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は　じ　め　に

　東京都労働相談情報センターでは、職場で起こる様々

な問題について相談に応じています。

　相談の中には、使用者の方にもう少し労働法の知識が

あれば、トラブルにならずに済んだのではと思われる事

例も少なくありません。

　労使関係でトラブルになると、労働者だけではなく使

用者も大きなダメージを受けます。

　そこで、労働法に詳しい早稲田大学法学学術院の島田

陽一教授に、使用者の方に知っていただきたい労働法の

基本について解説していただきました。

　企業を取り巻く環境が年々厳しさを増していくなか、

労働問題も多様化しています。労働関係の法律も改正さ

れており、以前にも増して、労働法の知識を身につけて

いただきたいと思います。

　本冊子が、広く活用され、未然にトラブルを防止する

一助となれば幸いです。

　平成28年3月

東京都労働相談情報センター
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女性労働と育児
労働法における
坑内労働
昭和22年に制定された

１ 募集活動
使用者と労働者との出会いは、募集を通して始まります。
使用者による募集活動は、新聞、雑誌、就職情報誌、チラシ、インターネットの
ホームページなど様々な媒体を利用して行われています。
また、このように労働者を直接募集する方法ではなく、職業紹介制度が活用され
ることも少なくありません。職業紹介には、国の機関である公共職業安定所（ハロー
ワーク）が行う無料職業紹介（職業安定法（職安法）8条、26～27条）のほか、
学校等が行う無料職業紹介（職安法33条の2）、民間の業者が行う有料職業紹介（職
安法30条）などがあります。
このうち、民間の有料職業紹介は、現在では対象業務の制限が原則的に撤廃され
たので、これを活用する使用者が増えてきています。

２ 募集・採用に当たって注意すべきこと
募集から採用に至る過程で、使用者は、職業安定法その他の法律が求める以下の
ような法的要件を守らなければなりません。

【労働条件の明示】
使用者は、労働者の募集に当たり、求職者に対して、書面（又は電子ファイル）
によって次の労働条件を明示しなければなりません（職安法5条の3、職安則4条
の2）。
①･労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
②･労働契約の期間に関する事項
③･就業の場所に関する事項
④･始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日に
関する事項

⑤･賃金（臨時に支払われる賃金、賞与等を除く）の額に関する事項
⑥･健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の適用に関する事項
また、使用者は、明示する事項が虚偽、又は誇大な内容にならないようにしなけ
ればなりません（平11.11.17労告141号）。
なお、労働条件の明示は、採用の際にも使用者に求められます（労働基準法（労
基法）15条）。

労働契約Ⅰ



5

Ⅰ　労働契約

【求職者の個人情報の取扱い】
使用者は、労働者の募集に当たり、求職者が提供する個人情報について、業務の
目的の範囲内で収集、保管、使用しなければなりません（職安法5条の4）。
特に、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因と
なる事項、思想・信条、労働組合への加入状況に関する情報を収集してはなりませ
ん（平11.11.17労告141号）。
このような労働者募集に関する職安法の求職者情報の保護は、「個人情報保護法」
を具体化したものと考えることができます。

【募集・採用時の年齢制限禁止】
使用者は、労働者の募集・採用に当たり、原則として年齢を不問としなければな
りません（雇用対策法10条）。
この年齢制限の禁止は、ハローワークに求人申込みを行うときだけでなく、民間
の職業紹介事業所や新聞広告、事業主が自ら募集・採用を行う際にも適用されます。

【募集・採用時の男女差別禁止】
使用者は、労働者の募集・採用に当たり、男女ともに均等な機会を提供しなけれ
ばなりません（男女雇用機会均等法（均等法）5条）。例えば、有期雇用・パート
労働者の募集を「男性のみ」、「女性のみ」としたり、求人票に「男性歓迎」、「女
性向きの仕事」などと記載したりすることはできません（平10.3.13労告19号、
平18.10.11労告614号）。

【障害者雇用率】
使用者は、その雇用する全従業員のうち、一定割合（障害者雇用率）の障害者を
雇用することが義務付けられています（障害者雇用促進法43条）。
障害者雇用率は、民間企業では2.0％（国・地方公共団体等2.3％）です。
これによって、50人以上の従業員を雇用する民間企業は、1人以上の障害者を
雇用することを求められます。
ここでいう障害者は、身体障害者・知的障害者をいい、精神障害者の雇用義務は
ありませんが、精神障害者を雇用した場合には、身体障害者・知的障害者を雇用し
たものとみなされます。なお、平成30年からは、精神障害者も障害者雇用率の算
定基礎に加えられることが決まっています。
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なお、雇用率を達成している事業主には障害者雇用調整金（超過雇用人数1人に
付き月額2万7千円）が支給されますが（障害者雇用促進法50条）、雇用率未達
成の事業主からは、調整金等の費用に充てるために障害者雇用納付金（不足1人月
額5万円）の徴収が行われます（同法53条）。
いずれも常用労働者100人（平成27年4月より）を超える事業主が対象です。

【障害者に対する差別の禁止と合理的配慮】
平成25年の障害者雇用促進法改正において、雇用における障害を理由とする差
別を禁止するとともに（34条、35条）、事業主が障害者に対し、合理的な配慮を
行うことが義務付けられました（36条の2、36条の3）。これにより、募集・採
用を含めて、障害を理由とする差別が禁止されることになりました。また、配慮
義務は、募集・採用にも適用されます。より詳しくは、障害者差別禁止指針（「障
害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処す
るための指針」<平成27年厚生労働省告示第116号>）を参考にしてください。
これは、国連の障害者差別撤廃条約に批准（平成26年）に伴うものです。これに
より、事業主は、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講
ずることが、事業主の合理的配慮の提供義務として義務付けられることになりまし
た。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除き
ます。
想定される例としては、「車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを
調整すること」や「知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文
書・絵図を用いて説明すること」などがあります。より具体的には、厚生労働省の
合理的配慮指針（「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若
しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっ
ている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」<平成27年厚
生労働省告示第117号>）などを参考にしてください（厚生労働省のHPをご覧
ください）。

３ 労働契約の締結と原則
【労働契約の締結方法】
使用者が労働者を採用する（雇用する）ことは、法的には使用者と労働者が労働
契約を締結することです。
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労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払うことについて、労働者と使用者が合意することにより成立します（労働契約
法（労契法）6条）。したがって、労働契約は、書面（労働契約書）がなくとも口
頭で成立します。
そして、契約後のトラブル防止のため、労働者と使用者は、労働契約の内容（期
間の定めのある労働契約に関する事項を含む）について、できる限り書面により確
認するものとされています（労契法4条2項）。
なお、一定事項については、書面を交付して明示することが、労働基準法により
義務付けられています（14・15ページ参照）。

【労働契約の原則】
①合意原則
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又
は変更すべきものです（労契法3条1項）。これは、契約一般では当たり前のこと
ですが、使用者が優位に立つ労働契約においては、あえてこのことを原則として法
が定めているものです。なお、合意には、当事者が明示的に合意している場合（こ
れを「明示の合意」といいます。）だけではなく、実際上、当事者が合意している
ものとみなされる場合(これを「黙示（もくじ）の合意」といいます。）も含みます。

②均衡考慮の原則
労働契約は、労働者及び使用者が就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとするのが、均衡考慮の原則です（労契法3条2項）。これは、
就業の実態が同様である場合はもちろん、仮にある程度の差異があるとしても、双
方の労働条件が均衡のとれたものであるとする原則です。従来は、雇用形態の相違
によって処遇が異なることは契約の自由の問題であり、法的には問題とならないと
考えられてきました。しかし、均衡考慮の原則を踏まえると、社会的に著しい格差
がある場合には、不法行為（民法709条）や公序良俗違反(民法90条)･にあたる
可能性があります。
この均衡考慮の原則は、パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理等に関す
る法律）がこれを事業主の責務としたことにルーツがあります。すなわち、短時間
労働者（パートタイム労働者、以下「パート労働者」とします。）について、事業
主に「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保」を図ることを事業主の責務の一
つとしているのです（パートタイム労働法3条）。



8

なお、最近では、均衡考慮の原則からさらに進んで、後述のように、労働時間の
長さおよび労働契約の期間を理由とする不合理な差別を禁止する法理へと発展して
きています（パートタイム労働法8条、労契法20条）。

③仕事と生活の調和の原則
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものです（労契法3条3項）。いわゆるワークライフバランスの考えを
労働契約の原則として取り入れたものです。
労働契約の内容（労働条件）を決定し、変更する場合に、仕事と生活の調和原則

を取り入れるよう配慮することを求められます。使用者は、具体的には、転勤や時間
外労働などの実施において、従業員の仕事と生活の調和を考慮する必要があります。

④信義誠実・権利濫用の禁止
労働者及び使用者は、労働契約を順守するとともに、信義に従い誠実に権利を行
使し、及び義務を履行しなければなりません（労契法3条4項）。
また、労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはなりません（労契法3条5項）。

４ 労働契約の成立過程－採用内定と試用期間
（1）採用内定
労働契約は、当事者の合意（申込みに対する承諾）によって成立しますが、それ
はいつ成立するのでしょうか。
中途採用者の場合、採用は従業員の欠員補充としてなされ、採用が決まってから
ほとんど時間を置かないで勤務を始めることが多いので、契約の成立をめぐる争い
はあまりありません。
これに対し、新卒者の場合は、採用が決まってから働き始めるまで長期の内定期
間があることが多く、何らかの事情で内定が取り消されることもあります。この場
合、内定によって既に労働契約が成立しているかどうかで、内定取消の法的処理の
仕方が異なってくることから、労働契約がいつ成立するかが問題となります。

【採用内定の法的性質】
新卒者の場合、労働契約はかなり長いプロセスを経て成立します。次のページの
図を参照してください。多くの場合、最初に企業による募集があり、それに対して
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学生が応募して試験や面接を受けます。その後に内々定があり、10月1日頃に内
定式などで内定通知が出され、それからほぼ6か月の内定期間が続きます。
その間、会社からしばしば集合研修（入社前研修）が行われ、3月末の卒業式を
経て、4月初旬の入社式後から就労を開始します。その後、数か月ほどの試用期間
を経た後、本採用されることが一般的です。
通常、使用者の募集は労働契約締結に向けた「誘引」、応募者（学生）の応募又
は採用試験の受験が労働契約の「申込み」、採用内定通知が労働契約の「承諾」で
あり、これによって、労働契約が成立すると考えられています。
もっとも、内定によって労働契約が成立するといっても、通常の正社員の労働契
約と同じではなく、内定当時予測できなかった事由が発生するなどした場合（卒業
できなかった場合、心身の長期的な不調で勤務できない場合、著しい経営悪化の場
合など）のために、使用者による解約権が留保され、かつ、入社予定日を就労の始
期とする始期付の労働契約（始期付解約権留保付労働契約）とされています（大日
本印刷事件最判昭54.7.20）。

【内定期間中の権利義務関係】
多くの企業では、内定者に入社前のレポート提出や、研修への参加を求めること
があります。内定期間中の労働契約によって、内定者について、研修義務が当然に
発生するかについては議論があるので、使用者は、内定期間中の研修等の実施につ
いて、内定時には内定者から合意を得ておくのがよいでしょう。

【採用の自由】
「採用の自由」とは、使用者が誰と労働契約を締結するかについて原則的に自由
に決めることができるというものです。
なお、使用者の中には、採用の自由は内定期間中や試用期間中も認められると考
えている人もいますが、これは誤りですので注意してください。

労働契約の成立過程（新卒者）

採用の自由 内定期間 試用期間

募集 本採用入社式内定応募・面接・試験　内々定

誘引 申込
承諾
労働契約成立



10

【内定取消しについて】
内定期間中は、まだ働いていないものの、すでに労働契約が成立していると認め
られる場合があります。労働契約である以上、労契法が適用になり、内定の取消に
は、解雇権濫用法理が適用になりますので（労契法16条）、内定者（学生）・企業
の双方がこれを守らなければいけません。それゆえ、企業側の事情により内定を取
り消す場合には、きちんとした合理的理由および社会的相当性が必要となります。
なお、労働契約が成立していない場合でも（このような場合を内定と区別して

「内々定」と言う。）、内定の期待が高い場合には、その取消について不法行為（民
法709条）に基づく損害賠償が請求されることがあるので、注意する必要があり
ます。
内定取消しの適法性について、最高裁判所の判例は以下のように判断しています。

「内定取消し」に関する最高裁判例
「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ること
が期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消す
ことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会
通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当
である。

（大日本印刷事件　最高裁判決昭和54.7.20）

具体的には、前述の留保された解約権で例示したような学校を卒業できない、健
康状態が悪化して仕事ができない、履歴書の不実記載、犯罪行為、企業の経営状態
の悪化等、内定時に予測できなかった重大な理由がなければなりません。
また、国は企業に対して、「採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を
行う等あらゆる手段を講じる」ことを求めています（新規学校卒業者の採用に関す
る指針）。止むを得ず、新卒の採用内定取消しを行う場合には、事前にハローワーク
等に通知する必要もあります（職業安定法施行規則第35条第2項）。
なお、内定者（学生）が内定を辞退することは、法的には「退職の自由」（民法

627条1項）の問題ですから、道義的にはともかく、法的には特に制限はありません。
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（2）試用期間
入社式から新入社員は勤務に就きますが、多くの会社は、その後3～6か月程度
を、従業員としての適格性を判断するための試用期間としているようです。
会社は、この試用期間中に、特に問題がなければ本採用しますが、従業員として
の適格性を欠くときは、本採用を拒否することもあります。ただし、新卒採用の場
合は、即戦力としてではなく、潜在的な可能性に期待して採用しているので、本採
用拒否の事例は例外的です。
試用期間中も使用者と労働者は労働契約関係にあります（解約権留保付労働契
約）。そこで、本採用拒否も内定取消と同様に解雇として扱われ、客観的に合理的
な理由と社会通念上の相当性がなければ無効となります（労契法16条）。

5 労働契約の期間と労働条件の明示
使用者が労働者と新たに労働契約を締結する時には、労働基準法はいくつかの規
制を設けています。このうち、使用者にとって重要なものは、労働契約の期間と労
働条件の明示義務です。

（1）労働契約の期間
労働契約は、期間を定めることもできますし、定めないこともできます（契約自
由の原則）。また、契約期間を定めた場合、期間経過後に再度更新することも可能
です。
ただし、有期労働契約を更新していて、ある時に更新を拒否する（雇止め）とき
は、一定の条件を満たした有期労働契約については、更新拒否が解雇と同様に客観
的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められることになるので、注意が必要
です（労働契約法19条）。
労働契約の期間を定めるときは、原則として、最長3年です（労基法14条1項）。
しかし、①建設工事などで一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合には、3
年を超える期間を定めることができます（労基法14条1項）。また、②･新商品・
新技術の開発などの高度な「専門的知識等」を持つ者（博士号取得者など）、及び、
③･満60歳以上の労働者との契約は、最長5年を契約期間とすることができます
（労基法14･条1項1～2号）。
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なお、1年を超える有期労働契約を結んだ労働者は、当該労働契約の初日から1
年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによって、契約期間の満了前であっ
ても期間の定めのない労働契約の場合と同様にいつでも退職することが認められて
います（暫定措置）(労基法附則137条)。

（2）労働条件の明示
使用者は、採用(労働契約の締結)に当たって、労基法によって労働条件の明示
を義務付けられます（労基法15条）。明示すべき労働条件は、以下の通りです。
このうち、（＊）がついている事項は、書面の交付によらなければなりません（労
基法施行規則5条1～3項）。
①･労働契約の期間（＊）
②･有期労働契約を更新する場合の基準（＊）
③･就業の場所、従事すべき業務（＊）
④･始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換（＊）

⑤･賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払時期、昇給（＊、但し昇給を除く）
⑥･退職（解雇の事由を含む）（＊）
⑦･臨時に支払われる賃金、賞与及び一カ月を超える期間に対する精勤手当、奨励
手当・能率手当、勤続手当、最低賃金額

⑧･労働者に負担させるべき食費、作業用品など
⑨･安全衛生
⑩･職業訓練
⑪･災害補償
⑫･表彰および制裁（懲戒）
⑬･休職
なお、「書面の交付」に関する書式は特に定めがなく、多くの場合は、「労働条件
通知書」などと題した書式によって明示しています。東京労働局のHPには、ダウ
ンロードできるひな形がありますので、ご活用ください。
（http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/
hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html）。
また、就業規則の交付も明示方法とされていますので行うこともできます。もっ
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とも、労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、所定労働時間を超える労働
時間の有無は、就業規則の絶対的必要記載事項（22ページ参照）ではないので、
これらについて就業規則で定めていなければ、別途、書面を交付しなければなりま
せん。
また、パート労働者を採用する際には、昇給・退職手当及び賞与の有無について
も書面の交付による明示が必要になります（パートタイム労働法6条）。したがっ
て、パート労働者については、通常の労働者とは異なる独自の「労働条件通知書」
の書式を作成しておくと便利でしょう（このひな形も前述のHPにあります。）。
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労働条件通知書（雇入通知書） 

                                                          平成   年   月   日

 （労 働 者 名） 殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（※）（  年  月  日～  年  月  日） 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 

    始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ） 

    始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ） 

    始業（  時  分） 終業（  時  分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業）  時  分から   時  分、 
（終業）  時  分から   時  分、 

            ｺｱﾀｲﾑ          時  分から   時  分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（  時  分）終業（  時  分） 

 (5) 裁量労働制；始業（  時  分） 終業（  時  分）を基本とし、労働者の決

定に委ねる。 

○詳細は、就業規則第  条～第  条、第  条～第  条、第  条～第  条 

２ 休憩時間（   ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 
４ 休日労働（有（１か月  日、１年  日），無） 
 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（          ） 

・非定例日；週・月当たり    日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間   日 
（勤務日） 
 毎週（      ）、その他（      ） 
○詳細は、就業規則第  条～第  条、第  条～第  条 
 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 

         →  か月経過で   日 

２ その他の休暇 有給（          ） 

         無給（          ） 

○詳細は、就業規則第  条～第  条、第  条～第  条 
 

（次頁に続く）
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月 給（     円）、ロ 日 給（     円） 

       ハ 時間給（     円）、 

       ニ 出来高給（基本単価     円、保障給     円） 

       ホ その他（     円） 

       へ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（    手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（    手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（    手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（    手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外  法定超（     ）％、所定超（     ）％、 

  ロ 休日 法定休日（     ）％、法定外休日（     ）％、 

  ハ 深夜（     ）％ 

４ 賃金締切日（    ）－毎月  日、（    ）－毎月  日 

５ 賃金支払日（    ）－毎月  日、（    ）－毎月  日 

６ 賃金支払方法（                      ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（有（        ） ， 無 ） 

８ 昇 給（ 有（時期、金額等              ） ， 無 ） 

９ 賞 与（ 有（時期、金額等              ） ， 無 ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等              ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （       歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（    歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する   日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第  条～第  条、第  条～第  条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他 

 

・具体的に適用される就業規則名（                       ）

 

※「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

更新の有無 １ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）]

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 



16

6 業務請負・業務委託と労働者派遣
使用者が、事業遂行のために労働者を必要とする場合、自ら労働契約を結んで直
接労働者を雇用する場合と業務請負や業務委託を使って外注化（アウトソーシング）
を行ったり、労働者派遣を利用する場合があります。

（1）業務請負・業務委託と労働契約
業務請負・業務委託とは契約形式としては民法の請負（民法632条）あるいは
準委任（民法656条）ないしこれらに準ずる無名契約（業務請負・業務委任契約）
を使って会社の業務の一部を外注化（下請化）するものです。契約の相手方が個人
の場合と会社の場合がありますが、これら個人や会社の従業員が自社の構内で自社
の従業員と一緒に就業する場合は、労働法上注意すべき点があります。

【契約の相手方が個人の場合】
委任若しくは請負（業務委託）として契約した場合には、従業員と混在して仕事
をさせてはならず、また仕事の内容及び仕様をあらかじめ定めておき、仕事中に指
示を与えるようなことを避けなければなりません。
個人に対して業務や勤務場所・勤務時間を指示し、支払う報酬に労務の対価性（賃
金性）がある場合は、自社と契約の相手方である個人の間に実質的な「使用従属関
係」があるといえます。このような場合は、契約の名称が委任契約ないし請負契約
であっても、それは労働契約とみなされ、したがって契約の解約は解雇として法的
に規制を受け（労契法16条）、また労基法等の労働法規の適用を受けます。労働
契約であるかどうかは、契約の名称ではなく、その実態で判断されるのです。

【契約の相手方が会社の場合】
業務委託先の従業員に対して、直接仕事上の指揮命令をなすことはできません。
自社で指揮命令を行えば、労働者派遣とみなされてしまいます。労働者派遣は、労
働者派遣法に基づく手続をとっていなければならないので、この場合、労働者派遣
法に違反する派遣となります。契約の形式が業務委託にもかかわらず、実際は労働
者派遣であった場合には、労働者派遣法を脱法する、いわゆる「偽装請負」になり、
後述の労働者派遣法に基づく制裁があります。業務委託と派遣との区別は、厳格な
基準を満たす必要がありますので、契約内容だけではなく、運用上も十分な注意を
払う必要があります（平成18.9.4「偽装請負の解消に向けた当面の取組について」
（基発090401号、職発090401号））
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Ⅰ　労働契約

（2）労働者派遣
次に、労働者派遣を利用する場合です。これは、労働者派遣法（派遣法）に基づ
いて労働者派遣事業者（派遣元）と労働者派遣契約を結び、これによって労働者の
派遣を受けるものです。
労働者派遣は港湾運送、建設、警備などのごく一部の業務を除いて可能となって
います（派遣法4条）。この場合、派遣労働者の労働契約は派遣元会社とのみ成立
し（派遣法2条1号）、派遣先と派遣労働者との間には雇用関係はありません。
派遣先は、派遣労働者に対して指揮命令をなすことができますが、両者は雇用関
係にはありません。

