平成 19年 度事業計画
自 至

平成 19年4月 1日
平成20年3月 31日

I.基 本 的活動方針
1.業 界 の社会的地位 の 向上
労働者派遣法が施行 され て20年、数度 に亘 る法改正 による規制緩和 もあって、
人材派遣業は 4兆 円を超 える市場規模 とな り、さらに成長 し続 けている。業界 の
成長性を維持す るために、働 く人々が安心感 と希望を持 って派遣 とい う働 き方を
選 べ るよ うな環境整備 を推 進す る と共 に、派遣 の魅力 を積極 的 に社会 にPRし 、
人材派遣 の理解促進 に努め る。 それによ り業界 の社会 的信頼J陛向上 と持続的な成
長、業界の健全 な発展 を期 してい く。
2.コ ンプライアンスの徹底
派遣会社 は適正な派遣事業を営むよう取 り組んでは いるが、複合業務や事前打
合 せ等 とい ったル ールが必ず しも周知 ・徹底されてい る とはい えない。社会 か ら
信頼を得 るために、 また、 国や行政 に必要 な要望を してい くためにも、法律以上
に厳 しい 自主的ル ール に則 りなが ら事業運営をす ることが重 要 であ り、会員 と一
体 となって コンプライ アンス強化 に引 き続 き努める。 なお、 コ ンプライアンス徹
底 の観点 か ら、入会基準等 につ いて も検討す る。
3.ポ ジテ ィブ情報 の収集 ・公開
人材派遣の魅力を訴求す るためには、外部 か らもた らされ るネ ガティブ情報 に
対 して、受身 の対応 に とどまってはな らない。派遣の活用好事例 な ど、ポジティ
ブ情報を収集 し、積極 的 に公 開す る。
4.地 域協議会 との連 携強化
事業活動 において、各地域協議会 と協会 との連 携を強化す る。
また、従来、協会主催 のセ ミナー ・研修会等 は、東京、大阪を中心 とし、地 方
会員 に恩恵が少なかったので、地方会 員 に対す るセ ミナー 等を強化す るよ う昨年
度方針を示 した ところであ るが、今年度 も引き続 き同 じ方針 で臨む。

Π.具 体 的事業計画
1.労 働者派遣法 の見直 し
労働者派遣法が施行 され、昨年 7月 で満20年が経過 した。 さまざまな点で規制
緩和がなされたが、それ に伴 い雇用契約 申込み義務等規制強化の規定 も盛 り込 ま
れた。この間、派遣労働者の声が十分吸い上げ られてきた とはい えない。そ こで、
派遣労働者 に とって も使い易 い制度 とす るため、労働者派遣法 の改正要望を とり
ま とめ、立法 ・行政 その他機関に訴 えかけることとす る。
また、派遣料金 の 内訳、社会保 険 の加入率の情報公開等 、派遣制度 の透明性を
高め、改正に向けた地 な らしを 図 る。
さらに最近、物の製造業 務 の派遣が 3年 に延長 され、労働安全衛生 の面 か ら見
直 しを視野 に入れ ることも考 えたい。
2.社 会保険検討 プロジェ ク ト (仮称)の 設置
厚生年金保険料が毎 年 アップされ る現在、労働者派遣事業 に とってふ さわ しい
厚生年金制度は どのよ うな ものか について、各方面か ら提案 されてい る案 を検討
し、当協会 としての態度を決定す るため、人材派遣健康保険組合 の協力を得 なが
ら、社 会保険全般を視野 においたプロジェク トを立ち上げる。
3.派 遣労働者等 に係 る能 力開発 ・キャ リア形成 プロジェク ト (仮称)の 設置
厚生労働省の委託業 務 として、正社員 と派遣労働者等 との能 力開発 の機会格差
を埋め、持続的な職業キ ャ リアの発 展 が続 け られ るよ う、業務分野別 (分科会を
設置)に 就労 モデル やキ ャ リア形 成支援計画を検討 し、派遣元 ・派遣先 へ の周知
広報を行 う。
4.障 害者雇用率制度 の検討
現在厚生労働省 では、 「
多様 な雇用形態等 に対応す る障害者雇用率制度 の在 り
方 に関す る研 究会」 で、 障害者 の派遣労働 について、障害者雇用率制度を議論 し
ているが、当協会 の要望 に沿 った形 で、実現できるよう働 きかけを強め る。
5.広 報 PR活 動 の展開
(1)「 人材派遣デー タブ ック2008」の発行
平成 20年 3月 末を 目途 に 「
人材派遣デー タブ ック2008」を発行す る。 「
人材派
ー
遣 デ タブック」も 3年 目となるが、従来 のサイズであるA4ム ック版 を踏襲 し、
2006年度か らの継続性を重視 した誌面 づ くりを心 掛 ける。
なお、2007年版 の評価 を踏 まえ、記事や冊子 スタイル 、訴求 ター ゲ ッ トについ
ては要検討 とす る。

