
栃木労働局職業安定部
需給調整事業室

労使協定作成の留意点及び
令和３年度局長通達の概要について



１．同一労働同一賃金の基本的考え方
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派遣先均等・均衡方式
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労使協定方式

3

厚生労働省が厚生労働省が
局長通達で示す

◎基本給・賞与等（手当含）
◎通勤手当 ◎退職金

※福利厚生３施設（給食施設・休憩室・
更衣室）の利用、及び派遣先が同種の業
務に従事する自社の労働者に行う業務遂
行に必要な教育訓練の実施については、
労使協定の対象外であるため派遣先との
比較が必要となる（派遣先に対し、利用
機会の付与及び実施の義務が課される）



事業主が実施すべき実務の流れ（労働者派遣法関係）（イメージ）

＜労使協定方式＞＜派遣先均等・均衡方式＞

① 比較対象労働者の待遇情報の提供（派遣先）
【法第26条第７項・第10項】

② 派遣労働者の待遇の検討・決定（派遣元）【法第30条の３】

④ 労働者派遣契約の締結（派遣元及び派遣先）【法第26条第１項等】

⑤ 派遣労働者に対する説明（派遣元）
１） 雇入れ時
・ 待遇情報の明示・説明【法第31条の２第２項】

２） 派遣時
・ 待遇情報の明示・説明【法第31条の２第３項】
・ 就業条件の明示【法第34条第１項】

○ 派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇の相違等の説明
（派遣元）【法第31条の２第４項】

（求めに応じて下記の対応）

○ 通知で示された最新の統計を確認
○ 労使協定の締結（派遣元）【法第30条の４第１項】
（※）労使協定における賃金の定めを就業規則等に記載

○ 労使協定の周知等（派遣元）
１） 労働者に対する周知【法第30条の４第２項】
２） 行政への報告【法第23条第１項】

③ 労働者派遣契約の締結（派遣元及び派遣先）【法第26条第１項等】

③ 派遣料金の交渉（派遣先は派遣料金に関して配慮）
【法第26条第11項】

④ 派遣労働者に対する説明（派遣元）
１） 雇入れ時
・ 待遇情報の明示・説明【法第31条の２第２項】

２） 派遣時
・ 待遇情報の明示・説明【法第31条の２第３項】
・ 就業条件の明示【法第34条第１項】

② 派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮)【法第26条第11項】

○ 過半数代表者の選出 ＜過半数労働組合がない場合＞（派遣元）
投票、挙手等の民主的な方法により選出

○ 派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮（派遣先）【法第40条第５項】

（求めに応じて下記の対応）

① 比較対象労働者の待遇情報の提供（派遣先）
【法第26条第７項・第10項】

※ 法第40条第２項の教育訓練及び第40条第３項の福利厚生施設に限る。

○ 派遣労働者に対する労使協定の内容を決定するに当たって考慮し
た事項等の説明（派遣元） 【法第31条の２第４項】

（注）比較対象労働者の待遇に変更があったときは、変更部分について、

派遣先から派遣元に待遇情報を提供。

派遣元は派遣労働者の待遇の検討を行い、必要に応じて、上記の流れ

に沿って対応。

（注）同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金に変更があったときは、

派遣元は、協定改定の必要性を確認し、必要に応じて、上記の流れに

沿って対応。
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2．労使協定作成の留意点
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労使協定作成・締結のその前に

（１）労使協定の締結単位を確認しよう。
締結の単位は「事業主」または「事業所」で締結することができます。

ただし、待遇を引き下げることを目的に恣意的に締結単位を分けてはいけません。

（２）労働者代表を確認しよう。【別添リーフレット参照】
労使協定は、過半数労働組合または過半数代表者（過半数労働組合がない場合に限る）と事業主

（所）の間で締結することが必要です。

○過半数代表者は①管理監督者でないこと②労使協定を締結するものであることを明ら

かにして実施される投票・選挙等の民主的な方法により選出されたものであって、派遣元事業主

の意向に基づき選出された者でないこと、が必要。

○派遣元は過半数代表者であること（なろうとした者も含）や、過半数代表者として正当な行為をした

こと等を理由に、過半数代表者等に対し、解雇・賃金減・降格等労働条件の不利益な取扱いをし

てはいけません。

○派遣元は過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければいけません。

（３）局長通達を確認しよう。
協定に適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金水準（以下、「一般賃金」と