【派遣労働者が派遣先の従業員になりうる場合・紹介予定派遣】
労働者派遣では、派遣先と派遣労働者の間に労働契約はありませんが、労働者派
遣法は、一定の場合に、派遣労働者と派遣先との間で労働契約が成立し、派遣労働
者が派遣先の従業員になりうる場合を認めています。
まず、紹介予定派遣がなされる場合です（派遣法2条6号）。これは、職業紹介
事業者でもある派遣元が派遣開始前、又は派遣開始後に職業紹介をすることを予定
しているものです。派遣期間（最長6か月）が終了し、職業紹介が行われ、合意が
成立すれば、派遣労働者は派遣先の従業員になります。労働者派遣が一種の試用期
間としての機能を持つことになります。派遣先が採用しないときは、派遣元の求め
に応じてその理由を明示する必要があります（派遣労働者には派遣元が書面で理由
を伝えることになります）。

【違法派遣と労働契約申込みのみなし】
次に掲げる違法派遣を受け入れた場合には、派遣先が派遣労働者に対して、その
派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申
し込みをしたものとみなされます（労働契約申込みみなし）。ただし、派遣先が違
法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がないときは適用が
ありません（派遣法40条の6）。
・派遣禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
派遣元における労働条件と同一ですので、派遣元において有期労働契約であれば、
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派遣先との労働契約も有期となります。

【派遣労働を利用するについての注意事項】
労働者派遣法は、近年、頻繁に改正を繰り返しており注意が必要です。特に平成
27年改正は、基本的な仕組みを大きく変えるものです。ここでは、会社が派遣労
働を利用する場合に（この場合、派遣法上、会社は「派遣先」と呼ばれます。）、留
意すべき重要な改正点を簡単に説明しておきます（改正法全体について詳しくは厚
生労働省のHPをご覧下さい）。

① 労働者派遣事業の許可制への一本化
これまでは、労働者派遣事業について、派遣労働者を常時雇用している場合（特
定労働者派遣事業）には、届出だけで事業を行うことができますが、それ以外の
労働者派遣事業（一般労働者派遣事業）についてだけ許可制でした。しかし、今
回の改正により、この区別が廃止され、労働者派遣事業はすべて許可制となりま
した。ただし、平成30年9月29日までは、現在の特定労働者派遣事業が存続
できます。派遣先としては、この過渡的な措置が終了した際には、事業者が許可
を受けているかを労働者派遣契約の締結時に確認する必要があります。
② 労働者派遣が許される期間制限の変更
派遣業務における専門等26業務とそれ以外の業務の区別がなくなり、これに
伴い派遣の受入期間に関する規制が大きく変わりました。これまでは、専門等
26業務には、受入期間の制限がなく、それ以外の業務については、最大3年間
が受入期間の限度でした。これに対して、今回の改正は、派遣の受け入れること
のできる期間を、イ）派遣を受け入れている事業所単位（事業所とは、雇用保険
の適用事業所と基本的に同一）、及びロ）派遣労働者個人単位という、これまでと
は異なる二つの基準から規制しています。なお、改正法の施行日である平成27
年9月30日までに労働者派遣契約が締結されている派遣には適用になりません。
イ）派遣先事業所単位
同一の事業所が派遣を受け入れる期間（派遣可能期間）は、原則として3年が
限度です（派遣法40条の2第1項、第2項）。しかし、3年を超えて派遣を受
け入れようとする場合は、派遣先の事業所の派遣終了日前の1カ月内の期間（意
見聴取期間）において、過半数代表者（選出方法は後述する。）の意見を聴取す
るという手続きによって、派遣の受け入れを3年延長することができます（派遣
法40条の2第3項、第4項）。意見聴取において異議を述べた過半数代表に対
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しては、派遣先は派遣可能期間の延長の理由などを誠実に説明しなければなりま
せん(派遣法40条の2第5項、第6項)。　
ロ）派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、事業所の同一の「組織単位」に対し派遣できる期間は3
年が限度です（派遣法40条の3）。この組織単位とは、今回の改正で初めて導
入されたものですが、いわゆる「課」や「グループ」など業務としての類似性、
関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものと
して実態として判断されます。同一の派遣労働者であっても、組織単位が変われ
ば、その派遣労働者を受け入れることができます。ただし、派遣先として同一の
派遣労働者を指名するような派遣労働者の特定行わないようにしなければなりま
せん（派遣法26条6項）。

派遣先事業所単位の期間制限
　派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則、3年が限度と
なります。
　派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労
働組合等からの意見を聴く必要があります。

事 業 所

派
遣
開
始

３
年
経
過
後　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
長
可
能意見聴取

A B

C D E F

G G H

3 年 3 年

3 年

（厚生労働省資料より抜粋）
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派遣労働者個人単位の期間制限
　同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、
3年が限度となります。

（厚生労働省資料より抜粋）

課が異なれば、
同じ人の派遣OK

別の人の場合、
同じ課への派遣OK

同じ人について、
3年を超えて同じ
課への派遣は×

A

A

B
意見聴取

3 年 3 年
経
営
企
画
課

庶
務
課
一
係　
　
　
　
　

庶
務
課
二
係

派
遣
開
始

３
年
経
過
後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
長
可
能

ハ）期間制限の例外
イ）、ロ）の期間制限は、以下の場合には適用がありません。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者の場合
・60歳以上の派遣労働者
・終期が明確な有期プロジェクト業務に対する派遣
・日数限定業務（1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分かつ10日以下の派遣
・育児休業などで休業している労働者の代替としての派遣

ニ）いわゆるクーリング期間
イ）、ロ）の場合、3カ月を超える期間が空いている時には、新しく派遣を受
け入れる場合と同様となる。
③ 派遣労働者の均等待遇の推進における派遣先の講ずべき措置
派遣先は派遣元が派遣労働者の賃金を適切に決定できるように派遣元に情報を
提供するよう配慮しなければならない。また、労働者派遣契約の締結時に派遣料
金の額の決定に当たっては、派遣労働者の賃金水準が派遣先で同種の業務に従事
する労働者の賃金水準と均衡が図られたものとなるよう詰めなければならない。
さらに、派遣労働者の教育訓練、福利厚生施設の利用についても配慮することが
求められます。
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就業規則Ⅱ
１ 就業規則の意義と役割
就業規則とは、労働条件や服務規律について使用者が作成した文書をいいます。
多くの労働者を一か所に集めて経営を行うには、労働者の労働条件を統一的・画
一的に決める必要があります。また、一定の秩序を維持することも必要です。その
ための文書が就業規則です。
多くの企業では、詳細な労働条件を定めています。そして、就業規則の規定が合
理的であって、労働者に周知されている場合には、就業規則の規定は労働契約の内
容となり、使用者・労働者ともその内容に拘束されます（労契法7条参照）。すなわち、
就業規則の労働条件の定めにより、当事者の労働契約上の権利義務が形成されます。
労働者も自分の労働条件を知ろうと思えば、まず就業規則によって確認すること
になります。
なお、近年、労働法が頻繁に改正されますが、使用者は、必要な場合にはこれら
の法改正に対応するように就業規則を改正する必要があります。仮に既存の就業規
則の定めが最低基準を定める改正立法の基準を下回っている場合には、その部分の
就業規則は無効とされ、改正法の基準が適用になります（労基法92条）。

２ 就業規則の作成・変更の手続
就業規則は使用者が作成するものですが、労働者保護の観点及び就業規則の労働
条件の決定に果たす役割に着目して、法律による一定の規制が行われています。す
なわち、労基法は使用者に対して就業規則の作成・変更の際に順守すべき一定の法
的手続を課しています。

【作成義務】
まず、事業場において常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規
則を作成しなければなりません（労基法89条）。
10人は、会社単位ではなく事業場単位で考えます。また、10人には正社員の
みならず、有期雇用労働者、パート労働者等使用者が直接雇用する労働者をすべて
含めて数えます（派遣労働者などは除外されます）。
なお、10人未満の職場でも、労基法で作成が義務付けられていませんが、労働
条件を明確にするために就業規則を作成することが望ましいでしょう。
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【記載事項】
就業規則に記載する事項は、大きく三つのグループに分けられます（労基法89条）。
まず、次の事項は就業規則に必ず記載しなければなりません（絶対的必要記載事
項）。これらの事項の記載がないと、労働基準監督署長に届け出たときに補正を命
じられます。
①･始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就
業させる場合における就業時転換に関する事項

②･賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する
事項

③･退職に関する事項（解雇の事由を含む）
次に、以下の事項は、使用者が制度化する場合には、就業規則に記載しなければ
なりません（相対的必要記載事項）。例えば、退職金や懲戒制度などをその事業場
で制度化するときは、就業規則に記載しなければなりません。制度化しないときは、
記載しなくても差し支えありません。
①･退職手当
②･臨時の賃金・最低賃金
③･労働者の食費・作業用品の負担
④･安全衛生
⑤･職業訓練
⑥･災害補償・業務外の傷病扶助
⑦･表彰・制裁
⑧･その他その事業場の労働者の全てに適用する事項（配転、出向事項など）
最後に、絶対的必要記載事項にも相対的必要記載事項にも含まれない事項（任意
記載事項）があります。これを記載するかどうかは使用者の自由です。例えば、当
該就業規則の作成目的などです。

【意見聴取義務】
就業規則を作成又は変更する場合に、民主的手続によって選出された当該事業場
の労働者の過半数を代表する者（過半数を組織する労働組合がある場合はその労働
組合）の意見を聴かなければなりません。労働者側の意思を反映させるのが趣旨で
すが、過半数代表者の同意を得る義務まではありません。過半数代表者の意見を記
した書面を添付して届出をすることになります（労基法90条1項）。
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なお、過半数組合がない事業場における過半数代表者の選出条件については後述
します。なお、従業員の過半数の母数は、正社員だけではなく、パート労働者など
直接雇用のすべての労働者を含みます。

【届出義務】
使用者は、作成・変更した就業規則を労働基準監督署長に届け出なければなりま
せん（労基法89条）。使用者が複数の事業場において同じ就業規則を適用してい
ても、それぞれの事業場から就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要が
あります。そして、届出をするときには、過半数代表者の意見書を添付しなければ
なりません（労基法90条2項）。
なお、CD-ROM等の電子媒体で提出することも可能です（平11.3.18基発
125号）。

【周知義務】
使用者は、就業規則を従業員に周知しなければなりません（労基法106条）。周
知の方法は、①事業場に掲示したり、備え付けたり、②あるいは従業員に配布した
り、③あるいは磁気テープ、磁気ディスク、その他これに準ずる物に記録し、かつ
当該作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっ
ても行われます（労基法施行規則52条の2)。
使用者が机の引き出しの中にしまっておいて周知していない「就業規則」には、
法的効力が一切認められないことはいうまでもありません。
なお、使用者は、就業規則だけではなく、労基法及び労基則、36協定などの書
面協定についても労働者に周知する義務を負っています（労基法106条）。

３ 就業規則が労働契約の労働条件決定にどのように作用するか
（1）手続違反の就業規則の効力
就業規則の作成義務（記載漏れなど）・意見聴取義務・届出義務・周知義務に違
反した場合、使用者には罰則の適用があります（労基法120条）。では、これらの
手続違反があった場合に、就業規則自体の効力はどうなるのでしょうか。
この点、判例は、概して、周知義務違反の場合には、その効力（契約内容を形成
する効力）を否定的に解し、意見聴取義務違反・届出義務違反の場合には、効力を
容認する傾向にあります。使用者の義務違反を理由に労働者に不利益な結果を認め
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ることが適当ではないからです。

（2）就業規則の定めと労働契約の労働条件
労働契約における労働条件の内容について、労契法は、就業規則に二つの役割を
与えている。第1は、使用者が合理的な労働条件を定める就業規則を労働者に周
知させた場合その労働条件が労働契約の内容になるというものです（労契法7条）。
従って、就業規則に規定された労働条件は、よほど社会的にみて不合理でなければ、
労働契約の内容である労働条件となります。これは、就業規則が労働契約の内容を
規律する効力と言えるので、専門用語では、就業規則の「契約規律効」と呼ばれて
います。
第2に、就業規則の定める労働条件は、労働契約との関係で、最低基準としての
効力を有します（労契法12条）。労働契約の定める労働条件のうち、就業規則に
定める労働条件の基準に達しない部分を無効とし、それを就業規則に定める基準で
補充することが認められている。
例えば、もし労働者が10人未満の事業場において、就業規則がないときに、時
給1,000円であった労働者が時給900円にして欲しいという使用者の提案に合
意した場合には、労働者の時給は900円となります（労契法8条）。
しかし、これが就業規則において時給1,000円と定められている場合にはこの
ような合意の効力が否定されることになります。すわわち、この場合、使用者が新
規採用の労働者と時給900円で合意したとしても、時給900円は、就業規則に定
める時給1,000円に達しないので、900円という合意が無効となります。そして、
無効となった時給の部分は、就業規則に定める1,000円によって補充され、結局、
この労働契約の時給は、1,000円となります。このように就業規則を変更しないで、
労使が個別的に労働条件を不利益に変更しても、その効力が否認されるのです。
この就業規則に定める労働条件の基準に達しない部分を無効とすることを、専門
用語では、「強行的効力」と言い、また、就業規則に定める基準で補充することを「補
充的効力」と言います。

（3）就業規則による労働条件の不利益変更
労働者の解雇が解雇権濫用法理（労契法16条）などによって法的に厳しく制限
されているため、使用者は経営が悪化しても労働者を解雇して事態の打開を図るこ
とが困難なことがあります。
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そのため、配転や出向などと並んで、就業規則による労働者の労働条件を引き下
げて経営改善を図ろうとすることがあります。
このような、就業規則による労働条件の不利益変更が認められるかどうかについ
て、労働契約法は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更する
ことにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはで
きない（労契法9条）」と規定しています。
ただし、就業規則の変更が、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の
必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況、その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの」であって、かつ、｢変更後の
就業規則を労働者に周知」している場合には、労働契約の内容である労働条件は変
更後の就業規則によって変更されることになります（労契法10条）。このような
変更が認められるのは、あくまで例外的と考えるべきであり、労働条件の変更には、
就業規則の変更とその後の労働者の同意を要することが原則であると考えるべきで
しょう。また、この場合の労働者の同意は、使用者が労働者に対し、変更の必要性
やその内容について、十分に時間をかけて説明し、労働者の納得を得る必要があり
ます。
なお、労働者及び使用者が労働契約により、就業規則の変更によっては変更され
ない労働条件として個別に合意していた部分については、その合意が就業規則を下
回る場合を除き、就業規則によって変更されません（労契法10条但書）。

労働者の過半数代表者
労基法は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数を組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者」との書面の協定（労使協定）
を締結したり、意見を聴いたりすることを13か所において規定しています
（労基法施行規則６条の２参照）。
過半数組合のない事業場における労働者の過半数代表者の選出について
は、次の条件を満たすことが必要です。
まず、労基法41条2号に定める「管理監督者」（後述）を過半数代表者
とすることはできません。また、選出に当たっては、協定等をする者を選
出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続によ
る必要があります（労基則6条の2）。

Ⅱ　就業規則
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4 懲戒処分について
ここで、懲戒処分について留意すべきことを説明しておきましょう。懲戒処分は、
企業秩序を維持するために必要な措置ですが、人を処罰することですので、就業規
則（作成義務がない場合でも就業規則に準ずるもの）において、懲戒処分の事由と
その種類（懲戒解雇、諭旨解雇、停職、降格、減給、けん責など）を定めておく必
要があります。懲戒処分を行う場合には、処分の対象者にどのような非行がどの懲
戒事由に該当し、どの懲戒処分を選択したのかを明らかにし、かつ弁明の機会を与
えることが必要です。
懲戒処分には、懲戒権濫用法理（労契法15条）が適用されます。ここでは、懲
戒処分に至るまでに事前に警告したり、教育指導したりしたが、改善されなかった
かどうか、前例に比べて厳しくないかなどの観点から懲戒処分の相当性が判断され
ます。
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賃金と処遇Ⅲ
１ 賃金の意義

【労基法の「賃金」】
労基法は、｢賃金」を｢労働の対償」として｢使用者が支払うもの」としています（労
基法11条）。
したがって、賃金、給与、謝礼、寸志などの名称は問いません。「労働の対償」
とは具体的な労働の対価だけではなく、家族手当のような労働者の属性によって支
給されるものも含めて使用者が支給基準を定めて支払うものと解されています。こ
れに対し、使用者が道義的な観点から任意に労働者に支払う見舞金のように任意的
恩恵的に支払うものは賃金に当たりません。また、出張経費の精算や福利厚生目的
の支給も賃金ではありません。さらに、顧客が労働者に直接支払うチップも使用者
による支払いではないので、賃金に当たりません。

【平均賃金】
労基法は、労働者が一定の理由で就労できなかった場合の生活保障のために、使
用者に手当等の支払いを義務付けています。解雇予告手当（労基法20条）、休業
手当（労基法26条）、休業補償（労基法76条）などです。
そして、これらの手当は、｢平均賃金」（労基法12条）を基礎に計算されます。また、
平均賃金は、年次有給休暇中の賃金（労基法39条7項）、災害補償（労基法第8章）、
減給の制裁の制限額（労基法91条）の計算の基礎としても用いられます。
平均賃金は、上記の手当等の「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその
労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です。「3
か月」とは、土日祝日を含めた暦日の3か月で、月給計算などで賃金締切日がある
ときは、直前の賃金締切日から起算します。

　平均賃金（原則）
　　　　　　＝3か月間に支払われた賃金総額÷3か月間の総日数

賃金の総額の中には、時間外・休日労働の割増賃金、通勤手当、家族手当なども
含まれますが、①臨時に支払われた賃金、②3か月を超える期間ごとに支払われる
賃金、③通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属しないものは含まれ
ません。
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また、次に該当する期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、その
期間の総日数及び賃金の総額から控除します。
①･業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②･産前産後の女性が労基法65条により休業した期間
③･使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
④･育児休業期間、介護休業期間
⑤･試みの使用期間

平均賃金・割増賃金を算定するための賃金総額から除外するもの

平均賃金の算定の基礎から除外 割増賃金の算定の基礎から除外

臨時に支払われた賃金

（結婚手当、私傷病手当など）

臨時に支払われた賃金

（結婚手当、私傷病手当など）

３か月を超える期間ごとに支払われる賃金

（年３回までの賞与など）

１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

（賞与、１か月を超える期間ごとの精皆勤

手当など）

通貨以外で一定の範囲に属さないもの

（法令、労働協約によらない現物給与）

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教

育手当、住宅手当

なお、賃金が時給・日給・請負給で、前ページの計算式で計算した金額が、以下
の式で計算した額を下回る場合は、以下の式で計算された額が平均賃金になります。

　平均賃金（時給・日給・請負給の場合の最低保障額）
　　＝3か月間に支払われた賃金総額÷3か月間の実働日数×100分の60

2 賃金の決め方
（1）不合理な差別は許されない
使用者は、労働者に対してどのような基準によって賃金を支払うかは、基本的に
は自由です。
しかし、「国籍（人種を含む）」、「信条」、「社会的身分」（労基法3条）、｢性別（女
性）」（同法4条）、「組合員、組合加入・結成、正当な組合活動」（労組法7条1号）
を基準にして賃金を決めることは、違法、無効とされます。
それによって生じた賃金格差は違法な差別となり、差額分を未払賃金として、又
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は不法行為の損害賠償（民法709条）として支払いを求められる場合があります。
また、賃金を決めるのに、公序良俗（社会的妥当性）に反する基準を使うことも
できません。例えば、仕事の内容も勤務時間も正社員と変わらない有期雇用・パー
ト労働者（疑似パート）の場合、その賃金・賞与が比較対象となる同期・同学歴の
正社員の賃金・賞与の8割を下回る限りで、均等待遇の理念（公序良俗）に反して
違法とした判例があります（丸子警報器事件長野地上田支判平8.3.15）。今日では、
労働契約法の均衡の原則（労契法3条2項）にも配慮する必要があります（パート
労働者及び有期契約労働者については後述します。）。
このように、強行法規や公序良俗に反しないで、学歴、年齢、勤続年数、職務遂
行能力、成果・実績、地位（職位・資格）、権限、責任度等の基準を使用すること
は自由です。

（2）年俸制
賃金の決め方に関して、年俸制が管理職・専門職を中心に導入されるケースが増
えています。年俸制は、個々の労働者の仕事の成果や実績について、その労働者と
使用者が個別的に話し合って、年単位で決定するものです。
なお、年俸制を採用すると、支払われる賃金は年俸額のみで、時間外割増賃金は
支払われないといったイメージがあるようですが、年俸制であっても、労基法の労
働時間に関する規制は適用されます。したがって、時間外労働や深夜労働、休日労
働には、36協定の締結と割増賃金の支払いは必要です。
割増賃金を年俸額に含めて支払うこと自体は可能です。しかし、この場合も、①
通常の賃金部分と割増賃金部分が明確に区別されていて、②割増賃金部分が労基法
37条によって計算された額以上でなければなりません。
なお、年俸額のうちの賞与部分についてですが、賞与は使用者の評価によって額
が確定する賃金ですから、あらかじめ支給額が確定しているものは賞与ではなく、
割増賃金の算定基礎額から除外される「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
（労基法施行規則21条5項）ではありません。したがって、あらかじめ支給額が
決まっている「賞与部分」については、それも含めた年俸額を12で除して得た金
額を当該月の所定労働時間数で除して「通常の労働時間の賃金｣ を算出し、これを
1.25倍して割増賃金を計算することになります（平12.3.8基収78号）。
年俸制の導入は就業規則によって制度化されますが、これは本来的に個人的な賃
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金決定方法ですので、実際の運用に当たっては、適用を受ける労働者個人の同意を
受けるべきです。
また、各年の年俸額について合意ができないときは、最終的には使用者が決める
ことができますが、その際、極端に年俸額を引き下げるなどした場合には、権利の
濫用として、その年俸額の決定が、違法、無効となる場合もあります。

3 賃金の額
（1）最低賃金
賃金の最低額を決定している法律は、最低賃金法です。
最低賃金は、都道府県ごとに時間給で設定されており、地域別最低賃金（最賃法
9条1項）と特定の産業に適用される特定最低賃金（最賃法15条1項）があります。
特定最低賃金は、地域別最低賃金より高く設定されていることが多く、その場合
には前者が先に適用になります。特定最低賃金の適用を受けない労働者は、地域別
最低賃金の適用を受けます。
最低賃金を下回る賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効
となった部分は、最低賃金によることになります（最賃法4条2項）。