haken十」 の発行
(2)協 会機 関誌 「
平成 18年度同様、年 4回 (6, 9,12, 3月
haken十」 (20
)会 員向け機関誌 「
ー
ー
ー
ペ ジ、全 ペ ジカラ )を 発行す る。特集 内容 は、時宜を えたもの とし、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。発行部数 は、各 回7,000部とす る。
(3)協 会主張広告 の掲載
協会 の主 張を継続的に社会 に発信す るために、新聞 ・雑誌な どの媒体 に広告を
掲載す る。 また、広告記事 な どの企 画を提案す る。
6.デ ー タ入カフォー マ ッ ト標準化 プロジェ ク トの推進
「デー タ入カフォー マ ッ ト標準化 プロジェク ト」 (平成 18,19年 度継続事業)に
おい て、前年度 の現状把握 の ヒア リング調 査 と研 究結果 を踏 まえ、 今後 の方 向
性 ・具体策 の検討 を行 う。
ア.【haken̲working】 2007
派遣 を上手 に活用 し、派遣就労を通 して 、 「
生活」 の場 で活躍 して
仕事」や 「
い る各社 の派遣 スタッフにフ ォー カスを 当て、そ の姿を広 く社会に紹介す る こ と
によ り、派遣就労全体 のステー タスの向上を 図 る。
8.派 遣 ス タッフWebア ンケー ト
派遣就労 の実態や意識 に関す るデー タを、派遣 スタッフか ら直接収集 し、協会
の諸活動 のバ ックデー タとす る。特 に、 プラス評価 の点 は、派遣就労 のステー タ
ス 向上 のための資料 として活用 し、他方 マ イナス評価 の点は、派遣業界 として、
ギ ャップを埋めるための施策 の検討資料 とす る。
9.「 労働者派遣事業統計調査」の見直 し
当協会で四半期 ごと実施 している調査集計 の精度をよ リー層高め、 さ らに今後
期待 され る情報の収集 を検討す ることとし、平成 19年末を 目処 に、調査対象 ・項
目な どを外部か らのア ドバ イスを含めて考案す る。なお、平成 19年は、従来 の統
計集計 を行 う。
10.各 種 セ ミナー の開催
派遣会社 における様 々なニー ズに対応す るため、社 内の人材育成 につい ては人
材育成 セ ミナー ・レベ ルア ップセ ミナー を行い、 法律相談 については相談事例 セ
ミナー を行 う。 また、事 業主等 の トップや派遣 スタッフ等を対象 としたセ ミナー
を開催す る。業界全体 の質 の向上 に努め、派遣業界のイメー ジアップを 図 る。
①人材育成 セ ミナー の 開催 (地方)
② レベ ル アップセ ミナー の開催 (東京 2回 、大阪)
③相談事例 セ ミナー の開催 (東京、地方)

④新 しい法律制度等 に係 るセ ミナー の 開催 (東京)
⑤派遣元事業主対象のセ ミナー の開催 (東京)
⑥派遣 スタッフ対象 のセ ミナー の開催 (東京、地方)
11,そ の他制度改定 に係 る諸問題 の検討
派遣制度 にマ ッチ しない諸制度 (派遣労働者 の交通費非課税 問題、事業所税 間
題等)に つい て検 討する。
12.障 害者雇用促進のための広報活動
昨年度 、 当協会 の委員が参加 した独立行政 法人高齢 ・障害者雇用支援機構 の
「
人材派遣 における障害者雇用推進 委員会」 は、労働者派遣 における障害者雇用
の問題点、雇用促進策等を報告書 としてま とめた。今年度は労働者派遣 における
障害者雇用 の 問題点 ・雇用促進策等を社会 に広 く周知す るため、
広報活動を行 う。
13.機 密情報保護 に関す るガイ ドラインの改訂
平成 18年度事業 の継続 として、協会作成の 「
機密情報保護 に関す るガイ ドライ
ン」 の改訂を行政判断を仰 ぎなが ら糸
匹続す る。
14.協 会 ホー ム ペー ジの コンテ ンツの充実
(1)「 海外 の派遣事情」の更新
アメ リカ、イギ リス、 フランス、 ドイツ、オ ランダ、韓国、中国の従来情報 の
更新 と、 特徴 ある制度を もつ 国の調査 を追加す る。
(2)会 員 向けメール マ ガジンの コ ンテ ンツの増補 ・改訂
従来 の コ ンテ ンツの増補 。改訂 を行 う。 メー ル マ ガジン読者 に対 して読み たい
内容のア ンケ ー ト調査を行 う。
(3)派 遣労働者支 援委員会 の事業の コ ンテ ンツ化
同委員会 で企 画 してい る、 「
派遣 スタッフwebア ンケー ト」等 の結果 を広報す
る。
15.雇 用能 力開発機 構 との連携
生涯 職業能力開発促進センター (アビ リテ ィガー デ ン)と 連携 して、人材派遣
業界 に特化 した 5コ ー スの能力開発セ ミナー の実施 について引き続 き協力す る。
16.健 康診断
昨年 に 引き続 き、会員 に健診機 関を紹介 し、会員 と健 診機関 との間で直接 申込
手続 きを行 って もらう。
17.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。

