
平成 23年度事業計画

自 平成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

はじめに

「派遣とい う働き方」は、労働者にとっては、多様な働き方の選択肢 として、また、派遣先に

とっては、業務の繁閑に応 じて必要な能力を持った者を、柔軟に確保できるシステムとして、派

遣が果たしているエージェン ト機能である労働力需給の調整機能を関係者に正確に理解 してい

ただくべく、従来以上に積極的に PRしていく。この地道な活動を継続 し、労働者派遣法改正案

については、冷静な議論に基づいた制度見直しの実現をめざす。

一方では、未曾有の大災害になつた東 日本大震災に伴 う復興需要への迅速な対応について、細

川厚生労働大臣から当協会に対 しても官民一体 となった就労支援を実施するように要請を受け

たように、加盟各社の派遣事業の機能に対する期待が益々高まっている。この要請と期待に答え

るために、被災地のみならず全国一体となった対応を加盟各社が的確に行い、派遣労働者の就業

機会を拡大させることに注力 していく。同時に派遣労働者の能力開発への支援を強化すると共に、

正社員希望者に対する支援にも引き続き取 り組み、労働者が安心して、派遣という働き方を選べ

るようにしていく必要がある。

これらの取 り組みに加え、上述 したように労働者派遣制度の抜本的な見直しに向けた努力を行

うとともに、さらに従来にも増 して会員一丸となリコンプライアンスの強化に努め、人材派遣業

界の社会的信頼性の向上と持続的な成長、業界の健全な発展を実現する。

会員の事業運営が非常に厳 しい状況にあることから、23年度においても、会費は会員の労働者

派遣事業売上高に0.8を乗 じたものを基礎に算定することとし、また、事業の執行に当たつては、

その内容を精査し、効率化に務め、併せて予算の執行管理を強化 し、必要な事業については、予

算の範囲内で機動的な重点執行に努める。



平成 23年度重点項目
I.今後の労働市場における労働者派遣事業制度の在 り方

少子高齢化の進展に伴い、労働力人口が減少 し続ける中、資源や原材料の多くを諸外国に頼 らね

ばならないわが国において、経済の持続的成長と国の活力を維持するためには、製造業・サービス

業とも労働生産性を向上させ、強い国際競3カ を保持することが不可欠である。さらに、東 日本大

震災とい う未曾有の危機を克服して日本経済の復興を成し遂げるためには、経済・税制 。社会保障

といつた総合的な対応に加えて、派遣労働のみならず、有期雇用労働・パー ト労働など多様な働き

方を尊重 し、更には外国人労働力の受け入れも含めて、開かれた労働市場の形成を図ることが喫緊

の課題 となつている。

このような厳 しい環境下にあつては、有期契約労働が、労働者の多様な就労ニーズと相まって、

日本経済の発展に資するものであることを重ねて主張するとともに、現在当協会が提案 している新

たな派遣制度案 (い わゆる 3年ルール)も含めて、労働者派遣事業の新たな位置付けの確立をめざ

し検討する。

Ⅱ.労働者派遣事業理解促進活動の強

労働者派遣事業の新たな位置づけを検討 し、派遣の実態を反映した万人に理解できる簡潔な労働

者派遣制度を目指すため、行政、立法への働きかけを積極化するとともに、労働者派遣制度に対す

る報道機関の理解を促進するため、論説委員・編集委員との懇談会を継続的に開催する。

また、日本労働組合総連合会 (連合)と の定期的な会合を持ち、労働者派遣事業についての理解促

進を図るとともに、派遣労働者が安心して働ける就業環境整備に向けて、双方が相互の立場を理解

した上で協議を継続することにより改善を実現する。

労働者派遣法見直 しへの対

現在、「労働者派遣法改正案」が国会に上程されているが、感情論が先行 した規制強化の法案内

容であるため、引き続き「反対Jの立場を継続 し、法案成立の場合には、規制強化が行き過ぎない

ように関連団体を通 じ積極的に働きかけを行 う。また、現行法においても、昨年の専門 26業務派

遣適正化プランに続 く疑義応答集の発出により、現場に大きな混乱が生じていることから、この撤

廃に向けて活動を継続する。

東日本大震災による被災者等への対

厚生労働大臣より官民一体となった就労支援を要請されたことを重く受け止め、派遣労働者の雇

用の維持に努めることはもちろん、派遣事業の持つ迅速な労働力需給調整機能に対する社会からの

