
韓国・高麗大学労働大学院 허영길（許永吉）氏作成（参考資料としてS.Wakita訳）

非正規職法の主要内容と評価非正規職法の主要内容と評価
[労働法セミナー発表資料]

2007.3月

担当教授 : キム・ヒョンベ教授
学科 : 労働法学科
発表者 : ホ・ヨンギル表
学番 : 2006490001



Executive Summary

全論議期間 5年 関連ストライキだけ 10余順番に至った非正規職関連法(案)(期間制および短時間勤労者保護等に関する法律 派遣勤労者保全論議期間 5年、関連ストライキだけ 10余順番に至った非正規職関連法(案)(期間制および短時間勤労者保護等に関する法律、派遣勤労者保

護などに関する法律、労働委員会法)が国会議長の職権で 2006.11.30.上程、通過したが、その主要内容は下の通り

区分 以前の法 改定法

期間制勤労者

•差別禁止規定なし
• 差別禁止規定新設、労働委員会を通じた是正及び是正

命令不履行のとき、1億ウォン以下の過料賦課

•期間制勤労契約の繰り返し更新関連規定なし

(判例などは平均的に 3年認定)
• 期間制勤労者の使用期間を 大 2年にして超過使用の

とき期間の定めがない勤労者化

短時間勤労者
•差別禁止規定なし

•法定勤労時間以内超過勤労規制なし

•期間制勤労者と等しく差別禁止及び是正

•法定勤労時間以内でも 1週 12時間以上超過勤労制限

•差別禁止を宣言的に規定 •期間制,短時間勤労者と等しく差別禁止及び是正

派遣勤労者
•派遣期間 長 2年 •現在と同一

• 派遣勤労者を 2年以上超過使用したとき使用事業主に
雇用擬制適用

• 派遣勤労者 2年超過使用のとき、雇用義務を適用して雇
用義務違反のとき 3,000万ウォン以下の過料賦課

• 派遣禁止業務などにも雇用義務適用

ここに労働界では反発しているし法的論難の対象になることができる事項が何種類あるが、もう立法化が成り立っただけこれに対す

る徹底的な備えが要求される時点

特に差別禁止に関する規定は判断基準などが曖昧で多くの論難が発生する可能性が高くて、企業らには非正規職に対する差別的

制度改善のために追加的な費用負担が不可避な実情
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Ⅰ．立法関連動向
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1.国会本会議通過までの論議経過

2001 7 2004 9 2005 4

“全論議期間 5年、関連ゼネスト 10余回"

労使政委員会内

非正規職対策特委
労働部立法予告 労使政代表者会議

2001.7. 2004.9. 2005.4.

• 労使政間合意の失敗により、政府

単独案として立法予告

• 国家人権委が労働界の意見を受容

• 労使政が 100余回論議したが

結局、合意導出に失敗
• 国会主導で 11回労使政代表者会

議を持ったが結局合意失敗

• 12月韓国労総が 終案を提示した

した勧告案を提示して以後から労

働界の本格的反発

2006.2.27.2006.4.26.2006.11.30.

後民主労総と対立の兆し

環労委通過国会法司委上程国会本会議通過

• 民主労働党の占拠などによって環

労委処理が何度も霧散

• 秩序維持権発動下でウリ党とハン

ナラ党主導で通過

• 民労党などの強力反発で 4月、6

月、8月法司委処理失敗

• 民主労総は 3回ゼネストを実施し

て強力反発

• 政治的イシュー(憲裁所長任命な

ど)と連関して処理が遅滞

• 政治イシューが解けると国会議長

の職権上程で本会議通過
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2.各界の反応

主要 Issue主要 Issue 労働界労働界 経営界経営界

期間制勤労期間制勤労
2年雇用後

正規職化

期間制使用事由制限なしは

使用者が正規職化 を避ける

ために 2年内に大量に解雇

する

期間制勤労者を 2年だけ雇

うことができるようになって雇

用硬直性が強化される

派遣勤労派遣勤労

合法 or 不法

派遣勤労者 2年

罰則のみを規定することで

現行 ‘雇用擬制'より改悪さ

れた法案

不法派遣にまで雇用義務を

賦課することで企業経営に

負担が大き
派遣勤労派遣勤労

使用後雇用義務

合理的理由ない

れた法案 負担が大きい

差別的処遇 基準が 透明
差別関連紛争増加と労務管

差別禁止差別禁止

合理的理由ない

賃金その外の

勤労条件差別禁止

差別的処遇の基準が不透明

で実効性がない

差別関連紛争増加と労務管

理費用増加などで企業経営

に大きい負担になる

cf. 韓国労総 :  非正規職保護のための 初

"反対"
経営負担だけ増加

(事実上受容)