いう）」は毎年改訂されます。
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派遣労働者の待遇の決定の検討・決定
派遣元事業主は、過半数労働組合又は過半数代表者（過半数労働組合がない場合に限る）との間で、一定の事

項を定めた協定を書面で締結したときは、一部の待遇を除き、協定に基づき待遇を決定することとなる。また、協

定を締結した派遣元事業主は、協定を労働者に周知しなければならない。【法第30条の４】

● 労使協定に定める事項

① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法（次のア及びイに該当するものに限る。）
ア 派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に
従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額（一般
賃金）の額と同等以上
イ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの
※ イについては、職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの（通勤手当等）を除く。

③ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること

④ 「労使協定の対象とならない待遇（法第40条第２項の教育訓練・法第40条第３項の福利厚生施設）及び賃金」を
除く待遇の決定方法（派遣元に雇用される通常の労働者（派遣労働者を除く）との間で不合理な相違がないもの）

⑤ 派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること

⑥ その他の事項
・ 有効期間（労使協定の始期と終期） ※ ２年以内が望ましい。
・ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合は、その理由
・ 「特段の事情」がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対象となる派遣労働
者であるか否かを変えようとしないこと

「特段の事情」とは、①が職種で定められている場合で派遣労働者の職種転換により待
遇決定方式が変更される場合、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就
業機会を提供できない場合で派遣労働者から合意を得た場合等のやむを得ない場合

上記②～⑤として労使協定に定めた事項を遵守していない場合、労使協定を書面で締結していない場合、適切に過半

数代表者を選出していない場合、法律上、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式となる。

④の対象となる待遇は、転勤者用社宅、
慶弔休暇等の法定外休暇、病気休職等の
福利厚生、派遣元で実施する教育訓練等

一般賃金の額は毎年改定
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・ 職種（一般事務、エンジニア等）、労働契約期間（有期、無期）
等の客観的基準により定める（性別、国籍等、他の法令に照らして
不適切な基準によることは認められない）。
・ 「賃金が高い企業に派遣する労働者」とすることは、労使協定方
式を設けた趣旨に照らして不適当。



基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○家族手当
○役職手当
な ど諸手当

実費支給

定額支給

退職金制度
の方法

退職金前払い
の方法

中小企業退職金
共済制度等への
加入の方法

時間外勤務手当 深夜勤務手当 休日勤務手当

A
通勤手当

（一般通勤手当）
退職金

（一般退職金）

B C

も含む

対象外

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準（一般賃金）
（法第30条の４第１項第２号イ）

＜一般賃金のイメージ＞

Ａ、Ｂ、Ｃについては、合算して、協定対象派遣労働者の賃金の額と「同等以上」か比較することも可能。
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「局長通達」により示されるもの



派遣労働者に適用される賃金テーブル等の賃金額が「一般賃金」と同等以上であることが必要

職務給のケース（イメージ）
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【派遣会社の賃金テーブル】

職種 等 級 職務内容
基本給・

手当等
賞 与 合 計

プログラマー

Ａランク 上級プログラム開発（ＡＩ関係等高度なプログラム言語を用いた開発） 2,000 円 400 円 2,400円

Ｂランク 中級プログラム開発（Web アプリ作成等の中程度の難易度の開発） 1,600 円 320 円 1,920円

Ｃランク 初級プログラム開発（Excel のマクロ等、簡易なプログラム言語を用いた開発） 1,200 円 240 円 1,440円

※基本給額は諸手当込み ※賞与額は標準労働者に支給される額（時給換算） ※退職手当は別途記載 ※通勤手当は分離して比較

【同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金】

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

プログラマー 1,240 円 1,448 円 1,554 円 1,606 円 1,696 円 1,951 円 2,439 円

（資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき職業安定局長通達で示された額に同通達で示された地域指数（ 栃木 98.9％）をかけたもの）