期待に十分に応えられるよう、会員各社による被災者等の就労確保に向けての取 り組みを積極的に

支援する。

また、必要に応 じ、行政当局をはじめとして関係各方面に対する働きかけを行 う。



具体的事業計画

1.公益法人 3法の改正施行に伴う特例民法法人から一般社団法人への移行申請

総会で、一般社団法人定款変更案の承認を得た後、内閣府に対 して特例民法法人から一般社

団法人への移行認可申請を行 う。新法人への移行は、一般法人の設立の登記の日からとする。

2.労働者派遣事業制度の新たな位置づけの提案

労働市場における労働者派遣事業制度の新たな位置づけを提案 し、周知するために様々な戦

略的ツールを作成 し、積極的に展開していく。その際、現在当協会が提案している「労働者派

遣法改正に向けての基本的な考え方」の見直しを検討する。

3.人材サービス業界共同提言について

リーマンショック後、厳 しい雇用環境が続く中「雇用」が我が国の最優先課題になってお り、

労働市場における需給調整機能の強化が求められている。 しかし、派遣を含めた人材 ビジネス

の社会的機能に関する社会や企業の評価が低下しているのが実態である。

そこで、2002年に業界 3団体 (社団法人全国求人情報協会、社団法人 日本人材紹介事業協会、

当協会)が行つた「我が国の労働需給の課題 と今後の取組み」の第 2弾 として、人材ビジネス

業界の各団体と合同で、学識経験者等による委員会を設けて、労働市場において派遣を含め人

材サービス業界が果たしてきた機能について事実とデータ分析を用いて明らかにし、今後果た

すべき役割について共同提言を行い、社会的評価の向上を図る。

4.調査 日研究事業の実施

(1)派遣スタンフ Webア ンケー ト ー1万人調査一

派遣で働 く人達の就業条件、満足度や希望する働き方等の派遣就労の実態や意識について、

派遣労働者から直接データを収集 し、経年変化等を見ることにより、協会の諸活動の貴重なバ

ックデータとする。併せて調査結果については、派遣業界の実態の理解と派遣に対する認識を

高めていただくために、引き続き社会一般に Webで公表する (5回 目)。

(2)派遣労働者支援に関する調査研究

派遣スタンフが派遣で働いていくに当たって、よリー層働き易い環境を整備するために、派

遣スタンフ等の意見・要望をもとに、必要とされる能力開発及び少子・高齢化時代における女

性・高齢者の労働市場へのスムーズな参画をサポー トする対策について、調査研究を進めてい

るが、今年度については、次の事業を実施する。

・ライフスタイルに合つた働き方への自己啓発支援

ライフスタイルに合わせて、自分の希望する働き方で働けるようになるためには、自ら方

向性を決め、自ら行動できるよう「自立′い」を高めることが必要で、そのための支援を行 う。

そのために、次の取 り組みを実施する。

①様々な雇用形態別のメリット・デメリット・特徴 。どのような人に向いているのか等のデ

ータを整理・提供 し、自分に最適な雇用形態の選び方やその雇用形態で働 くために何が必



要か、Web上で解説 し、本人に 「気づきJを与える。

②派遣スタンフがキヤリアカウンセラーを囲んで直接相談できる参加型情報交換イベン ト

(「働き方相談カフェ (仮称)J)を併せて開催する (当 面東京で試行実施 )。

③イベン トの様子は、興味や関心を持ってもらえるよう個人が特定されない範囲で Web上 に

掲載する。

④ 「気づき」後は、資格取得支援等についての情報提供を行 う。

(3)「人材派遣データブック 2011」 の発行

平成 23年第 2四半期を目処に「人材派遣データブック 2011」 を発行する。A4ム ック版 とす

るが、表紙やデザインについてはリニューアルを図る。内容は、データ部分については、従来

との継続性を重視 し、特集部分は以下 2点 を予定している。

①平成 22年度の労働者派遣事業を取 り巻 く環境

②派遣労働に対する満足度を中心とした世界的な派遣労働者の意識

また、ホームページでのデジタルブック閲覧など広報性・利便性を高める。

(4)四半期ごと「労働者派遣事業統計調査」

「労働者派遣事業統計調査Jの安定運用を図る。

5.広報 PR活動の展開

(1) 「hakeni」 の発 行

平成 22年度同様、年 4回 (6,9,12,3月 )会員向け情報誌 「haken十」 (全 20ページカラー)