東京都最低賃金

時間額 発効日

地域別最低賃金 907円 H27.10.1

特 

定 

最 

低 

賃 

金 

鉄鋼業 871円 ⇒ 地 907円 （H26.3.23）

出版業 857円 ⇒ 地 907円 （H24.12.31）

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、

船用機関製造業、航空機・同附属品製造業
838円 ⇒ 地 907円 （H24.2.18）

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 832円 ⇒ 地 907円

（H22.12.31）業務用機械器具、電気機械器具、情報通信

機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
829円 ⇒ 地 907円

各種商品小売業 792円 ⇒ 地 907円 （H21.12.31）

※時間額欄の金額に 地 を付したものは、地域別最低賃金が適用されます。

（1）使用者は、最低賃金以上の賃金を、臨時・パート労働者・アルバイトを含む全ての労

働者に支払わなければなりません。

（2）最低賃金は、「時間給」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等全ての給与
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形態に「時間給」が適用されます。

（3）最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②臨時に支払われる賃金、③ 

１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、④時間外・休日労働、深夜労働に対して

支払われる賃金は含まれません。

（2）休業手当
労働者が自己の責任で（責めに帰すべき事由で）働けなかった場合、これは労働
契約上の債務不履行ですから、労働者は賃金の支払いを求めることはできません。
これに対し、労働者が働ける状態にありながら使用者の責任で働けなかった場合、
労働者の賃金等の存否はどうなるのでしょうか。これは、労基法上では休業手当と
して、民法上では危険負担の問題として扱われます。
労基法26条は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支
払わなければならない」としています。この手当を休業手当といいます。
そして、｢使用者の責めに帰すべき事由」とは天災地変（地震など）のような不
可抗力以外の事由とされ、原材料の不足、資材・資金難など経営内部の障害も使用
者の責めに帰すべき事由と考えられています。使用者が休業手当を支払わないとき
は罰則の適用（労基法120条）のほか、裁判所への申立てにより未払の休業手当
のほかに、同一額の付加金（労基法114条）の支払いを命じられることがあります。
一方、民法は、「債権者（使用者）の責めに帰すべき事由によって債務者（労働者）
が債務（労働義務）を履行できないときは、債務者は反対給付（賃金全額）を受け
る権利を失わない」（民法536条2項）としています。
そして、民法は、故意又は過失がなければ責任を負わない過失責任主義の原則を
採用していることから、「債権者（使用者）の責めに帰すべき事由によって」とは、
「債権者（使用者）の故意又は過失によって」と読み替えることができます。
したがって、労働者が働けなかったことの理由が ｢使用者の故意又は過失｣ によ
る場合には、労働者は賃金全額請求権を失わないことになります。
そこで、労基法と民法の関係を整理してみますと、労働者が働ける状態にありな
がら働けなかったことの原因が、「経営内部の障害」による場合、労働者は使用者
に対して、休業手当（平均賃金の60％）の支払いを罰則と付加金を担保に請求す
ることができます。「使用者の故意又は過失」によって労働者が働けなかったときは、
賃金全額の支払請求が認められるということになります。
要するに、労働者が朝出勤した以上は、仕事が無くても、その理由が天災地変の
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ような「経営外部」に起因する不可抗力でない限り、使用者は、その労働者を手ぶ
ら（無給）で帰すことはできません。

４ 賃金支払いの原則
賃金は金額のみならず支払方法も重要な労働条件です。労基法24条は以下のよ
うな賃金支払いの5つの原則を定めています。

【通貨払いの原則】
賃金は、通貨で支払わなければなりません。これは現物給付を禁止したものです
が、労働協約に定めをすれば賃金の一部を現物で（例えば定期乗車券の供与）支給
することも可能です。給与の口座振込も、本人の同意を得た上、本人の指定する本
人名義の口座に振り込む場合には、通貨払いの例外として認められます（労基則7
条の2）。

【直接払いの原則】
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。これは代理受領を禁止したも
のですが、代理人と違って使者（例、病気や長期出張中の労働者の配偶者）に支払
うことは可能です。

【全額払いの原則】
賃金は、全額支払わなければなりません。使用者は、例え一時的・便宜的にせよ、
自分の判断だけで賃金を控除することはできません。賃金控除ができるのは、①法
令によって認められた場合（租税、社会保険料の控除）のほか、②当該事業場の労
働者の過半数を代表する者と書面の協定（労使協定、24条協定ともいわれます。）
を結んで一部を控除する（例、社宅・寮費の控除）場合です。なお判例では、組合
費控除（チェックオフ）の場合も、労働協約ではなく労使協定を必要としています。
③また、判例は賃金締切り後の欠勤や計算ミスなど、やむを得ない理由で賃金の過
払いが生じたときに、翌月（又は翌々月）の給料から過払い分を控除することにつ
いては、額が少額で、労働者に事前に通知すれば、労使協定がなくても可能とされ
ています（福島県教組事件・最1小判昭44・12・18）。
また、労働者の自由意思による賃金債権の放棄（シンガー・ソーイング・メシー
ン事件・最2小判昭48･1･19）及び使用者の一方的な相殺ではなく、労使が合意
で行う場合には、相殺の同意が労働者の自由意思に基づくと認められる合理的理由
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が客観的に存在するときには、全額払いの原則に反しません（日新製鋼事件・最2
小判平2･11･26）

【毎月1回以上払いの原則】
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。毎月1回以上であれば、月給
でも、週給、日給でも可能です。なお、年俸制は年単位で賃金額を決める賃金制度
ですが、その支払いは少なくとも毎月1回以上にする必要があります。

【定期払いの原則】
賃金は、一定の期日に支払わなければなりません。月給制で支払曜日(例えば毎
月末の金曜日）を決めるのは違法です。支払日が月によって異なるからです。
定期払いの例外として、労働者が出産、疾病、災害、結婚、死亡などの事由で1
週間以上帰郷するときは、賃金支払日前であっても既往の労働分については、労働
者からの請求があれば、使用者は支払わなければなりません。これを非常時払いと
いいます（労基法25条、労基則9条）。
･

５ 賞与・退職金の性格と在籍者支給条項

【賞与の性格と権利】
賞与も「労働の対償」（労基法11条）として労基法上の「賃金」です。
もっとも、月給は労働契約の締結により労務提供後に賃金請求権が当然に発生し
ますが、賞与は労働契約自体から当然に生ずる権利ではないと考えられています。
したがって、労働者が賞与請求権を得るためには、就業規則の賞与規定や明確な
賞与支給の慣行などの根拠が必要と考えられます。

【在籍者支給条項】
就業規則の賞与規定には、「賞与は支給日に在籍する者に支給する」旨の在籍者
支給条項がみられますが、このような在籍者支給条項は有効とされています（京都
新聞社事件最判昭60.11.28など）。
もっとも、有効とされるのは自己都合退職のように労働者に退職日を選ぶ自由が
あることが前提ですので、解雇などのように退職日を自由に選ぶことのできない者
には、同条項の効力は及ばないと考えられます。
また、賞与の支給日が例年より遅れた場合なども、効力は及ばないと考えられます。
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【退職金の法的性格と退職金請求権】
退職金も「労働の対償」であり、労基法上の「賃金」ですが、その性格は、賃金
の後払いとしての性格と従業員の長年の功に報いるために使用者が支給するという
功労報償としての性格を併せ持つものと考えられています。
退職金が労基法上の賃金であるとすると、後払いというのは、後述の賃金の全額
払いの原則（労基法24条1項）に反しないのでしょうか。この点は、労働者が具
体的に退職金を請求できるようになるのは、退職という事実が発生したときであり、
このときまでは、賃金である退職金の具体的な請求権は発生していないので、全額
払いの原則には反しないと考えられています。専門的には、退職金請求権は、退職
時を不確定期限（到来する時期の不明確な期限）とする不確定期限付き債権とされ
ています。

【懲戒解雇と退職金】
懲戒解雇した場合には、使用者は、退職金を支払わないとするのは可能でしょうか。
判例は、退職金の功労報償としての性格を有することから、退職金の不支給・減
額は、労働者が長年の功を無にしたり、あるいは減殺するほどの重大な背信行為が
あった場合に認められることになります。懲戒解雇は、これに相当する理由によっ
てなされることが多いので、多くの場合、退職金の不支給・減額が有効とされてい
ます。ただし、懲戒解雇だからと言って当然に退職金の不支給・減額が認められる
わけではなく、退職金の不支給・減額が適当であるかを判断する必要があります。
　実際に、懲戒解雇の理由が私生活上の行為であったことなどを理由とし、退職金
が退職後の生活保障の機能を有していることも考慮して、退職金不支給を認めず、
退職金額の3割の支給を命じた裁判例があります。

【同業他社への転職と退職金の減額不支給】
使用者は、労働者が退職後に同業他社に就職するによって被るかもしれない損害
を防止するために、退職後、一定期間内に競業他社に就職すると退職金を不支給・
減額することを退職金規程に定めることがあります。このような退職金の不支給・
減額については、同業他社への就職を禁止する合理的理由や、それが禁止される期
間・場所、その減額の程度等を考慮して、同業他社への就職がもたらす使用者に対
する不利益の程度に応じて、その有効性が判断されることになります。実際、判例
は、退職後一定期間内に同業他社に就職した場合、その退職金額を自己都合退職の
際の半額とする規定を有効としています。
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６ 人事と処遇
賃金と並んで、仕事の種類や仕事の場所も労働者にとって重要な処遇の内容です。
そこで、これらの処遇の変更となる配転や出向についてみておきましょう。

（1）配転命令

【配転の意義と配転命令権の根拠】
配転とは、同一法人組織内で労働者の労働の種類・態様・場所を変更することです。
使用者が配転を労働者に命ずる権限（以下、「配転命令権」という。）は、当然に
あるわけではなく、労使の合意を基礎としています。具体的には、使用者が就業規
則に「業務の必要上、会社は従業員に配置転換を命ずることがある」などの規定を
置いており、実際に配転が行われているならば、この規定が合理的と判断され、労
働契約の内容である労働条件となり、使用者には配転命令権があるということにな
ります（労契法7条参照）。
このような場合でも、労使が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していると、
それが優先されます（労契法7条但書）、したがって、勤務する場所または従事す
る業務が特定されているときには、使用者の配転命令権がその範囲に制約されます。
例えば、勤務地限定社員や高度の専門職の場合が考えられます。

【配転命令の限界】
配転命令権が認められても、その濫用は許されません（労契法3条5項）。配転
のための「業務上の必要性」がないことや、あっても報復の手段として左遷するな
どの「不当な動機・目的」による場合、あるいは「労働者が通常甘受すべき程度を
著しく超える不利益」を負わせる場合等は、配転命令権の濫用として当該配転命令
は無効とされます（東亜ペイント事件判昭61.7.14)。この「労働者が通常甘受す
べき程度を著しく超える不利益」とは、寝たきりの老父母、祖父母を抱えた共働き
夫婦の夫に対する遠隔地への転勤命令など、配転によって労働者の私生活に著しい
障害が起こる場合ということができます。
使用者としては、子の育児、又は老父母・祖父母等の看護・介護を行っている労
働者の配転・転勤には、十分配慮して行うことが必要になると考えられます（育児
介護休業法26条参照）。
なお、労働者の組合活動等を嫌って行われる配転も、不当労働行為（労組法7条
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1号）として禁止されています。

（2）出向と転籍

【出向命令の意義と根拠】
出向は、配転と違って、法人格を異にする組織間の異動です。出向は、出向元会
社の従業員たる地位を残したまま一定期間出向先会社で就業するものです（「在籍
出向」ともいいます）。
出向は、就業規則や労働協約の出向条項があれば出向命令権が認められています
が、その場合も、出向元・出向先会社間の出向協定によって、出向先の労働条件、処遇、
出向期間、復帰条件などが整備され、労働者にとって内容的にも著しい不利益を含
まないことが必要です。
出向命令権が肯定されても、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の
事情に照らして、濫用となるような出向命令は無効とされます（労契法14条）。

【転籍】
転籍は、出向元会社を退職して出向先会社と労働契約を締結することになるので、
常に本人の個別的合意がなければ許されません。つまり、使用者は、労働者に転籍
を業務命令として命ずることはできないのです。

Ⅲ　賃金と処遇
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労働時間・休日・休暇Ⅳ
１ 法定労働時間

【法定労働時間の原則】
使用者は、労働者に休憩時間を除き、1週間に40時間を超えて労働させてはな
りません。また、1週間の各日については、休憩時間を除き、8時間を超えて労働
させることはできません（労基法32条）。これを法律が定める労働時間であるこ
とから法定労働時間といいます。
違反には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる（労基法119
条）ほか、法定労働時間を超える当事者の約束は無効とされ、無効となった部分は
法定労働時間どおりに引き直されます（労基法13条）。
なお、法定労働時間を超えて働かせる場合には、使用者は従業員の過半数代表者
と書面の協定（36協定）を締結し、労働基準監督署長に届け出て、割増賃金を支
払わなければなりません（労基法36条、37条）。

【特例労働時間】
週40時間制の原則に対して、特例として公衆の不便を避けるため等の理由で、
①小売・卸売・理容・美容の事業、②映画・演劇館等の興行事業、③診療所・社会
福祉施設などの保健衛生事業、④旅館・飲食・娯楽・接客事業について、常時10
人未満の労働者を使用する事業は、1週間44時間制（1日は8時間）がとられて
います（労基法40条、労基則25条の2）。これは、特例労働時間と呼ばれています。

２ 労働時間の概念
法定労働時間の週40時間、1日8時間とは労働者がどういう状態にある時間な
のでしょうか。これが「労基法上の労働時間」の概念の問題です。
一般に労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の「指揮命令下」に置かれた時
間だとされています（指揮命令下説）。これは、労基法の解釈によって客観的に定
められるもので、当事者が決めるものではありません。
これによると、労働者が労働契約に基づいて作業（仕事）をしている時間はもち
ろん、作業をしていなくても作業のために待機している時間（手待時間）も、使用
者の指揮命令下にあるものとして、労基法上の労働時間であることはいうまでもあ
りません。
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よく問題になるのは、始業前・終業後の準備・後片付け等（更衣、体操、朝礼な
ど）の時間ですが、これについては、それらの行為を「事業場内において行うこと
を労働者が義務付けられ、又はこれを余儀なくされた」ときは、指揮命令下に置か
れたものとされます（三菱重工長崎造船所事件最判平12.3.9）。
また、仮眠時間のような不活動時間については、「労働からの解放が保障されて
いない場合」、あるいは「労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価さ
れる場合」は、使用者の指揮命令下にあるとされています（大星ビル管理事件最判
平14.2.28）。
これらの判断基準によって、労働時間とされた時間が、法定労働時間を超えてい
る場合には、割増賃金の支払いが必要です。

３ 変形労働時間制－労働時間制度の柔軟化（その1）

【労働時間制度の柔軟化】
労基法は、法定労働時間を順守するよう使用者に罰則付きで強制する反面、昭和
62年改正以降、この規制を柔軟化して所定労働時間の有効な活用を図ろうとして
きました。こうした労働時間制度の柔軟化の仕組みには、以下のように、「変形労
働時間制」、「フレックスタイム制」、「裁量労働制」があります。

【1か月単位の変形労働時間制】
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定期間を変形期間とし、平均
して1･週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合には、その定め
により、特定した週に40時間を超えて、又は特定した日に8時間を超えて労働さ
せることができる（時間外労働への割増賃金支払いが原則として不要になる）労働
時間制度です（労基法32条の2）。
これは、40（週法定時間）×30（1か月の日数）/･7（1週間の日数）≒171
時間（変形期間における法定時間の総枠時間）、が示すように、1月（30日）当た
り171時間の配置を柔軟化する制度といえます（30日の月の場合）。
この制度は、1日8時間を超えて勤務する交替制や、隔日勤務などに適した制度
といえます。
制度を導入する要件は、①1か月単位の変形制を採ること、②変形期間、③起算
日、④労働日とその日の労働時間（労働時間の上限なし）について就業規則に定め
をするか、又は従業員の過半数代表者と書面の協定（労使協定）を締結して労働基
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準監督署長に届け出ることです。労使協定には有効期間の定めが必要です。

【1年単位の変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定期間（対象期間）を平均して1
週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合には、その定めにより、
特定の週に40時間、又は特定の日に8時間を超えて労働させることができるとい
う制度です（労基法32条の4）。
これは、40･×･365･/･7･≒･2,085時間、が示すように、最大で年2,085時間
の労働時間の配分を柔軟化できる制度です（対象期間を1年に設定した場合）。1
か月単位の変形制に比べて柔軟化の水準が一段と高くなります。この変形制は、季
節や月により業務に繁閑のある事業に適した制度です。現在では、この変形制が最
も利用されています。
この変形制の導入する要件は、労使協定を締結して以下の事項を定めて労働基準
監督署長に届け出ることです。①対象労働者の範囲、②対象期間とその起算日、③
特定期間（特に繁忙な期間）、④対象期間の労働日と労働時間、⑤有効期間です。
なお、「対象期間」については、それを1か月以上の期間ごとに区分して、その
区分ごとに労働日と労働時間を決めることができます。
そして、従業員の過半数代表者の同意を得れば、最初の区分期間（最短で1か月）
の労働日と労働時間を30日前に書面によって決め、残りの各区分期間については、
その期間の労働日数と総労働時間のみを決めておけばよいとされています。これに
よって、運用上は1か月単位の変形制に接近したといえるでしょう。
しかし、1か月単位の変形制と違って労働時間については1日10時間、週52
時間、連続労働は6日（特定期間は12日）の枠があります。この範囲内で区分期
間ごとの労働日と労働時間が決められます。

【1週間単位の変形労働時間制】
1週間単位の変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差があり、これ
を予測してあらかじめ就業規則等で各日の労働時間を特定することが困難な小規模
事業において、1週間ごとに各日の労働時間を、週40時間、1日10時間の範囲
内で、前週末までに労働者に書面で通知することによって決めることができる制度
です（労基法32条の5）。もっとも、実際にはほとんど利用されていません。
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４ フレックスタイム制－労働時間制度の柔軟化（その２）

【制度の意義】
フレックスタイム制とは、労働者が自ら始業・終業時刻を決める労働時間制度を
いいます。労基法が予定しているフレックスタイム制は、1か月以内の一定期間（清
算期間）を平均して、1週間の労働時間が週法定40時間を超えない範囲内で、そ
の期間の総労働時間を労使で約束し、約束した総労働時間について労働義務を履行
するよう、労働者が各日の始業・終業時刻を決定するものです（労基法32･条の3）。
例えば、1か月単位のフレックスタイム制を採る場合、1か月を平均して1週間
の労働時間が40時間を超えないのは171時間（30日の月の場合）ですから（40
×･･30･/･7･≒･171）、171時間の範囲内で総労働時間を約束し（例えば160時
間）、その総労働時間を労働するように労働者が各日の始業・終業時刻を決めてい
くことになります。
この場合、1日8時間、1週40時間を超えて労働させても時間外労働にはなら
ず、1か月当たりの法定労働時間の総枠時間（上の例では1月171時間）を超え
る場合に時間外労働となると考えられています。1,000人以上の大企業では、4
割近くがこの制度を導入しています。
この制度を導入するには、まず、就業規則等で始業・終業時刻の決定を労働者に
委ねることを定めます。これにより労働者は始業・終業時刻を自ら決定することが
法的に可能となります。次いで、労使協定を締結して、①適用労働者、②清算期間、
③清算期間における総労働時間、④1日の標準労働時間（年休の時間計算の基礎と
なる）、⑤コアタイム（労働者が労働しなければならない時間帯）を設ける場合は
その時間帯、⑥フレキシブルタイムに制限を設ける場合はその開始・終了の時間を
記載します。この労使協定は、労働基準監督署長に届け出ることは要件になってい
ません。

５ 裁量労働制－労働時間制度の柔軟化（その３）

【裁量労働制の意義とタイプ】
裁量労働制とは、業務遂行の手段、及び労働時間配分の決定を労働者の判断に委
ね、その間は一定時間労働したものと「みなす」労働時間制度で、専門職型裁量労
働制と企画業務型裁量労働制の2つのタイプの裁量労働制があります。



Ⅳ　労働時間・休日・休暇

41

【専門職型裁量労働制】
専門職型裁量労働制を導入するには、労働者の過半数代表者と書面の協定（労使
協定）を締結して以下の事項を記載し、労働基準監督署長に届け出ることが必要で
す。
①対象業務、②算定される労働時間、③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決
定等に関して労働者に対し使用者が具体的に指示をしないこと、④労働者の健康福
祉確保のための措置、⑤苦情処理に関する措置、⑥有効期間（労基法38条の3）。
なお、「対象業務」は現在、新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・
設計、新聞・出版における記事の取材・編集業務、衣服・室内装飾等のデザイン考
案業務、放送・映画等の事業のプロデューサー・ディレクターなど19の専門職業
務が指定されています（労基則24条の2の2第2項、平9.2.14労告7号）。

【企画業務型裁量労働制】
企画業務型裁量労働制は、企画、立案、調査、分析を対象業務とする裁量労働制
ですが、専門職型裁量労働制のように業務が法令等によって特定されておらず、広
くホワイトカラー労働者を対象に労働時間にとらわれない主体的、創造的な労働に
適合する労働時間制度といわれています。
これを導入するには、まず、労働条件について調査審議をして事業主に意見を述
べることを目的とする労使委員会を設置することです（労基法38条の4第1項）。
労使委員会は、事実上全ての事業場で設置できます。
委員会は労使同数で、労働者側委員は労働者の過半数代表者により、任期を定め
て指名されます。
企画業務型裁量労働制を導入するためには、労使委員会の5分の4以上の賛成
で次の事項を決議し、それを労働基準監督署長に届け出ることが必要です（労基法
38条の4第1項）。
①対象業務
　･企画、立案、調査、分析を相互に関連させ組み合わせて行う業務で、かつ、業
務の遂行手段及び時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をしない業
務です。
②対象労働者
　･対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する者です。したがって新
入社員は除かれます。
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③算定される時間
　1日についての、みなし労働時間数です。
④労働者の健康福祉確保措置
⑤労働者の苦情処理の措置
⑥労働者個人の同意を得ること
⑦有効期間（3年以内）
⑧労働者の労働時間、健康福祉確保措置及び苦情処理の実施状況