"反対"
悪法を一方的に通過させる

のに
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分類 2006 11 30 国会通過内容 現行

[Reference] 非正規職法 主要内容要約

分類 2006.11.30.国会通過内容 現行

• 期間制・短時間・派遣勤労について合理的理由のない

差別禁止を明文化

• 労働委員会を通じた差別是正手続き

共

通

差別

禁止

制度

労働委員会を通じた差別是正手続き

-審問及び調査過程で調停を通じて紛争が解決される

ようにし、調停成立の時、裁判上の和解効力を付与

-確定是正命令不履行のとき、1億ウォン以下過料

• 別途規定なし

賦課差別是正方式を、差別行為中止、勤労条件

改善命令、適切な金銭補償など多様に規定

-差別有無立証責任は使用者にあることを明文化

期

間

使用

期間
• 2年に制限

• 別途規定なし(期間制勤労契約繰り返し・

更新に制限規定なし)

使用期間 • 2年超過使用のとき期間を定めない契約と見なす
制

使用期間

超過のとき

効果

• 2年超過使用のとき期間を定めない契約と見なす

• 有期事業、特定プロジェクト完成、欠員勤労者代替など

の場合に例外を認める

• 別途規定なし

短

時

間

超過勤労

制限

• 法定勤労時間以内でも超過勤労制限(1週 12時間)

• 使用者の不当な延長勤労指示に対する拒否権明示

• 法定勤労時間を超過した延長勤労に

ついてだけ制限

賃金 構成項目 計算方法及び支払勤

労
勤労条件

書面明示

• 賃金、勤労契約期間、勤労時間など勤労条件に大韓

書面明示義務賦課

• 賃金の構成項目、計算方法及び支払い

に

関する事項に関して書面明示義務賦課
77



仕分け 2006.11.30.国会通過内容 現行

• Positive list 方式維持 • Positive list 方式で規定

派遣
対象
業務

- 派遣対象業務に 「業務の性質など」を追加

※具体的派遣対象業務は施行令で規定

- 派遣対象業務を専門知識・技術または

経験などを要する業務として大統領令

で定める

※施行令で 26の職種を規定※具体的派遣対象業務は施行令で規定 ※施行令で 26の職種を規定

派遣
期間

• 大 2年(現行維持) • 大 2年

すべての不法派遣に対して 2年超過使用の時使用
派
遣
勤
労

雇用
義務

または

• すべての不法派遣に対して 2年超過使用の時使用

者業

株に雇用義務賦課

- ただ、禁止業務違反時 : 即時雇用

• 派遣期間(2年) 超過使用の時 : 雇用議題

(使用事業体に雇用されたことと見なす)

雇用
擬制

- 雇用義務不履行の時過料(3千万ウォン) • 対象業務違反、無許可派遣の時 : 雇用擬

制または雇用義務規定なし

不法
派遣
禁止

• 使用事業主に対する処罰強化

• 派遣及び使用事業主 : 3年以下懲役または 2千万

源泉満員以下罰金

• 処罰量刑の相違

派遣事業主 : 3年以下の懲役または 2千万

ウォン以下の罰金

使用事業主 : 1年以下の懲役または 1千万禁 源泉満員以下罰金 使用事業主 : 1年以下の懲役または 1千万

ウォン以下罰金

• 2007.7.1.施行

• 差別禁止関連規定は段階的に施行

施行時期

差別禁止関連規定は段階的に施行

- 300人以上 & 公共部門 : 2007.7.1.

- 100人～299人 : 2008.7.1.

- 100人未満 : 2009.7.1. 88



Ⅱ．差別的処遇の禁止

9



1.'差別'に対する法適用関係

AS ISAS IS TO BETO BE

• 正規職 vs 非正規職間差別につ

いての具体的規定なし

• 国籍、男女、信仰、身分による差別

禁止(主に正規職間)

勤労基準法第5条 (均等処遇) 使

用者は勤労者に対して男女の差別

• 解釈論上、勤労基準法第5条など

と統合して規律
勤労基準法第5条

退職給与保障法第4条第1項用者は勤労者に対して男女の差別

的待遇ができなくて国籍、信仰また

は社会的身分を理由で勤労条件に

対する差別的処遇をすることがで

退職給与保障法第4条第1項

男女雇用平等法
期間制法第2条

差別的処遇の定義

※ 規定構造

きない．

勤労者退職給与保障法第4条第1

項退職金の差等の設定禁止

• 正規職 vs 期間制 or 短時間 or 派

遣勤労者間の差別禁止

期間制法第8条 ～ 第12条

差別的処遇の禁止及び是正

男女雇用平等法
期間制法第2条及び

第8条ないし第12条

期間制法第24条など

罰則規定
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2.期間制法上、禁止される '差別的処遇'の意義

