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Ⅰ 序論 

 

筆者は今年の 4 月から人材会社で派遣業界に携わる予定である。最近より厳しくコンプ

ライアンスが求められるようになってきた派遣業界では、業務に法律等が深くかかわって

おり、さまざまな知識が必要とされる。よって今回派遣業界をテーマにした卒業論文を作

成することを機に派遣業界についてより多くの知識を得て、自分なりの考えを持つことに

よって 4 月からの業務に少しでも役立てたいと思う。 
 
私が考えるに、 

→ 派遣労働者が増加したと考えられる 2 大要因 
① 不景気 
景気の調整役として雇用期間の融通が利く派遣社員が活躍 
② 規制緩和（特に製造業務派遣解禁によっての増加が目だつ） 
ただし、派遣業界は少し前までは基本的にコンプライアンスという概念が希薄で違法な派

遣も数多く行われてきた 
 
→ 今後 
① 再び訪れた不景気 
一度は不況から脱したと思われた世界経済が、アメリカのサブプライム問題により急激に

後退した。 
② 規制強化 
グッドウィルのように違法な労働者派遣が行われていたり、ネット難民などの低所得な派

遣社員が問題になり、今後改正される労働者派遣法は日雇い派遣や製造派遣が原則禁止に

なるとも言われている。 
 
この不景気や規制強化によって日雇い派遣や製造派遣が今まで市場の多くを占めていた

派遣業界は大きな変革を迫られるであろう。業界の規模が小さくなってしまう可能性も大

いにありうる。しかし、この変革は正社員との大きな格差が問題になっている派遣社員に

とってより良い労働環境を整えられるきっかけになる可能性もある。 
筆者はその可能性をこの卒業論文で探っていきたいと思う。 
 
よって筆者は「派遣業界は規制強化されるべきである」という仮説を検証しようと思う。 
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Ⅱ 本論 

派遣業界の歴史を見てみると、今まで何度かにわたって規制緩和が行われてきたことがわか

る。そして図１を見るとその度に派遣社員の数が増加していることも分かる。 

 
『日本の派遣の歴史』 
1966年 日本初の派遣会社（マンパワー・ジャパン）誕生 
1986年 労働者派遣法施行（適用対象業務 13 業務） 
1996 年  適用対象業務 26 業務に拡大 
1999年 派遣職種原則自由化 
2000年 紹介予定派遣解禁 
2004年 期間規制緩和（派遣可能期間が 1 年から 3 年へ） 

製造派遣解禁 
 

（図１） 
 
（フジスタッフ  http://www.fujistaff.co.jp/client/service/t_staffing/data.html） 
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ではこの流れの中で派遣業界はどのような変化を遂げてきたのであろうか？現在の派遣

業界の状況について収入、教育訓練、福利厚生、仕事内容と大きく 4 つに分けて調べてみ

た。 
 
 
１ 収入 
 
（１）現状 
図２、３のグラフは派遣社員の平均収入の推移である。平均年収、平均時給ともに年々

低下しつつあることが分かる。 
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（図２） 
 

派遣社員平均時給
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（図３） 
（派遣労働ネットワーク「派遣スタッフアンケート」     http://haken-net.or.jp/） 
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ちなみに派遣社員にボーナスが出ることは滅多にないので、時給低下が収入の低下にす

ぐに直結してしまう。また交通費支給がないことも多い。 
 
（２）問題点 
もともと正社員と比べて収入が低い派遣社員の更なる収入の低下 
 
（３）問題が引き起こされた原因として考えられること 
①日雇い派遣労働者が増加して収入が不安定になった 

 
（ 図 ４ ）

（厚生労働省労働者派遣事業の平成１７年度事業報告の集計結果 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1226-3.html） 

 
・一般労働者派遣事業：予め労働者を登録しておき、相手から求めが合った場合に、登録

労働者の中から求めに応じた労働者を雇い入れ、その労働者を派遣する登録型の労働者派

遣 
・特定労働者派遣事業：労働者派遣の対象となる労働者が常時雇用される労働者のみであ

る労働者派遣                （TAC 社会保険労務士講座テキストより） 
 
「日雇い派遣労働者の実態に関する調査」（厚生労働省発表） 
登録数 500 万人弱となる調査対象会社 10 社合計だけでも、一日あたりの派遣労働者数は約

6 万 5 千人、その約 8 割が 1 日単位の雇用契約で働いている 
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図４を見ると、図中の①～③にあたる一般派遣労働者や登録者数が増加傾向なのに対し

て図中の④にあたる特定派遣労働者はほぼ横ばいである。一般派遣労働者の中でも中・長

期で働く「常用雇用労働者数」より、短期・日雇いで働く「常用雇用以外の労働者数」の

方が上回って推移している。このことから一般派遣労働事業のうちの特に短期、日雇い派

遣労働者が増加していることわかる。 
ちなみに日雇い派遣労働者の労働形態は、前日に携帯メールや電話などで仕事の有無を

確認するものであり、雇用が非常に不安定である。私も日雇いの派遣会社に登録している

が前日に電話して「仕事がない」と言われることがしばしばある。もちろん携帯料金はこ

ちら持ちである。 
また、日雇い派遣は普通の派遣よりもたいていの場合時給が安い。以前グッドウィルに

登録して働いていたこともあるが時給 700 円台がほとんどであり、他の派遣会社に比べて

大変低い時給であった。 
 
②派遣労働者の仕事が専門的でなくなった 
労働者派遣法が制定された当初派遣可能な業務は専門的な 13業務しか認められていなか

ったのに対して、現在はほとんどの業務で派遣が認められている。（詳しくは後述の２８、

２９ページに記載）そのせいもあり、派遣労働者に任せられる仕事内容が単純作業化して

きたのではないだろうか？ 
 さらに①でも言っているように日雇い労働者の増加によって、派遣先は一日限りの雇用

ということで複雑な作業ではなく、作業説明が簡単で誰にでもできる仕事を派遣社員に任

せるようになった。作業内容が単純であればあるほどもちろん支払われる報酬は低くなる

であろう。 
 
③規制緩和によって派遣元企業が増加し、価格競争が起こっている 

（図５） 

 6



 
                                     （図６） 
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         （平成１３～１８年度厚生労働省労働者派遣事業事業報告の集計結果） 
 