【法定要件の確認】

○ 職務のランクごとに派遣労働者の賃金が（世間一般的にみて）同種の業務に従事する一般労働者の何年目に相当するのか対応関係が労使協定で

定められるため（例の場合は、Ｂランクは３年、Ａランクは１０年）職務のランクごとに対応する同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃

金の額と比較

【労使協定どおりの運用がなされているかの確認】

○ 例：Ｃランクの職務に従事している派遣労働者がＣランクに定められた額以上の賃金になっていることを確認
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等級

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

１号俸 ２号俸 ３号俸

Ａランク ２．０００ ２，１００ ２，２００

Ｂランク １，６００ １，６５０ １，７００

Ｃランク １，２００ １，２２５ １，２５０

等級

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

派遣労働者の勤務評価の結果、派遣労働者の能力
の向上があり、より高度な業務を行うことができると
認められた場合には、より高度な業務に係る派遣就
業機会を提供。

※これに相当する機会を提供できないときは、例１、例
２等により、派遣労働者の職務内容等の向上があった
場合に賃金を改善する仕組みを設けることが必要。（Ｃ
ランクの１，２００円のまま据え置くようなことは、法律上
の要件を満たすものとはいえない。）

中級プログラマー（Ｗｅｂアプリ作成等の
中程度の難易度の開発）

１，６００

初級プログラマー（Ｅｘｃｅｌのマクロ等、
簡易なプログラム言語を用いた開発）

１，２００

職務の内容 基本給・手当等

上級プログラマー（ＡＩ関係等高度な
プログラム言語を用いた開発）

２，０００

中級プログラマー（Ｗｅｂアプリ作成等の
中程度の難易度の開発）

派遣労働者の勤務評価の結果、同じ
職務の内容（Ａランク、Ｂランク、Ｃラン
ク）であっても、派遣労働者の職務に
係る経験の蓄積、能力の向上があっ
た場合には、基本給・手当額自体を増
額。

職務の内容

上級プログラマー（ＡＩ関係等高度な
プログラム言語を用いた開発）

基本給・手当等

２，０００

１，６００

１，２００

中級プログラマー（Ｗｅｂアプリ作成等の
中程度の難易度の開発）

初級プログラマー（Ｅｘｃｅｌのマクロ等、
簡易なプログラム言語を用いた開発）

職務内容等の向上があった場合の賃金の改善例

〈例１〉　職務内容等の向上があった場合に追加の手当を支給

〈例２〉　職務内容等の向上があった場合に職務の内容等の向上に応じた基本給・手当等を支給

〈例３〉　職務内容等の向上があった場合により高度な業務に係る派遣就業機会の提供

初級プログラマー（Ｅｘｃｅｌのマクロ等、
簡易なプログラム言語を用いた開発）

基本給・手当等
等級 職務の内容

派遣労働者の勤務評価の結果、同じ
職務の内容（Ａランク、Ｂランク、Ｃラン
ク）であっても、派遣労働者の職務に
係る経験の蓄積、能力の向上があっ
た場合には、例えば、基本給額・手当
額の１～３％の範囲で追加の能力手
当を支給。

上級プログラマー（ＡＩ関係等高度な
プログラム言語を用いた開発）



労使協定を作成・締結したら

（１）労使協定を労働者に周知しよう。【法第３０条の４】
締結した協定は派遣労働者だけではなく、雇用するすべての労働者に周知することが必要です。

○周知の方法は、①書面の交付等（書面の交付・ＦＡＸ・電子メール等）②社内ツール等（ホームページ・イントラネット

等）を使い労働者が常時確認できる方法（ＩＤやパスワード等により自社の労働者のみ閲覧できればOK）③常時派遣
元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示・備え付ける等（注：協定の概要（対象者の範囲・賃金（手当含）の決定