6 事業場外労働のみなし労働時間制

 【事業場外労働のみなし労働時間制の要件】
みなし労働時間制には、裁量労働制のほか、「事業場外労働のみなし労働時間制」
があります（労基法38条の2）。裁量労働の場合は労働の裁量性を考慮してみな
し制が採られますが、事業場外労働の場合は労働時間の算定が困難であることが、
みなし労働時間制が採られる理由です。
要件は、①「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」で、
かつ、②「労働時間を算定し難いとき」です。
事業場外で労働しても、労働時間を管理する管理者と一緒に業務に従事したり、
携帯電話等で随時使用者から指示を受けて労働する場合など、労働時間の算定が可
能な場合には、みなし労働時間制は適用されません。最近では、旅行添乗員について、
指示書及び就労実態などから事業場外みなし労働制が適用されないとされた事例が
あります（阪急トラベルサポート（第2）事件・最判平26.１.24）。実際には、新聞・
雑誌の記者、直行直帰型の営業社員、又は一般従業員の出張時などに適用されます。
上の要件を満たした場合、原則として、所定労働時間に労働したものとみなされ
ます。所定労働時間とは、就業規則等に定められた労働時間です。
しかし、当該業務を遂行するのに所定労働時間を超えて労働することが通常必要
となる場合には、業務の遂行に通常必要とされる時間、労働したものとみなされま
す。これは客観的・一般的に必要とされる時間です。
また、通常必要とされる労働時間がはっきりしないときは、当該事業場の労働者
の過半数代表者との書面の協定（労使協定）によって、通常必要とされる時間を決
めることができます（協定によるみなし労働時間）。決められた時間が8時間を超
えるときは、協定を労働基準監督署長に届け出ることになります。
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７ 休憩・休日
（1）休憩

【休憩の長さと位置の原則】
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超え
る場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりま
せん（労基法34条1項）。
ここにいう休憩時間とは、使用者の指揮命令を離れた時間をいいます。労働時間
が6時間までは休憩の付与を強制されません。
休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりませんので、出勤を遅らせたり退
勤時間を早めたりして休憩時間に代えることはできません。

【一斉付与の原則】
休憩は、工場などで確実に労働者に休憩（昼食時間）を確保するために、事業場
単位で一斉に与えなければならない（労基法34条2項）とされています。しかし、
現在では、労使協定を結べば、交替付与も可能です（労基法34条2項但書）。なお、
公衆の不便を避ける等の理由で、商業・サービス業関係の事業場では交替で与える
こともできます（労基法40条、労基則31条）。

【自由利用の原則】
休憩は、労働者の自由に利用させなければなりません（労基法34条3項）。た
だし、警察官・消防吏員等のほか、児童と日常生活を共にする福祉施設職員には、
労働基準監督署長の許可を得て自由利用の原則の適用除外が認められています（労
基法40条、労基則33条）。

（2）休日

【休日の原則と例外】
使用者は労働者に対して、「毎週少なくとも一回の休日」を与えなければなりま
せん（労基法35条1項）。これが週休一日制の原則です。
休日は休憩と違って一斉付与の原則はなく、個別的に与えることも可能です。ま
た、毎週とは本来は7日の期間ごとの意味ですが、通常は日曜から土曜までの暦週
と考えられています。1回の休日とは1日の休日ですが、これは午前0時から午後
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12時までの暦日をいいます。休日には曜日の特定を求められていませんが、曜日
の特定が望まれます。
なお、労基法は週休一日制の例外として、「4週を通じて4日」の休日を与える
ことも認めています（労基法35条2項）。これを変形週休制といいます。これを
運用するには、4週間の起算日を就業規則等に定めておくことが必要です（労基則
12条の2）。

【休日の振替と代休】
労働日と休日を事前に振り替えることを、休日の「振替」といいます。
振替制を採ると休日に出勤しても、その日は労働日に振り替わっているので休日
労働にならず、割増賃金の支払いを要しません。
しかし、労働者にとっては私生活が乱されるおそれがあるため、休日の振替制を採
るには、解釈上、①就業規則等に休日振替の定めをした上、②実施に当たっては振り
替わる休日と労働日を特定し、③事前に労働者に通知することが求められています。
休日の振替と類似のものに「代休」があります。
代休とは、休日に休日労働をしたことを前提に、事後にほかの労働日を休日にす
ることをいいます。この場合は、休日と労働日が事前に振り替わっていないので、
休日に労働すれば休日労働になり、割増賃金の支払いが必要です。

８ 時間外・休日労働

【時間外・休日労働の意義】
時間外労働という場合、所定労働時間を超えて法定労働時間までの時間外労働（法
内超勤ないし法内残業）と、法定労働時間（週40時間、1日8時間）を超える時
間外労働（法外超勤ないし法外残業）を区別する必要があります。
労基法が規制しているのは後者、すなわち法外残業に対してです。法外残業に対
して労基法は一定の要件（例えば36協定の届出など）と割増賃金の支払いを義務
付けていますが、前者の法内残業については特に規制を加えてはいません。
同様のことが休日についてもいえます。労基法が規制しているのは週1回の休日
の労働、すなわち法定休日労働であって、それ以外の休日労働、すなわち法定外休
日労働については特に規制を加えているわけではありません。
労基法は以下の3つのタイプの時間外・休日労働について要件を定めています
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が、これらはいずれも法外残業と法定休日労働に対するものです。

（1）非常災害時の時間外・休日労働
まず、「災害その他避けることのできない事由」によって「臨時に必要がある場合」
には、使用者は労働基準監督署長の事前の許可を得て、時間外・休日労働をさせる
ことができます（労基法33条1項）。
例えば、急病、ボイラーの破裂、事業運営を不可能にするような突発的な機械の故

障の修理などがこれに該当します。単なる業務の繁忙や通常予見できる事由は該当し
ません。事態が急迫していて労働基準監督署長の許可を得られないときは、事後に届
け出ることもできます。この場合は、労働基準監督署長がその時間外・休日労働を不
適当と認めたときは、代わりに休憩・休日の付与を命ずることができます（同条2項）。

（2）公務上の必要による時間外・休日労働
労基法「別表第一」（労基法の適用事業が掲げてある）に該当しない官公署の公
務員については、「公務のために臨時の必要がある場合」には時間外・休日労働を
させることができます（労基法33条3項）。「公務のために臨時の必要」があるか
どうかは、行政庁の判断に委ねられます。

（3）36 協定による時間外・休日労働

【36協定の締結と届出】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者（過半数組合があればその
組合）と書面の協定（労使協定）を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合には、
法定の労働時間を超え、又は法定の休日に労働させることができます（労基法36
条1項）。時間外・休日労働の一般的なケースは、この労使協定（労基法36条に
よる労使協定という意味で36協定といいます）による場合です。
36協定で定める事項は、「時間外・休日労働を必要とする具体的事由」、「業務
の種類」、「労働者の数」、「1日及び1日を超える一定の期間についての延長するこ
とができる時間」、「労働させることのできる休日」、及び「協定の有効期間」（労基
則16～17条)･です。36協定を更新するときもその旨の協定の届出が必要です（労
基則17条2項）。
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【時間外労働の限度時間基準】
36協定による時間外労働時間数については、その限度基準が定められています

（労基法36条2項）。
現在は、1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間、1か月45時間、2か
月81時間、3か月120時間、1年間360時間となっています（平成10.12.28「時
間外労働限度基準告示」労告第154号別表第一）。
もっとも、時間外労働の限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特
別の事情」が生じたときに限り、一定の手続を経て、一定期間ごとに労使当事者間
（36協定締結当事者間）において限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延
長することができます。これを特別条項付協定といいます(･上記告示3条但書）。
なお、3歳に満たない子を養育する労働者（法所定の書面協定によって除外され
る者以外）がその子を養育するために請求した場合には、使用者は、所定労働時間
を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は例外
的に適用されません（育介法16条の8）。
また、小学校就学前の子を養育する労働者、又は要介護状態にある対象家族を介
護する労働者が請求したときは、法定時間外労働の上限は1か月24時間、1年間
150時間となっています（育介法17～18条）。これも、事業の正常な運営を妨げ
る場合には例外的に適用されません。
36協定の締結当事者は、その締結時に、その内容がこの時間外労働基準に適合

したものとなるようにする努力義務があります。

（4）時間外・休日労働義務
36協定によって時間外・休日労働をさせる場合（労基法36条）、使用者は同協
定の締結・届出が必要ですが、それによって、使用者は労働者に時間外・休日労働
をさせても罰則の適用を免れるのみで（専門用語では「免罰効果」といいます。）、
労働者は当然に労働契約上の時間外・休日労働義務を負うものではありません。
時間外・休日労働義務の根拠については、就業規則や労働協約に時間外・休日労
働について定めがあり、かつ36協定の内容が合理的なものであれば労働契約の内
容となって、労働者は36協定の範囲内で時間外・休日労働義務を負うと考えられ
ています（日立製作所武蔵工場事件最判平3.11.28）。したがって、多くの場合、
労働者は、使用者の命ずる法定時間外労働に応ずる義務があることになります。
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また、「災害その他避けることのできない事由」による時間外・休日労働の場合
には（労基法33条1～2項）、労働者は信義則上、時間外・休日労働義務を負う
とされています。
さらに、「公務のために臨時の必要がある場合」には（労基法33条3項）、公務
員関係が行政庁の一方的意思表示によって権利義務関係が形成される公法関係とさ
れることから、公務員は命じられれば時間外・休日労働を拒否することは困難です。

９ 割増賃金

【割増賃金が必要な場合】
使用者は、法定労働時間を超えて労働者を働かせるか、法定休日に働かせる場合、
又は午後10時から午前5時の間に労働（深夜労働）させる場合には、割増賃金を
支払わなければなりません（労基法37条1項、4項）。
法定労働時間までの法内残業に対しては（例えば、所定労働時間が7時間である
ときの、1時間の所定外労働）、割増賃金の支払いは労基法が強制するわけではなく、
使用者の自由に任されています。その扱いは就業規則等の定めに委ねられますが、
実際には割増賃金が支払われることが多いようです。

【割増賃金の算定】
割増賃金は、「通常の賃金」（所定労働時間1･時間当たりの賃金）に時間外労働
等の時間数を乗じて得た金額に、割増率（時間外労働、深夜労働は2割5分以上、
休日労働は3割5分以上）を乗じて計算されます（労基法37条1項、4項、労基
則19条）。時間外労働が深夜労働に重なる場合は、その部分は5割増し以上にな
ります。休日労働が8時間を超えても3割5分増し以上のままですが、深夜労働と
重なる場合は6割増し以上となります（労基則20条）。

１時間当たりの割増賃金（時給制の場合）
　＝時給×1.25以上（休日労働は1.35以上）
１時間当たりの割増賃金（日給制の場合）
　＝（日給額÷１日の所定労働時間※）×1.25以上（休日労働は1.35以上）
１時間当たりの割増賃金（月給制の場合）
　＝（月給額÷１か月の所定労働時間※）×1.25以上（休日労働は1.35以上）

※　１日の所定労働時間が日によって異なるとき→１週間における１日の平均所定労働時間で計算

　　１か月の所定労働時間が月によって異なるとき→１年間における１か月の平均所定労働時間で計算
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割増賃金の算定の基礎となる通常の賃金からは、家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払
われる賃金（賞与など）は除かれます（労基法37条5項、労基則21条）。これら
の手当は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情により異なるので割増賃金の基
礎から除外し、また、臨時に支払われる賃金等は「通常の賃金」とは異なるからです。
しかし、家族手当と称していても労働者に一律に支払われる場合は、算定の基礎
に含めなければなりません。これらの除外賃金は限定列挙ですので、それ以外のも
のを除外することはできません。また ｢割増賃金の基礎より除外し得るものを算入
することは、使用者の自由である｣ とされます（昭23.2.20基発第297号）。

割増賃金計算における端数処理
次の方法は、常に労働者に不利になるものではなく、事務簡便を目的とした
ものと認められることから、労基法24条の賃金全額払の原則、同37条の割
増賃金の規定に違反するものとして扱われません（昭63.3.14基発150号）。
①･･1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50
銭未満を切捨て、それ以上を1円に切上げて処理すること。
②･･1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上
を1時間に切上げて処理すること。
③･･1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額
に1円未満の端数が生じた場合、①と同様に処理すること。

【割増賃金の定額払い】
割増賃金の支払について、実際の時間数に拘らず定額とするか、または基本給に
含めて支払うということがしばしば行われています。この支払方法をとる場合には、
これまでの裁判例によると次の条件を満たしていなければなりません。まず、手当
などの名目での一括払いの場合、それが何時間分の割増賃金であることが明示され
ていること、また、基本給に含まれている時には、その中での割増賃金部分が明確
に区別されなければなりません。次に、実際の労働時間に基づいて計算された割増
賃金額が定額払い額よりも多いときには、その差額を支払わねばなりません。
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【使用者の残業時間把握義務と自己申告制】
労働基準法が、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有して
いるとされています。
この点で問題となるのは、いわゆる自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主
的に申告することにより労働時間を把握するもの）の不適切な運用によって、割増
賃金の不払や長時間労働を助長するおそれがあることです。
そこで、使用者は、自己申告制をとらざるを得ない場合には、以下の措置を講ず
ることとされています。①自己申告の導入前に労働者に対して適正に自己申告を
行うよう十分に説明すること、②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時
間と合致しているか必要に応じて実態調査をすること、③労働者の適正な自己申告
を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定する等の措置を講じないこと（平
13.4.6基発339号）。

【時間外労働が1か月60時間を超える場合の割増賃金等】
①時間外労働の限度基準を超える特別条項付協定を締結した場合には、法定の割
増賃金率（2割5分増）を超える割増率（例えば3割）を定めるよう努めることと
なりました（労基法36条2項、時間外労働限度基準告示3条3項）。
②また、時間外労働が1か月60時間を超えた場合には、その超えた時間の労働
について5割増以上の割増賃金を支払わなければならなくなりました（労基法37
条1項但書）。
③1か月60時間を超える時間外労働が行われた場合に、割増賃金率の引上げ分

（これまでの2割5分以上から5割以上への引上げ分、すなわち2割5分以上）に
つき割増賃金の支払いに代えて、労働者の過半数代表者との書面協定を締結して、
有給休暇（割増賃金代替休暇）を与えることを定めることができます（労基法37
条3項）。
例えば、1か月80時間の時間外労働をした場合に、月60時間を超える20時
間については、5時間分の割増賃金代替休暇を与えることができます（20時間×
0.25=5時間）。また、特例条項付36協定を締結して、月45時間を越える時間
外労働の割増賃金率を、先記の例のように3割としている場合の割増賃金代替休暇
は、4時間となります（20時間×＜0.5－0.3＞＝4時間）。
なお、上記の②及び③は中小事業主には当分の間、適用されません（労基法
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138条）。

10 労働時間等の適用除外

【適用除外の例】
労基法は、以下の労働者に対して労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除
外しています（労基法41条）。すなわち、①農業及び水産業に従事する者（労基
法41条1号）、②監督若しくは管理の地位にある者（管理監督者）、秘書など機密
の事務を取り扱う者（同条2号）、③監視労働・断続労働に従事する者で労働基準
監督署長の許可を受けた場合（同条3号）です。
農水産事業が除外されるのは、業務が天候などに左右されやすく労働時間の法的
規制になじまないと考えられるからです。管理監督者、機密の事務を取り扱う者は、
共に経営者と一体的立場にあるという企業経営上の必要によるものです。
また、監視・断続労働はいずれも労働密度が薄く、労働時間等の規制を外しても、
労働者保護に欠けることはないと考えられるからです。

【管理監督者】
労働時間等の適用除外で最も問題になるのは、「管理監督者」の場合です。
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立
場にあるもの」をいいますが、その判断は職位や資格などの名称にとらわれず、実
態に即して判断されなければなりません。
具体的には、①労働条件の決定や労務管理の実施に当たって経営者側の立場に立
ち、②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請され
ざるを得ない、重要な職責と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制に
なじまないような立場にある者で、③さらに一般労働者に比し待遇面でその地位に
ふさわしい優遇措置が講じられていることなどが、主な判断基準とされています（昭
和63.3.14基発150号）。
多くの会社では、組合員でなくなると、あるいは一定の地位の管理職（例えば課長）
になると管理職手当が支給される代わりに、残業しても割増賃金が支払われなくな
ることが多いようです。しかし、管理職であるからといって、それが直ちに労基法
41条2号の「管理監督者」に当たるわけではありません。最近では、管理職であっ
て、時間外労働手当を支給されていなかった労働者がその支払いを求める訴訟が相
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次いでいます。そして、多くの場合、その管理職の労働者が「管理監督者」に当た
らないとして、時間外労働手当の支給が命じられています（例えば、日本マクドナ
ルド事件東京地判平20.1.28）。

11 年次有給休暇
（1）年休権の要件と年休権の法的性質

【年休権の要件と法定日数】
労基法は、労働者に毎年一定日数の有給休暇を保障するための要件と方式を定め
ています。
すなわち、労働者は雇い入れの日から起算して「6か月間継続勤務」し、「全労
働日の8割以上出勤」したことによって、10労働日の年休権を取得します（労基
法39条1項）。
その後は、1年ごとに継続勤務（使用者と雇用関係にあること）して８割以上出
勤すれば、10労働日に1労働日ずつ加算され、雇い入れから3年半以降は1年ご
とに2日ずつ加算されていきます。そして、年休日数が20労働日に達したら（雇
い入れの日から6年半で20労働日に達します）、20日に据え置くことになります
（労基法39条2項）。
もっとも、最初の6か月、又はその後の1年間に出勤率が8割を下回るときは、
その次の1年間は年休が0になりますが、0になった年に8割以上出勤すれば、そ
の次の1年間は加算された日数分の年休を再び取得することができます。
なお、労基法が定める年休日数は日を単位としていますが、労働者の過半数を代
表する者との書面の協定（労使協定）により、有給休暇のうち5日を限度に時間単
位で年休を付与することが可能となりました。
また、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定の締結がされ
ていない場合でも、取得できていた半日単位の年休の取扱いについては、変更あり
ません。
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「全労働日」の8割以上の「出勤」

出勤したものとみなされる

もの

業務上の傷病による療養のために休業した日

産前産後の休業をした日

育児介護休業をした日

年次有給休暇を取得した日

出勤したとみなすか、みな

されないかは当事者の合意

生理休暇を取得した日

慶弔等、会社の定めた休暇を取得した日

全労働日に含まれないもの

使用者の責めに帰すべき事由により休業した日

休日労働した日

正当な争議行為により労務の提供がなされなかった日

【年休権の法的性質】
年休権は労基法39条1項及び2項の要件（「6か月間又は1年間の継続勤務す
ること」と「8割以上の出勤率」）を満たせば、当然労働者に生ずる権利であって、
年休権の成立のために使用者の承諾や同意は必要ありません（全林野白石営林署事
件最判昭48.3.2）。
労働者が文書や口頭で年休届を出すことは、労働者が既に有している年休権を行
使する時季を指定する権利（時季指定権）を行使しているのです。
年休は、労働者にとっては、同じ使用者の下でキチッと出勤しておれば当然生ずる
権利であり、使用者の許可がなければ使えないようなもの（「許可制」）ではありません。

（2）使用者の時季変更権

【使用者の対応は時季変更権による】
労働者が、年休の時季を指定（年休届を提出）したときは、使用者は指定された
時季に年休を与えなければなりません（年休付与義務）。
ただし、労働者が請求した時季に年休を与えることが、「事業の正常な運営を妨
げる場合」には、他の時季に指定するよう求めることができます（労基法39条5
項）。これを使用者の時季変更権と呼んでいます。時季変更権は、労働者の時季指
定に対して、使用者ができる唯一の対応です。他の時季に与えるとされていますが、
年休日の時季指定は、あくまで労働者が行うものであることに注意を要します。
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【時季変更権の判断基準】
「事業の正常な運営を妨げる場合」の「事業」とは、本来は当該事業場の業務の
総体をいいますが、実際には特定の部署（「部」又は「課」）を単位として判断しま
す。誰かが休みを取れば、ほかの人の仕事が増えるなどのことは当然ですが、それ
を「事業の正常な運営を妨げる場合」というわけではありません。同僚等のサポー
トによって当該部署の業務に支障が生じなければ、「事業の正常な運営を妨げる場
合」には該当しないと考えられています。
その際、使用者は労働者が休暇を取得できるよう、「状況に応じた配慮」をする
ことが求められます。例えば、勤務割りのある職場であっても、使用者が代替勤務
者を配置することが可能であったにもかかわらず、そのための配慮をせずに代替者
を配置しなかったときは、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しないとされ
ています（弘前電報電話局事件最判昭62.7.10）。
なお、時季変更権は、｢事業の正常な運営を妨げる場合」に ｢他の時季に与える」こ

とを前提に認められたものですから、労働者が退職直前に未消化の年休を一括請求し
たときは、その前提（他の時季に与える）がないため時季変更権の行使はできないと
考えられます。したがって、使用者は退職時直前の年休請求を拒むことはできません。

（3）年休自由利用の原則と計画年休

【自由利用の原則】
労基法は、年休の利用目的については規定していません。年休を何に使うかは、
使用者の干渉を許さない労働者の自由です。旅行、スポーツのほか、病気療養にも
年休が使われています。有給の病気休暇制度があるヨーロッパでは、病気療養のた
めの年休利用を禁止する国もありますが、日本では病気療養に年休を取得すること
が多いようです。

【計画年休】
年休の利用目的は自由であるとはいえ、実際は同僚への迷惑等を考えてなかなか
年休を取りにくいのも事実です。日本の労働者の平均年休取得状況は、平成27年
についてみると、付与日数（繰越日数を含まない）18.4日、取得日数8.8日、取
得率（取得日数÷付与日数×100）47.6％となっています（厚労省「平成27年
就労条件総合調査」より）。
そこで、年休消化率を高めるために、昭和62年労基法改正によって計画年休が
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導入されました（労基法39条6項）。これは、労使協定を結んで（労働基準監督
署長への届出は不要）、事業場で一斉に、又はグループごとや個人別に休暇の時季
と日数を定めて、年休を計画的に取得する制度です。
ただし、各労働者につき5日は個人年休として自由に取得できるように留保して
おかなければなりません。計画年休の下では労働者は時季指定権を制約されること
になりますが、実際には計画年休はあまり利用されていないようです。

（4）所定労働日数の短い労働者の年休

【比例付与制度】
所定労働日数が通常の労働者よりも少ない労働者（パート労働者など）も、労基
法上の労働者であり、労基法上の権利である年休権の保障を受けることはいうまで
もありません。ただ、所定労働日数の少ない労働者については、週所定労働日数の
比率によって年休日数を付与する、いわゆる比例付与制度が設けられています（労
基法39条3項）。