図５の一般派遣事業の部分を見ると、市場全体の売上高（図中折り線グラフ「売上高（一

般）」）は増加している一方なのに対して、一事業所あたりの売上高（図中棒グラフ「１事

業所当たり売上高（一般）」）は減少傾向にあることがわかる。 
→・派遣会社の増加により、価格競争が起こり派遣料金の値下がりにつながった 
図２、３でもみたように派遣社員の収入は減りつつある 
→・規模の小さい会社が増加してきた 
図６からも分かるように派遣事業者数は一般派遣事業者数の増加によって増加しているが、

図７を見ると事業規模が大きい会社が少ないことが分かる。労働者派遣法の改正等によっ

て派遣可能業務が広がったり、派遣可能期間が長くなったことにより事業内容が広がり、
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新規参入が進んだということであろう。小規模な事業が大企業と競争するためには派遣料

金を下げるのが一番簡単な方法だ。よって派遣労働者に支払われる給与も少なくなったの

ではないかと考えられる。 
         

（４）解決策 
①日雇い派遣労働者が増加して収入が不安定になった 
→・日雇い労働者に対する雇用保険を充実させる（日雇い雇用保険に関しては２３、２４

ページに記載） 
→・日雇い労働者をなくす、または減らす 
この場合現在日雇い派遣労働者として働いている人に対して職業斡旋など雇用を保証する

ような政策が必要 
 
②派遣労働者の仕事が専門的でなくなった 
→・派遣が可能な業務の縮小 
しかしこの場合派遣業界市場が縮小し、今まで派遣社員として働いていた人たちの仕事が

なくなってしまう可能性があるのであまり望ましくない方法である。現在景気の影響を受

けやすいために製造業に対する派遣の取りやめも議論されているが、製造派遣が禁止にな

れば職にあぶれる人が大勢いる 
→・専門的な仕事も出来るように教育訓練の充実 
 
③規制緩和によって派遣元企業が増加し、価格競争が起こっている 
→・吸収合併等により派遣業界をコンパクト化する 
→・新規参入の条件をもっと厳しくする 
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２ 教育訓練 
 
（１）現状 
《派遣社員の実情（アンケート結果より）》 
教育訓練に対しては大手を中心に充実しつつあるようなイメージがある。では実際のと

ころはどうなのであろうか？図８～１３のデータは日本人材派遣協会で行われたアンケー

トによる集計結果である。 
 
（派遣スタッフ web アンケート   ～一万人調査～ 

社団法人日本人材派遣協会 http://www.jassa.jp） 
 

※この社団法人日本人材派遣協会の web アンケートは派遣社員の一部の声であるが、アン

ケートの回答が一万と多いために、この本稿では一般的な現状に近いと考えるとする。 
 

派遣会社で研修教育訓練を受けたこと
があるか？

受けたことが
ある

受けたことが
ない

（図８） 
 

教育訓練はいつごろ行われたか？
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派遣就業前
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派遣就業後

0

（図９） 
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教育訓練の期間はどのくらいか？

数時間

一日

数日

１週間

２週間程度

１ヶ月程度

（図１０） 
 

教育訓練の内容は？
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ビジネスマナー
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（
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0

（図１１） 

能力開発、教育訓練に関する満足度

満足

まあ満足

どちらでもない

やや不満

不満

（図１２） 
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（図１３） 

（「学習活動の促進に関する実態調査」回収数 1210 
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/002/siryou/06031707/003.pdf） 
 

派遣元による教育訓練受講率
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（図１４） 

 
《労働者派遣法等》 
※以下の条文は教育訓練に触れてある部分だけを抜粋したものである 
【派遣元事業主の講ずべき措置】 
「派遣元事業主は、派遣労働者について、各人の希望及び能力に応じた教育訓練の機会の

確保を図るために必要な措置を講ずることにより、派遣労働者の福祉の増進に努めなけれ

ばなりません」（労働者派遣法第 30 条） 
「派遣元事業主は、労働者派遣に関わる業務を円滑に遂行する上で教育訓練の実施等、必

要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等との均衡に配

慮して必要な措置を講ずるように努めること」（派遣元事業主が講ずべき措置に関する指

針） 
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【派遣先事業主が講ずべき措置】 
「派遣先は、派遣就業が適切に行われるようにするため、必要に応じた教育訓練にかかる

便宜を図るように努めなければなりません」（労働者派遣法第 40 条第 2 項） 
「派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働

者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に関

わる便宜を努めるよう努めなければならない」（派遣先が講ずべき措置に関する指針） 
（参考：『最新労働者派遣法 Q＆A』中野麻美・浜野彰著／旬報社発行） 

 
 
（２）問題点 
①図８を見てみると教育訓練を受けている派遣労働者は全体の４分の１しかなく、大多数

が研修等を受けるだろう正社員に比べて教育訓練の機会がだいぶ少ない。 
 
②図１０を見てみると教育訓練期間が数時間と一日が５割以上を占めており、しっかりと

した教育を行うには不十分である。 
 
③専門的な知識や経験が得られる教育訓練を行っていない 
→図１１を見てみるとOA研修やビジネスマナーが教育訓練の主な内容である。いろんな会

社を渡り歩く派遣社員にとってどこに行っても必要となる一般的な教育訓練内容であるの

で、内容として適切であるとは思うが、残念に思うのが専門的な知識が得られる研修を受

けられる機会がない事だ。派遣社員の給料は仕事内容が専門的であればあるほど高くなる。

その専門的知識を得るための機会を得るためには自ら費用と時間を投資しなければならな

い。しかし、お金も時間もない派遣労働者にとっては難しいことである。「契約・派遣社員

アンケート結果」（http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/34771/keiyaku.pdf）では教育訓練の

場として事務職全体では勤務先で 64％、派遣会社で 37％、技術・専門職では個人で 55％、

勤務先で 50％と技術・専門職の教育訓練が個人にゆだねられていることが分かる。 
 
④製造派遣や日雇い派遣などに対する教育訓練が行われていない 
→・図１１では製造派遣に関する教育訓練が行われていないことがわかる 
派遣労働が製造業にも適用されるようになり、全労働者の労災発生件数は横這いだという

