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はじめに 

昨年人材派遣業界に大きな波紋を呼ぶ出来事があった。日雇い派遣を中心に人材事業を

華々しく展開し、短期間で急成長を遂げた大手企業が派遣事業の許可を取り消された後、

廃業に追い込まれたのである。その急成長、そして廃業にいたる経緯の中に、いみじくも

人材派遣事業とはどう在るべきかが凝縮しているといえる。 

取り消しの直接の原因は違法な港湾業務等への派遣および２重派遣などであった。しか

し、問題視するべきはこの違法業務等への派遣もさること乍ら、過剰なマージン率にあっ

たということである。もともと労働者派遣法は常用雇用代替の恐れの少ない専門的知識等

を必要とする一部の業務を対象として制定された。その後規制緩和が進み派遣対象業務の

原則自由化、製造業への解禁で市場規模は大きく拡大した。この業界成長の過程で取分け

前述の問題に直結するのは比較的専門性が薄い日雇い派遣業務であり、日払い賃金システ

ムとの巧妙な組み合せにより高いマージン率を形成していたことである。 

企業の利益追求を最優先するあまり人を商品そのものとして扱い、労働の対価である賃金 

から過剰なマージンで上前をハネることにより成し得た高い企業利益、そして低い社会労

働保険付保率。その日雇い派遣が多くのワーキングプアを生み出す源泉になり、温床とな

ってネットカフェ難民を創り、若者をはじめとして３百数十万人とも言われる年収２百万

円以下の低所得者層を拡大させたといえる。このように「勤労の対価である賃金」に深く

係わり大きな影響を及ぼす人材事業は、本来これを行う者の理念が殊更重要である。 

また、企業が企業利益を追求することは当然のことから、これを規制する制度に不備があ

ってはならないのであるが現実には欠陥が多く、このことが様々な問題を惹起している。 

スタッフフォーラムの労供派遣事業は設立時すでにこれらのことを危惧していたもので

あり、今まさに現実となっていることから、人材派遣業と労供派遣事業が行う「供給･派遣」

の根本的な違いについて述べ、これを普及させることの意義を問いたい。 

 

1 労働者供給派遣事業と創設の理念 

(1) 労働者供給(労供)派遣事業 

1947 年制定の職業安定法第４４条は一般企業の労働者供給事業を禁止している。これは

賃金の中間搾取などの悪しき慣行を禁じたものである。 

また、同時に職業安定法４５条は、労働組合が無料で行う労働者供給事業を認めている。

これは、労働組合が労働者の利益を護る組織であり、一般の企業が利益の追求を目的とし 

て業を営むこととは、根本的に異なることを意味しているのである。 

しかし、労働者供給事業は事業主性がなく労働者に賃金直接払いと社会労働保険の適用が

おこなえないことから雇用主は供給先企業ということになる。 

そこに 1985 年労働者派遣法が制定される。この制度の特徴である雇用主は派遣元で指揮

命令は派遣先企業という使用者が雇用責任を負わない仕組みは企業ニーズを高め、規制緩

和や時代の要請とも相俟って人材派遣業は急拡大を遂げることとなり、それにつれて労働
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者供給事業は遅れを取ることになる。 

しかし、労働者派遣制度には使用と雇用の分離などの構造的な欠陥からさまざま問題が

あるにも拘わらず 1999 年派遣対象業種が原則自由化されることになる。 これにより一般

企業が行う問題ある派遣が益々拡大することを懸念し、これを牽制することなどを目的に

労供労組協(労働者供給事業関連労働組合協議会)は「供給・派遣」という仕組みをつくり

加盟の複数の労働組合が出資母体となって企業組合スタッフフォーラムを組織し、ここに

労働組合から労働者を供給して、その労働者を派遣先企業に派遣するというものである。 

 