【比例付与の要件と方法】
比例付与の要件は、①1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、②週所定
労働日数が4日以下（週以外の期間で所定労働日数が定められているときは年間所
定労働日数216日以下）であることです。
この2つの要件を共に満たすパート労働者は、通常の労働者の週所定労働日数

（現在は5.2日）との比率で年休日数が計算されます（労基則24条の3）。もちろ
ん「継続勤務」と「出勤率8割以上」の要件は、パート労働者の場合も前提です。
例えば、週所定労働日数が4日、1日の所定労働時間が6時間のパート労働者が、
雇い入れの日以後6か月間継続勤務して、8割以上出勤した場合についてみますと、
上の①、②の比例付与の要件を満たしますので、10×4･/･5.2＝7（端数切捨て）
となり、法定年休日数は7日となります。
しかし、週4日出勤でも、1日の所定労働時間が8時間のパート労働者の場合は、
週所定32時間となって上の①の要件を満たしませんので比例付与ではなく、通常
の方法によります。週5日出勤のパート労働者も比例付与ではありません。
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年次有給休暇の付与日数表

週所定

労働時間

週所定

労働日数

1年間の

所定労働日数

勤　　続　　期　　間

6か月
1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月以上

30時間以上
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

30時間

未満

５日以上 217日以上

4日 169 ～216日 7日 8日 ９日 10日 12日 13日 15日

3日 121 ～168日 5日 6日 8日 ９日 10日 11日

2日 73 ～120日 3日 4日 5日 6日 7日

1日 48 ～72日 1日 2日 3日

（5）年休をめぐるその他問題
年休については、次のように、実務上いくつか問題になる事柄がありますので、
ここでまとめておきます。

【年休の振替】
遅刻や病気欠勤した日を、後に年休に振り替えること（年休の振替）は、できる
でしょうか。これは、年休権の行使(労働義務の免除）と関係がありません（したがっ
て時季変更権の行使もない）が、使用者がこれを任意に認めるか、就業規則等に定
めがある場合には、「年休の振替」は年休とは別個の制度としては有効と考えられ
ます。

【繰越・買上】
当該年度内に発生した年休を消化できなかった場合、これを次年度以降に繰越す
こと（年休の繰越）は、年休権は2年間消滅時効にかからないことから（労基法
115条）、2年を限度に可能です。
取得されなかった年休分に対して使用者が金銭を支払うことは、年休権を金銭に
換えることになり、年休の趣旨を損なうものとして一般には認められません。同様
に、使用者があらかじめ特約をして、不行使分に対して対価を支払うこと（年休の
買上げ）は、労働者に年休の放棄を促進することになり違法となります。
ただし、退職時に取り残した年休分に対して、使用者が金銭を支払うことは、買
上げとは別個の問題として有効と考えられますが、使用者に買上げの法律上の義務
はなく、金銭をいくら支払うかは労使の話合いに任されます。
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【不利益取扱い】
年休を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをすることはできません（労基
法136条）。例えば、精皆勤手当の算定に際して年休取得日を欠勤扱いにしたり、
人事考課上不利に評価することなどです。これらの扱いが、年休権の行使を抑制し、
ひいては年休権を保障した趣旨を実質的に失わせる場合には、労基法39条、136
条に反し、公序良俗（民法90条）に反して、違法、無効と考えられます。

12 労働時間等設定改善法
平成18年4月1日より「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」（労働
時間等設定改善法）が施行されました。
労働時間等設定改善法は、労働時間の設定の改善について、労使の自主的な取組
を促進することを目的にしています（労働時間等設定改善法1条）。
そして、事業主に対して「労働者の健康と生活に配慮しつつ、多様な働き方に対
応」できる労働時間等の設定の改善を図るために必要な措置を講ずることを努力義
務としています（労働時間等設定改善法2条）。
事業主が努力義務として具体的にどのような措置を講ずるべきか、厚生労働大
臣が定めた「労働時間等設定改善指針」（労働時間等設定改善法4条、平20.3.24
厚労省告示108号）に示されています。この指針によると、事業主は、以下のよ
うな措置を講ずることが求められています。

【事業主が講ずべき一般的な措置】
①･労働時間等の設定の改善を図るために「実施体制の整備」を図ること、その
ために労働時間等の ｢実態の把握」のほか、労使間の話合いの機会を整備す
るために、労使代表者からなる「労働時間等設定改善委員会」を設置すること。

②･労働者の抱える多様な事情に対応して変形労働時間制、フレックスタイム制、
裁量労働制を活用すること。

③･年次有給休暇を取得しやすい環境の整備を図ること。
④･時間外労働の限度時間を順守しつつ、その削減を図ること。

【特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置】
①･健康の保持に必要がある労働者に対して、労働時間の短縮、深夜業の回数の
削減等の措置を講じること。
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②･子の養育又は家族介護を行う労働者に対して、年休の取得促進、所定外労働
時間の削減等の措置を講じること。

③･妊産婦に対して、労基法を順守し産前産後休業を取得させるほか、男女雇用機
会均等法を順守して保健指導・健康診査に必要な時間の確保等を講じること。

④･単身赴任者に対して、休日の前日の終業時刻の繰上げ及び休日の翌日の始業
時刻の繰下げ、家族にとって特別な日の休暇付与を行うこと。

⑤･自発的な職業能力開発を図る労働者に対して、有給教育訓練休暇・長期教育
訓練休暇の付与、始業・終業時刻の変更、時間外労働の制限等を行うこと。

⑥･地域活動等を行う労働者に対して、特別な休暇を付与することを検討すること。
なお、上の「労働時間等設定改善委員会」は、労働者代表者が職場の従業員の過
半数代表者の推薦に基づいて指名され、議事録を作成して保存していることなど一
定の要件を満たすときは、その決議をもって36協定等の労基法上の「労使協定」
に代えることができ、また、労働基準監督署長への届出が免除されます（労働時間
等設定改善法7条1項）。
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労働・社会保険Ⅴ
社会保険とは、国が運営する強制加入の保険をいいます。民間労働者を対象とす
る主な社会保険には、労働者災害補償保険（労災保険）、雇用保険、健康保険、厚
生年金保険が挙げられます。
以下において、これらの社会保険のほかに、介護保険も含めてその概要をみてお
きましょう。

１ 労災保険
（1）保険関係

【適用事業と適用労働者】
労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞わ
れたり、不幸にして亡くなられた場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要
な給付を行う制度です。もともとは、労基法における使用者の労災責任を担保する
ために設けられた社会保険ですが、これ以外に、通勤災害を対象とし、また、労基
法の労働者に該当しない者の一部を特別加入させる制度を有しています。
原則として、1人でも労働者を使用する場合は、労災保険の適用事業となり（労
災保険法（労災法）3条）、事業を開始された日に、保険者である国との間で保険
関係が自動的に成立します（労働保険料徴収法（徴収法）3条）。労災保険の適用
事業に雇用される被災「労働者」(労基法9条・労災法7条）は、当然に保険給付
を受けることになります。パート労働者、アルバイトも ｢労働者｣ ですから、当然
に労災保険法の適用を受けます。
労災保険の適用事業になったときは、①保険関係成立届(保険関係が成立した日
から10日以内)と②概算保険料申告書（保険関係が成立した日から50日以内）
を所轄の労働基準監督署長に提出し、所定の保険料を納付しなければなりません（徴
収法4条の2、同15条）。
これらの労災保険加入手続を怠ると、遡って保険料を徴収されるほか、これらの
手続をしていない期間に事故が発生した場合でも、労働者に対して保険給付はなさ
れます。この場合、故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していないと
きは、事業主は、保険給付に要した費用の全部、又は一部が徴収されます（労災法
31条）。
労災保険の保険料は使用者のみが負担します。保険料は使用者が労働者に支払っ
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た賃金総額に事業の種類ごとの保険料率（1000分の2.5･～1000分の89）を
乗じて計算します（徴収法12条1項）。災害率の高い事業場ほど保険料率が高く
なります。

【特別加入制度】
労災保険は、日本国内の「労働者」を対象としているので、中小事業主、自営業
者、一人親方、家族従事者、海外派遣者などは、保険給付の対象にはなりません。
しかし、これらの中には、業務の実態などから判断して、労働者に準じて保護す
ることが望ましい場合もあります。そこで、労災保険では、一定の要件を満たす場
合には、任意加入を認める特別加入制度を設けています（労災法33条）。

（2）業務災害、通勤災害の保険給付の要件

【業務災害の認定】
労働者（又はその遺族）が労災保険の給付を受けるためには、当該負傷、疾病、
障害又は死亡が、業務上の事由により発生した災害（業務災害）であることの認定
を、労働基準監督署長から受けなければなりません（労基法75条以下、労災法7
条1号）。
そして、業務災害かどうかの判断は、①労働者が労働契約に基づいて事業主の支
配下にある状態（業務遂行性）にあることを前提に、②直接的には、業務と傷病等
による損害との間に一定の因果関係がある（業務起因性）かどうかによって判断さ
れます。この業務起因性は「当該業務に内在する危険が現実化したもの」（地公災
基金愛知県支部長（瑞鳳小学校教員）事件最三小判平8.3.5労判689-16)と表現
されます。

【過労死の労災認定】
労災認定について問題となっている「過労死」と「過労自殺」の業務災害の認定
が、どのようになされるかみておきましょう。
「過労死」とは、脳血管や心臓等にもともとあった基礎疾患が、業務の過重負荷
が誘因となって増悪し、その結果生ずる脳出血、くも膜下出血、心筋梗塞、狭心症
などの脳血管疾患・心臓疾患の急性発症をいいます。これによって、死亡又は労働
不能状態になることも少なくありません。
かつては、行政当局は過労死の労災認定について、発症直前の精神的・肉体的な
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強度の緊張等をもたらす「異常な出来事」があった場合にのみ業務起因性を認め、
長期の残業による「疲労の蓄積」には業務起因性を認めませんでした。
しかし、最近では発症前のおおむね6か月間にわたる長期の残業による「疲労の
蓄積」にも過労死の業務起因性を認めています（平成13.12.12基発1,063号）。
上記通達では、①発症前1か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね
45時間を超えて時間外労働をした場合、業務と発症との関連性が徐々に強まり、
②発症前1か月におおむね100時間、又は発症前2か月ないし6か月にわたって、
1か月おおむね80時間を超える時間外労働をした場合は業務起因性が強いという
基準を設けています。
その結果、最近「過労死」の労災申請と認定件数が増加しています。

【過労自殺の労災認定】
精神障害者（うつ病）による自殺（いわゆる「過労自殺」）の業務起因性についても、
行政当局は、精神障害に関する業務災害の一般的認定基準として、「対象疾病を発
症していること」、「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理
的負荷が認められること」、「業務以外の心理的負荷及び個体的要因により対象疾病
を発病したとは認められないこと」を掲げ、これに基づいて、さらに具体的な基準
をあげています（平23.12.26基発1,226第1号）。
そして、精神障害の発病（うつ病）が業務災害ならば、その者の自殺も「原則と
して業務起因性がある」としています（平成11.9.14基発544号）。
最近では、うつ病による「過労自殺」の労災申請も増えています。

【通勤災害の認定】
労災保険給付の対象となる「通勤災害」とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、
障害又は死亡」（労災法7条1項2号）をいいます。
そして「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次の①～③の移動を、合理的な経
路及び方法により行うこと」です（業務に関するものを除く（労災法7条2項））。
①･住居と就業の場所との往復
②･二重就業者の事業所間の移動（第一の事業所から第二の事業所ヘの移動）
③･単身赴任者の場合の赴任先住居と帰省先住居の間の移動。
保険給付を受けるためには、当該傷病等が「通勤」によって生じたものであるこ
との認定を労働基準監督署長から受けなければなりません。
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（3）労災保険給付の内容
労災保険法による保険給付は、労働基準監督署長の認定を受けた「業務災害」と

「通勤災害」による傷病、死亡、障害に対して行われます（労災法7条1項）。
保険給付の内容には次の種類があり、（　）内は通勤災害における給付の名称に
なります。

【療養補償給付（療養給付）】
労働者が業務上、又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現
物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」がありま
す（労災法13条、22条）。
「療養の給付」は、労災病院や労災指定診療所等にかかれば、原則として傷病が
治癒するまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し、「療養の費用の支給」
は、労災病院や労災指定診療所等以外で療養を受けた場合において、その費用を支
給する制度です。
治療費、入院の費用、看護料、移送費等療養のために必要なものは全部含まれま
す。ただし、一般に治療効果の認められない特殊な治療や傷病の程度から必要がな
いと認められる付添看護師を雇った場合等は、その費用は支給対象になりません。

【休業補償給付（休業給付）】
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けな
い日の4日目以降から支給されます（労災法14条）。
ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間（待機期間）は、事業主が労基法
の規定（労基法76条）に基づく休業補償（1日につき平均賃金の6割）を行わな
ければなりません。
休業（補償）給付は、休業1日につき給付基礎日額（労基法の平均賃金に相当）
の60％ですが、このほかに労働福祉事業として、給付基礎日額の20％が特別支
給金として支給されます。

【傷病補償年金（傷病年金）】
被災労働者の傷病が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、かつ傷病等
級第1級～第3級に該当するときは、休業（補償）給付に代えて給付基礎日額の
313日分～245日分の年金が支給されます（労災法12条の8第3項、18条、
23条）。
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【障害補償給付（障害給付）】
被災労働者の傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合、労働能力の
喪失の程度の重い障害等級1級～7級の場合は、給付基礎日額の313日～131日
分の障害（補償）年金が、また、8級～14級の場合は、給付基礎日額の503日
～56日分の障害（補償）一時金が支給されます（労災法15条、22条の3）。
（注）同一の事由により、厚生年金の障害厚生年金等が併給される場合には、一
定の調整率によって支給額が調整されます。

【遺族補償給付（遺族給付）】
労働者が業務災害又は通勤災害により死亡した場合に支給され、遺族（補償）年
金と遺族（補償）一時金の2種類があります（労災法16条、22条の4）。
労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対
し、遺族（補償）年金がその年金受給権者がいないときは、一定範囲の遺族に対し
て給付基礎日額の1,000日分の遺族（補償）一時金が支給されます。

【葬祭料（葬祭給付）】
葬祭を行ったものに対し、315,000円･＋･給付基礎日額の30日分又は給付基

礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます（労災法17条、22条の5）。

【介護補償給付（介護給付）】
一定の障害により傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金を受給し、かつ、現
に介護を受けている場合に、請求に基づいて月を単位として支給されます（労災法
12条の8第4項、19条の2、24条）。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,570円を上限として
支給され、一律56,790円が最低保障額とされています。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,290円を上限として
支給され、一律28,400円が最低保障額とされています。（金額はいずれも平成
27.4.1改正)

【二次健康診断等給付】
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等において、業務上の理由による脳血管疾
患及び心臓疾患の発生に関する血圧、血中脂質、血糖、肥満度の検査項目の全てに
異常所見があると診断されたときは、当該労働者は、その請求に基づいて二次的健
康診断及び特定保健指導を受けることができます。
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ただし、既に脳・心臓疾患の病状を有している者を除きます（労災法26条）。

【過労死等防止対策推進法】
近年、過労死等（業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を
原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする･
自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害）が多
発し大きな社会問題となっている。そして、過労死等が、本人はもとより、その遺
族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関
する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、
もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることの
できる社会の実現に寄与することを目的として過労死等防止対策法が平成26年に
制定されています（同年11月1日施行）。同法は、政府が過労死等防止大綱を策
定することを求め、また、厚労省内に過労死等防止対策推進協議会を設置するなど
の措置を定め、事業主には、国、地方公共団体の実施する過労死等の防止対策に協
力する努力義務が課されています。

【労災民事訴訟】
労災保険の給付は、交通事故などの被害者の補償とは異なり、被災労働者がどの
ような方を問わず一律定型的なものです。そこで、重大な労災の場合には、被災労
働者またはその遺族がより多くの補償を求めて使用者を相手に民事訴訟を起こすこ
とがあります。これが労災民事訴訟です。
使用者には労働契約において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよ
うに配慮する安全配慮義務がありますので（労契法5条）、労災が起きたのは、使
用者がこの義務を怠ったためであるとなると、労働契約の債務不履行責任（民法
415条）により損害賠償が発生することになるのです。また、不法行為（民法
709、715、717条）も民事訴訟の根拠とされます。使用者としては、労災民事
訴訟の可能性も視野に入れておく必要があります。

２ 雇用保険
（1）保険関係

【適用事業と被保険者、加入要件】
雇用保険は、失業してしまった場合に、生活の安定を守り、再就職の援助を行う
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ものです。また、定年後の再雇用などにより、賃金が低くなっても退職せずに働き
続けられるように援助したり、働く能力を伸ばすための支援なども行っています。
労災保険と同様に、原則として、1人でも労働者を使用している場合は、雇用保
険の適用事業となり（雇用保険法（雇保法）5条）、事業を開始した日に、保険者
である国との間で保険関係が自動的に成立します（徴収法3条）。
雇用保険の適用事業に雇用され、週所定労働時間が20時間以上であり、かつ
31日以上雇用見込みのある労働者は、その意思にかかわらず当然に被保険者にな
ります。
保険料は、労働者の賃金総額に保険料率13.5･/･1000（一般事業の場合）（徴

収法12条4項）であり、このうち使用者負担分は8.5･/･1000、被保険者負担分
は5･/･1000です。

【事業主が行う保険関係の手続】
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、事業所
を管轄する公共職業安定所長に適用事業所設置届、被保険者資格取得届を提出しな
ければなりません。
その後、新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職
業安定所長に被保険者資格取得届を提出しなければなりません（雇保法7条）。
また、被保険者が離職した場合は、被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要
な離職証明書を提出しなければなりません。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに
行ってください。
なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険
者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手
続が必要となります。

（2）保険給付の内容
雇用保険法の目的は失業者の生活安定ですが、それ以外に就職促進、失業予防も
その目的とされます。そしてこの目的に沿って雇用保険制度の事業内容は多様です
が、やはりその中心は求職者給付のうちの基本手当にあります。そこで、以下では
基本手当についてみておくことにします。
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（3）基本手当の受給

【受給要件と手続】
被保険者が失業した場合に、離職の日以前の2年間に被保険者であった期間（賃
金支払いの基礎となった日数が11日以上ある期間を1か月として計算する）が通
算12か月以上ある時に支給を受けることができます（雇保法13～14条）。
ただし、倒産、解雇等による離職者（「特定受給資格者」）は、離職の日以前1年
間に被保険者期間が6か月あれば、基本手当を受給できます。このような受給資格
を満たしている者が、実際に基本手当の支給を受けるには、離職後に使用者の発行
する離職票を持ってハローワークに出頭し、求職の申込みをして失業の認定を受け
なければなりません（雇保法15条2項）。
「失業」とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態」（雇保法4条3項）をいいます。
失業の認定は、受給資格者が最初にハローワークに出頭した日から起算して4･
週間に1回ずつ受けることになります（雇保法15条3項）。

【基本手当日額と給付日数】
基本手当の日額は、受給者が受けていた離職前6か月の賃金総額を180日で
割って得た額に給付率（45％～80％）を乗じて得た額です（雇保法16条、17条）。
賃金の高い人は給付率が低く、賃金の低い人ほど給付率は高くなります。
なお、平成27年8月1日から、基本手当日額の上限額が、全労働者の平均給与
の若干の上昇に伴って引き上げられています。上限額は、例えば29歳以下の場合、
6,390円から6,395円に引き上げられ、下限額は、年齢に関係なく1,840円に
なっています。
基本手当を受けられるのは、原則として、離職の翌日から数えて1年間です。こ
れを受給期間といいます。この受給期間中に基本手当が所定の日数分支給されます
（雇保法20条）。受給期間を過ぎてしまいますと、所定の給付日数が残っていて
も支給されません。
給付日数は、一般の離職者の年齢、被保険者期間、離職理由、障害者等の就職困
難者といった条件により異なります。（雇保法22～23条）。

【倒産・解雇等による離職者（特定受給資格者）に該当する場合】
倒産・解雇等による離職者（特定受給資格者）とは、離職理由が倒産・解雇等に
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より、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者であ
り、具体的には次に該当する方です。
（特定受給資格者は、一般の離職者に比べて後掲の表にみるように、基本手当受
給日数が長くなることがあります。）

Ⅰ「倒産」等により離職した者
①･倒産（破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て、又は手形取引の
停止等）に伴い離職した者

②･事業所において、大量雇用変動の場合（1か月に30人以上の離職を予定）の
届出がされたため離職した者、及び当該事業主に雇用される被保険者の3分
の1を超える者が離職したため離職した者

③･事業所の廃止（事業活動停止後再開の見込みがない場合を含む）に伴い離職
した者

④･事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ「解雇」等により離職した者
①･解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く）により離職した者
②･労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違したことに
より離職した者

③･賃金（退職手当を除く）の額の3分の1を超える額が、支払期日までに支払
われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

④･賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85％未満に低下した（又
は低下することとなった）ため離職した者（当該労働者が低下の事実につい
て予見し得なかった場合に限る）

⑤･離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時
間（各月45時間）を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険
若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもか
かわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要
な措置を講じなかったため離職した者

⑥･事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のため
に必要な配慮を行っていないため離職した者

⑦･期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至っ
た場合において、当該労働契約が更新されないことにより離職した者

⑧･上司、同僚等からの故意の排斥、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた
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ことによって離職した者
⑨･事業主から、直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより、離
職した者（従来から恒常的に行われている「早期退職優遇制度」等に応募し
て離職した場合は、これに該当しない）

⑩･事業所において、使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が、引き
続き3か月以上となったことにより離職した者

⑪･事業所の業務が、法令に違反したため離職した者

（4）事業主等への助成金
雇用保険では、被保険者への給付だけでなく、雇用安定事業（雇保法62条）及
び能力開発事業（雇保法63条）として、以下のものをはじめ、事業主等に対して
支給される各種助成金制度があります。

【雇用調整助成金】
景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、
教育訓練又は出向を行った事業主に対して支給されます（雇保法62条1項1号、
雇保法規則102条の2、102条の3）。

【特定求職者雇用開発助成金】
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により継続
して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます（雇保法62条
1項3号、5号、雇保法規則109条、110条）。