期間制法第8条第1項
1 “期間制勤労者であることを理由に"

勤労者の技術・能力など合理的理由ではなく、単に雇用形態

使用者は期間制勤労者であることを理由

に当該事業または事業場で同種または類

が期間制勤労者であることを理由に

2 "当該事業または事業場で"

当該事業または事業場内の勤労者に限定されて、同じ産業

や地域次元の同種または類似正規職勤労者は比較対象で
似の業務に従事する期間の定めがない勤

労契約を締結した勤労者に比べて差別的

処遇をしてはならない．

や地域次元の同種または類似正規職勤労者は比較対象で

はない

3 “同種または類似の業務に従事する"

等しい業務だけでなく 「類似」した業務に従事する正規職勤

※ 短時間勤労者(期間制法第8条第2項)と

派遣勤労者(派遣法第21条第2項)も等

しく適用、以下では期間制勤労者のみ

を記載するよう する

類 」 規 勤

労者も比較対象

4 “期間の定めがない勤労契約を締結した勤労者に比べて"

期間制勤労者の比較対象は類似または同種業務に従事す

る「期 定めがな 勤労者 短時 勤労者 較対象

“差別的処遇”とは賃金その他の勤労条件

期間制法第2条第3号

を記載するようにする る「期間の定めがない勤労者」、短時間勤労者の比較対象は

同種または類似業務に従事する「通常勤労者」 ,派遣勤労者

の比較対象は同種または類似業務に従事する「使用事業主

所属勤労者」

などにおいて合理的理由なく不利に処遇す

ることを言う．

5 "差別的処遇をしてはならない"

賃金その外の勤労条件において合理的理由なく不利に処遇

すること
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[Reference] 差別的処遇判断基準

労働部は差別の様態が多様で詳細的判断基準を決めることは難しいと言いながら、労働委員会の判定や裁判所の判例などが蓄積

されれば、ある基準が確立されるはずであり、下のような場合には一般的に差別的処遇にあたるとすることができるという

労働部例示

賃金差別

就業規則などによって同一資格・同一学歴を持っ

て同一職務を遂行するようになっているのに非正

• 特定の資格や学歴などの労働力評価において合

理的な差があり得る場合には同一または類似の

労働部例示

て同一職務を遂行するようになっているのに非正

規職に対して低い賃金を支給する場合

勤労時間など差別

職務を遂行しても賃金差の認められる余地があり

得るという解釈論が可能

正規職に対しては有給休日を、非正規職に対して

は無給休日を適用する場合

そ 他勤労条件差別

• 解釈論上非正規職勤労者にだけ延長勤労などを

割当する場合、各種慶弔休みなどに差がある場

合などもこれにあたること言える

• 労働部は 「勤労者福祉」に関する事項も 「勤労条

件」にあたるので、差別禁止の対象になるが、一

回性の性格をもつ勤労者福祉は勤労条件にあた

その他勤労条件差別

年末成果給、勤続褒賞金その他福利厚生費を支

給して非正規職であることを理由に対象から除く
回性の性格をもつ勤労者福祉は勤労条件にあた

ると見るのは難しいので、差別禁止の対象になら

ないという

場合、構内食堂・通勤バス利用を合理的理由なく

制限する場合

※ 上記の内容は現在状況での解釈論であるだけで 労働部ではない労働委員会が 終的に 定基準を用意して具体※ 上記の内容は現在状況での解釈論であるだけで、労働部ではない労働委員会が 終的に一定基準を用意して具体

的事案別に判断する(現在、労働委員会はこれに係わる研究要約を進めている)
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3.差別是正手続き

差別的処遇がある から 月 内
※ 立証責任

• 公益委員 3人で構成

※構成

期間制勤労者

差別是正申し込み

•差別的処遇がある日から 3ヶ月以内

•労働組合は差別申し込みの主体になることができない

※ 是正命令の内容

• 差別是正手続きで立証責

任は使用者にあるが、勤

労者は具体的にその内容

を明示しなければならない

※ 立証責任

地方労働委員会内

差別是正委員会

確定
双方または一方の申し込み
or 労働委員会職権

•差別的行為の中止

•賃金など勤労条件の改善

•適切な金銭補償など

中央労働委員会内

不服

(10日以内再審申し込み)

