
『Ｑ＆Ａ労働者派遣の実務〔第�版〕』

目 次

第�部 総 論──労働者派遣制度の現状・

課題

Ⅰ わが国において、労働者派遣制度が確立されるまでの経緯 1

� 労働者派遣とは何か 1

� 派遣労働者に対する派遣先の指揮命令権限（請負との違い） 2

〔図�〕 請負と労働者派遣の違い 2

� かつての労働者供給 3

〔図�〕 かつての労働者供給 4

� 労働者派遣法の制定による労働者派遣の解禁 4

� 労働者派遣解禁後の労働者供給 6

〔図�〕 労働者派遣法制定後の労働者供給 6

� 在籍出向 7

〔図�〕 在籍出向のしくみ 8

� 労働者派遣法の特徴 8

●ポイント 10

Ⅱ 請負と労働者派遣と偽装請負 12

� 請 負 12

� 労働者派遣 12

� 偽装請負 13

〔図�〕 偽装請負 13

●ポイント 15

Ⅲ 現在の労働者派遣制度の概要 17

目 次

6



� 労働者派遣法の制定・改正経緯 18

� 法律名、法律の目的および労働者派遣制度の捉え方 21

� 労働者派遣事業の許可制 22

� 適用除外業務等 24

� 派遣可能期間の制限 25

� 雇用安定措置 30

〔表�〕 特定有期雇用派遣労働者等に対する雇用安定措置のまとめ 31

� キャリアアップ措置 33

〔参考資料〕 キャリア形成支援制度 33

� 派遣労働者の「同一労働同一賃金」 35

〔図�〕 裁判外紛争解決手続（行政ADR）の流れ 52

� 日雇労働者についての労働者派遣の受入れ（原則禁止） 53

10 労働者派遣契約の締結と派遣先への通知 55

11 抵触日の管理 58

12 派遣先による特定目的行為の禁止 59

13 紹介予定派遣 59

14 労働基準法等の適用に関する特例 60

15 労働契約申込みみなし制度 60

16 労働者派遣契約の解除（中途解約）にあたって講ずべき措置 61

17 離職した労働者についての労働者派遣の禁止 62

18 労働・社会保険の適用の促進 63

19 安全衛生に関する措置 64

20 その他の内容 65

●ポイント 73

Ⅳ 労働者派遣の現状 75

� 派遣労働者、派遣先、派遣元事業主の数 75

〔表�〕 派遣労働者の数 75

目 次

7



〔表�〕 派遣先事業所の数 75

〔表�〕 派遣元事業主の事業所の数 76

� 派遣労働者が派遣という働き方を選択する理由 76

〔表�〕 派遣会社との労働契約期間の定め別「現在の派遣先での

通算派遣就業期間」 76

〔表�〕 派遣で働く理由 77

〔表�〕 今後希望する働き方 78

� まとめ 79

第�部 各 論──事例研究

〜実務のためのＱ＆Ａ

第�問 労働者派遣と請負の違い（偽装請負問題） 80

〔図�〕 請負と労働者派遣の違い 82

〔図�〕 偽装請負 83

第�問 どのような場合に偽装出向と判断されてしまうのか 89

〔図�〕 出 向 91

第�問 派遣先による特定目的行為の禁止 94

〔図�〕 派遣先による特定目的行為の禁止理由 96

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──❶事業所単位と

❷派遣労働者個人単位の内容 99

〔表�〕 事業所と組織単位 103

〔図�〕 派遣可能期間制限の趣旨 106

〔図�〕 モデル図 108

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──抵触日 110

〔図�〕 ❶事業所単位の期間制限の抵触日イメージ図 113

目 次

8



〔図�〕 ❷派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日イメージ図 114

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──事業所と組織

単位の解釈 118

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──派遣可能期間の

延長手続 126

【書式例�】 過半数代表者への通知書面（意見書欄付き）例 131

【書式例�】 保存および周知用書面記載例 135

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──雇用安定措置 136

〔表�〕 派遣元事業主が講ずべき雇用安定措置の規定 138

〔表�〕 特定有期雇用派遣労働者等に対する雇用安定措置のまとめ 138

第�問 派遣元事業主の行うキャリアアップ措置（教育訓練、