のに、派遣労働者の労災は解禁前に比べて９倍に増えたという。製造派遣にも特に安全衛

生に対するしっかりとした教育訓練は必要である。 

→・日雇い派遣労働者に対する教育訓練を行っている派遣会社も滅多にない 

厚生労働省が発表した【日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先

が講ずべき措置に関する指針案等】によると「派遣元事業主は、職務の遂行のための教育訓

練を派遣就業前に実施する」「派遣元事業主は、職務を効率的に遂行するための教育訓練
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を実施するよう努める」とあるが、日雇派遣の職種は多種多様であり、派遣元がそのすべ

てについて教育訓練を行うことは事実上不可能である。 

 
⑤教育訓練に対する満足度が低い 
→図１２を見てみると派遣社員の教育訓練の満足度に対して満足とまあ満足を足した割合

よりも、不満とやや不満を足した割合の方が大きいことが分かる。つまり、内容に対して

やや不満を持っていることが分かる。 
 
⑥派遣社員の教育訓練に対するモチベーションが低い 
→図１３を見てみると正社員や自営業者に比べて非正規社員の学習実施状況はよくないこ

とが分かる。非正規社員の中にはアルバイト等も含むので、派遣社員のみの学習意欲につ

いてははっきりとは言えないが、同じく日本人材派遣協会が行ったアンケート（複数回答

可能）によると派遣社員を選んだ理由として「スキルアップになるため」を選んだ人は 21.8
パーセントと低く、全体としてスキルアップを望む派遣社員はそこまで多くはないことが

伺える。それは図１４の派遣元による教育訓練受講率が決して高くはないことからも言え

る。その一方で図１２のように教育訓練に不満を持つ派遣社員の人も多いので教育訓練に

対して熱意を持っている人とそうでない人の二極化が出来ているのかもしれない。 
 
 
（３）問題が引き起こされた原因として考えられること                        

①②教育訓練の機会が少なく教育訓練期間が短い 
→・教育訓練を行った派遣元に対して明確なインセンティブがない。 
教育訓練を積極的に行う企業には国から補助金が出たり、派遣先からの補助があるという、

派遣元が明らかに教育訓練を行うことにより得られる利点がない 
→・法律等で派遣先や派遣元においての教育訓練を義務付けていない 

１１、１２ページの労働者派遣法等を見ると、すべて努力規定であり派遣先にも派遣元に

も教育訓練を義務付けていない。また、図１５のアンケートによると「専門性への期待」

が高い割合を占めていることから、派遣先は専門的知識を持った即戦力を求めているし、

費用も時間もかかる教育訓練を臨時的に雇用調整として雇用している派遣社員に対してか

けたくないのだと思われる。 
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                                  （図１５）          

 

契約・派遣社員の採用理由

0 10 20 30 40 50 6

人材不足

専門性への期待

コスト面でのメリット

採用条件が指定できる

経営リスク回避

（％） 0

（経営者アンケート結果の概要http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/34771/keieigaiyo.pdf） 
 
③専門的な内容の教育訓練がない、 
→大手派遣会社が実施している教育訓練の内容を見ると事務派遣に関する OA 研修、ビジ

ネスマナー研修等はしっかり実施されているが、専門的な教育訓練に対する補助が少ない。 
 
参考大手の教育訓練の内容 『アデコ』 
・アデコキャリアアップスクール 
ビジネスマナーやビジネス文書作成～英語・簿記・パソコン操作などレベルに合わせた幅

広いカリキュラムが充実。全国 20 箇所 
・提携スクール 
・キャリアカウンセリング 
スタッフのキャリアプランづくりのサポートを目的に、CDA 有資格者によるキャリアカウ

ンセリングを導入 
・e-ラーニング 
・留学、海外インターンシップ 
 
④製造・日雇い派遣に対する教育訓練が行われていない 
→製造派遣や日雇い派遣は単純作業が多いので特に教育訓練を受けなくても作業が可能で

ある。作業に危険が伴わない限り作業が単純すぎて、教育訓練が無意味な場合も多い。 
 
⑤教育訓練に対する満足度が低い 
→大手派遣会社では教育訓練が充実しているが、小さい派遣会社や日雇いの派遣会社では

教育訓練を行っていない、または充分に行ってこなかった。教育訓練は費用が多くかかる

だけではなく、ノウハウも必要なのでなかなか簡単には実施することが出来ないためであ

る。 
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⑥派遣社員の教育訓練に対するモチベーションが低い 
→教育訓練をやって長期的な利益を取るのではなく、その日暮らしをするのも大変な派遣

社員だと、毎日単純労働に明け暮れて少ない給料をもらうという短期の利益をとらざるを

得ない。表１の「なぜ教育訓練を実施しないのか」という派遣元に対するアンケートを見

てもを見ても「労働者が受講を希望しない」が 20.7％、「教育訓練を受けてもやめてしまう

人がいる」が 27.8％となっている。 
 
「なぜ教育訓練を実施しないのか（派遣元に対するアンケート）」 
自社に教

育訓練に

関わるノ

ウハウが

ない 

実施すべ

き教育訓

練の内容

の把握が

難しい 

業務の都

合で実施

できない 

コストが

かかりす

ぎる 

労働者が

受講を希

望しない

予定した

教育訓練

の効果が

得られに

くい 

教育訓練

を受けて

やめてし

まう人が

いる 

教育訓練

による技

術向上の

評価のノ

ウハウが

ない 
１１．８ ２０．４ ４４．４ ２６．７ ２０．７ １１．２ ２７．８ １１．５

                                     （表１） 
（厚生労働省「労働力需給制度についてのアンケート調査」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01/index.html） 
 
（４）解決策 
①②教育訓練の機会が少なく教育訓練期間が少ない 
→厚生労働省の施策「派遣労働者などに係る能力開発・能力評価・キャリア形成のための

モデル作りと普及啓発」 
派遣労働者等について能力評価・能力開発のための望ましいモデルや キャリア形成支援計

画を策定しその普及啓発を図るために平成２０年度６，４００万円の予算が組まれる 
 
③専門的な内容の教育訓練がない 
→『ヒューマンリソシア』（人材派遣会社） 
資格学校であるヒューマンアカデミーのグループ会社で資格学校と派遣会社の提携がしっ

かりしている。またヒューマンアカデミーはコース内容が充実しており、さまざまな資格

やスキルを身につけることが出来る 
・指定講座を受講すると毎月資格手当が支給（毎月 10000 円支給） 
・ヒューマンリソシアにご登録していると、グループ企業であるヒューマンアカデミーへ