方法・有効期間）については書面等の交付によりあわせて周知することが必要）

（２）関係者へ情報提供をしよう。【法第２３条第５項】
派遣元は、派遣先や派遣労働者が良質な派遣元を選択できるよう①派遣労働者の数②派遣先の数③マージン率

④教育訓練に関する事項⑤その他（福利厚生等）の情報に加え⑦労使協定を締結しているか否か⑧締結していると

きには対象者の範囲及び有効期間の終期 等についての情報を事業所への書類の備え付け、インターネットの利

用その他適切な方法により提供することが必要です。特に、③マージン率⑦労使協定を締結しているか否か⑧締結

しているときには対象者の範囲及び有効期間の終期 の情報については常時インターネットの利用により情報を提

供することが原則とされています。

（３）行政機関へ報告しよう。【法第２３条第１項、則第１７条第３項】
労使協定を締結した派遣元は、毎年度、６月３０日までに提出する事業報告書に労使協定を添付するとともに、労使

協定の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数及び職種ごとの賃金の平均額を報告することが必要です。

（４）書面で保存しよう。【則第２５条の１２】
派遣元は、協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から３年を経過する日まで保存することが必要です。
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比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供を受けることが必要です

派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務

ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇等に関する情報を提供しなければならない。【法第26条第７項】

［留意点］

(1) 提供する情報
派遣先は、派遣元が派遣労働者の均等・均衡待遇を確保するために必要となる次の情報を提供。

※ 労使協定方式の場合、以下の待遇のみ均等・均衡待遇の対象となる。

(2) 情報提供に関する手続
・ 書面の交付等（書面の交付、ファクシミリ、電子メール等）により情報提供。

・ 書面等（派遣元）、書面等の写し（派遣先）を、労働者派遣が終了した日から３年を経過する日まで保存。

① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するた
めに実施する教育訓練（法第40条第２項の教育訓練）

② 給食施設、休憩室、更衣室（法第40条第３項の福利厚生施設）

派遣元事業主は、派遣先から比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供がないとき
は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはならない。【法第26条第９項】

労使協定方式の場合、派遣先は比較対象労働者の選定は不要。

12
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労使協定方式の実務の流れ（年間スケジュール）

○ 局長通知の比較対象となる賃金額が改定された後、労使協定等の見直しには、一定の期間が必要

であり、「局長通知の発出」から「改定後の賃金額の適用」までに一定の期間を確保。

局長通知の適用日を公表日の翌年４月１日とする ＜統計：年度単位の公表＞

HW業務統計

（求人倍率）

公表

前年６月分

の賃金

２月末

賃金構造基本

統計調査

公表

６～７月

局長通知

発出

翌年 4/1

局長通知

適用

（派遣元事業主に求められる対応）

・ 労使協定の締結、労使協定の周知

・ 就業規則等の整備

・ 派遣料金の交渉

・ 労働者派遣契約の締結、変更 等

８～９か月間

前年度分の

賃金

４月末

13

令和３年度通達は
令和２年１０月２０日発出



R元年度

局長通知
発出

R２.4.1

適用終了日

R３.３.31

局長通知
発出

R２.10.20 R３.4.1

適用日

R４.３.31

令和３年度に適用される一般賃金水準の適用年度：令和３年４月１日から令和４年３月31日

※ただし、令和２年度中に令和３年度適用の一般賃金水準を使用することは、より直近のデータを使っ
ているものであることから、可能なものとする。ただし、以下の点に留意が必要。

R２年度
通達

R元.7.8

R２年度 R３年度

R３年度
通達

施行日
適用日

適用終了日

適用年度の考え方

【留意点】
■ 既に労使協定を締結している場合において、本通知の一般賃金水準を適用期日より前に適用
し、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることは、労働条件の不利益変更となり得るものであ
ること。