【キャリア形成促進助成金】
労働者の職業能力の開発向上を図ることを目的として、事業内職業能力開発計画
に基づき、事業主がその雇用する労働者に対して教育訓練を行ったか、又は自発的
な職業能力開発の支援を行った事業主に対して支給されます（雇保法63条、雇保
法規則125条）。
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基本手当の給付日数

１　倒産・解雇等による離職者（３を除く）

被保険者であった

期間

区分

1年未満
1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満
20年以上

30歳未満

90日

90日 120日 180日 －

30歳以上35歳未満
90日 180日

210日 240日

35歳以上45歳未満 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

･

２　倒産・解雇等以外の事由による離職者（３を除く）

被保険者であった

期間

区分

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満
20年以上

全年齢 90日 120日 150日

３　就職困難者

被保険者であった

期間

区分

1年未満
1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満
20年以上

45歳未満
150日

300日

45歳以上65歳未満 360日
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雇用保険の事業内容

＜求職者支援制度＞
これまで、雇用保険の失業給付を受給できない非正規労働者や長期失業者
に対する支援制度としては、時限的制度（平成21年7月～平成23年9月）
として、緊急人材育成支援事業がありました。
これを廃止して、恒久的な制度にするため、「職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する法律」が制定され、求職者支援制度が平成23
年10月よりスタートしました。
求職者支援制度は、雇用保険の失業給付を受給できない失業者（具体的に
は、雇用保険の適用がない者、加入期間が足りない者、雇用保険の受給が終
了した者、自営廃業者など）に対して、無料の職業訓練（求職者支援訓練）
を実施し、本人・世帯の収入等につき一定の要件を満たす場合に、職業訓練
の受講を容易にするために職業訓練受講給付金を支給しながら、ハローワー
クの支援によって就職を実現するための制度です。

日雇労働求職者給付金 

特 例 一 時 金  

高年齢求職者給付金 

傷  病  手  当 

寄  宿  手  当 

技 能 習 得 手 当  

基  本  手  当 

就 業 促 進 手 当  

移   転   費  

広 域 求 職 活 動 費  

教 育 訓 練 給 付 金  

高年齢雇用継続給付 

育 児 休 業 給 付  

介 護 休 業 給 付  

一般被保険者に対する 
求　職　者　給　付 

高齢者継続被保険者 
に対する求職者給付 

短期雇用特例被保険者 
に対する求職者給付

日雇労働被保険者  
に対する求職者給付

雇
用
保
険

雇
用
保
険
二
事
業

雇
用
安
定
事
業

能
力
開
発
事
業

失
業
等
給
付

就 業 手 当
再 就 職 手 当  
就業促進定着手当
常用就職支度手当  （ 

受 講 手 当
通 所 手 当（ 

就職促進給付

求職者給付

教育訓練給付

雇用継続給付
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3 健康保険
（1）保険関係

【適用事業と被保険者】
健康保険は、民間労働者の医療保険です。労働者とその被扶養者の業務外の傷病
のほか、死亡、出産に関する保険給付を行います。保険者は、平成20年10月1
日に設立された全国健康保険協会（協会けんぽ、旧政管健保）と健康保険組合（組
合健保）の二つがあります（健康保険法（健保法）4条）。協会けんぽは中小企業
を対象とし、健康保険組合は大企業で設立されます。
原則として、全ての法人事業所、5人以上の従業員を使用する個人事業所は、健
康保険の適用事業所となります（健保法3条3項）。
適用事業所に使用される者は、原則として、被保険者になります。
なお、適用事業所が法人の場合、取締役（代表取締役を含む）は、法人に使用さ
れる者として被保険者になります。また、適用事業所が個人事業の場合は、個人事
業主は使用される者に当たらず、市町村が運営する国民健康保険等に加入すること
になります。
被保険者資格は、当事者の意思とはかかわりなく事業主に使用されることによっ
て発生し、退職等により使用されなくなることによって喪失します。そのため、事
業主は労働者を雇用した事実及び報酬額等について保険者に届け出なければなりま
せん（健保法48条）。
保険料は、協会けんぽの場合には標準報酬日額に国民健康保険協会が30･/･

1000～･120･/･1000の範囲で決定する ｢都道府県単位の保険料率」（東京都
の場合は99.7･/･1000･＝･9.97･％）を乗じて得られた額を労使が折半負担しま
す（健保法160条1項、2項）。組合健保の場合は標準報酬日額の30･/･1000～
120･/･1000の範囲で各組合が決めます（健保法160条13項）。負担割合は原
則として労使折半ですが、健康保険組合の規約で使用者側が多く負担するよう決め
ることができます。

【被扶養者】
健康保険では、被保険者に扶養される者（被扶養者）も保険給付の対象になります。
被扶養者は、被保険者によって生計を維持する親・祖父母・配偶者・子・孫・弟
妹、被保険者によって生計を維持し、被保険者と同居する三親等内の親族などです
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（健保法3条7項）。
ただし、年間収入が130万円（60歳以上の者、又は一定の障害者は180万円）
以上ある者については、被扶養者になれません（平5.3.5保険発15号）。

（2）保険給付
健康保険法が定める被保険者及び被扶養者への法定給付は次のようになっていま
す（健保法52条）。なお、組合健保では法定給付に加えて一定の付加給付を行う
ことができます。

【療養の給付】
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険
で治療することができます（健保法63条）。一部負担金は100分の30が基本で
す（健保法74条1項）。

【入院時食事療養費】
被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付と併せて食
事療養に要した費用の給付が受けられます（健保法85条1項）。

【入院時生活療養費】
特定長期入院被保険者に対して、在宅患者との費用負担の調整を図ることを目的
に、療養病床における生活療養に要する費用（入院者の食事・温度・照明・給水に
要する平均的な費用）から、平均的な家計におけるそれらの費用を控除した額が支
給されます（健保法85条の2）。

【保険外併用療養費】
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も
含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選
定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する
部分（診察・検査・投薬・入院料等）の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、
その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養
費」として健康保険から給付が行われます（健保法86条）。

【訪問看護療養費】
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居宅で療養している人が、医師の指示に基づいて指定訪問看護事業者の訪問看護
師から、療養上の世話や診療の補助などを受けた場合、その費用が訪問看護療養費
として現物給付されます（健保法88条）。

【療養費】
医療保険は、医療という現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で、保険医療
機関以外で治療を受けたときは、要した治療費(自費）の一部を後に償還するのが
「療養費」です（健保法87条）。

【高額療養費】
被保険者と被扶養者の1か月の一部負担金の合算額が、一定の自己負担限度額を
超えるときは、超えた分について高額療養費として申請手続後に償還されます（健
保法115条）。

【高額介護合算療養費】
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間（毎年8月1日～翌年7月
31日まで）にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額に
なった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介
護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます（健保法
115条の2）。

【移送費】
病気やけがにより被保険者の移動が困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的
に必要があり移送されたときは、その要した費用が給付されます（健保法97条）。

【傷病手当金】
被保険者が負傷、疾病により就労できず報酬が得られなかったときは、労務不能
となった4日目から、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が傷病手当金とし
て支給されます（健保法99条）。

【出産手当金】
被保険者である女性が、産前産後休業中で報酬を得られなかったときに、1日
につき標準報酬日額の3分の2相当額が出産手当金として支給されます（健保法
102条）。
なお、傷病手当金との併給は認められず、出産手当金が支給されます（健保法
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103条）。

【出産育児一時金】
被保険者が出産したときは、1児につき定額42万円が出産育児一時金として支
給されます（健保法101条）。ただし、産科医療補償制度に加入されていない医
療機関で出産された場合は39万円（平成27年1月1日以降の出産は40.4万円）
となります。

【埋葬料・埋葬費】
被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持し、かつ埋葬を行う
者がいるときは、その者に埋葬料として現金給付（5万円）がなされます（健保法
100条1項）。埋葬料の支給を受ける者がいないときは、実際に埋葬をした者に、
埋葬に要した費用が埋葬料の範囲内で支給されます（健保法100条2項）。

健康保険の給付の種類

被保険者 被扶養者

負傷・疾病

療養の給付

家族療養費

入院時食事療養費

入院時生活療養費

保険外併用療養費

療養費

訪問看護療養費 家族訪問看護療養費

移送費 家族移送費

傷病手当金 ――

高額療養費・高額介護合算療養費

死　　　亡 埋葬料 家族埋葬料

出　　　産
出産育児一時金 家族出産育児一時金

出産手当金 ――

4 厚生年金
（1）保険関係
厚生年金は、民間企業の労働者を対象とする公的年金です。
昭和60年の国民年金法改正によって、20歳以上60歳未満の全ての国民が国
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民年金に強制加入することになり、これによって全国民に共通の基礎年金制度が導
入されました。厚生年金は、国民年金法による基礎年金制度の上に言わば「二階建
て部分」として位置付けられる年金制度です。
保険者は政府ですが（厚生年金法（厚年法）2条）、大企業の事業主と労働者によっ
て組織される厚生年金基金が、政府に代わって老齢厚生年金給付の代行のほか付加
給付をすることになります（厚年法130条）。公的年金制度の言わば「三階建て部
分」を担うことになります。
適用事業は、健康保険と同様、常時5人以上の労働者を使用する事業所は適用事
業所になります（厚年法6条1項）。適用事業に使用される70歳未満の者は、原
則として被保険者になります（厚年法9条）。
保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて得た額を労使が折半
負担します（厚年法81条3項、82条1項）。保険料率は、平成27年9月～平成
28年8月は1000分の178.28となっています（厚年法81条4項、平16年附
則33条）。

（2）保険給付

【老齢厚生年金】
老齢厚生年金は、被保険者期間（1月以上）を有する者が、保険料納付期間と保
険料免除期間を合算して25年以上有するものに対して、65歳から支給されます
（厚年法42条）。
年金額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額×給付乗率（5.481･/･

1000、生年月日により異なる）×被保険者期間の月数です（厚年法43条）。被
保険者期間が20年以上あるときに、その者に生計を維持されていた配偶者、又は
子（65歳未満の配偶者、18歳に達する年度の末日までの間にある子、又は障害
等級1級ないし2級の障害のある20歳未満の子）があれば定額の加給年金額が支
給されます（厚年法44条）。
年金受給年齢に到達した後も働き続ける厚生年金加入者については、在職老齢年
金制度があります。これは60～64歳までと65歳以降とでは異なりますが、厚
生老齢年金月額と総報酬月額相当額（標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の
12分の1の合算額）の合算額が一定額を超えるときは、厚生老齢年金の一部、又
は全額が支給停止されます（法附則11条、平成6年附則21条）
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なお、65歳からは国民年金法に基づく老齢基礎年金も支給されます（国民年金
法43条）。

【障害厚生年金】
障害厚生年金は、傷病による初診日に被保険者であった者が障害等級1～3級の
認定を受けたときに支給されます（厚年法47条）。年金額は、障害等級1級の場
合が、老齢厚生年金額×1.25･＋･加給年金額と同額、2級は老齢厚生年金額＋加
給年金額と同額、3級は老齢厚生年金額と同額です（厚年法50条1～3項）。障害
等級1～2級については国民年金の障害基礎年金も支給されます（国民年金法30
条）。年金支給に至らない程度の障害については障害手当金が支給されます（厚年
法55条）。

【遺族厚生年金】
遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合に、その者によって生計を維持してい
た遺族に対して配偶者、子、父母、孫、祖父母の順位で（夫・父母・祖父母は55
歳以上、子・孫は18歳の属する最初の3月31日まで）遺族厚生年金が支給され
ます（厚年法58条1項）。
年金額は、老齢厚生年金額×･3/4ですが、遺族厚生年金の受給権者が中高年の

妻である場合（40歳以上65歳未満で子がいない妻、又は子が18歳到達年度の
末日までにある時に40歳以上65歳未満であった妻）には中高齢寡婦加算（遺族
基礎年金額×3/4)が給付されます（厚年法62条）。なお、遺族厚生年金には遺族
基礎年金（国民年金法38条）が併給されます。
※詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください（149ページ参照）。

５ 介護保険
（1）保険関係
介護保険は、身体上、又は精神上の障害があるために入浴、排泄、食事等の全部、
又は一部について要介護状態になったり、日常生活の基本動作について要支援状態
になった場合に、本人ができる限り自立生活ができるように保健・医療・福祉サー
ビスを提供することを目的とした社会保険制度で、介護保険法（介保法）（平成9
年12月制定、平成12年4月施行）によって運用されています。高齢化や核家族
化の進展に伴って深刻化する介護問題を、社会保険方式によって対処しようとした

Ⅴ　労働・社会保険
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ものです。
保険者は市区町村です（介保法3条）。被保険者は一般住民ですが、年齢により
二種類に分けられ、第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40歳以
上65歳未満の各医療保険加入者です（介保法9条）。
保険料は、第1･号被保険者については市町村が政令に従い所得に応じて条例で
決めます（介保法129条2項）。徴収方法は、第1号被保険者は年金からの特別
徴収（天引き）です。天引きできない場合は納入通知書による普通徴収です。第2･
号被保険者は加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。

（2）要介護・要支援認定
保険給付サービスを受けるには、被保険者（又はその家族）は、市町村による要
介護（又は要支援）の認定を受けなければなりません（介保法19条、27条、32
条）。認定を受けた場合には、要介護状態（要介護1～5）、要支援状態（要支援1
～2）に応じて保険給付の内容が決められます。

（3）保険給付
要介護状態と認定された者には「介護給付」が、要支援状態と認定された者には「予
防給付」が支給されます。また、これらのほか、要介護状態、又は要支援状態の軽
減、又は悪化の防止に資するために市町村が独自に行う「市町村特別給付」があり
ます（介保法18条）。
給付を受ける場合、利用したサービスにかかる費用の9割が介護保険でまかなわ
れ、残りの1割を自己負担することになります。また、認定の種類によって、サー
ビスの利用限度額が決まっており、利用限度額を超える利用分は全額自己負担にな
ります。
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１ 労働安全衛生法の仕組み
労働災害の予防を目的とする一般法は労働安全衛生法（安衛法）です。同法は、
労災防止のための「人の配置」と使用者が順守すべき「安全衛生の基準」の二つを
柱にしています。

【安全衛生管理体制】
「人の配置」が安全衛生管理体制（第3章）です。
事業者は、事業場の業種と規模に応じて、安全衛生に関する業務を総括管理する
総括安全衛生管理者（安衛法10条）、その下で安全に関する事項を管理する安全
管理者（安衛法11条）、衛生に関する事項を管理する衛生管理者（安衛法12条）
を選任しなければなりません。
10人以上50人未満の小規模事業場では安全衛生推進者、又は衛生推進者を選
任しなければなりません（安衛法12条の2）。労働者50人以上の事業場では産業
医の選任が必要です（安衛法13条）。また、事業場内の危険有害な作業区分ごと
に作業主任者の選任が必要です（安衛法14条）。
そして、一定の業種で一定の規模以上（業種により50人以上の場合と、100
人以上の場合とがある）の事業場では、安全に関する事項を調査・審議し、事業者
に意見を述べる安全委員会を設置しなければなりません（安衛法17条）。
また､業種を問わず50人以上の事業場では､衛生に関する事項を調査・審議して、
事業者に意見を述べる衛生委員会を設置しなければなりません（安衛法18条）。
安全委員会を設置しなければならない事業場では、衛生委員会も設置しなければ
ならないため、各委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することができます
（安衛法19条）。
これらの委員会の委員の半数については、当該事業場の従業員の過半数代表者の
推薦により指名しなければなりません（安衛法17条3～5項、18条4項、19条
4項）。

【安全衛生の基準】
安衛法は、使用者に対して「危険・健康障害防止措置」（安衛法20条～25条の
2）を求めています。安衛法の中心的部分です。
使用者は、①機械・器具その他の設備による危険、②爆発性・発火性・引火性の
物などによる危険、③電気・熱その他のエネルギーによる危険を防止するために必

職場の安全と使用者責任Ⅵ
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要な措置を講じなければなりません（安衛法20条）。
また、作業場については、通路・床面・階段等の保全並びに換気・採光・照明・
保温・防湿・休養・避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康・風紀及び生命
の保持から生ずる措置を講じなければなりません（安衛法23条）。これらの具体
的な基準は安全衛生規則その他の特別規則に委ねられています。
さらに、安衛法は「機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」（第5章）、安
全衛生教育その他「労働者の就業に当たっての措置」（第6章）、健康診断その他「健
康の保持増進のための措置」（第7章）を使用者に求めています。
また、労働者の疲労回復のための措置等「快適な職場環境の形成のための措置」（第
7章の2）を努力義務にしています。

２ 安全衛生教育と健康診断
多くの事業場で日常的に行われる最も一般的な安全衛生対策として、安全衛生教
育と健康診断があげられます。

【安全衛生教育】
使用者は、労働者を雇い入れたとき、又は作業内容を変更したときは安全衛生教
育を行わなければなりません（安衛法59条）。
安全教育の内容は、①機械・原材料等の危険・有害な物の取扱い方法、②安全措
置・有害物質抑制装置・保護具の性能や取扱い方法、③作業手順、④作業開始時の
点検、⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因・予防、⑥整理・整頓・
清潔保持に関すること、⑦事故時の応急措置・退避に関すること、⑧その他当該業
務に関する安全・衛生に必要な事項です（労働安全衛生規則35条1項）。

【健康診断】
使用者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に健康診断を行
わなければなりません。また、常時使用する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、
健康診断を行わなければなりません。さらに、有害業務（深夜業に従事する場合も
これに含まれます）に常時従事する労働者に対しては、配置換えの際及び6か月以
内ごとに1回健康診断を行わなければなりません（安衛法66条）。
なお、時間外労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる長時間労働者
が、面接指導を申し出ているときは、使用者は医師による面接指導を実施しなけれ
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ばなりません（安衛法66条の8）。
また、これに該当しなくても長時間労働をしている労働者に対しては、医師の面
接指導に準じた必要な措置を取ることが使用者の努力義務とされています（安衛法
66条の9）。

【メンタルヘルス対策】
職業生活において、過重労働や人間関係から強い不安やストレスを感じる労働者
が6割に上るといわれています（厚生労働省「平成19年労働者健康状況調査」）。
そこで国は、事業者による「労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」（安
衛法69条）に関して、安衛法70条の2に基づき「健康保持増進のための指針」
として、「労働者の心の健康保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）｣（平成
18年3月31日公示第3号）を定めて、積極的にメンタルヘルスケアを推進して
います。
「メンタルヘルス指針」は、メンタルヘルスケアの推進のためには、「セルフケア」、
「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外
資源によるケア」の4つのケアを、継続的かつ計画的に実施することが基本である
とし、そのための具体的な方策として、①メンタルヘルスケアを推進するための教
育研修・情報提供、②職場環境等の把握と改善、③メンタルヘルス不調への気付き
と対応、④職場復帰における支援への取組を掲げて、その実施を推進しています。
使用者は、これらについて積極的に対応することが望まれます。

【ストレスチェック等の実施義務】
平成26年の安衛法改正により、事業者は、常時使用する労働者に対して、医師、
保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を
実施することが義務付けられることになりました。ただし、労働者数50人未満の
事業場は、当分の間努力義務とされます。
このストレスチェックの検査結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知
され、本人の同意なく事業者に提供されることは禁止されます。結果、一定の要件
に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事
業者の義務となります。面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ
就業上の措置を講ずることが事業者の義務となります。
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３ 使用者の安全配慮義務・パワーハラスメントの防止
【安全配慮義務の意義と内容】
使用者は、安衛法によって、安全管理体制を整えるとともに同法に定める安全衛
生基準を順守することが求められています。また、使用者は労働者に対して労働契
約上の付随的義務として、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべ

（厚生労働省HPから抜粋）
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き義務としての安全配慮義務を負っています（労契法5条）。
この安全配慮義務は、労働契約上の義務に限定されるわけではありません。請負
契約を結んで業務の一部外注化（アウトソーシング）をしている場合にも、使用者
は請負契約に基づいて就労している者との間で、雇用契約ないし、これと類似の法
律関係があるときは、下請労働者に対して安全配慮義務を負っています。
例えば、建設現場の下請作業員の業務中の事故に対して元請会社は安全配慮義務
違反が問われることがあります。
安全配慮義務の内容は、労働者の生命・身体を危険から保護するために、物的設
備を整備すること、人的組織を適切に配備・運営すること、安全衛生教育の遂行や
業務を適切に指示すること、さらには安全衛生法令の実施義務などを含むものと考
えられます。
なお、最近は職場で労働者に受動喫煙をさせないようにすること、あるいは喫煙
所を設けて分煙をすることも安全配慮義務の内容になることを裁判所が認めるよう
になってきています（江戸川区（受動喫煙損害賠償）事件東京地判平16.7.12）。
　また、平成26年安衛法改正により室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動
喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずること（受
動喫煙防止措置）が事業者の努力義務とされました。
この点でも使用者は安全配慮義務には関心を持っておく必要があります。また、
労災が安全配慮義務違反でもあるときは、使用者は労働者側から労働契約上の安全
配慮義務違反として、債務不履行によって（民法415条）、又は不法行為（民法
709条）によって損害賠償を請求されることがあります。

【パワーハラスメントの防止と使用者の責任】
使用者にとって、職場におけるパワーハラスメントの防止対策は、今日重要な課
題となっています。このことは、後述する労働局の労働相談において「いじめ・嫌
がらせ」が3年連続でもっとも多くなっていることにも示されています。パワーハ
ラスメントの防止対策は、今や使用者にとって必要不可欠となっています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人
間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体
的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。職場の「いじめ・嫌が
らせ」、「パワーハラスメント」は、労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為
です。具体的には、暴行・傷害（身体的な攻撃）、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい
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暴言（精神的な攻撃）、隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）、業務上
明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害（過大な要求）、業務
上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与
えないこと（過小な要求）、私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）などです。
また、パワーハラスメントは、被害者だけでなく、加害者、そして使用者にとっ
ても損失が大きいことを理解すべきでしょう。加害者は、不法行為責任（民法
709条）を問われることになります。そして、使用者は、加害者の不法行為について、
使用者責任（民法715条）が問われ、被害者に賠償責任を負うことになります。
さらに、使用者は、労働者に対する安全配慮義務（労契法5条）があり、このこ
とから職場のパワーハラスメントを予防する義務を負っています。この義務を怠っ
た場合には、債務不履行責任（民法415条）が問われることになります。従って、
使用者は、職場のパワーハラスメントを許さないことを示し、パワーハラスメント
の防止の重要性を従業員に教育し、また、実態を把握し、問題があったときに迅速
適正に解決できる仕組みを整備する必要があります。
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女性労働と育児・介護Ⅶ
１ 労働法における女性保護の変遷
昭和22年に制定された当時の労基法は、女性労働者を生理的・体力的に弱い面
のある労働者として、年少者と共に広範な保護の対象としてきました。しかし、現
在では、男女雇用平等の考え方の広がりの中で女性労働者を保護する規定は原則的
に廃止されました。現在では、男性労働者を含めて、育児や家族介護を担当する労
働者に対する支援を拡充して、家庭と職業の両立支援を図る方向に向かっています。
その中心をなすのが育児介護休業法です。
また、最近では、次世代育成支援対策推進法（平成15年制定、同17年施行）
にみられるように、少子化対策の観点からも労働者の職業と家庭の両立支援は重要
な立法政策の一部となっています。
以下では、女性一般の保護、母性・妊産婦保護、男女雇用機会均等法、育児介護
休業法、次世代育成支援対策推進法について述べていきます。