の入学金を免除 

・ヒューマンリソシアで就労中だとヒューマンアカデミーの講座受講料を 20％OF 
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④製造・日雇い派遣に対する教育訓練が行われていない 
→厚生労働省施策「日雇い派遣指針」 
派遣元に労働者派遣の実績、派遣料金、派遣労働者の賃金に加え、教育訓練等の事業運営 
に関するもの等の情報開示を求める。またこれらの情報は①ホームページに掲載する②説

明用の文書を用意する等の方法で、できるだけ詳細な情報を公開することが望ましいとさ

れている。よってどんな教育を行なってくれるのか、派遣実績はどの程度あるのか等派遣

会社の実力が公開され派遣スタッフが登録する派遣会社を選ぶ判断基準となる。 
 
⑤派遣社員の教育訓練に対する満足度が低い 
→・吸収合併等により派遣業界をコンパクト化する 
→・新規参入の際に教育訓練に対する実施要綱を盛り込むことを義務付ける 
 
⑥派遣社員の教育訓練に対するモチベーションが低い 
→『パソナ』（大手人材派遣会社） 
教育訓練を受けにくい環境にいる日雇い派遣社員に対して、教育訓練を受けやすい環境を

提供 

・「日雇い派遣」で働く人の支援相談窓口を開く 

相談窓口は、日雇い派遣をやめてパソナへの派遣登録を希望する人が対象。現在ある派遣

社員向けのコールセンターを活用し、働き方や生活設計について専門的に助言する体制を

整える。電話のほかメールによる相談も受け付けたい考え。 

・必要な訓練を受けられる機会をもうける 

意欲のある人をパソナの就業支援プログラム「仕事大学校」に受け入れる。実践的な教育・

研修のあと実際に派遣で就業し、希望する仕事のスキルの習得をめざす。当初２カ月間は

費用がかかるため、昼間にアルバイトをしながら研修が受けられるよう、夜間も仕事大学

校を開くことを検討する。 

・低金利で無担保の融資を受けられる制度も作る予定 

低利の無担保ローンは資格取得を後押ししたり、生活資金を援助したりするのが目的。パ

ソナは今春、りそな銀行と組んで女性の派遣社員向けの専用ローンを開発した。こうした

ローンを拡充し、早ければ今秋にも実施したい考え。 

（朝日新聞  http://www.asahi.com/business/update/0831/TKY200808310136.html） 
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日雇い派遣社員の人は自ら望んで、その仕事に就いている場合も多いが、ほとんどの人

が仕事が不安定で常に不安がつきまとうじぶんの立場に危機感を持っている。別の仕事に

就こうにもスキルや経験がないので、雇ってもらえずに今の仕事に仕方なく就いている人

もいる。仕事は単純作業なので、仕事上でスキルや経験を積むことは難しいし、教育訓練

を受けようにも派遣先や派遣元では教育訓練を行っていないし、収入が低いので自分で費

用を出す余裕もない。また、その収入の低さのために休みなく働かなければ生活していけ

ない。そんな日雇い派遣労働者の人々に自らの立場を脱して安定した職に就く機会をいつ 
でも与えられるような場を作る必要があると思う。 
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３、福利厚生 

（１）現状 

 
自分から仕事を取ったら何も残らない 1.9（%）

仕事はお金を稼ぐ手段に過ぎない 32.8

同じ会社や職場で長く働きたい 42.8

専門的なスキルが発揮できる仕事がしたい 29.7

社会的に高く評価される仕事や役職に就きたい 11.6

家庭生活の都合より仕事の都合を優先させたい 2.5

家庭の状況や年齢に合わせて働き方を選びたい 64.1

上記の中に当てはまるものはない 4

 

 

 

 

 

 

 

（表２） 

（「派遣スタッフの働き方と意識に関するアンケート」／東京大学社会科学研究所人材ビ

ジネス研究寄付研究部門    http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/haken0606.pdf） 

 

このアンケートで「家庭生活の都合より仕事の都合を優先させたい」が2.5パーセントで大

変低く、「家庭の状況や年齢に合わせて働き方を選びたい」が64.1パーセントと高くなってい

ることから、派遣社員は仕事とプライベートの両立を図ることを重視している事が分かる。

他のアンケート結果も参考にしたが同様の傾向があった。よって派遣社員にとっては福利

厚生が充実していることが派遣会社選びの大きなポイントになっていることが予想される。 

 

福利厚生は各種保険の加入と、その他施設利用等のサービスの二つに大きく分けられる。 

 

【１】労働保険社会保険の加入について 

《平成１６年改正労働者派遣法》 

① 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、その具体的

な理由（例：所定労働時間が１週○時間であるため等）について、派遣先及び派遣労働者

に通知しなければなりません。 

派遣先への各種保険加入状況通知状況

必ず通知し、変
更があった場合
伝えている
通知するが、変
更があっても修
正しない
あまり通知しな
い

通知しない

不明

（図１６） 
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② 派遣先は、派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合には、派遣労働者を労

働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めなければなりません。 

 

「派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合における派遣労働者を労働・社会

保険に加入させてからの派遣の要請の義務」 

はい

いいえ

不明

（図１７） 

（厚生労働省「労働力需給制度についてのアンケート調査」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01/index.html） 

 

《労働、社会保険の加入用件》   

「雇用保険」 

①１年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること 

②１週間の所定労働時間が20時間以上であること 

「健康保険、厚生年金保険」 

①原則２か月を超える雇用期間であること 

（日々契約の方で１か月を超え同一事業所に引き続き雇用される場合や、２か月以内の方

で契約の雇用期間を超え同一事業所に引き続き雇用される場合には、引き続き雇用された

ところから健康保険・厚生年金保険に加入することになる。） 

②１か月の所定労働日数 いずれも派遣会社の通常の労働者のおおむね４分の３、１日又は

１週間の所定労働時間 以上であること 

この要件に該当しない場合は、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。 

 ※ 労災保険は、派遣労働者も全面適用（保険料は全額派遣会社負担） 

 ※ 日雇労働者に適用される公的保険もあり 
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《各種保険加入状況》 