(2) スタッフフォーラム創設の理念 

◇ 非営利、公開・公正、民主的運営（労供事業の精神）を生かした「必要最小限の経費を 
差し引いた賃金及び社会労働保険の完全付保」 

◇ 派遣労働者の適正な賃金・労働条件の形成と労働者派遣事業の健全な発展への寄与 

① 派遣契約内容の開示 

非営利については労働者供給事業から受け継ぐ精神を強調したものであり、実際に非営

利で行うということではないが、勤労者の労働の対価である賃金から中間的に経費を抜取

る行為は中間搾取に至り易いことから、これを開示することはある意味当然であるといえ

る。このことからマージン率を含め契約内容はすべて派遣先企業と派遣スタッフに開示す

ることとし、そして実践することを掲げる。 

また、必要最小限の経費での運営により賃金率の最大限化や社会労働保険の付保を完全

に履行することとする。 

② 健全な発展への寄与 

冒頭のような悪質とも言える人材派遣事業者が蔓延ることを創設当時に危惧していたこ

とは既に述べたが、労働者派遣事業そのものが側面に労働を商品にしてしまう要素を孕ん

でいる事業であるため、殊に健全性には配慮を持つべきである。 

スタッフフォーラムは、適正な賃金・労働条件の形成において、一つの理想的な姿を身を

以って実践しようとするものであり、これを普及させることが延いては労働者派遣事業の

健全な発展に寄与するものと確信する。 

 

2 労働者派遣制度の問題点とスタッフフォーラム 

(1) 労働者派遣制度の問題点 

労働者派遣法は施行時から課題を抱えて出発している。そしてその後の規制緩和、特に 

派遣対象業種の原則自由化には専門的業務に限るという施行時の面影は微塵もなく、専門

性を必要としない業務をも対象としたことが社会的問題を惹起させたといえ、制度自体も

含めた派遣法の抜本的改正が必須といえる。 

この労働者派遣制度は元々使用者と労働者の力の均衡（即ち企業が必要とする専門性を

持つ人材とそれを達成できる専門的知識経験を持つ労働者の関係）が保たれることによっ
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て成り立つ仕組みであり、そのうえ「使用と雇用の分離」という三角関係は派遣先と派遣

元にも同様の力関係が作用することになる。 

他方、正規雇用の労使の関係においては、日本的終身雇用の変化もあり使用者が強者で

労働者が弱者という関係は存在しなくなったといえる。つまり企業にとってどんなに重要

な社員であっても転職されるリスクは存在するのであって、即ちこれは労使の力の均衡が

取れていることになる。同時に派遣労働者も専門性が高い業務であれば、これと同じ力の

均衡が取れることになるのである。 

しかし、派遣対象業種の原則自由化はこの力の均衡を完全に崩し、使用と雇用の分離とい

う歪な仕組みは派遣先企業にのみ有利な状況を与えることとなり、そのことが派遣労働者

の就労条件の低下に繋がっているといえる。また、中間搾取の危険が内包されている派遣

事業に於いては教育訓練を雇用主に依存していることもマージンと中間搾取の区別を益々

不透明にすることになり、開示義務も上限規制も無いなかでは過剰マージンやピンハネに

繋がり易い状況をつくっているともいえる。 

しかし、このような問題の中には既に労供派遣事業で実施していることが普及すること

により解決出来る問題も含まれていることを述べてみたい。 

 

(2) 企業組合スタッフフォーラム 

２０００年１月に一般労働者派遣事業の許可を取得したこの事業の運営・拡大の趣意は、

労働者派遣制度の欠陥から起こり得る派遣労働者の権利保護や派遣元企業の過剰マージン

(中間搾取)により低賃金化することへの牽制などであり、「一般の派遣会社とは一線を画

す」ことから、その違いを愚直に示す為に敢えて「企業組合」という中小企業等共同組合

法に基づく法人とした。 

① なぜ企業組合なのか 

1 労働者の味方が真に労働者を考えた姿 

株式会社：「企業の利益や株主の利益追求」が主な目的であり、そのための経営努力 

をする。議決権は持ち株数に比例する。 

 企業組合：「派遣労働者の利益追求」が目的であり、賃金率の最大限化や労働条件の 

最適化のために経営の合理化を図る。議決権は１人１票と平等である。 

2 どこよりも賃金を優位にするために 

賃金率の最大限化：マージン率 25%で事業計画を策定する(厚労省発表平均値 33.2%で

あるが、他の調査等では、それ以上とも言われている) 

必要最小限の経費：施設、設備等を必要最小限にし、無駄を省く経営方針を策定する 

労働者本位の組織：各出資組合所属の役員で理事会を構成し、実施計画や実施状況の

チェックをする 

3 なによりも｢納得・信頼・安心」のために 

契約内容の開示：マージン率を含め、全ての契約内容を派遣先と労働者に開示する 
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保険の完全付保：２ヶ月以上の就労を前提に社会・労働保険にすべて加入する 