２ 女性労働者一般の保護

【坑内労働】
使用者は、坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他
女性に有害な業務として、厚生労働省令で定める業務に、女性を就かせてはなりま
せん（労基法64条の2第2項)。

【危険有害業務の就業制限】
使用者は、重量物を取り扱う業務、及び有害ガス等を発散する場所における業務
のうち、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に女性を就かせてはなり
ません（労基法64条の3第2項、女性労働基準規則（女性則）3条）。

重量物を取り扱う業務の就業制限

年　　　齢
重量〔単位：㎏）

断続作業 継続作業

16歳未満 12㎏ 8㎏

16歳以上18歳未満 25㎏ 15㎏

18歳以上 30㎏ 20㎏
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【生理休暇】
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を
就業させてはなりません（労基法68条）。
「生理日の就業が著しく困難」かどうかは、本人の判断に委ねられます。何らか
の証明がいる場合も医師の証明ではなく、同僚の証言程度でよいとされています。
生理休暇中の賃金については、有給・無給であるかは、当事者間の合意に委ねら
れます。また、就業規則等で有給日数を限定することはできますが、休暇自体の日
数を限定することはできません。

３ 妊産婦保護
【産前休業】
産前産後休業（産休）は、産前休業と産後休業とで違いがあります。
産前休業では、6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女性が請
求した場合、使用者はその女性を就業させてはなりません（労基法65条1項）。
女性の「請求」が要件です。出産予定日の6週間前から「請求」できますが、実
際の出産日までが産前休業になります。したがって、出産日がいつかによって産前
休業の期間は一定しません。

【産後休業】
使用者は、産後8週間は当該女性を就業させてはなりません（労基法65条2項）。
これが産後休業です。ただし、産後6週間を経過すれば（産後7～8週目）女性の
請求により、医師が「支障がないと認めた業務」に就かせることができます（労基
法65条2項但書）。
したがって、産後6週間は絶対的な就労禁止期間です。産後休業は女性の請求が
なくても出産日の翌日から産後休業に入ります。ここでいう「出産」とは、妊娠4
か月以降の早産、死産、流産、中絶も含まれます。
産休中の賃金について労基法に規定はなく、その扱いは当事者に委ねられます。
なお、健康保険法の被保険者である場合には、産休により休業した期間中、標
準報酬日額（労基法の平均賃金）の3分の2相当額が出産手当金として支給され
（健保法102条）、また、出産育児一時金として42万円が支給されます（健保法
101条）。
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【危険有害業務の就業制限】
妊産婦に対する危険有害業務の就業制限は、女性労働者一般に禁止される①重量
物を取り扱う業務、②有害ガス等を発散する場所における業務を含めて、24業務
あります（女性則2条）。「妊婦」に対しては、その全ての業務が禁止されますが、
産後1年以内の「産婦」については、大部分は本人が従事しない旨を使用者に申し
出た場合に就業が禁止されることになっています。

【変形労働時間制、時間外・休日労働、深夜業の就業制限】
使用者は、妊産婦（妊娠中及び出産後1年未満の女性）に対しては、変形労働時
間制を採用している場合であっても、本人が申請した場合には、週40時間、1日
8時間を超えて働かせることはできません（労基法66条1項）。また、妊産婦が
申請した場合は、「災害その他避けることができない事由による場合」、「公務のた
めに臨時の必要がある場合」及び「36協定による場合」でも時間外・休日労働を
させてはなりません（労基法66条2項）。
さらに同じく妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることもできません（労
基法66条3項）。いずれも妊産婦の請求が要件になっています。
なお、妊産婦である管理監督者（工場長、支店長など）は労基法41条2号により、
時間外労働及び休日労働の規定は適用されませんが、深夜業に関する規定は適用さ
れるので、深夜業を希望しない請求があれば、深夜業をさせてはなりません。

【育児時間】
1歳未満の子を育てる女性は、休憩時間のほか1日2回各々少なくとも30分、
その子を育てるための時間を請求することができます（労基法67条1項）。
使用者は、育児時間中その女性を使用してはなりません。この場合、女性の請求
に対して使用者の承諾は不要です。
育児時間の目的は「子を育てること」であって必ずしも授乳に限定されません。
育児時間の取り方も女性に委ねられます。保育園の送迎などのために1日2回少な
くとも30分を1回1時間にまとめて取得し、出勤時間を1時間遅らせ、退勤時間
を1時間早めることも可能です。育児時間は休憩時間と異なり、労働時間の途中で
なくともよいからです。
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４ 男女雇用機会均等法・セクシュアルハラスメントの防止
（１）性別差別の禁止

【直接差別の禁止】
男女雇用機会均等法（均等法）は、男性に対する女性差別のみを禁止する法律で
はなく、女性に対する男性の差別をも禁止しています。その意味で均等法は ｢女性
差別禁止法｣ ではなく、｢性別差別禁止法」です。均等法は以下の諸形態の男女差
別を禁止しています。
①･募集・採用（均等法5条）
②･配置（業務の配分及び権限の付与を含む）、昇進（昇格を含む）、降格、教育
訓練（均等法6条1号）

④･福利厚生措置（生活資金等の資金の貸付け、定期的な金銭給付、資産形成の
ための金銭貸付け、住宅の貸与）（均等法6条2号）

④･職種及び雇用形態の変更（均等法6条3号）
⑤･退職勧奨、定年、解雇並びに労働契約の更新（均等法6条4号）

【男女差別の判断とコース別雇用管理】
均等法に反する男女差別の判断は、①同じ「雇用管理区分」において、②「男
女のいずれかを排除」したり、「男女で異なる扱い」をしたり、あるいは「男女の
いずれかを優先」することを意味します（均等法指針平18.10.11労告614号）。
これらは、直接差別に当たります。
異なる「雇用管理区分」の間で、男女労働者に「異なる扱い」があっても均等法
違反にはなりません。
「雇用管理区分」とは、「職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働
者の区分であって、当該区分に属している労働者について、ほかの区分に属してい
る労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもの」をいいます（上
掲均等法指針）。
この「雇用管理区分」が同一かどうかは、当該区分に属する労働者の職務内容、
転勤などの人事異動等について、ほかの区分の労働者との間に客観的・合理的な違
いがあるか否かによって判断されます。ほかの区分との間に形式的に違いがあって
も、実態的に違いがなければ同一の区分とされます。
企業がしばしば採用する「コース別雇用管理」における、「総合職」と「一般職」
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も「雇用管理区分」ですから、総合職の男性と一般職の女性との間で配置・昇進等
の取扱いに差異があっても当然に均等法違反にはなりません。
しかし、総合職と一般職という雇用管理区分を設けながら、全ての女性労働者を
一般職に配置するなど、その実質が女性差別を意図するものであったり、区分が不
明確であるなど客観的・合理的な区別ができない場合は、男女の取扱いの差異は均
等法に違反する（「配置」差別）直接差別となります。

【間接差別の禁止】
間接差別とは、一般的には、①外見上は性中立的な要件に基づく措置であって、
②その要件を満たす男女の比率からみると一方の性に著しい不利益をもたらし、実
質的に性別を理由とする差別となるおそれがあり、③その要件に合理性の認められ
ない場合をいいます（均等法7条）。
均等法は、間接差別の例として次の二つを示しています（施行規則2条）。
①･募集・採用に当たり、労働者の身長、体重、又は体力を要件とするもの
②･労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転
勤に応じることができること

これらにつき、業務の遂行上特に必要がない場合、雇用管理上特に必要がない場
合、その他合理的な理由がない場合は、間接差別として禁止されます。例えば、あ
る職種の労働者を募集・採用するに当たって、「身長170センチ以上」という要件
を設けた場合、その要件を満たす男女労働者の比率は圧倒的に男性が多く、女性は
極めてわずかであって女性に著しい不利益を与え、実質的に性別を理由とする差別
となるおそれがある場合には、「身長170センチ以上」という要件が業務上ないし
雇用管理上、特に必要性がないか、あるいは合理的理由がなければ、この募集・採
用は均等法7条に違反する間接差別となります。

（2）婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

【婚姻・妊娠・出産退職の禁止】
使用者は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予
定する定めをすることは禁止されます（均等法9条1項）。

【婚姻を理由とする解雇の禁止】
使用者は、女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇を禁止されます（均等法
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9条2項）。

【妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇その他の不利益扱いの禁止】
使用者は、①女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を請求・
取得したこと、妊産婦が有害業務に就かなかったこと（労基法64条の3第1項）、
②妊産婦が変形労働時間制・時間外・休日労働・深夜業をしなかったこと（労基法
66条)、③育児時間の請求・取得をしたこと（労基法67条）、④均等法の定めた
健康診査や勤務時間の変更等の母性健康管理措置を請求・取得（均等法12～13条）
したこと⑤妊娠中の女性労働者が他の軽易な業務への転換を請求したこと（労基法
65条3項）を理由に「解雇その他の不利益な取扱い」をすることは禁止されます（均
等法9条3項）。
均等法指針では、「その他の不利益な取扱い」の例として、以下のものをあげて
います。
ア　有期労働契約の雇止め及び更新回数の上限が明示されている場合に、当該回
数を引き下げること。

イ　退職勧奨や正社員をパート労働者等の非正規社員とするような労働契約の変
更を強要すること。

ウ　降格。
エ　業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の就業環境を害すること。
オ　事業主が、産前産後休業の休業終了予定日を超えて休業する･こと又は医師の
指導に基づく休業の措置の期間を超えて休業することを労働者に強要する等
の不利益な自宅待機を命ずること。

カ　妊娠・出産等に係る不就労期間分を超えて、賃金を不支給とするなど減給をし、
又は賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、同じ期間休業した疾病等や同程
度労働能率が低下した疾病等と比較して、･妊娠・出産等による休業や妊娠・出
産等による労働能率の低下について不利に取り扱うこと等、賞与等において不
利益な算定を行うこと。

キ　人事考課において、同じ期間休業した疾病等や同程度･労働能率が低下した
疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率
の低下について不利に取り扱うこと等の昇進・昇格の人事考課において不利
益な評価を行うこと。

ク　妊娠・出産等に伴いその従事する職務において業務を遂行することが困難で
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あり配置を変更する必要がある場合において、他に当該労働者を従事させる
ことができる適当な職務があるにもかかわらず、特別な理由もなく当該職務と
比較して、･賃金その他の労働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更
を行うことまたは産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職･
に就けないこと等の不利益な配置の変更を行うこと。

ケ　妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認めら
れるにもかかわらず、派遣先が派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の派遣を
拒むこと。

【妊娠中及び産後1年未満の女性労働者の解雇の禁止】
妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた
解雇は、使用者において、当該解雇がP88の①～⑤の理由（均等法9条3項）に
よるものでないことを証明しないときは、無効とされます。

【マタニティハラスメント】
男女共同参画社会の実現が国の重要な政策課題となっているにも拘らず、現在、
女性にとって妊娠・出産・育児が就労継続の障害となっている事実が指摘されてい
ます。妊娠・出産・育児を理由とする解雇などの不利益取扱いが「マタニティハラ
スメント（マタハラ）」と言われ、社会的に問題となっているのはその象徴と言え
ます。最近、出産に伴う軽易業務転換を申し出た女性管理職について業務転換を契
機に降格した措置が原則として均等法9条3項の禁止する不利益取扱いにあたる
と判断した最高裁判決が出ました（広島中央保健生活協同組合病院事件・最判平
26.10.23）。このような降格が許されるのは、本人の自由な意思に基づいて降格
を承諾した場合、または、経営悪化や本人の能力不足などの業務上の必要性からく
る特段の事情がある場合とされています。
この最高裁判決を受けて、厚労省は、均等法および育介法の解釈通達を一部改正
し（平27. １.23雇児発0123第1号）、妊娠・出産・育休の申出・取得を契機と
して不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益
取扱いがなされたと解されるものであるとした。そして、原則として、妊娠・出産、
育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」
いると･判断されます。
使用者としては、妊娠・出産・育休等の申出・取得をした労働者に対して雇用管
理上の措置を行う場合、それが法違反となる不利益取扱いでないか、十分に注意す
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る必要があります。

（3）セクシュアルハラスメントの防止と使用者の責任
均等法は、男性に対する女性の差別のみならず、女性に対する男性の差別をも禁
止しています。したがって、使用者によるセクシュアルハラスメント（性的嫌がら
せ）の防止措置も、男女労働者の双方に対して求められることになります（均等法
11条）。
使用者は、職場でのセクシュアルハラスメントの防止措置として、次の9つの措
置を講じなければなりません（セクシュアルハラスメント防止指針平18.10.11
厚労省告示615号）。
①･セクシュアルハラスメントの内容とともに、セクシュアルハラスメントがあっ
てはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発
すること。

②･行為者に対して、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、
周知・啓発すること。

③･相談窓口をあらかじめ定めること。
④･窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、
広く相談に対応すること。

⑤･相談の申出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥･事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
⑦･再発防止に向けた措置を講ずること。
⑧･相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知
すること。

⑨･相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とする不利益な取扱
いを行ってはならない旨を定め、周知すること。

セクシュアルハラスメントは、使用者が職場において守るべき労働者の人格権を
侵害する違法行為です。従って、セクシュアルハラスメントは、その加害者が不法
行為に基づく損害賠償を負うことになるだけではなく、使用者は、その損害につい
て使用者責任（民法715条）を負います。また、使用者は、労働者がセクシュア
ルハラスメントの被害を受けることなく、良好な環境で就労できるように職場を整
備する義務（職場環境調整義務）があり、セクシュアルハラスメントの発生がこの
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義務を怠ったものとされて、損害賠償を請求されることがあります。

（4）妊娠中・出産後の健康管理措置
均等法は、女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理について定めています。こ
れは、母子保健法（昭和40年制定）により定められた妊産婦に対する保健指導や
健康診査が、仕事を持つ女性に支障が生じないようにする措置です。
使用者は、女性労働者が医師や助産師等による保健指導や健康診査を受けること
のできる必要な時間を確保するようにしなければなりません（均等法12条）。
具体的には、女性労働者が妊娠中の場合には、保健指導や健康診査のために、妊
娠23週までは4週に1回、24～35週は2週に1回、36週～出産週は1週1回
の通院休暇その他通院が妨げられないよう、必要な時間を確保しなければなりませ
ん。
同時に、当該女性労働者が、医師・助産師等の保健指導や健康診査による指導事
項を順守できるように、勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を取らなけれ
ばなりません（均等法13条）。

（5）ポジティブアクション
個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や、過去の経緯から「営業職
には女性がほとんど配置されていない」、「課長以上の管理職は男性が大半を占めて
いる」等の性差が男女労働者の間に生じていることが多く、このような性差は、均
等法上性別差別を禁止した規定を順守するだけでは解消できません。
「ポジティブアクション」とは、このような性差の解消を目指して個々の企業が
進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的
に確保するために望ましいものです。
これまでも、国は取組企業に対する相談などの援助を実施してきましたが、現行
法では、ポジティブアクションの実施状況を開示する場合も、国の援助を受けるこ
とができるようになっています（均等法14条）。
なお、厚生労働省は、ポジティブアクション応援サイトを設け、企業から寄せら
れた取組事例を紹介しています。
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（6）過料の創設
これまでは、厚生労働大臣（都道府県労働局長）が、使用者に男女均等取扱いな
ど均等法に関する事項について報告を求めても、報告を拒否したり、虚偽の報告を
する使用者がいる一方、報告をした企業が均等法違反とされる場合があり、制度上
問題がありました。
そこで、均等法（平成18年改正）は、報告の求めに応じないか、又は虚偽の報
告をした場合は、20万円以下の過料に処せられることになりました（均等法29条、
33条）。

（7）紛争の解決
使用者は、男女差別に関する事項（募集・採用を除く6条、7条、9条、12条、
13条の紛争）について、男女労働者から苦情を受けたときは、苦情処理機関（労
使の代表者による苦情処理機関）に処理を委ねる等、自主的な解決を図るように努
めなければなりません（均等法15条）。
それとともに、使用者及び労働者は、紛争解決のために都道府県労働局長に情報
の提供、相談、その他の援助を求めることができます（個別労働関係紛争解決促進
法3条）。
また、都道府県労働局長による必要な助言、指導、又は勧告を求めることができ
ます（均等法17条1項）。
さらに、個別労働関係紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局に設置された
紛争調整委員会に調停（募集・採用に関する紛争を除く）を求めることができます
（均等法18条）。（「Ｘ個別労働紛争の解決手続｣ 参照）。

（8）均等法違反の司法救済
均等法が禁止する男女差別禁止規定は強行規定と考えられることから、均等法違
反の行為は、私法上は（労使間の法律関係では）違法あるいは無効とされ、また、
不法行為による損害賠償（慰謝料を含め）請求が可能となります（民法709条）。
問題は、損害賠償以外により直接的で実効性ある司法救済が可能かどうかです。
例えば、女性差別によって当該女性が「昇格」、「昇進」していない場合に、比較
対象となる男性と同等の格付けを認める昇格請求権の当否が問題となります。
一般論としては、均等法の規定自体からこのような差別の是正を求める請求権な
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いし法効果を直接導くことはかなり困難です。均等法は差別を禁止し、禁止された
行為を違法、無効とするが、違法、無効とされた部分を差別されなかった労働者と
同じ扱いをすることまで認めているとは考えにくいからです。

５ 育児・介護休業の保障
育児・介護休業法（育介法）によって保障されている育児休業及び介護休業その
他の権利は、女性労働者のみを対象にするものではなく、男女労働者に対して等し
く保障されたものです。
しかし、実際には対象者のほとんどが女性労働者です。その意味で、育介法は女
性労働者にとって重要な法であり、また、女性労働者の家庭と職業の両立支援とい
う観点から、今後、ますます重要な法律になるでしょう。ただし、男性の育児休業
の取得を促進していくことも重要な課題であることは言うまでもありません。
もちろん、企業にとっても育介法への対応は企業のイメージを大きく左右するで
しょうし、さらに国が推進する少子化対策にとってもますます注目される法律にな
ると考えられます。

（1）育児休業制度

【育児休業の意義と性格】
育児休業とは、労働者が育児介護休業法に基づいて子を養育するためにする休業
をいいます（育児介護休業法（育介法）2条1号）。
これは労働者（男女労働者）に認められた権利であって、女性労働者に限定され
るわけではありません（育介法5条1項）。男女労働者が1人の子に対して1回ず
つ取ることができます。育児休業の権利は使用者の承諾を必要としません。使用者
は育児休業の申出を拒むことはできません（育介法6条1項）。

【適用労働者】
男女労働者に認められた休業ですが、育児休業は日々雇用される者、期間を定め
て雇用される者（1年以上継続雇用され、子が1歳になる日を超えて雇用されるこ
とが見込まれる者は適用されます）、労使協定によって除外された者など一定の者
は除かれます（育介法2条1号、5条1項但書、6条1項但書）。
配偶者が出産後8週間以内に父親が育児休業を取得する場合、再度、育児休業が
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取得できることになっています（育介法5条2項）。この場合、産後8週間以内に
最初の育児休業を終了していることが必要です。再度の育児休業は、父親のみに適
用されます。

【対象となる子と休業期間】
対象となる子は1歳未満の子ですが（育介法5条1項）、1歳に達した日に保育
所への申込みをしていて、まだ入所していないとき、又は養育している者が病気な
どの場合は、1歳半までの子が対象になります（育介法5条3項、育介法施行規則
4条の2）。
父母ともに育児休業を取得した場合、育児休業の可能期間は、子が1歳2か月に
達するまで（ただし、父母1人ずつに認められた休業期間（母親の産後休業期間を
含む）の上限は1年間です）延長できます（育介法9条の2）。｢パパ・ママ育休プ
ラス」といわれるものです。

【育児休業の手続】
労働者は、申出（書面のほかファックス、ｅメールを含む）により休業の初日と
末日のほか、子の氏名、生年月日、続柄等を記して、1か月前までに使用者に申し
出ることによって休業することができます（育介法5条4項）。休業前日までに撤
回することもできます（育介法8条1項）。

【解雇等の不利益扱いの禁止】
使用者は、労働者が育児休業の申出・取得をしたこと（育介法10条）、子の看
護休暇の申出・取得をしたこと（育介法16条の4）、3歳に満たない子を養育す
る労働者が申出により所定労働時間を超えて労働しなかったこと（育介法16条の
9）、小学校就学前の子を養育する労働者が申出により深夜業をしなかったこと（育
介法20条の2）を理由に、当該労働者に対して、解雇その他の不利益扱いをする
ことは禁止されています（前述のマタニティハラスメントの項を参考にしてくださ
い）。

【短時間勤務の義務化と所定外労働免除の義務化】
3歳までの子を養育する労働者で育児休業をしていない者に関しては、労働者の
申出により、使用者は所定労働時間の短縮する措置（原則として1日の所定労働時
間6時間）を取らなければなりません（育介法23条1項）。これは育児休業を取
らない労働者への代替措置の1つではなく、優先的な措置義務です。ただし、1日
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の所定労働時間が6時間以下の場合は適用されません。
また、3歳までの子を養育する労働者が請求したときは、使用者は所定外労働を
免除する義務を負います（育介法16条の8第1項）。

【小学校就学前の子の養育支援】
小学校就学前の子を養育する労働者に対しては、以下の措置を取ることを使用者
の努力義務としています（育介法24条）。
①･1歳（又は1歳6か月）未満の子を養育する労働者で育児休業をしていない
者については、「始業時刻変更等の措置」を取ること。