キャリア・コンサルティング）と派遣先の協力 143

〔表�〕 キャリア形成支援制度 144

第10問 派遣先の行うキャリアアップ支援（雇入れ努力義務と

募集情報提供義務） 148

第11問 派遣労働者の同一労働同一賃金その�──同一労働

同一賃金の内容 153

第12問 派遣労働者の同一労働同一賃金その�──派遣先均等・

均衡方式における派遣先の注意点（待遇情報の提供） 160

第13問 派遣労働者の同一労働同一賃金その�──労使協定方式

における労使協定の内容等 166

〔表�〕 平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金

（時給換算） 175

〔表�〕 平成30年度職業安定業務統計による地域指数 175

第14問 派遣労働者の同一労働同一賃金その�──労使協定方式

における派遣先の注意点（待遇情報の提供等） 176

第15問 派遣労働者の同一労働同一賃金その�──派遣労働者

目 次

9



への労働条件等の明示・説明 182

〔表�〕 派遣先均等・均衡方式 190

〔表�〕 労使協定方式 190

〔表�〕 待遇の相違内容と理由の説明事項 193

第16問 派遣労働者の労働・社会保険の適用促進 194

第17問 派遣先責任者 197

第18問 派遣先が作成すべき書面──労働者派遣契約書・派遣先

管理台帳・就業規則 201

第19問 派遣先が派遣労働者の昇給を決定することの可否 211

第20問 派遣労働者の労働時間管理その�──時間外・休日労働

の命令、年次有給休暇の付与 215

第21問 派遣労働者の労働時間管理その�──シフト勤務の場合

の対応 221

〔規定例〕「指定型」就業規則 225

第22問 派遣先の個人情報保護法への対応 228

第23問 派遣先の労働安全衛生法への対応 233

〔表10〕 受け入れる派遣労働者の数と派遣先責任者の数 238

第24問 派遣労働者の労災事故に対する対応 239

第25問 派遣労働者からセクハラ被害の申告を受けた場合の対応 242

第26問 派遣労働者からパワハラ被害の申告を受けた場合の対応 248

第27問 女性派遣労働者の産前産後休業 255

第28問 派遣労働者の育児・介護休業 260

第29問 派遣労働者の社員登用（派遣先での直接雇用） 272

第30問 紹介予定派遣とはどのようなものか 276

第31問 日雇派遣の原則禁止 280

第32問 離職した労働者についての労働者派遣規制 289

第33問 派遣労働者が加入した労働組合への対応 291

目 次

10



第34問 労働者派遣契約の解消その�──労働者派遣契約の

中途解約 298

〔表11〕 派遣先指針による規制 301

第35問 労働者派遣契約の解消その�──労働者派遣契約

の更新拒絶 304

第36問 派遣労働者の非違行為 309

第37問 労働契約申込みみなし制度その�──制度の概要 314

〔表12〕 違法行為の類型 318

第38問 労働契約申込みみなし制度その�──労働契約申込み

みなしの効果 319

〔図�〕 労働契約法18条�項（無期転換申込権）のモデル図 322

第39問 ウイルス感染拡大時の労働者派遣への対応 325

第40問 労働者派遣制度は今後どのように変わっていくか 331

第�部 資 料 編

資料� 派遣先・派遣元間の労働者派遣契約書のモデル 336

資料� 派遣元が派遣労働者に交付する就業条件明示書のモデル

資料�−� 厚生労働省・就業条件等の明示（例） 341

資料�−� 厚生労働省・モデル就業条件明示書 346

資料� 派遣元から派遣先に交付する通知書のモデル 347

資料� 派遣先管理台帳のモデル 348

資料� 派遣元と派遣先の責任分担 350

資料� 派遣労働者の同一労働同一賃金流れ図 356

資料� 情報提供の記載例

資料�−� 情報提供の記載例� 厚生労働省・特定個人を

目 次

11



比較対象労働者とする場合 359

資料�−� 情報提供の記載例� 厚生労働省・複数人を

比較対象労働者とする場合 365

資料�−� 情報提供の記載例� 厚生労働省・派遣先の

標準的な待遇決定モデルを比較対象労働者と

する場合 371

資料�−� 情報提供の記載例� 厚生労働省・労使協定

方式の場合 378

資料� 労使協定イメージ

資料�−� 厚生労働省・労使協定イメージ 380

資料�−� 厚生労働省・オリジナル労使協定 392

資料� 同一労働同一賃金ガイドライン 401

事項索引 426

判例索引 430

目 次

12