独自の福利厚生：就労３ヶ月経過後に２日の有給休暇付与や労災上乗せ共済への加入

もしている 

② ｢供給･派遣｣事業と活動 

 1 登録者の募集から就労に至るまで 

登録者の募集：各公共機関や出来るだけ無料の媒体等を中心に実施している 

派遣先の開拓：電話営業やファクス営業等、通常派遣会社が行う活動と同じ事をする 

就労者の登録：面談及び試験等により人物・スキル・希望職種などを確認、就業時に

労供労組協加盟の組合へ加入になることを説明のうえ登録をする 

派遣依頼受注：依頼受注後は、登録者とのマッチング作業を行う 

派遣契約締結：派遣先との派遣契約の取り交しをする 

派遣先の紹介：登録者に希望職種の派遣先を紹介、就労の意思確認をとる 

雇用契約締結：派遣就労者との雇用契約の取り交わしをする 

組合への加入：労供労組協加盟の組合への加入してもらう（組合費は各組合共通で月

収の１％を毎月控除する） 

企業組合加入：組合法人としての組合員比率 1/3 と従事比率 1/2 が必要となるが、加 

入は任意としている（企業組合組合員＝出資者→１口：１万円） 

派遣先へ就労：派遣先の指揮・命令のもとに業務に従事する 

  2 取り組み姿勢 

「派遣スタッフのための派遣会社」をモットーに、企業としての利益追求より「働く

スタッフの利益追求」を優先した事業活動を展開し、派遣労働者一人ひとりが、納得

のいく労働条件で仕事ができる運営体制で、他の人材派遣会社には真似のできない独

自の仕組みにより、人と企業の出会いを支援する。 

 

3 人材派遣業界とスタッフフォーラムの現状 

(1) 人材派遣業界の現状と問題点 

今人材派遣業界は大きな転換期を迎えている。これまで規制緩和を背景に拡大の一途を

辿って来た業界だが、ここにきて全体的には労働力人口の減少を背景にした登録者数の減

少問題、そして社会問題化している日雇い派遣などにより、規制は一転強化の方向へ舵を

切ることになって来ていた。更にそこへ 100 年に一度といわれるアメリカ発の行き過ぎた

金融資本主義の破綻により生じた大不況。これに巻き込まれるばかりか発信地アメリカを

も上回る不況に晒されることとなり「派遣切り」という言葉が横行し、「派遣村」が生ま

れ今後の課題とされていた製造業派遣の在り方も昨年の秋以降一気に顕在化してきた。 

十数年前、時代の流れの中で翻弄される結果となった、いわゆる就職氷河期世代が中心と

いわれる日雇い派遣労働者や製造業派遣労働者などの再就職問題は国策として取組まなけ

ればならない問題であり、そのおもなものを記してみる。 
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① 日雇い派遣 

