けたかった。同じ職場で、派遣で

の落ち度もないのに、契約終了になりました。きちんと納得のいく説明もないままに、契

約終了になりました。その上、自己都合での退職で、このコロナ禍に失業保険の給付制限

がつきました。有期に戻りたいと言ったら、退縮扱いでした。このような仕事が出来ます

とアピールしても、そんなのは必要とされてないから・・・と言われました。派遣元の無期

雇用制度廃止してほしいです。

  

す。

後

社も

してないです。

 

今いる短期バイトも派遣の方が一緒に働いているのですが、今月で切られてしまうみた

いです

 

 

 

3 年ルールをきっかけに契約終了になった。すごく良い派遣先だったし、仕事にも誇りを

持っていた。次の派遣先では人間関係や指揮命令などで比較してしまい不満ばかりが募

ってしまう。仕事に対しても時給の分だけ働こうと言う感じ。関係性を持つと契約終了の

時につらくなるから、あまり思い

 ボーナスや交通費など格差には気づかないふりをしていた。直接雇用されたら嬉しい

けど、契約終了になるくらいなら派遣のままで良いから働き続けたかった。

 年齢重ねてから

ちでなければ、足元見られて時給低くされる可能性高いって意味ではたしか

ではあると思う

派遣切りするようなやつを

登用ありきに見せて

質として派遣会社のお客様は派遣先だし

 同じ業務で派遣社員入れ替え禁止にしないと無理ゲー。そうしたところでちょっと違う

業務にして入れ替えて使い続ける気もするけど。

 ３年ルールは私にとっては何の意味もありませんでした。派遣社員のままでも良いので、

同じ職場で働き続けたかった。同じ職場で、派遣で

の落ち度もないのに、契約終了になりました。きちんと納得のいく説明もないままに、契

約終了になりました。その上、自己都合での退職で、このコロナ禍に失業保険の給付制限

がつきました。有期に戻りたいと言ったら、退縮扱いでした。このような仕事が出来ます

とアピールしても、そんなのは必要とされてないから・・・と言われました。派遣元の無期

雇用制度廃止してほしいです。

 3 年 2 ヶ月

す。 その当時は会社も売上が下がっていましたし、社員登用もありません

後 1 年、別の部署で働きましたが

社も 1 年で契約終了でしたし、なかなか正社員も見つからず、今就活中です。何にも安定

してないです。

 私の場合は派遣の営業から社員登用のことを言われていました。最後、喧嘩しましたよ。

今いる短期バイトも派遣の方が一緒に働いているのですが、今月で切られてしまうみた

いです。使い捨てですよね。今の日本がおかしい気がします。派遣ばかりだし。
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の落ち度もないのに、契約終了になりました。きちんと納得のいく説明もないままに、契
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がつきました。有期に戻りたいと言ったら、退縮扱いでした。このような仕事が出来ます

とアピールしても、そんなのは必要とされてないから・・・と言われました。派遣元の無期

雇用制度廃止してほしいです。
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派遣元事業主における教育訓練の実施体制は整備されていると見られる一方で、派遣労

働者の実際の受講状況は低い水準に止まっている。また、キャリアコンサルティングを受け

た派遣労働者は少ないが、受けた場合は効果を感じられたとの意見が多く見られた。

こうした状況を踏まえ、派遣労働者が自身の希望に沿ったキャリアパスを歩むことができ

るよう、キャリア形成支援の充実を

である。

①派遣元事業主が実施する教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティング

の内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付ける。

②厚生労働省において、派遣労働者のキャリアアップにつながるような教育訓練やキャリ

アコンサルティングの好事例を調査収集し、派遣元事業主等に周知する。
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働者の実際の受講状況は低い水準に止まっている。また、キャリアコンサルティングを受け

 

こうした状況を踏まえ、派遣労働者が自身の希望に沿ったキャリアパスを歩むことができ

図ることが重要であり、以下の措置を講じることが適当

派遣元事業主が実施する教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティング

厚生労働省において、派遣労働者のキャリアアップにつながるような教育訓練やキャリ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 期間制限についての総括 

 

  派遣労働者が期間制限不要を選択しているのは、単純に派遣のまま働き続けたいから

ではなく、期間制限のせいでさらに雇用が不安定になった背景が隠れていると考えます。

雇用安定措置で 2 号措置を選択した背景が見えないことを指摘しましたが、期間制限の

調査でも期間制限が不要な理由について細やかな調査を希望します。 

  期間延長の理由について欠員補充や業務量の変動への対応等、企業の利己的な意見

が目立ちます。常用代替と言えるケースも多く見られます。派遣のまま働きたい人が一

定数いることは理解しますが、自由な時間で働きたい人はパートタイムで対応出来ます。

恒常的に存在する業務は 3 年後に例外なく直接雇用とし、派遣利用は産休育休代替に

限定する等、抜本的な見直しが必要と考えます。 

  キャリアコンサルや研修は厚生労働省に一元化し、派遣会社に規模による格差が生じ

ないような制度への移行を希望します。 

 

 

  

事業所単位の期間制限については、現行制度を維持しつつ、制度周知や指導監督の徹底

により、適切な制度の運用を図っていくことが適当である。 

個人単位の期間制限については、派遣労働者自身に「期間制限は不要」や「職場が変わる

ことでキャリア形成にマイナスの影響がある」との意見が見られた。また、労使からも以下

の意見があった。 

①労働者代表委員からは、有期雇用派遣労働者に関する個人単位の期間制限について

は、期間制限を延長するのではなく、制度の内容及び趣旨を周知するとともに、教育訓練

によるキャリアアップの仕組みを示し、雇用安定措置と合わせて直接雇用に繋げていくべ

きとの意見があった。 

②使用者代表委員からは、派遣労働者の意見として、個人単位の期間制限がキャリア形成

にマイナスの影響があるとの意見があったことに留意し、将来的には見直しの検討が必要

ではないかとの意見があった。 

当面、現行制度を維持することが適当であるが、常用代替防止という制度趣旨を踏まえつ

つ、これらの意見も踏まえ、必要な情報の収集を図りながら、今後改めて制度の在り方に

ついて検討することが適当である。 



 