「労働者派遣事業実態調査（平成１３年厚生労働省発表）」 
※対象は一般派遣事業だけである 
※表中のパーセンテージはその派遣事業の派遣労働者のうち、どのくらいが各種保険に加

入しているかを表す。 
 

派遣労働者雇用保険加入率

２０％未満

２０～４０％未満

４０～６０％未満

６０～８０％未満

８０％以上

不明

（図１８） 

派遣労働者健康保険加入率

２０％未満

２０～４０％未満

４０～６０％未満

６０～８０％未満

８０％以上

不明

（図１９） 

派遣労働者厚生年金保険加入率

２０％未満

２０～４０％未満

４０～６０％未満

６０～８０％未満

８０％以上

不明

（表２０） 
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【２】その他の福利厚生に対して 
《福利厚生に対する満足度》 
 

福利厚生に関する満足度

満足

まあ満足

どちらでもない

やや不満

不満

（図２１） 

能力開発、教育訓練に関する満足度

満足

まあ満足

どちらでもない

やや不満

不満

 （図１２） 
（派遣スタッフ web アンケート～一万人調査～ 

社団法人日本人材派遣協会 http://www.jassa.jp） 
《平成１６年改正労働者派遣法》 

「 派遣労働者の福利厚生等に係る均衡配慮」 

・派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をは

じめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、派遣先に雇用されている労働者との

均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

・医務室、社員食堂、保養所など派遣先の福利厚生施設は、社員と同じように使えるよう

努力すること 

                           

診療所 社員食堂 休養、娯楽施設 施設そのものがない

２５．３ ５２．６ ４７．４ ２８．２ 

                                     （表３） 

（厚生労働省「労働力需給制度についてのアンケート調査」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01/index.html） 
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（２）問題点 

【１】労働保険社会保険の加入について 

《平成１６年改正労働者派遣法》 

①派遣元と派遣先の連携が曖昧 
→図１６を見てみると派遣先への派遣労働者の各種保険加入状況通知は「通知するが、変

更があっても修正しない」「あまり通知しない」「通知しない」が 4 分の 3 を占めているし、

図１７の派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合における派遣労働者を労

働・社会保険に加入させてからの派遣の要請の義務では、適正でない理由の通知を受けた

場合でも派遣労働者を受け入れている派遣先が 4 分の 1 を占めている。このことから派遣

元も派遣先も法律遵守がしっかり出来ていないことがわかる 

《各種保険加入状況》 
②図１８～２０を見ると各種保険ともに加入状況はあまりよくない 
→加入率が80％以上の割合が4分の１を少し超えるくらいと低い。なお健康保険と厚生年金

保険の加入率が雇用保険に比べて低いのは、派遣社員は女性が多いので夫などの被扶養者

となっている人も多いからであると推測される。 
 
 
【２】その他の福利厚生に対して 
 
《福利厚生に対する満足度》 
③福利厚生に対して満足している人と不満に思っている人の間に格差が生じている 
→図２１は福利厚生の満足度で図１２は教育訓練に関する満足度であるがこの二つを比較

してみると福利厚生は教育訓練に比べて「満足」「まあ満足」の二つの項目の占める割合も

多いのだが逆に「やや不満」「不満」の占める割合も高い。 
《平成１６年改正労働者派遣法》 

④福利厚生施設の使用率が低い 
→施設使用に対して派遣先社員と、派遣社員の間に均衡が保たれていないことが分かる 
 

（３）問題が引き起こされた原因として考えられること 

①派遣元と派遣先の連携が曖昧 

→派遣先は派遣社員が保険に加入していなくても全く仕事には関係はないし、基本的に派

遣労働者を保険加入させる責任は派遣元にあるので未加入の派遣社員を働かせていたとし

ても派遣先には罰則もないし責任を問われることはない。派遣料金を少しでも安くするた

めに未加入を黙認している派遣先もあると言われている。 
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②各種保険ともに加入状況はあまりよくない 

→・派遣会社の法律違反 
派遣労働者が保険に加入すると派遣元にも保険料を払う義務が生じる上に、事務処理の負

担も増えるので、少しでも利益を上げるために派遣社員に対して保険の加入を提案しない。

また、加入を拒否する場合もあるようだ。 

→・派遣社員の法律に対する知識の欠如 
派遣会社は「各種保険に入りますか？」と派遣労働者に打診し、「私は給料が少しでも多い

ほうがよいので入りません」との意思表示を受け、これを口実に未加入を正当化している

場合もある。労働者は低賃金から毎月労働者負担分が数万円引かれることに抵抗があり、

法的に入らなければならないことを知らずに「入りません」といっている場合が多いよう

である。 
→・派遣先や行政の派遣労働者の保険未加入の黙認、派遣社員に対する保険の存在の認知

度の低さ 
（例）「日雇い雇用保険」 

日雇雇用保険は東京・山谷地区などで暮らし、毎日異なる雇用主の下で働く建設作業員

などを対象に制定された。労働者はハローワークで日雇労働被保険者手帳（白手帳）の交

付を受け、雇用主は手帳に雇用保険印紙を貼って、その日就労したことを証明する。それ

が２００７年９月に日雇い派遣労働者にも適用されるように制度変更がされた。 

下記の文章はNIKKEI NETの記事である 
この記事を見ると、日雇い派遣労働者が保険に加入していないのは派遣業界にとってむ

しろ一般的であるということが分かる。ちなみに日雇い派遣労働者が雇用保険の求職者給

付を受け取るためには「失業の日の属する月の前2ヶ月間に通算して26日分以上の印紙保険

料が納付」されていればよく、この条件に当てはまる人は決して少なくはないはずだ。 

 

雇用保険加入漏れ、 大 1006 万人に 厚労省 07 年推計 

[NIKKEI NET 2008/11/14 14:06] 

厚生労働省は雇用保険の適用対象だが、加入していない恐れのある労働者が 2007 年に最大

約 1006 万人にのぼるとの推計をまとめた。日雇い派遣労働者やパート労働者など非正規社

員が多いとみられる。 
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日雇雇用保険の対象拡大、派遣の受給は１年で１人 周知不足か 

[NIKKEI NET 2008/10/21 07:00] 