■ 賃金を引き下げることを目的とし、一部の職種のみ本通知を適用日より前に適用する場合等
は、労使協定方式の趣旨に照らして適切ではなく認められないこと。

R３年度通達の
適用も可能

14



３．局長通達について
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原則：直近の「令和元年(度)の統計調査等」を用いる。
例外的な対応：雇用維持・確保を図ることを目的として、職種・地域ごとに一定の要件

を満たし、労使で合意した場合には、「平成30年(度)の統計調査等」
を用いることも可能とする。

考え方・内容

労使協議における対応労使協議における対応

○ 新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響がある中で、令和元年（度）の数値
をそのまま適用した場合には、派遣労働者の雇用への影響が懸念される。

○ このため、令和３年度通達については、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結
の当事者である労使が、以下の対応により、労使協議において十分協議ができるようにする。

16



考え方・内容②
一定の要件一定の要件 以下の①から④を満たす場合に例外的取扱いを可能とすることとする。

① 派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、その旨を労使協定に明記。

※ 事業所全体の事業の縮小状況や、労働者派遣契約数の動向（それに基づく令和３年度中の影響見込み）は、状況が変わるものであることから、
柔軟に労使協定の内容を検討できるよう、協定内容を令和３年度中であっても見直しができる旨を定めた規定を労使協定に記載することが望ましい。

※ 短時間又は有期雇用である派遣労働者については、派遣元の正社員の待遇状況も踏まえて、検討することが必要。

② 労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域において、労使協定締結時点で新型コロナウイルス感染
症の感染拡大により、事業活動の指標（職種・地域別）が現に影響を受けており、かつ当該影響が今後も見込まれるもので
あること等を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。例えば、
〇 「労使協定を締結した事業所において、労使協定締結時点で、雇用調整助成金の要件（事業活動を示す指標が５％
以上減少）を満たしていること」など、新型コロナウイルス感染症の影響による事業所全体の事業の縮小状況

〇 特定の職種・地域において、
・ 「労働者派遣契約数が、令和2年１月24日以降、継続的に減少していること」
・ 「労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
・ 「新規の労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
など、職種・地域別のこれまでの事業活動を示す指標の動向

〇 上記の動向を踏まえた令和３年度中の労働者派遣契約数等への影響の見込み
を用いること。

③ 労使協定に、例外的取扱いを行う旨及びその理由を明確に記載していること。理由については、①の目的及び②の要件で
検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽象的な理由のみでは認められないこと。

④ ①の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策、②の要件に該当する根拠書類、例外的取扱い
の対象労働者数等を、事業報告書提出時（令和３年度及び令和４年度）に都道府県労働局に提出すること。 17



労使協定のイメージ（案）

第○条 対象従業員の基本給、賞与及び手当の比較対象となる「同種の業務に
従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を
満たした別表１－１の「２」及び別表１－２の「２」のとおりとする。

（一）「○○○○（職種名）」及び「●●●●（職種名）」における比較対象と
なる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和２年10月20日職
発1020第３号「令和３年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める「同
種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下
「通達」という。）別添１に定める「令和元年賃金構造基本統計調査」（厚生
労働省）の「〇〇〇〇（職種名）」及び「●●●●（職種名）」とする。

（二）「●●●●（職種名）」のうち▲▲地域の比較対象となる同種の業務に従
事する一般労働者の職種は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」とい
う。）の感染拡大による派遣労働者の雇用への影響を踏まえ、派遣労働者の
雇用維持・確保を図ることを目的として、令和３年度中においては、通達の第1
の５に定める、「一般賃金の額（令和２年度）」を用いるものとする。

ただし、このうち短時間又は有期雇用である対象従業員については、正社員
との間で不合理な待遇差が生じることとならないよう留意するものとする。

■具体的な一般賃金額は、別表
に記載。

■原則の令和元年(度）水準と例
外的取扱いについて、それぞ
れ別表を作成するイメージ

原則の令和元年(度）水準を適
用する職種の取扱い

例外的取扱い
■職種・地域ごとに例外的取扱い
を検討すること（要件②）

■派遣労働者の雇用維持・確保図
ることを目的とするものである
旨を労使協定に明記（要件①）

パートタイム・有期雇用労働法関係
■短時間又は有期雇用である派遣労
働者については、派遣元の正社員の
待遇状況も踏まえて、検討することが
必要であるため、このような記載をする
ことが望ましい。
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（三）甲及び乙は、次に定める事業活動を示す指標等の事項を確認し、前項
の取扱いを適用するものとする。