4. マージン率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣先調査】 

マージン率の水準を重視するは 6.2％ マージン率開示を重視するは 3.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【派遣労働者調査】

「マージン率を重視」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇派遣かふぇ追加の質問

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました
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すか？

【派遣かふぇ調査】

「知りたい

 

 

 

 

 

 

 

 

【派遣労働者調査】

「マージン率を重視」

〇派遣かふぇ追加の質問

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました

15） 今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

すか？ 

【派遣かふぇ調査】

知りたい」が 86

【派遣労働者調査】 

「マージン率を重視」は長期派遣労働者では

〇派遣かふぇ追加の質問 

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

【派遣かふぇ調査】 

86％でした。 

長期派遣労働者では

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

 

長期派遣労働者では 3.7％、日雇い

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

日雇い派遣労働者で

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

派遣労働者では 1.5

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

率についてどう考えているのかを確認するための設問を追加しました 

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

1.5％でした

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで

でした 

マージン率を重視している人が少ないのは、平均マージン率だからと考えます。個別マージン

今の平均マージン率ではなく、個人ごとの個別マージン率を知りたいで



 

（16

【派遣かふぇ調査】

「個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無期転換して

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

働者

 経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

ン

 マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。

 1

100

 マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

は一切還元されませんでした。

 S

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

 派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。

 同僚の派遣会社が

減らすときに

16） 現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

【派遣かふぇ調査】

個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け

 

無期転換して

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

働者 → 派遣会社

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

ンを計算したら、公表平均マージンより高かったです。

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。

1 年半後にパフォーマンス手当と

100 円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

は一切還元されませんでした。

S サービスは

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。

同僚の派遣会社が

減らすときに

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

【派遣かふぇ調査】 

個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け

無期転換していますが・・。マージン取られていますが、

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

派遣会社 へ 

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

計算したら、公表平均マージンより高かったです。

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。

年半後にパフォーマンス手当と

円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

は一切還元されませんでした。

サービスは私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。

同僚の派遣会社が 4 割を超えるマ

減らすときに真っ先に契約終了

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け

ますが・・。マージン取られていますが、

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

 逆評価がしたいですよ

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

計算したら、公表平均マージンより高かったです。

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。

年半後にパフォーマンス手当と言われて

円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

は一切還元されませんでした。 

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。

割を超えるマージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を

真っ先に契約終了されてしまい

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け

ますが・・。マージン取られていますが、

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

逆評価がしたいですよ 

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

計算したら、公表平均マージンより高かったです。

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。

言われて 50

円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。

ージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を

されてしまい可哀想でした。

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

個別マージン率も平均マージン率も公開を義務付け」が 57％、

ますが・・。マージン取られていますが、同じ派遣会社からの無期派遣の

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

 

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

計算したら、公表平均マージンより高かったです。 

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

してほしいし、マージン率の上限も設けてほしい。 

50 円上がったけど、派遣先の支払う金額は

円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ます。私は派遣料金を知らないので困惑しています。 

ージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を

可哀想でした。

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？

、「公開不要」

同じ派遣会社からの無期派遣の

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

円上がったけど、派遣先の支払う金額は

円値上がりして居ました。値上げしたら半分持っていった 

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

労働同一賃金のための値上げの時には還元はなかったです。 

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を

可哀想でした。 

現在義務付けられているマージン率についてどう思いますか？ 

」が 27.3％でし

同じ派遣会社からの無期派遣の

方と話すとかなりの確率で派遣会社の担当者レベルが低いことがわかりました。派遣労

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

円上がったけど、派遣先の支払う金額は

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を

％でし

同じ派遣会社からの無期派遣の

派遣労

経理関係の派遣は、各派遣会社への支払い書類を見る機会がありますね。自分のマージ

マージン率は公開というより、契約書（派遣元ー派遣先、派遣元ー派遣社員）に必ず明記

円上がったけど、派遣先の支払う金額は

マージン率・・・派遣元から派遣先に時給の値上げ依頼があったようでしたが、スタッフに

私が派遣先に交渉して時給アップされたのに３割持って行きました。同一

派遣先は私の時給を知りません。高い派遣料金を払っているのにと言われたことがあり

ージンで派遣料金が高かったので、コロナ禍で派遣を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  労政審の中間整理 

 

 

 

 

 

 

 

 マージン率の総括 

 派遣かふぇの調査では個別マージン率を知りたい人が 8 割を超えました。派遣労働者が

マージン率を重視していないのは、平均マージン率の公開では意味が無いと判断してい

ると考えられます。派遣労働者が個別マージン率の公開を望んでいるかどうかの調査を

希望します。 

 個人マージン率を派遣契約書に記載し、派遣先、派遣元、派遣労働者での共有できるよ

う義務化を希望します。 

 

 

 

 派遣元事業主による事業運営に関する情報の関係者への提供については、マージン

率のインターネットでの情報提供の実施率は向上しているものの約２割に止まってい

る。一方、派遣労働者や派遣先が派遣会社を選択する上では、マージン率よりも、賃金

や派遣料金の水準、業務の内容等が重視されている。 