是正命令不履行の時

1億ウォン以下過料

調停

仲裁

当事者合意によって

• 確定是正命令に対して労

働委員会は是正命令履

行状況提出を求めること

ができる

※ 是正命令移行状況提出

中央労働委員会内

差別是正委員会

不服

(15日以内行政訴訟申し立て)

確定

当事者合意によって

裁判上の和解と

効力

成立

ができる

• 確定された是正命令を履

行しない場合、勤労者は

※ 是正命令不履行申告

行政訴訟

(15日以内行政訴訟申し立て)同一効力 労働部長官に申告
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Ⅲ．期間制法の主要内容
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1.適用範囲と適用時期

人的適用範囲 場所的適用範囲 適用時期

"勤労基準法と適用範囲が等しくて、大部分 2007.7.1.から施行"

区分
人的適用範囲

(法第2条)

場所的適用範囲

(法第3条)

適用時期

(法付則第1条)

• 期間制勤労者
• 常時 5人以上の勤労者を使

原則
期間制勤労者

• 短時間勤労者
うすべての事業または事業

場

• 2007.7.1.から施行

親族 を使う事業
• 差別処遇禁止及び是正手

例外 • 家事使用人

• 同居の親族のみを使う事業

または事業場

• 常時 4人以下の勤労者を使

差別処遇禁止及び是正手

続きに関する規定は事業場

または事業場規模別で段階

的適用
う事業または事業場に対し

ては一部適用

的適用

300人↑ & 公共部門 : '07.7.1.

100人～299人 : '08.7.1.

100人 ↓ : '09.7.1.

期間制勤労者 : 期間の決めることがある勤労契約を締結した

勤労者(法第2条第1号)

短時間勤労者 : 1週間の所定勤労時間があって事業場の同種業務に従事する

15

短時間勤労者 : 1週間の所定勤労時間があって事業場の同種業務に従事する

通常勤労者の 1週間の所定勤労時間に比べて短い勤労者(勤労基準法第21条)



2.期間制勤労者の使用

AS IS TO BE

関連規定なしに判例が規律
原則

“2年以上使用のとき、期間

の定めがない勤労者化"

"明確な基準がなくて

不確実性増加" 例外

の定めがない勤労者化

法第4条第1項第1号ないし

第5号で規定

短期の勤労契約が長期間にかけて繰り返して

更新されるとか その定めた期間がただ形式に

高裁判所 2006.2.24.宣告 2005ド5673号判決など

法第4条 ①使用者は勤労者を使用するとき 2

年を超過しない範囲の中で(期間制勤労契約

の反復更新などの場合にはその継続勤労し更新されるとか、その定めた期間がただ形式に

過ぎなくなった場合、その他契約書の内容と勤

労契約の締結同期及び経緯、期間を定めた目

的と当事者の意思、慣行などを総合的に考慮し

て期間の定めがない勤労者なのか判断

の反復更新などの場合にはその継続勤労し

た総期間が 2年を超過しない範囲中で) 期間

制勤労者として使用することができる．ただ、

次の各号のいずれか一つにあたる場合には

2年を超過して期間制勤労者として使うことが
て期間の定めがない勤労者なのか判断

2年を超過して期間制勤労者として使うことが

できる．
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[Reference] 使用期間制限の例外(法第4条第

1項各戸)

"下の場合には 2年を超過して期間制勤労者使用可能"

ⅠⅠ 事業の完了または特定の業務の完成に必要な期間を定め

た場合

下の場合には 2年を超過して期間制勤労者使用可能

建設工事などの遺棄事業や特定プログラム

の開発 プロジ クトの遂行のために雇う場合た場合

ⅡⅡ 休職・派遣などで欠員が発生していて勤労者が復帰す

るまでその業務の代わりをする必要がある場合

の開発、プロジェクトの遂行のために雇う場合

産休、育児休職、長期派遣などで欠員が発

生した場合るまでその業務の代わりをする必要がある場合 生した場合

ⅢⅢ 勤労者が学業、職業訓練などを履修するによってその

履修に必要な期間を決めた場合

学生、職業訓練生は学位または資格証取得

後就業が重要なのでその期間の中には適用
履修に必要な期間を決めた場合

例外

ⅣⅣ 高年者雇用促進法上の高年者(満55才以上)と勤労契約

を締結する場合
年齢によって再就職が難しい早期退職者の

ために高年者は例外を締結する場合

ⅤⅤ
専門的知識・技術の活用が必要な場合と政府の福祉政

策・失業対策などによって働き口を提供する場合として

ために高年者は例外

医者、弁護士など職業能力が高い専門職種

と公共勤労事業等の政府施策事業などを意策 失業対策な 働 を提供する場合

大統領令が定める場合 味

ⅣⅣ その他の上に準ずる合理的事由がある場合で、大統領 雇用環境変化に従って施行令で弾力的に規ⅣⅣ
令が定める場合

雇用環境変化に従って施行令で弾力的に規

定するようにする
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[Reference] 法施行以前もう 2年以上使った場