スポット派遣ともいわれ、派遣労働者の雇用・労働条件の劣悪化と無権利状態の象徴で

あり、原則自由化が惹起した究極の常用雇用代替といえる。臨時的・一時的労働力の需給

調整対策が派遣雇用の原点を無視して行われたことの末路である。 

② マージン率 

そもそも職業安定法で労働組合が無料で行う労働者供給事業以外は中間搾取の恐れがあ

るということから禁止されているものである。然るに、中間搾取の危険が内包されていた

労働者派遣事業に制限を設けることもなく施行された派遣制度が、日雇い派遣をはじめと

する労働条件の劣悪化を招いたといえる。 

③ いわゆる専ら派遣 

インハウス派遣、グループ企業派遣などとも言われ、まさに常用雇用代替の大きな機能

をはたしている。一定割合（８割）以下に規制するとの提言が出されていることが現状を

追認していることであり、これが常用雇用代替の温床になっているともいえる。 

④ 製造業派遣 

ひとくちに言えば偽装請負を掏り替えたものであり、そもそも物の製造を行う現場を派

遣で賄うには技術伝承などの点でも難があり、そこに期間を限定することはまったく実情

にそぐわないものといえる。 

また、近頃の企業努力の顕われのひとつに、一人工を２～３人で分担して行わせる方法

が囁かれている。これはおもに週２～３日のみ就労可能な労働者層などを中心にチームを

編成し、本来一人で行う業務を数人で分担して行わせるというものである。派遣会社とし

ては社会保険加入が必要とされず、その分が利益になるという構図である。これまでも週

２～３日就労を希望する派遣労働者は勿論たくさんおり、それを必要とする派遣先企業も

たくさんあった。しかし、敢えて１人工仕事を数人に分割してまでする、ある意味歪んだ

方法が考案されることも現行派遣制度に問題があるからだといえる。 

さらに、別の観点から最近行われた官公庁等の競争入札による派遣業務の落札額が昨年

の落札額の半額(\1,100-と\1,018-)という例がある。つい先ごろの経済紙に派遣労働者の

平均賃金が￥1,580-とあったが、この平均賃金を遥かに下回る落札額は派遣料金であり、

そこから更に派遣会社のマージン 33.2%(厚労省等が発表の平均値)が引去られることにな

れば最低賃金法すれすれの賃金ということになる。このことに関してこれを実施した省庁

等の担当者は落札価格の下限を決める根拠が無いという、本当にそうだろうか「同一労働

同一賃金(同一能力)」、「派遣労働者の平均賃金」、「所得格差拡大の助長に繋がらない額の 
賃金」、「納税の義務が履行できる額の賃金」などなど、これらを考慮すれば十分に根拠は

あるのではないかと思う。 

このような状況下においては当然のことながら派遣労働者は長期安定の就業先を希望、

もしくは正社員としての就業を求める傾向が強くなり、従来のテンポラリー的就労に対す

る考え方が時代背景とともに変化してきているといえる。 
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(2) スタッフフォーラムの現状 

◇ 事業としての捉え方､｢労働者本位｣という点を除けば活動は一般の派遣会社と変らない 

◇ 市場原理に沿った経営、事業拡大により初めて創設の理念が現実のものと成りえる 

① 事業状況 

1 開始期 

初年度においては、ＯＡ機器操作の労働者を中心に通年で平均３０名の派遣就労者数

を計画、遂行のための人員配置、営業計画を策定し事業活動を開始する。また、あら

ゆる業種への派遣が可能なことから他の労供事業を行う労働組合等にも呼びかけ計画

の達成を目指した。しかし、その後専従の営業担当者が定着せず事業展開がおぼつか

ない状況となっていた。 

2 第２創業期 

昨年３月第二事業部を設立、経営責任者として代表執行役を置き、ごくごく一部では

あるがグッドウィル廃業に伴う受け皿として数社の派遣先企業を移管する。また、小

規模からの事業展開に向く営業担当を配備し、管理、事務などの必要人員も配置、謂

わばこれを第２創業期として捉え、あらためて事業展開を開始する。 

② 活動実態 

つねに派遣労働者の利益追求という目線での事業活動以外では、営業活動やその他業務

においても活動実態は一般の派遣会社と殆んど同様のものである。 

1 営業活動 

 労働者本位の組織体制は、意欲ある労働者の派遣を可能にし、企業組合という法人名

が持つ独自性は訴求効果もあり他社との差別化が図りやすいことから、これらを活か

した営業活動をしている。 

 2 市場原理に沿う経営 

  創設の理念「適正な賃金・労働条件」を１人でも多く享受してもらうためには市場原

理に沿った経営をすることが必須であり、事業拡大のためには市場経済での競争を常

に意識した事業活動をしている。 

③ 事業としての優位性 

1 派遣労働者の賃金は厚労省や経済紙が発表している平均を約 10%上回る賃金率を確保 

2 マージン率を含む派遣契約内容の開示による「納得・信頼・安心」の享受 

3 同業他社に類のない「企業組合」という組織が持つ無形サービスの差別化の訴求効果 

④ 事業活動と課題 

1 派遣先企業（特に中小企業）が持つ労働組合に対するアレルギー 

2 企業組合法人としての組合員比率 1/3 と従事比率 1/2 の確保 

3 派遣先開拓の営業活動のなかで、企業組合という組織体が与える弱小イメージ 
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4 労供派遣事業の課題と今後の展望 