「日雇雇用保険」の対象が派遣労働者にまで拡大されたにもかかわらず、昨年 9 月の運用

変更後の 1年間で受給した派遣労働者が 1 人にとどまっていることが 20 日、厚生労働省の

調査で分かった。申請も 4 件止まりで、周知不足と手続きの煩雑さが原因とみられる。日

雇い派遣労働者の生活安定のための運用変更が、セーフティーネットとして機能していな

い実態が浮き彫りとなった。 

 

③福利厚生に対して満足している人と不満に思っている人の間に格差が生じている 
→大手と日雇いや小規模な会社との格差 

大手の派遣会社は最近では母親である女性をサポートするような援助であったり、施設利

用が割引になったり、仕事上でもプライベートでも福利厚生がかなり充実しているところ

も多い。それにも関わらず福利厚生に不満を持つ人が多いということは規模の小さい派遣

会社では福利厚生が充分ではないことが推測される。筆者は現在日雇いの派遣会社に二つ

登録しているが、福利厚生というものはありそうにない。もしかしたらあるかもしれない

が、登録説明会の際に福利厚生についての説明を全く受けていないために形骸化している

といえる。 

 

参考大手の福利厚生の内容 『インテリジェンス』 

・ 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災が完備 

・ 有給休暇未消化分を現金清算することが可能。 
有効期限内に有給休暇を消化できなかった場合は、一定掛け率で清算することが可能 

・ コナミスポーツ・セントラルフィットネス・ティップネスの法人会員割引 

・ ワンランク上のラフォーレ倶楽部のリゾートホテルや、JTB のパッケージツアーを割引 

価格で利用可能 

・出産・育児サポート（女性だけでなく、ワーキングパパも対象） 
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④福利厚生施設の使用率が低い 

→派遣先に、派遣社員に対する理解が足りない 

 

『派遣先で昼食は誰と取りますか？』 

（図２２） 

（パナソニックエクセルスタッフ「ちょこっとアンケート」 

http://haken.excelstaff.jp/explanation.php?disp=info_enquete_enquete06） 

 
 
 
『派遣先の職場で一番気になることは何ですか？』 

（図２３） 

（en-Japan派遣のお仕事情報「アンケート集計結果」  

http://haken.en-japan.com/enquete/0804.cfm?f1=c1） 
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図２２で派遣先の社員と一緒に昼食をとるのはわずか２４％にとどまっており、派遣社員 
と派遣先の社員との間に一定の壁が存在することが伺えるし、図２３で社員の派遣に対する

考え方が職場で気になることの第２位となっているので、派遣先に派遣社員という立場に対

して見下した考えを持っている社員もいることが分かる。 
 

（４）解決策 

①派遣元と派遣先の連携が曖昧 
→・法律の遵守の徹底 

労働者派遣法の罰則を徹底させる 

派遣元に30万以下の罰金 

「派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、派遣元責任者を選任せず、派遣元管

理台帳の作成、記帳、３年間の保存をしなかった場合」 
→・派遣先にも責任を負わせる 

派遣社員との雇用関係は派遣元にあり、保険加入義務が課されているのももちろん派遣元

であるため、派遣元ほど厳しいものではなくとも、事実を知りながら何の対処もとらなか

った派遣先に対して何らかの社会的責任を取らせる。 

 

 
②各種保険ともに加入状況はあまりよくない 

→・派遣会社の法律違反 

以下の罰則を徹底、特に保険未加入が多いであろう小規模な派遣会社で随時加入状況をチ

ェック 
「一般労働者派遣事業の場合には、社会保険・労働保険に加入すべき義務があるにもかか

わらず加入しない事業主については、罰金刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受

けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者は欠格事由に該当し、許可が下

りない。さらに許可されていたとしても許可の取消事由にもなっている。」 

→・日雇い雇用保険の加入の促進 

日雇い雇用保険は派遣元ではなく個人で加入手続きを行わなければならない。国も日雇い

雇用保険の対象が派遣社員にまで広げられたことに関して特に広報活動を行っておらず、

存在を知らない日雇い派遣社員も多い。2007年に日雇い派遣大手「フルキャスト」が日雇

い派遣会社で初の雇用保険適用事業所となったが、今後このような動きが広がっていけば

よい。また派遣元の手続きの煩雑さも問題になっているので、手続きの簡素化も必要。 

 

③福利厚生に対して満足している人と不満に思っている人の間に格差が生じている 
→吸収合併等による派遣業界のコンパクト化 

→新規参入の際に一定の福利厚生を提供することを義務付ける 
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④福利厚生施設の使用率が低い 
→派遣先での派遣社員に対する理解を深める、派遣社員が派遣先と良好な関係を築けるよ

うに努力をする 
大手派遣会社では、派遣社員に対してのカウンセリング（派遣先との人間関係の悩み、自

らのキャリアについてなど）が充実しているところも多い。 
また大手派遣会社の『リクルートスタッフィング』ではこんな取り組みも行われている 

 
「ファーストステップ研修」 

初めての職場でも、とまどうことなく仕事をするために職場に適したコミュニケーション

スタイルを学べるコース。講義よりもエクササイズやディスカッションの時間を多く取り

入れた参加型プログラム。 
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４ 仕事内容 
 
（１）現状 
序論でも述べたように派遣事業は規制緩和によって派遣できる業種が広がってきた。 
 

1987年 労働者派遣法施行（適用対象業務 13 業務） 
このときの適用対象業務とは 
１ ソフトウェア開発 
２ 事務用機器操作 
３ 通訳・翻訳・速記 
４ ファイリング 
５ 調査 
６ 財務処理 
７ 取引文書作成 
８ 機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション 
９ 添乗 
１０ 建設物清掃 
１１ 建築設備運転・点検・整備 
１２ 案内・受付・駐車場管理 
１３ 秘書 
 