を発行する。特集内容は、時宜を得たものを発行 4ヵ 月前より委員によつて決定し、統計デ

ータの収集/識者へのインタビュー/座談会の開催/会員調査などをベースに記事を構成する。

平成 23年度の発行部数は、各回約 6,100部 とする。

また、会員への配布のほか、ホームページでのデジタルブック閲覧など広報性・利便性を

高める。

(2)協会ホームページのコンテンツの充実

会員専用ページのコン>ンツの整備・充実を図 り、利便性の向上とより充実した情報提供

を行 う。

6.労働者派遣法見直 しへの対応

(1)労働者派遣法改正案が成立した場合の対応

政省令等の検討を行 う労働政策審議会に対 して、規制強化が行き過ぎないよう、社団法人 日

本経済団体連合会・全国中小企業団体中央会等の使用者側委員を通 じ働きかけるとともに、広

報活動を強化する。

(2)労働者派遣法改正案が成立しなかつた場合の対応

廃案となつても、現行法が継続 し、この中で、昨年の専門 26業務派遣適正化プランに続 く

疑義応答集の発出により、派遣受入期間制限違反の問題が生じ、専門業務で働いていた事務

系派遣労働者の雇用の減少が生 じている。本来派遣先が依頼する業務が派遣労働者の業務で



あるべきところ、あらかじめ業務を区分し、これに受入期間制限を設けていることがそもそ

も問題であり、この撤廃に向けて広報活動等を強めていく。

7.地域協議会との連携強化

派遣のイメージアップ、社会的信頼性向上活動に広がりを持たせるため、地域の報道機関と

の間の理解促進運動、地元の国会議員への働きかけ等、地域協議会の活動を活発化させる。

そのため、各地域協議会と協会 との連携を一層強化する。その一環 として、地域協議会会長

会議を年 2回開催する。

8.派遣元責任者講習の実施

昨年度の派遣元責任者講習では地方都市の受講者数がやや減少気味となったことから、今年

度は地方都市の一開催の規模を小さくして計画 し、東京と大阪の開催を各々一開催多く計画し

て受講者数の増加に努めることとした (別紙 6:P.30)。

派遣元責任者 として、高いコンプライアンスと法令遵守の意識を高める講義を目指すと共に、

今後は新規受講者より再受講者が増える可能性があるため、厚生労働省や各都道府県労働局と

連携をとり、より具体的な事例の紹介をまじえた講義を進める。

派遣元責任者講習の集客に注力するために、他団体と協力してリスティング広告を実施する。

9,セ ミナー等支援事業の展開

(1)派遣先対象セ ミナー (東京他計 5回 )

昨年度に引き続き派遣先の人事担当者等を対象に、派遣先向けセ ミナーを開催する。今年

度は、派遣先における事例対応を含めた内容 とし、よリー層のコンプライアンスの向上と派

遣法の遵守への協力を仰 ぐこととする。また、人事担当者等と現場の指揮命令者 との連携に

ついて重点的に要請 していくこととする。

(2)人材育成ナレッジアップセミナー

①セルフメンテナンスセミナー (仙台・広島・福岡 計 3回 )

午前中に、労働者派遣法に係る最新情報を提供 し今後予想される動向について考察すると

ともに、これに対応 した協会の取 り組みを広く周知するセ ミナーを開催する。年後からは、

スタンフフオロ~担当者を対象 として、スタッフフォロー時や顧客からのクレーム発生時に

必要とされる対応力を身につけるセミナーを開催する。

②メンタルヘルス推進担当者養成講座 (東京・大阪 計 2回 )