(1) 当面する課題とその克服 

労供派遣事業は、事業としての優位性を持つ反面抱える課題もありその克服が事業拡大

の鍵となり、是非とも乗り越えなければならないことである。 

① 企業の労働組合アレルギー 

派遣先企業の中には労働組合に対するアレルギーを持つ企業（特に中小企業）が多く存

在する。このような企業に対して派遣事業体を組織した出資母体としての労働組合と労働

運動を行う労働組合は別であることの理解を得ることが必要である。 

事業を行うにおいては、一般の派遣会社以上に派遣先企業に労働意欲のある派遣労働者

を結びつけることが出来ることを、派遣先企業に対して実績を積み重ねることにより理解

を得ていくことができるといえる。 

② 組合員比率と従事比率の確保 

企業組合法人(組合員＝出資者→１口：１万円)として組合員比率 1/3 と従事比率 1/2 の

構成比が必要となる。ところが、実際には派遣労働という性格上就労期間の長短や限定な

どもあり積極加入は望めない状況にある。そのため一括ではなく分割積立方式などいろい

ろ検討されたなか、派遣労働者の負担にならない方法を取ることとなる。 

③ 企業組合という組織体が持つ弱小イメージ 

企業組合という法人格そのものの理解度が低く、それを説明する中で無形サービスの差

別化においての訴求効果の面と組織体としての弱小イメージが交錯することになる。事業

規模を拡大していくうえでは、通過点なのかもしれない。 

 

(2) 事業拡大と課題 

① 認知度の向上 

社会的にはおろか業界でもまだまだまだ知られていないこの「供給・派遣」事業を拡大

させるためには、如何に認知度を上げるかに懸かっている。しかし、そのやり方が開拓の

中心となる中小企業の労働組合アレルギーを刺激するものであれば、逆効果になってしま

う可能性もあり、多面的に露出場面を増やすことにも慎重を期す必要があるといえる。 

② スケールメリット 

小規模事業組織が事業を拡大するに於いて、その目的を実現するに志を同じくする組織

などがあれば連携や提携をすることにより、スケールメリットを発揮することが可能にな

る。大不況のこの時代だからこそ相互間などの連携や提携で機会損失を防ぐことが大切で

あり、広くこれを模索することも必要といえるのではないか。 

 

(3) スタッフフォーラムの展望 

◇ 人材事業はある意味「聖職」の域にあるものと言え、勤労者の賃金の上前を撥ねる以上、 
その率は適正で、且つ不純な動機が混じらないものでなければならない 
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◇ 従来から実施の「マージン率の公開」をより積極的に推進、業界透明化の旗振り役に 

① 人材派遣事業を「聖職」として扱うことが出来る組織 

青臭い理想を述べるつもりはないが、ある意味「聖職」という観念を持って人材事業を

行わないことには社会的弱者（就職氷河期世代が中心といわれる日雇い派遣労働者や製造

派遣労働者の再就職困難者など）を益々窮地に追い込むことになる。 

もちろん派遣労働者すべてが社会的弱者と言うつもりは毛頭ないが、派遣法が原則自由

化され殆ど全ての業種に派遣ができるようになり、力の均衡が崩れてからは、市場原理に

もとづき当然ながら賃金が下がることになる。正規社員として働く労働者の賃金はマクロ

的な市場経済の中で決まることになるが、派遣労働者の賃金は派遣元会社による派遣先企

業の獲得争いという限られた市場原理で決まる。勤労者の労働の対価がこのように謂わば

商品として扱われるなかで、これを扱うものの精神に不純な動機が混じっているとすれば

不幸なことである。 

スタッフフォーラムは昨年来、「正社員登用予定派遣」を他に先駆けて始めている。こ

れは一定期間を派遣社員として就労後、正社員の登用を予め約束して契約をするもので、

正社員登用の際に紹介予定派遣のような手数料などは一切取らない仕組みである。 

昨今の世情を考慮した、まさに無料で行う労働者供給事業の精神を受継ぐものであり、

１人でも多くの派遣労働者が安定した就労が出来るよう事業の拡大を目指すものである。 

② 人材派遣事業を「透明性」を持って出来る組織 

スタッフフォーラムは事業開始以来、既にマージン率や契約内容の開示を実施して来た。

しかし、力不足により業界に影響を与えるまでには遠く及ばないでいる。とはいえ、高率

のピンハネが問題視され、マージン率の上限設定や個別派遣料金の公開などが各方面から

も声高に言われている現実もある。 

「供給・派遣」という他に例のない派遣事業体で、契約内容のすべてをオープンにでき

る体質を持つスタッフフォーラムが、今まで以上に一つでも多くの派遣先企業にこれを露

出することにより、それが業界の透明化につながり、ひいては業界の健全な発展に寄与す

るものと確信する。 

 

おわりに 

 「供給・派遣」制度で行う人材派遣事業は、現行の派遣制度の下では派遣先企業と派遣

労働者にとって最も優れている仕組みといえるのではないかと思う。 

この度、この制度を皆様にご紹介できたことを感謝し、これを機会にこの制度が普及する

きっかけとなれば、幸甚です。 