イ 甲の直近の令和２年〇月における事業活動を示す指標である□□□□
が、前年同月と比較して〇％減少していること。

ロ ▲▲地域の「●●●●（職種名）」の労働者派遣契約数が、別表２
のとおり、継続的に減少していること。

ハ ▲▲地域の「●●●●（職種名）」については、▲▲地域の主な派遣
先の○○業において、感染防止対策としての外出自粛等により○○向けの
需要が継続的に減少していることから、令和３年度中の感染症の動向に
よっては、引き続き、労働者派遣契約数の減少が見込まれること。

事業所全体の縮小状況

職種・地域別のこれまでの事業活動を
示す指標の動向

動向を踏まえた令和３年度中の労働
者派遣契約数等への影響の見込み

令和２
年○月

○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月

労働者派
遣契約数

対前月比

対前年同
月比

新規労働
者派遣契
約数

対前月比

対前年同
月比

別表２ ▲▲地域の「●●●●（職種名）」の労働者派遣契約数の動向（例）

指標の内容によって
は、別表で整理す
ることも考えられる。

※例えば、特定の職種・地域において、
・ 「労働者派遣契約数が、令和2年１月24日以降、継続的に減少していること」
・ 「労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
・ 「新規の労働者派遣契約数が、対前年同月比で継続的に減少していること」
など、職種・地域別のこれまでの事業活動を示す指標の動向を記載

労使協定のイメージ（案）
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（その他）
第〇条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
２ 甲及び乙の一方は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、協定内容の変

更を行う必要があると判断した場合には、有効期間中においても、第〇条の
（二）の規定の変更を申し出ることができる。

３ 前項の申し出があった場合には、労使は誠実に協議するものとする。

（有効期間）
第〇条 本協定の有効期間は、〇〇年〇月〇日から○○年〇月〇日までの〇年

間とする。
２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、本協定に定める

協定対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な
待遇の確保について誠実に協議するものとする。

個々の派遣元における新型コロナ
ウイルス感染症の職種や地域への
影響等を踏まえ、労使協定の内容
を柔軟に検討していくことが望ま
しい。

労使協定方式の趣旨を踏まえ、派
遣労働者の長期的なキャリア形成
につなげるため、このような取扱
いを記載することが望ましい。

労使協定のイメージ（案）
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一般賃金水準に用いる各指数等の更新

指数等 内容 令和２年度通達
の数値

令和３年度通達
の数値

1.賞与指数
職業安定業務統計の求人賃金に特別給与が含

まれていないことから、これを加味するために、賃金構
造基本統計調査の「勤続0年」の特別給与により算
出した指数

0.02 0.02 
(変更なし）

2.能力・経験調整指数
能力及び経験の代理指標として、賃金構造基本

統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の
所定内給与（産業計）に賞与を加味した額により
算出した指数

3.学歴計初任給との調整
賃金構造基本統計調査の「勤続０年」の数値に

は中途採用者が含まれていることを踏まえ、当該影
響を調整するために、賃金構造基本統計調査の学
歴計の初任給との差を控除するために算出した数値

12％ 12.6%

4.一般通勤手当 同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃
金の額のうち、通勤手当に係る額 72円 74円

5.退職手当に関する調査
同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃
金のうち、退職手当（退職手当制度で比較する場
合）に係る額等

「賃金事情等総合調査」（中央労働委員会）
のみ更新

6.退職金割合
同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃
金の額のうち、退職手当（退職金前払いの方法、
中小企業退職金共済制度等への加入の方法の場
合）に係る額

６％ ６％
（変更なし）

※（）は令和2年度通達の数値
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ご静聴ありがとうございました。
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