派遣スタッフ及びスタンフフオロ~を している派遣元担当者のメンタルヘルスケアを充実

させることを目的として派遣業界に特化 した 「メンタルヘルス推進担当者養成講座」を昨年

より1回多くし、開催する。参加者は各会場 50名 限定とする。

(3)ト ップマネジメン トセミナー (東京・名古屋・大阪 計 3回 )

午前中に、労働者派遣法に係る最新情報を提供 し今後予想 される動向について考察すると

ともに、これに対応 した協会の取 り組みを広 く周知するセ ミナーを開催する。年後からは、



派遣業界で必要となるテーマを絞つて事例を取 り上げ、弁護士等専門家により、事例の問題

点と法的解釈をもとに対応 と予防的観点からの講義を行 う。

(4)派遣スタンフフオロ~ハン ドブック (メ ンタルヘルス事例編)の作成

メンタルヘルス不調が原因と思われる事例をとりあげ、担当者がとるべき初期対応方法の

ポイン トをスタッフフォロー業務の手順に沿つてまとめたハンドブックを作成する。

10.相談 日支援事業の運営

労働者派遣法や関連法令及び派遣事業の運営に関する質問・相談やクレーム等について的確

な対応をするために相談センターを引き続き運営する。質問・相談等については、当協会の会

員である派遣元に限らず、派遣スタッフ、派遣先について当協会会員であるかどうかを問わず、

受け付ける。昼休みや夜 7時までの対応をして、法的な相談のほかキャリア形成上の質問にも

対応できるように労働者派遣事業ア ドバイザーやキャリアカウンセラーを配置する。

11.CIETT(国際人材派遣事業団体連合)関連の活動

(1)CIETT世界大会への参加

2011年の CIETT世界大会は、オランダのロッテルダムにて、5月 18～ 20日 に開催され、当

協会からも参加の予定。

(2)第 6回 CIETTア ジア/太平洋地域会議への参加

KOSA(Korea HR Staffing Association)、  CAFST(China Association of Foreign Service

Trades)の 2協会とのアジア/太平洋地域会議が、今年度は 10月 中旬に中国で開催される。当

協会からも参加の予定。

(3)CIETT理事会への参加

2012年 2月 頃、ベルギーのブリュンセルで開催予定。当協会は北アジア地域を代表 して参

加の予定。

(4)CIETT戦略的レポー トヘの協力

CIETTは、世界各国の派遣業界がいかに経済発展に寄与し、新たな雇用の創出に貢献 してい

るかを示すデータや統計調査をまとめた戦略的レポー トを作成するが、当協会は、日本にお

けるデータや統計調査の提供及び派遣業界がおかれている状況報告について協力する。各国

の調査結果等は 2011年末に発表の予定。

12.人材派遣健康保険組合との連携

当協会が母体となって設立した人材派遣健康保険組合の諸活動に協力する。

13.健康診断

昨年に引き続き、会員に健診医療機関を斡旋する。

以上



別紙 6

平成23年度派遣元責任者講習実施計画

開催時期 開催地 受講予定者数 開催時期 開催地 受講予定者数

平成23年

4月

大阪府 360名

10月

東京都 420名

東京都 300名 官城県 200名

愛知県 240名

5月

福岡県 230名

11)弓

広島県 140名

東京都 300舅乙 大阪府 270名

6月

大阪府 360イ酪
12月

東京都 300名

東京都 420イ畜 福岡県 180名

7月

岡山県 210努畜 平成24年

1月

宮城県 200名

宮城県 200名

東京都 300名

北海道 140名

2月

愛知県 180名

8月
大阪府 270舅畜 東京都 300名

東京都 300努畜 大阪府 270名

9月

愛媛県 120名

3月

東京都 420舅畜

愛知県 240舅畜

上半期 計 15[∃ 3990名 下半期 計 11[∃ 2880名

△
回 計 26に∃ 6870名

地域別開催回数 (案 )

東京都 9回

大阪府 5回

愛知 3回

北海道 1[]

宮城 3回

岡 山 1回

広島 1回

愛媛 1回

福 岡 2回

合計 26回