1996 年  適用対象業務 26 業務に拡大 
このとき上記の１３業務に加えられた業務は 
１４ 機械・設備設計 
１５ .放送機器等操作 
１６ .放送番組等演出 
１７ 放送番組等における大・小道具 
１８ 化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発 
１９ 事業の実施体制の企画・立案 
２０ 書籍等の制作・編集 
２１ 商品・広告等デザイン 
２２ インテリアコーディネーター 
２３ アナウンサー 
２４ OA インストラクション 
２５ テレマーケティング営業 
２６ セールスエンジニア営業 
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2001年 派遣職種原則自由化（以下の業務を除いて派遣可能になる） 
・ 製造業 
・ 港湾建設 
・ 警備 
・ 建設 
・ 病院などにおける医療関係（紹介予定派遣は可能） 
・ 人事労務関係の一定業務 
・ 士業の一部 
・ 管理建築士 
 
2005 年  製造派遣解禁 
（２）問題点 
この流れを見てみると従来は通訳など、専門的で一時的に必要な職種でしか派遣が認め

られていなかったことに対して近年の規制緩和により、製造業を初めとする業務の単純作

業化、恒常化が進んでいることがわかる。不景気により雇用の調整弁として急激に増えた

派遣社員を、景気が上昇した近年になってもコスト削減のためにそのまま使用し続けたた

めである。 
ちなみに給料の面においても派遣社員の給料の平均が１４１７．６円となっているのに

対して製造業の平均自給が１１２７．８円であり、最も時給が高額なソフトウェア開発が

１９７２．５円と大きく差をつけられてしまっている。また、専門的な業務である、２６

業務の時給平均が１４４２．８円なのに対して、２６業務以外の時給の平均が１３３８．

２円となっているので規制緩和による業務の拡大によって派遣社員の給料の低下が招かれ

ていることがわかる   （人材派遣協会http://www.jassa.jp/employee/enquete.html） 
 
（３）問題点が引き起こされた原因として考えられること 
労働者派遣法等による規制緩和が進んだこと 
 
（４）解決策 
規制強化による派遣可能業務を減らす 
→ただしこれを実施するとさまざまな問題が生じるので私はあまり賛成できない 
・働ける人が専門的な知識や技術を持った人に限られてくるのでこれまで派遣社員として

働いていた人が仕事を失う 
・専門的な教育訓練が必要となってくるが派遣会社の大半にそのノウハウがない 
・派遣禁止業務に労働者を派遣してしまう可能性が高くなり、ようやく派遣業界にも浸透

しつつあるコンプライアンスの理念が薄まる 
・今まで派遣社員に頼っていた派遣先が人材確保の方法を失う 
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Ⅲ 結論 

 
これまで収入、教育訓練、福利厚生、仕事内容において現状、問題点、問題が引き起こ

された原因として考えられること、解決策を述べてきた。 

 

それぞれの問題点について簡単に言うと、 

収入→ 低下している 

教育訓練、福利厚生 →大手と子会社の格差が大きい 

仕事内容 →単純、恒常化している 

 

今まで見てきた結果、私がこれから労働者派遣法が改正され、規制が強化される上で特

に必要だと思うことは 

①「派遣業界のスマート化」 

②「派遣職種の専門化」 

それに加えて 

③「派遣社員の解雇時の保障」 

 
 
①「派遣業界のスマート化」 
収入、教育訓練、福利厚生での問題解決策でも提案したように私が今後の派遣業界に最

も必要だと考えているのは派遣業界の吸収合併、新規参入をしにくくする等によるスマー

ト化である。小規模な派遣会社は給料も低く、教育訓練や福利厚生が充実しておらず、コ

ンプライアンス違反が多い。 
 
参考「人材派遣会社を始めるためには」 
一般労働者派遣事業→厚生労働大臣の許可 
特定労働者派遣事業→厚生労働大臣の届出 
一般派遣事業は届出では足らずに許可をとらなければならないということからもわかるよ

うに常用労働者のみを雇用する特定派遣事業に比べて厳しい規制がある。決して新規参入

が簡単なわけではない。 
また、一般派遣事業を始めるためには以下の規制もある。 
１）財産的基礎 
基準資産額＝資産（繰越資産・営業権除くの総額―負債の総額 

・ 基準資産額≧１０００万円×事業所数 
・ 基準資産額≧負債総額×１./７ 
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・ 現金・預金の額≧８００万×事業所数 
２）事業所 
おおむね２０平方メートル以上 
３）派遣元事業主に関して 

・ 労働保険、社会保険に加入している 
・ 住所が一定しており、生活の根拠が不安定でない 
・ 不当に他人の精神や身体、自由を拘束する恐れがない 
・ 公衆衛生、公衆道徳上、有害な業務につかせる恐れがない 
・ 名義貸しによって事業を行うものでない 
・ 外国人の場合は、一定の在留資格を有している 

そのほか、派遣元責任者の選任、教育訓練、個人情報の適正管理などに関する判断基準が

設けられている 
（図解でハッキリわかる人材派遣の実務／著者 佐藤広一／日本実業出版社） 
 
 
②「派遣職種の専門化」 

私がここでいう専門化とは派遣可能業務を減らすということではなく、専門的な知識や

経験を持つ派遣社員を増やすということだ。そのためには専門的な教育訓練を受けられる

機会と時間の確保と費用補助が必要となる。 
 
・専門的な教育訓練の場を増やす 
→１５ページで述べた『ヒューマンリソシア』のように資格学校と派遣会社の連携をもっ

と強める。現在も大手派遣会社では資格学校と提携しているところも多いが、その内容は

OA 操作や語学などに限られている場合が多い。 
・時間の確保 
→派遣会社の教育訓練にかける時間を増やす 
労働者の都合に合わせた時間に教育訓練を受けられるようにする 

・費用補助 
→雇用保険の教育訓練給付金をもっと広める 
派遣元だけからではなく派遣先も教育訓練に対して費用補助をする 
資格をとった場合の資格手当てやその資格を活かした就労の機会を与える 
１６ページの『パソナ』のように生活保障や資格取得の後押しをするために低金利で無

担保の融資を受けられる制度を作る 
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参考「教育訓練給付金について」 
・受給対象者としての制限 