合(付則第2項関連)

Case : Ⅰ) 2007.7.1.法施行される事業場で勤めて、Case : Ⅰ) 2007.7. .法施行される事業場で勤めて、

Ⅱ) 法施行 前エイミー 1年の契約を 2番(回)更新した勤労者

労働部の解釈
この時点で勤労契約の更新を断っても

労働部の解釈 期間制法が適用されて期間の定めがな

い勤労者になるのではない

2005.1.2. (2007.7.1.) 2008.1.2. 2010.1.2.

2年

反対説

初契約 (法施行) 3番目契約更新
2年

この時点で勤労契約をまた更新または

延ばすと期間制法が適用されて期間の

定めがない勤労者化

“現在期間制勤労者で 2年以上

超過した勤労者などについて法

• このような労働部の解釈に対して、法施行前に勤労契約更新した回数

が無効になって法施行日からまた起算して 2年後にやっと期間の定めと

反対説
根拠

超過した勤労者などについて法

施行日から期間の定めのない契

約勤労者に転換するのではなく 2

007年 7月 1日以後、期間制勤労

がない勤労者になるとすれば、これは法で 2年間もう一度勤労契約を更

新する機会を与えたことと変わらないという批判が出されている

また法施行の前に 4 5回以上勤労契約が繰り返し更新されて以前の

vs

契約が締結・更新されるとか既存

の勤労契約期間を延ばす場合か

ら 2年が起算される"

• また法施行の前に 4～5回以上勤労契約が繰り返し更新されて以前の

判例によればすでに期間の定めがない勤労者と見られる場合も法施行

で、以前の契約期間と回数を無効と見れば、これは以前の契約更新に

対する兔罪符を与えたことと変わりがないという批判も出されている対する兔罪符を与えたことと変わりがないという批判も出されている
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3.勤労条件の明示

“期間制または短時間勤労者勤労契約締結の際、以下の事項を書面で明示"

ⅠⅠ 勤労契約期間に関する事項 書面明示の方法

ⅡⅡ 勤労時間・休憩に関する事項

ⅢⅢ 賃金の構成項目・計算方法及び支払い方法に関する事項

① 勤労契約書に明示する方法

② 主要勤労条件が就業規則に明

書面明示の方法

ⅣⅣ 休日・休暇に関する事項

ⅤⅤ 就業の場所と従事しなければならない業務に関する事項

② 主要勤労条件が就業規則に明

示されている場合勤労契約書

には個別勤労者にあたることだ

け記載し 就業規則を主旨させ
就業の場所と従事しなければならな 業務に関する事項

ⅣⅣ 勤労日及び勤労日別勤労時間 (短時間勤労者に限り)

け記載して就業規則を主旨させ

る方法

※ 違反時 500万ウォン以下の過料
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Ⅳ．派遣法の主要内容
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1.派遣対象業務

TO BETO BEAS ISAS IS

• 派遣対象業務要件に "業務の性質"を追

加して具体的内容は以前のように大統領

令で定め

• 派遣対象になる業務は派遣法施行令第2条

第1項及び別表1で決めた 26業務に限定

“(前と同一) 専門知識技術 ・経験または

業務の性質などを考慮して相応しいと判

断される業務で大統領令が定める業

“勤労者派遣事業は製造業の直接生産工程

業務を除いて専門知識 ・技術または経験な

どを要する業務で大統領令が定める業務・・ 断される業務で大統領令が定める業

務・・"

派遣対象業務になる要件が追加されたので

施行令もこれに合わせて 26対象業務に追• ただ、①出産・疾病・負傷などで欠員が生じ

どを要する業務で大統領令が定める業務

"