18.派 遣元責任者講習の実施
派遣元責任者講習は、 これ まで厚生 労働省か らの委託事業 として開催 してきた
が、今年度か ら協会単独事業 として実施す ることとなった。 そのため、受講料 の
引上げを行 う。
改正労働者派遣法の施 行 によ り、派遣元 責任者 の行 うべ き業務 内容が従来にも
増 して重要かつ複雑 とな ってきていることか ら、講習内容 の充実 を図る ことが肝
要である。 この ため講師 と連携 しつつ 、各地域協議会 の協力を得 なが ら別紙 2の
とお り実施する。
また、受講希望者が増大 してい る状 況を踏 まえ、1回 当た りの収容人員を拡大
し、必要な追加開催 を行 うことに努める。再受講者 については、昨年度同様、講
義時間を短縮 し実施す る。
19.相 談 セ ンター の運営
労働者派遣事業 を適正 に推進す るために、派遣労働者、派遣元企業、派遣先企
業 か らの相談及び クレー ム に対応す る相 談 セ ンター を、電話 による相談が大半で
ある こ とな どを勘案 して、東京、名古屋 、大阪 の 3カ 所 に集約 した。特 に、東京
においては相談件数が多 い ために、土 ・日 ・祝 日を除 き毎 日の対応 とし、昼休み
や夜 7時 まで受 け付ける体制を維持す る。今後 よ リー層充実 した事業を行 うため、
キ ャリアカウンセ リングに関す る相談 にも対応 できるよう、専門 のキ ャリアカウ
ンセ ラー を東京 に常設す る。'
20.Ciett(国 際 人材派遣事業団体連合)の 活動
(1)Ciett世 界大会 へ の参加
平成 19年度 のCiett世界 大会 は、 アイル ラ ン ドの ダブ リンで 開催 され る。 当協
会か ら代表が参加す る。
(2)第

2回 Ciettアジア/太 平洋会議 へ の参加

平成 18年度開催の第 1回 会議 に引き続 き、第 2回 会議 に参加す る。KOSA(韓 国
派遣協会/せ号 毬利斗4瑠 司/Korea Staffing Association)CAFST(中
国対外労
ー
務サ ビス業者協会/中 国 外服努工作行池携会 /China Association of Foreign
Service Trades)の2協 会 に加 え、今後加入のアジア 。オセアニ アの協会 にも働
きかける。今年度 は、事前 に議案 を検 討 し、一 定 の成果を出 していきたい。
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平成 19年 度派遣元責任者講習実施計画
開催地
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受講予定者 の範 囲
東京都及び関東 ・甲信越地 区
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る
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岡山県及び中国地 区
東京都及び関東 ・甲信越地 区
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大阪府及び近畿 ・北陸地区
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０
６

東京都

県 都
山 京
岡 東

平成 1 9 年4 月

東京都

8月

大阪府

504巧
る
480巧
ζ

8月

愛媛県
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9月
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北海道
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福 岡県

10月

大阪府
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宮城県
広島県
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大阪府
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東京都
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480石
ζ
504巧
る
357埼
畜
60044
504齋
畜
480巧
ζ
504巧
る
14,747壻
彗

愛知県及び中音[地区
大阪府及び近畿 ・北陸地区
宮城県及び東北地 区
東京都及 び 関東 ・甲信越地区
東京都及 び関東 ・甲信越地 区

愛知県及び中部地 区
大阪府及 び近 畿 ・北陸地区
東京都及 び関東 ・甲信越地 区
北海道地区
福岡県及 び九州 。沖縄地 区
大阪府及び近畿 ・北陸地 区
宮城県及び東北地 区
広島県及 び 中国地 区
東京都及 び 関東 ・甲信越地 区
大阪府及び近畿 ・北陸地 区
東京都及び関東 ・甲信越地 区
愛知県及び中部地 区
大阪府及び近畿 ・北陸地 区
東京都及 び関東 ・甲信越地 区
福 岡県及び九州 ・沖縄地区
愛知県及び中部地 区
東京都及 び 関東 ・甲信越地 区
大阪府及び近畿 ・北陸地 区
東京都及び関東 。甲信越地 区