１）雇用保険の一般被保険者で雇用保険加入期間が 3年以上であること。 

２）雇用保険の一般被保険者であった方で雇用保険加入期間が 3年以上。 

離職してから 1年以内の受講であること。（例外あり） 

※初回の受給の時は加入期間１年で可能 

※派遣社員であっても上記要件に当てはまれば受給可能 

・給付率について 

支給率：２０％（上限１０万円） 

・注意点、問題点 

１）最初に受講料を支払わなければならないので、まとまったお金を用意しなければなら

ない。 

→この制度を申請するのは講座終了後 1ヶ月以内で、給付金が支給されるのは、講座終了

後であるため。また、給付金をきちんと受け取るには、スクールを利用する場合、80%の出

席率、通信講座なら総添削回数の 80％を添削していないとならない。 

２）受給対象者が少ない  

→受給対象者が一般被保険者に限られているのと、最低でも雇用保険加入期間が３年（初

回は１年）なので派遣社員がこの給付金を受け取れるのはなかなか難しい。教育訓練給付

については最近法改正があり、以前は支給が雇用保険加入期間 3～5年未満の場合は給付

率:2 割（最大 10 万円）、雇用保険加入期間 5年以上の場合は給付率:4 割（最大 20 万円）

であったのにもかかわらず雇用保険の財政難により、長期加入者の給付率が下がってしま

ったので、この先受給対象者を増やすことは難しそうだ。 

 

（参考：派遣社員のためのスキルアップ   

http://skill.wzupas.com/2006/06/post_51.html） 

 

 

③「派遣社員の解雇時の保障」 

現在サブプライムローンによる影響により、特に製造業において派遣切りが盛んに行わ

れており派遣社員の立場の危うさが改めて問題視されている。派遣先と雇用関係のない派

遣社員が真っ先に雇い止めされるのは仕方がないことではあると思うが、今回あまりに多

くの人々が急に危機的状況に陥ってしまい、今までほとんど派遣社員を守る具体的な施策

を実施してこなかった国や自治体も、今対応に追われている。 

では、派遣先が何の前ぶりもなく派遣契約を打ち切るのは法律的に違法ではないのだろ

うか？ 
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参考「派遣先による労働者派遣契約の解除の制限」 

派遣先は原則として労働者派遣契約を打ち切ることは出来ない 

派遣元や派遣先が労働者派遣契約を一方的に解除できる場合 

→・派遣元と派遣先が合意して契約解消 

・労働者派遣契約の中で予め任意の解除条項を定めていた 

・契約違反が生じた 

例）派遣元の派遣した労働者が労働者派遣契約で定められた仕事がきちんとできない（無

断欠勤を繰り返したり、派遣先が指示した仕事が出来ない） 

 

労働者派遣契約の解除に対する特別な制限 

１）「派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為を

したことを理由として労働者派遣契約を解除することは出来ない」（労働者派遣法第２７

条） 

→この規定に反して労働者派遣契約を解除した場合は公序良俗違反として無効にされるの

で、派遣元は派遣先に対して労働者派遣契約の履行を求めるとともに、損害賠償を求める

ことが出来る 

２）「派遣先及び派遣元が講ずべき措置に関する指針」 

・派遣先がもっぱら自らに起因する事由により労働者派遣契約を解除する場合には、派遣

元の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期間を持って解除の申し入れをすること 

・派遣先が派遣労働者に責任がある場合以外の理由で解除するときは、派遣元と連携して

派遣先の関連会社での就業を斡旋すること等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保

を図ること 

・派遣先の責めに帰すべき事由で解除する場合には、派遣労働者の新たな就業の機会を確

保し、それができないときには、解除の３０日前に派遣元に予告するかまたは当該派遣労

働者の３０日分以上の賃金相当額の賠償を行うこと 

・派遣先が労働者派遣契約を解除する際に派遣元から請求があったときは、解除の理由を

明示すること 

（参考：『最新労働者派遣法 Q＆A』中野麻美・浜野彰著／旬報社発行）       

 

 

この派遣先及び派遣元が講ずべき措置に関する指針ではかなり派遣労働者の立場に立っ

ているが、法的拘束力がないので罰則等がなく、今回の派遣切り騒動を見ると実際には行

われてはいなさそうだ。しかし、現在自民・公明両党は労働者派遣法の改正案として派遣

元だけではなく、派遣先企業の雇用責任の明確化を追加することを検討している。具体的

には契約解除の際の就業斡旋の法制化があげられている。 
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また、派遣業界はこの先「２００９年問題」という大きな問題を抱えている。以下の記

事は読売新聞の YOMIURI ONLINE より抜粋したものである 

 

◆０９年問題とは 

 日本の製造業は、労働者派遣法で、派遣社員の受け入れが認められていなかった。「正社員

から派遣への切り替えが進み過ぎると、メーカーが正社員を極端に減らして、技術力が低下す

るなど産業の空洞化を招く」との懸念が根強かったためだ。その後の法改正で、０４年３月から１

年間の期限付きで解禁され、さらに契約期限が 長３年間に延長された。 

 こうした中で、いわゆる偽装請負が問題化した０６年半ば以降、多くの企業が「請負」から「派

遣」へ雇用契約の形を切り替えた。この結果、３年後に当たる０９年度中に、多くの企業で一斉

に契約の期限切れを迎える派遣社員の雇用が、脅かされると懸念されている。 

派遣労働者の３年間の契約期限が切れた後に、企業は直接、雇用することもできるが、世

界的な景気低迷で、メーカーは減産を進めており、０９年問題は派遣社員の失業に拍車を

かけそうだ。（鎌田秀男） 
 
 
 
 
 

 

終わりに 

派遣業界は今後もしばらく苦しい状況に立たされそうだ。市場や法律の改正などさまざ

まな変化があるなかで、派遣業界が生き残るためにはその変化に対応できる柔軟性、迅速

さと予算が必要であると思う。 

筆者は今回この卒業論文を作成する際に派遣社員についていろいろと調べてきたわけだ

が、派遣社員がいかに不安定で立場が弱い存在であるか改めて実感した。筆者は様々な派

遣会社に登録して多くの派遣社員の方と接してきたが、勤務態度は真面目だし、自らの仕

事に対して誇りを持っている方も大勢いらっしゃった。筆者はそんな派遣社員の方々がこ

れからも誇りを持って仕事を続けられる環境づくりのお手伝いが少しでも出来ればと思っ

ている。またそのために派遣社員を世間にとって雇用調整という役割ではなく、もっと必

要不可欠な存在にしていきたいとも思っている。 
筆者のこの願いを実現させるために４月からは一歩ずつ、でも粘り強く頑張って働きた

い。 
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