• 規定の順序だけで変わっただけ内容は以前

施行令もこれに合わせて 26対象業務に追

加される可能性が高い

ただ、①出産 疾病 負傷な 欠員 じ

た場合、② 一時的・間歇的に人力を確保し

なければならない必要がある場合には例外

• 上の場合でも建設工事現場業務 荷役業務 • 規定の順序だけで変わっただけ内容は以前

と同一

上の場合でも建設工事現場業務、荷役業務、

船員業務、有害・危険業務の場合などの場

合はすべての勤労者派遣事業が禁止
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2.派遣期間及び延長回数

Case : 1年未満 (ex : 6ヶ月) 派遣期間締結後、同期間で 2回延長した場合の法違反有無

AS IS TO BE

派遣法第6条 ① 第5条第1項の規定による

勤労者派遣期間は 1年を超えることができ

ない．ただ、派遣事業主・使用事業主・派遣

派遣法第6条 ① 勤労者派遣の期間は第5

条第2項の規定にあたる場合を除き 1年を

超過することができない．

② 第1項の規定にかかわらず派遣事業主・
勤労者間の合意がある場合には 1回に

限って 1年の範囲の中でその期間を延ばす

ことができる．

② 第1項の規定にかかわらず派遣事業主・

使用事業主・派遣勤労者間の合意がある

場合には派遣期間を延長することができる．

この場合 1回延長する時にはその延長期

“以前の法によれば 2年以内の

間は 1年を超えることができず、延長された

期間を含む、全派遣期間は 2年を超えるこ

とができない．

派遣期間だと言っても 2回延長

したので法違反"
"延長回数制限規定が削除された

ので法違反ではない"
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3.雇用義務

AS IS  '雇用擬制'AS IS  '雇用擬制' TO BE  '雇用義務'TO BE  '雇用義務'

派遣法第6条③使用事業主が 2年を超えて

継続的に派遣勤労者を使用する場合には 派遣法第6条2 ①使用事業主が次の各号継続的に派遣勤労者を使用する場合には

2年の期間が満了した日の翌日から派遣勤

労者を雇ったとみなす。ただし、派遣勤労者

が明示上の反対意思を表示する場合を除く．

派遣法第6条2 ①使用事業主が次の各号

のいずれか一つにあたる場合にはおいて

派遣勤労者を直接雇わなければならない．

• 労働部は上の雇用擬制規定が期間超過

以外に対象業務違反などすべての不法派 • 期間超過派遣使用はもちろん対象業務以

遣にも適用されるという立場

• しかし、判例は明文の規定がないという理由で雇

用擬制規定の適用を否認するのが大体的傾向

外の不法派遣などに対して使用事業主が

雇用義務を負担することを明示

• 雇用義務が発生したが雇わない場合 3千用擬制規定の適用を否認するのが大体的傾向

※大韓送油管公社事件( 高裁判所 2004.4.

16.宣告 2004ﾄﾞ1728号判決) など

雇用義務が発生したが雇わない場合 3千

万ウォン以下の過料に処する
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[Reference] 雇用義務が発生する場合(法第6条の2 各号)

“下の場合使用事業主は派遣勤労者を直接雇わなければならない"

ⅠⅠ
派遣対象業務ではないか、出産・疾病・負

傷または一時的・間歇的労働力確保事由

がある場合ではないのに 2年を超えて派遣

雇用義務移行するときの派遣勤労者の

勤労条件

がある場合ではないのに 2年を超えて派遣

勤労者を使った場合

ⅡⅡ
建設工事現場業務、船員業務、有害・危険

当該派遣勤労者と同種または類似業務を

遂行する勤労者がある場合にその勤労者

に適用される就業規則などで決めた勤労条ⅡⅡ
業務など法第5条第3項の派遣禁止業務に

派遣勤労者を使用した場合を意味する

(2年超過する必要なし)

に適用される就業規則などで決めた勤労条

件による

上に該当する勤労者がいない場合には派

ⅢⅢ

ⅣⅣ

全派遣期間である2年を超えて使用した場合

許可受けない派遣業者から派遣勤労者の

上に該当する勤労者がいない場合には派

遣勤労者の既存勤労条件より低い水準で

勤労条件を設定してはならない

派遣受けて2年超えて使用した場合
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Ⅴ．非正規職法に対する評価
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1.非正規職保護動向

“非正規職に対する各種保護措置が進められており

企業労働力運営に及ぼす波及効果が全体的に大きいと予想"

区分 保護動向

期間制勤労者
期間制および短時間勤労者保護等に関

• サービス業種で多くの規模

勤 者期間制および短時間勤労者保護等に関

する法律制定(2006.11.30.)
短時間勤労者

派遣勤労者保護などに関する法律改定

の期間制勤労者雇用

• 差別処遇禁止によって期

間制関連人事制度の全面

改編必要性台頭
派遣勤労者

派遣勤労者保護などに関する法律改定

(2006.11.30.)

労働部は 2004年から持続的に業種別に

"偽装請負不法派遣" 点検実施

改編必要性台頭

請負勤労者
偽装請負不法派遣  点検実施

近、KTX女性乗務員事件などイシュー

化

関係省庁(労働部 建設交通省 産業資

• 社内下請が継続的にイ

シュー化

• "偽装請負不法派遣'で判

特殊形態

勤労従事者

関係省庁(労働部、建設交通省、産業資

源部など)  合同保護対策準備 (2006.10.2

6.)

定の時直告用しなければ

ならない可能性

※ 非正規職の概念と契約形態に関しては [添付1] 参照
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2.差別的処遇禁止関連(1)

差別

法律案は非正規職(期間制、派遣制、短時間)に対する合理的理由のない差別処遇禁

止を明文化しているが差別の判断基準を具体的に指摘しない点で、今後の議論の素

地が多いことが見込まれる差別

判断基準

模倣性

地が多いことが見込まれる

労働部は差別の様態が多様で詳細な判断基準を法で定めにくいと言い、今後の労委

や判例が蓄積されれば、ある程度判断基準が形成され得ると言っており、労働委や判

例が蓄積される前までは実務上混乱を招くことが不可避

差別の 差別有無の立証責任を使用者に負担させたので非正規職たちが合理的な差別である

立証責任 にもかかわらず、そうでない式の問題提起をする可能性を排除することができない

差別有無は権利紛争のはずであるのに、これに対する解決方法として利益紛争の解

調停,仲裁

方式の

差別有無は権利紛争のはずであるのに、 れに対する解決方法として利益紛争の解

決方式である調停手続きを取り入れたことで、ひとまず問題提起をしておき適当な線で

妥協しようと思う可能性を排除できない

紛争解決
労委の差別是正命令は事実上、該当の事業場の勤労条件化して他の同種非正規職

に対しても適用される余地がある一方、調停は関係当事者にだけその拘束力が及ぶ

はずなので個別的な利益紛争に変質化してしまう可能性
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2.差別的処遇禁止関連(2)

差別是正手続きが事実上 5審制なので適宜是正が難しいという指摘に対して労働部

は大部分が労働委員会段階で終わっている現実 (95 1 %)を勘案してみる時、大きな問

使用者の不

服手続き

提起

は大部分が労働委員会段階で終わっている現実 (95.1.%)を勘案してみる時、大きな問

題にならないと言うがこれは不当

確定是正命令に対してだけ過料を賦課するので、差別判定のとき、全期間制勤労者に提起 確定是 命令 対 け過料を賦課する 、差別判定 き、 期間制勤労者

適用される波長と訴訟段階で契約が終わることができるという点を考慮してユーザー側

で戦略的に 高裁判所まで行く可能性が濃厚

複数労組設立類型の中で事務職労組または非正規職労組の設立が高く予想される状

況で、これらの(特に契約職)の複数労組設立要因が ‘相対的剥奪感’という点は、差別

問題が個別的勤労関係だけでなく集団化し得るという点を示唆(すなわち 小銭の裏表

差別禁止と

複数労組

問題が個別的勤労関係だけでなく集団化し得るという点を示唆(すなわち、小銭の裏表

面)

これに備えて 一部企業らが正規職と非正規職と職種分離政策を採択していると見らこれに備えて、 部企業らが正規職と非正規職と職種分離政策を採択していると見ら

れるが、特定職務または職種に非正規職のみを集中させる場合、むしろ、これらの連

帯意識強化に組職化される可能性があり、根本的解決策は相対的剥奪感解消のため

の持続的な人事労務管理政策
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4.その他期間制 & 派遣勤労者関連事項

期間制勤労者
期間制勤労者たちが従事する職務の大部分が長期勤続の経験を要しない単純な職務

であることを勘案すると、正規職が増加するはずだという政府の期待とは違って 2年期
増加可能性

であることを勘案すると、正規職が増加するはずだという政府の期待とは違って 2年期

間の非正規職が量産される可能性がより高いかも知れないと展望される

期間制法

付則第2項

契約期間 2年の起算は、立法施行後、勤労契約が締結・更新されるか、既存の勤労

契約期間を延ばす場合から適用されると言うが、これでは既存の判例法理に基づけ

ば既に契約期間の定めがないと見られる勤労者の権益が侵害される余地があり、こ

関連
ば既に契約期間の定めがないと見られる勤労者の権益が侵害される余地があり、こ

れについてはいまだに議論の余地が多いのが実情

派遣勤労者と

使用事業主

勤労者間の差

期間制勤労者や短時間勤労者の場合、その特性にもかかわらず、使用事業主と直接

勤労契約を締結している勤労者であるが、派遣勤労者の場合、派遣事業主と勤労契

約を締結しているにもかかわらず、使用事業主の勤労者と比べて差別を禁ずることは

別禁止 不当な側面がある

※  現在労使関係ロードマップ関連一部事項が国会法司委に係属しており、労働部は今年内に処理されると見通している．
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ここに関しては追って報告する予定



[添付] 非正規職の意義と契約形態
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1.非正規職の概念

◈ 非正規職勤労者とは、正規職勤労と対比される概念で法律上、講学上の概念ではない

◈ 一般的に契約形態、勤労条件、勤労提供方式などで正規職勤労者の特徴を持つことができない勤労者が

非正規勤労者群で分類されている非正規勤労者群で分類されている

正規職 非正規職

従属性従属性

契約期間契約期間

使用者に従属使用者に従属 相対的に従属性希薄相対的に従属性希薄

特別な事由がない限り、期間の定めな特別な事由がない限り、期間の定めな 契約期間の定めがあることが普遍的契約期間の定めがあることが普遍的
契約期間契約期間

勤労時間勤労時間

しに定年まで雇用しに定年まで雇用 (臨時職)(臨時職)

全日制(full time) 勤労、勤労時間配分

均一、勤務場所一定

全日制(full time) 勤労、勤労時間配分

均一、勤務場所一定

短時間(Part time) 勤労、勤労時間変動

が大きくて、勤務場所流動的

短時間(Part time) 勤労、勤労時間変動

が大きくて、勤務場所流動的

賃金賃金

均 、勤務場所 定均 、勤務場所 定 が大きくて、勤務場所流動的が大きくて、勤務場所流動的

賃金は年功序列が反映賃金は年功序列が反映 単純勤務時間に比例単純勤務時間に比例

教育/福祉教育/福祉
経歴開発と昇進、教育訓練、社内福祉

制もなど受恵

経歴開発と昇進、教育訓練、社内福祉

制もなど受恵

福利厚生恩恵未整備、昇進、教育恩恵

などから除外

福利厚生恩恵未整備、昇進、教育恩恵

などから除外
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※ 複合的な特徴の現われる場合が大部分



2.期間制勤労契約

期間制勤労契約

契約期間を決めて使用者に勤労を提供して使

用者はこれに対して賃金を支給 使用者使用者

賃金支給

指揮命令
勤労提供

契

約

期

間
勤労提供が主な目的

使用従属関係下で使用者の仕事上の指示命令

の下に勤労提供
勤労者勤労者

間

の下に勤労提供

正規職と違い契約期間の定めがあって契約期

間が終了すれば契約期間が解約されることが特

徴

短時間勤労者の場合も 1週間の所定勤労

時間が通常勤労者に比べて短いという差異
徴

使用事業主の勤労者

時間が通常勤労者に比 て短いという差異

だけあるだけ期間制勤労者と契約形態は

同一(期間制 + 短時間が重複された契約形

態が多い)
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態が多い)



3.請負契約

請負契約

当事者の一方が仕事の完成を約定して相手が

これに対して報酬を支給
使用者

(発注者)

請負代金
支給

成果物
提供

仕事の完成が主な目的
勤労者

指揮命令 / 賃金支給

労務提供

請負業者
(請負者)

“仕事の完成” : 結果を果たすに至るまで一切

の危険を含む

特殊雇用勤労者の場合も請負契約や委任契約の

使用事業主ではなく請負者の勤労者という身分
形態で契約を結ぶようになるものの直接独立され

た事業主の地位に立つようになるという点が差異
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4.派遣契約

派遣契約

派遣業者から派遣受けた勤労者を使用事業主

が直接指揮命令して勤労の提供を受ける 使用者

(使用事業主)

使用者

(使用事業主)

派遣対価
支給 勤労者

派遣
勤労
提供

指揮
命令

勤労提供が主な目的
勤労者勤労者

雇用契約

派遣
事業主

賃金支給

雇用と使用の分離(二元化)

請負または委任契約との 大の差異は派遣事業

派遣事業主の勤労者 主所属の勤労者に対する仕事上指揮命令を使用

事業主が直接実施することができるという点

34



End of Document

Thank YouThank You
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