②･1歳から3歳までの子を養育する労働者については、「育児休業に関する制
度」、又は「始業時刻変更等の措置」を取ること。

③･3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、「育児休業に関する
制度」、｢所定外労働の制限」、「所定労働時間短縮の措置」、又は「始業時刻変
更等の措置」を取ること。

【法定時間外労働・深夜労働の制限】
小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、使用者は、1月24時間、
年間150時間を超えて法定時間外労働をさせることはできません。ただし、事業
の正常な運営を妨げる場合は、この限りではありません（育介法17条）。
使用者は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、深夜労働を
させることはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りで
はありません（育介法19条1項）。

【子の看護休暇】
小学校就学前の子を養育する労働者は、その子が負傷・疾病した場合の世話のた
め、又は子の予防接種・健康診断を受けさせるために、申出により、当該子が1人
の場合は年5日（2人以上は年10日）を限度に休暇を取ることができます（育介
法16条の2）。これを、「子の看護休暇」といいます。

【労働者の配置への配慮】
労働者の配置の変更で就業場所が変わる労働者に対して、使用者は、子の養育が
困難にならないよう配慮する義務を負います（育介法26条）。これは、努力義務
規定と解されていますが、関係従業員の配転・出向の場合には留意する必要があり
ます。
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【育児休業中の賃金・保険料】
休業期間中、育児休業給付金として育児休業を開始してから180日目までは、
休業期間開始前の賃金の67％が雇用保険法に基づいて支給され（平成26年4月
1日以降に開始された育児休業に適用、雇保法61条の4）、181日目からは従来
どおり賃金の50％が支給されます。また、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険
の労働者負担分の保険料が免除されます（健保法159条、厚年法81条の2）。

（2）介護休業制度

【介護休業の意義と要件】
介護休業とは、労働者（男女労働者）が「要介護状態にある対象家族を介護する
ために休業すること」をいいます（育介法2条2号）。
「要介護状態」とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週
間以上にわたり常時介護を必要とする状態」（育介法2条3号、育介則1条）です。
「常時介護を必要とする状態」とは、日常生活の基本動作（歩行、排泄、食事、
入浴、着脱衣の5項目）のうち全部介助が1項目以上、一部介助が2項目以上あっ
て、かつその状態が継続すると認められるか、又は問題行動（攻撃的行為、自傷行
為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁の7項目）のうち1項目以上が重
度、又は中度に該当し、かつ継続すると認められることを指します（平7.9.29婦
発277号）。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、及び同居し、かつ扶養し
ている祖父母、兄弟姉妹、孫です（育介法2条4号、育介則2条）。祖父母、兄弟
姉妹は同居・扶養が要件になっています。

【介護休業の手続】
介護休業の権利は男女労働者に各々1回ずつ認められた権利であって、使用者の
承諾は必要とされません。
男女労働者は、使用者に対して書面等で休業初日と末日のほか、対象家族の続柄、
要介護状態にあること、同居・扶養の事実（祖父母、兄弟姉妹の場合）等を書面（ファッ
クス、ｅメールも可）に記して申し出ることにより、対象家族1人につき通算93
日の範囲で、要介護状態ごとに1回ずつ休業することができます。
使用者は、必要な事項を証明する証明書の提出を求めることができます（育介法
11条、育介則22条）。
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なお、日々雇用される者、期間を定めて雇われる者（1年以上継続雇用され、介
護休業開始日から93日を超えて雇用されることが見込まれる者は適用されます）、
労使協定により除外された者は除かれます（育介法2条1号、11条1項、12条
1項）。

【短時間勤務等の措置】
使用者は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、介護休業とは
別個に、当該労働者の申出に基づいて、連続93日以上の期間における所定労働時
間の短縮、その他対象家族の介護を容易にするための措置を取らなければなりませ
ん。その他の措置には「フレックスタイム」、「始業・終業時刻の繰下げ、繰上げ」、
「介護費用の助成」が含まれます（育介法23条2項）。

【法定時間外労働・深夜労働の制限】
要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときは、使用者は、1月
24時間、年間150時間を超えて法定時間外労働をさせたり深夜労働をさせるこ
とはできません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありません（育介法18
条1項、20条）。

【介護休暇】
要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、通院の付添い等に対応するため
に、申出によって、年に5日（要介護家族が2人以上の場合は10日）を限度として、
当該世話を行うために休暇（介護休暇）を取ることができます（育介法16条の5）。

【解雇その他の不利益取扱いの禁止】
使用者は、労働者が介護休業の申出・取得をしたこと（育介法16条）、要介護
家族の介護休暇の申出・取得をしたこと（育介法16条の7）、対象家族を介護す
る労働者が連続する93日間の期間以上の期間における所定労働時間短縮の申出を
し適用されたこと（育介法23条の2）を理由に、解雇その他の不利益な扱いをす
ることは禁止されます。

【労働者の配置への配慮】
使用者は、労働者の配置の変更で就業場所が変わる場合に対して、家族介護が困
難にならないよう配慮する義務を負います（育介法26条）。
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【介護休業中の賃金】
介護休業給付金として、休業期間中、賃金の40％が雇用保険法により保障され
ます（雇用保険法61条の6）。なお、社会保険料の労働者負担分の免除はありま
せん。育児休業に比べて休業期間が短いからとされています。

（3）実効性の確保
育児介護休業法は、法律の実効性を確保するために、二つの措置を設けています。
1つは、育児休業及び介護休業の所得等に伴う苦情や紛争に関して、都道府県労
働局長による紛争解決の援助及び個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会
による調停制度を設けています（育介法52条の2～52条の6）。
ほかは、厚生労働大臣は、法律の施行に関して必要があるときは使用者に対して
報告を求めたり、助言・勧告をしたりすることができるが、法律の規定に違反する
使用者に対して勧告をした場合において、これに従わないときは、その旨を公表す
ることができることになっています（育介法56条、56条の2）。

６ 次世代育成支援対策推進法への対応
我が国では、少子化を克服することが重要な社会問題となっています。この一環
として、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法（次世代法）が制定され、平
成17年4月より施行されています。次世代法の有効期限は、当初平成27年3月
31日まででしたが、これが平成37年3月31日まで10年間延長されました。
この法は、「次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される社会の形
成に資すること」を目的に、国、地方自治体及び企業が、保護者の子育ての支援を
することを基本理念としています（次世代法3条）。この基本理念の推進を図るた
めに、主務大臣は、「行動計画策定指針」を定めています（次世代法7条）。
この「行動計画策定指針」に基づき、次世代法では、常時101人以上の労働者
を雇用している事業主に対して、「働き方の見直し」や「子育てと仕事の両立支援」
などについて具体的な取組を定めた行動計画(「一般事業主行動計画」）を策定し、
都道府県労働局に届け出ることを義務付け（次世代法12条1項）、また、100人
以下の事業主に対しても、一般事業主行動計画策定指針の策定と届出が努力義務に
なりました（次世代法12条4項）。
一般事業主行動計画には、①「計画期間」、②次世代育成支援対策の実施により
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達成しようとする「目標」、③実現しようとする次世代育成支援対策の「内容」と「実
施時期」を定めることになっています（次世代法12条2項）。そして、一定の基
準を満たした事業主（認定一般事業主）は、申請によって「子育てサポート企業」
として、厚労大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。また、平成
27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や
利用が進み、高い水準の取組を行っている認定一般事業主には、その継続的な取組
を促進するため、新たにプラチナくるみん認定が与えられることになりました（特
例認定一般事業主）。特例認定一般事業主は、行動計画の策定・･届出の義務がなく
なり、年1回の実績の公表が義務となります。

【ワークライフバランス】
ワークライフバランスとは、｢仕事｣ と、子育てや親の介護、地域活動等の「仕
事以外の生活」との調和が取れ、その両方が充実している状態をいいます。
個人にとっては、ライフステージに応じて、仕事の進め方・働き方を見直し、自
分だけではなく他人の時間・生活をも尊重する生き方です。
企業にとっても、働きがいのある職場をつくり、優秀な人材の確保、社員のモチ
ベーションの向上、業務効率の改善を進めていくのに役立ちます。
その実現の具体的方策は、単に長時間労働の抑制だけにとどまらず、生活重視の
柔軟な働き方の選択の実現や非正規労働者の待遇の改善、育児・介護のための時間
的保障など多方面にわたります。
東京都では、企業の取組を支援する制度として、以下のような事業を行っていま
す。
○「とうきょう次世代育成サポート企業」の登録制度
○非正規労働者雇用環境整備支援事業（トライ企業・レベルアップ企業）
○東京ワークライフバランス認定企業
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【パート労働者とは】
パートタイム労働法（正式名称「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」）
によると、短時間労働者（パート労働者）とは、「1週間の所定労働時間が同一の
事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い
労働者｣（パートタイム労働法2条）をいいます。したがって、通常の労働者（正
社員）に比べて1週間の所定労働時間が1時間でも短い労働者は、パートタイム労
働法の適用を受けます。アルバイトと呼称されていても、この定義に該当する者は、
短時間労働者としてパートタイム労働法が適用されます。
なお、正社員と所定労働時間が同じフルタイム働きながら、パートと呼称されて
いる労働者は、短時間労働者に当たらないので、パートタイム労働法の適用を受け
ません。このようなパート労働者と呼ばれているフルタイム労働者の労働条件は、
「均衡考慮の原則｣（労契法3条2項）の適用を受けることになります。
以下では、パートタイム労働法の内容をみておきましょう。

【労働条件の文書による明示】
前述のように、使用者は、労基法により以下の労働条件は書面で示すことになっ
ていました。
①労働契約の期間、②就業場所・業務内容、③始業・終業、休憩、休日、残業の有無、
交替制に関する事項、④賃金の決定、計算・支払方法、締切日、支払時期、⑤退職
に関する事項（解雇の事由を含む）です（労基法15条1項、労基則5条2項、3項）。
パートタイム労働法は、それに加えて「昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」（特定条項）につ
いても使用者に書面の交付による明示を義務付けています（パートタイム労働法6
条、同規則2条）。この書面交付義務に違反する場合には過料が科されることがあ
ります（同47条）。

【就業規則の作成手続】
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、変更するときは、
当該事業所の短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう
に努めなければなりません（パートタイム労働法7条）。

【短時間労働者の待遇の原則】
使用者が、雇用するパート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、そ

パート労働者と法Ⅷ
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の待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合
理と認められるものであってはなりません（パートタイム労働法8条）。このよう
な不合理な差別を禁止する考え方は、労契法20条の期間を理由とする不合理な差
別の禁止と共通するものです。
パート労働者の待遇に関するこの一般的な考え方も念頭に、パート労働者の雇用
管理の改善を図っていく必要があります。

【通常の労働者と同視すべき短時間労働者の差別待遇の禁止】
使用者は「業務の内容及び責任」が通常の労働者と同じ短時間労働者（「職務内
容同一短時間労働者」という）であって「雇用の全期間」において「職務の内容及
び配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用）」が通常の労働者と同じ短時間労
働者（以上の諸要素を満たすパート労働者を「通常の労働者と同視すべき短時間労
働者」という）については、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用、その他
全ての待遇について差別的取扱いが禁止されます（パートタイム労働法9条）。期
間の定めのない労働契約であるという条件は、平成26年のパートタイム労働法改
正によって廃止されました。
｢業務の内容及び責任」が通常の労働者と同じとは、まず、「職種」（販売職、事務職、
製造工など）が同じで、従事している種々の業務のうち「中核的業務」が ｢実質的
に同じ」であって、かつ、権限の範囲、業務の成果について求められる役割、トラ
ブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマなどの成果への期待度
などを総合判断して、｢責任｣ の程度が ｢著しく異ならない｣ ものをいいます。
「職務の内容及び配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用）」が同じとは、まず、
「転勤の有無及びその範囲」を比較し、短時間労働者と通常の労働者とで ｢実質的
に同じ｣ かどうかを判断します。同じなら、次に、「職務内容・配置の変更の有無｣
が「実質的に同じ」かどうかを判断することになります。｢雇用の全期間｣ におい
て同じとは、職務内容が同一になってから雇用が終了するまでの間をいいます。
なお、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」について ｢差別的取扱いが禁止」
されるのは、賃金についていえば、通常の労働者と同じ基準（同じ賃金表）をパー
ト労働者にも適用しなければならないという意味であって、労働時間が短い分に応
じた賃金額の違いがあっても違法とはなりません。また、能力、実績、経験、勤務
態度等に関する査定や評価に基づく違いも違法ではありません。
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【均衡を考慮した賃金】
使用者は、パート労働者の賃金については、「職務の内容、職務の成果、意欲、
能力又は経験等」を勘案して、通常の労働者との「均衡を考慮して」決定するよう
努めなければなりません（パートタイム労働法10条）。これは「通常の労働者と
同視すべき短時間労働者｣ を除く全ての短時間労働者に当てはまります。

【均衡を考慮した教育訓練】
使用者は、短時間労働者に教育訓練を実施するときは、職務の内容、職務の成果、
意欲又は経験等に応じて、通常の労働者との均衡を考慮して実施するよう努めなけ
ればなりません（パートタイム労働法11条2項）。ただし、「職務内容同一短時間
労働者」については、通常の労働者に対して行う職務の遂行に必要な教育訓練を実
施しなければなりません（パートタイム労働法11条1項）。

【福利厚生施設利用への配慮】
通常の労働者に対して、健康の保持又は業務の円滑な遂行のために利用の機会を
与える福利厚生施設（食堂、更衣室、休憩室）については、短時間労働者にも利用
機会を与えるよう配慮しなければなりません（パートタイム労働法12条）。
以上のように、今後短時間労働者（パート労働者）に対する待遇を考えるときには、
パート労働者というだけで通常の労働者と格差を付けることはできませんし、短時
間労働者のタイプによって「通常の労働者（正社員）との均衡を考えて」処遇しな
ければなりません。
そのタイプは、「通常の労働者」と比べて次の4つに分けられます。
①　･「業務の内容及び責任」が同じで、かつ、「期間の定めのない労働契約」（更

新を重ねて事実上期間の定めがない場合を含む）を締結していて、かつ、「職
務の内容及び配置の変更の範囲」が全雇用期間を通じて同じ短時間労働者。
すなわち「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」です。

②　･「業務の内容及び責任」が同じで、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が「雇
用の一定期間」同じと見込まれる短時間労働者

③　「業務の内容及び責任」が同じ短時間労働者
④　「業務の内容及び責任」も異なる短時間労働者
の4つです。①～④のタイプに基づく処遇方法をまとめた表（104ページの均
衡のとれた待遇の確保）を参照してください。
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【通常の労働者への転換】
使用者は、通常の労働者への転換を推進するため、短時間労働者に対して以下の
いずれかの措置を取らなければなりません（パートタイム労働法13条）。
①･通常の労働者を「募集」するときは、短時間労働者に対して募集情報を周知
すること。

②･当該事業所で通常の労働者の「配置」を新たに行う場合は、短時間労働者に
対しても応募の機会を与えること。

③･一定の資格を持つ短時間労働者を対象に、通常の労働者への転換を推進する
ために「試験制度」等を設けること。

【パート労働者の納得性を高めるための措置】
パート労働者を雇い入れたときは、パート労働者について実施する雇用管理の改
善措置の内容を使用者が説明しなければなりません（パートタイム労働法14条1
項）。例えば、賃金制度、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換推進措置な
どを説明することになります。
また、使用者は、短時間労働者から求めがあったときは、短時間労働者の待遇の
決定（パートタイム労働法6条、7条、9条～13条）につき「考慮した事項」に
ついて説明をしなければなりません（パートタイム労働法14条2項）。使用者が
努力義務を履行することを促進するために、説明責任を課したものです。パート労
働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
さらに、パート労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を
整備することが使用者に義務付けられました（平26年改正、パートタイム労働法
16条）。
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均衡のとれた待遇の確保
短時間労働者のタイプ

（通常の労働者と比較して）
賃金 教育訓練 福利厚生

職務
（仕事の内容
及び責任）

人材活用の仕組み
（人事異動の有無及び範囲）

職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等

左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・退職手当等

職務遂行に必
要な能力を付
けるもの

左以外のもの
（ステップアッ
プを目的とす
るもの）

健康の保持又
は業務の円滑
な遂行に資す
る施設

左以外のもの
（慶弔休暇、社
宅等の貸与）

【１】通常の労働者と同視すべき短時間労働者

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
同じ 全期間を通じて同じ

【２】職務内容同一短時間労働者（通常の労働者と同
　　 視すべき短時間労働者を除く）

△ － ○ △ ○ －
同じ －

【３】一般の短時間労働者

△ － △ △ ○ －
異なる 異なる

＜講じる措置＞
　◎…正社員との差別的取扱い禁止
　○…実施義務、配慮義務あり
　△…職務の内容・成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定する努力義務
　－…法が言及していないもの

（厚生労働省資料より作成）

【パートタイム労働法の実効性を高める措置】
厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等に必要がある場合には、使用
者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。短
時間労働者の雇用管理の改善措置の規定に違反している使用者に対して勧告した場
合において、その勧告を受けた使用者がこれに従わなかったときは、そのことを公
表することができるようになりました。

Ⅷ　パート労働者と法
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労働契約の終了Ⅸ
労働契約の終了は、労働者の退職、使用者による労働者の解雇、有期雇用契約の
更新拒否など多様です。ここでは、主な終了事由についてみておきましょう。

１ 退職の自由と合意解約
労働者の方から労働契約を解約することを退職といいます。
退職の意思表示には、労働者による労働契約の一方的解約の意思表示（任意退職
又は辞職）と、使用者の承諾を待って労働契約を解約する合意解約の申込みの2つ
の場合があります。
いずれにあたるかは実態によって判断されます。例えば、労働者の「退職願」の
提出も、使用者に最終判断が委ねられている場合は、合意解約の申込みと考えられ
ます。
辞職は、期間の定めのない労働契約の場合は、理由のいかんを問わず、いつでも
申し入れることができます。この場合において、解約の申し入れの日から2週間を
経過することによって契約は終了します（民法627条1項）。
ただし、辞職の意思表示が使用者に到達すれば撤回できません。合意解約の場合
は、使用者の承諾があるまでは撤回できます。
いずれの意思表示も、錯誤による意思表示は無効となり（民法95条）、詐欺・
強迫による場合は、取り消すことができます（民法96条）。

２ 解雇の種類と制限
（1）解雇の種類
使用者による労働契約の一方的解約が解雇です。
解雇には、病気等によって労働義務が遂行できないことを理由とする普通解雇、
業務命令違反など経営秩序侵害を理由とする懲戒解雇、経営悪化を理由とする整理
解雇などがあります。いずれも退職と違って多くの制限があります。

（2）解雇の制限

【解雇理由の法律による制限】
まず、法律による制限があります。
労契法では、期間の定めのない労働契約の解約は、「客観的に合理的な理由を欠き、
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社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効になる」と
しています（労契法16条）。
また、有期労働契約の期間中の解雇は、「やむを得ない事由」がなければ認めら
れません（労契法17条1項）
さらに、懲戒解雇についても、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様そ
の他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められ
ない場合」は、懲戒権の濫用として当該懲戒解雇は無効としています（労契法15
条）。これらは、いずれも判例法理を立法化したものです。
労働組合法では、労働者が「組合員であること、組合の加入・結成、正当な組合
活動」をしたことを理由とする解雇（労組法7条1号）、すなわち不当労働行為（労
働者の団結を侵害する使用者の行為をいいます）となる解雇は無効です。
労基法関係では、労働者の「国籍・信条・社会的身分」を理由とする解雇（労基
法3条）も無効です。労災で休業中及び産休中とその後の30日間は解雇が禁止さ
れます（労基法19条）。
また、労働者による労働基準監督署長への労基法等違反の申告を理由とする解雇

（労基法104条2項、安衛法97条2項など）も無効とされます。
均等法関係では、既述のように、性別（女性）を理由とする解雇、及び女性労働
者の「婚姻・妊娠・産休取得等」を理由とする解雇は無効です（均等法6条4号、
9･条）。
育児・介護休業法関係では、労働者が育児休業又は介護休業の申出・取得等を理
由とする解雇（育介法10条、16条）も無効とされます。
公益通報者保護法は、公益通報者が企業内に（企業内のヘルプラインなどに）、
又は対外的に（当該行政機関、マスコミなどに）公益通報をしたことを理由とする
使用者による解雇は無効としています（公益通報者保護法3条）。

【解雇予告制度】
また、解雇理由が妥当である場合でも、使用者は少なくとも30日以上前に解雇
の予告をするか、30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払わなければなり
ません(労基法20条１項)。解雇予告の期間は、平均賃金の支払いにより短縮する
ことができる（同条2項）。懲戒解雇の場合でも、労働基準監督署長の認定がなけ
れば解雇の予告、若しくは解雇予告手当の支払いが必要です（労基法20条3項）。
解雇予告は、日々雇用（1カ月まで）、2カ月（季節的業務では4カ月）以内の
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有期労働契約、試用期間（14日間まで）については適用が除外されます（労基法
21条）。なお、有期労働契約の雇止めは、解雇ではないので、解雇予告制度の適
用はありません。

【労働協約・就業規則による解雇の制限】
解雇は、法律による制限のほかに労働協約や就業規則による制限もあります。
労働協約との関連では、協約中に「組合員の解雇については組合との協議の上、
行う」との解雇協議条項がある場合には、組合との協議なしに行った組合員の解雇
は無効とされます。
また、使用者は、就業規則で懲戒解雇事由及び普通解雇事由を定めておく必要が
あります。そして、就業規則に定めのない事由による解雇は、原則として認められ
ません。
普通解雇事由については、これを例示列挙と解する考え方もありますが、就業規
則の解雇事由に「その他、前各号に準ずる場合」というような包括的な規定を置い
ておくことが望ましいでしょう。

【解雇権濫用の法理】
解雇が、法律に違反せず、労働協約、就業規則に反しないとしても、解雇権の濫
用にあたる解雇は許されません。解雇権濫用論とは、使用者の解雇権、すなわち使
用者による労働契約の解約の自由を基本的に承認しながら（民法627条1項）、そ
の濫用は許されない（民法1条2項）との法理をいいます。濫用かどうかの一般的
基準は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない｣ 場合か
どうかによっています（日本食塩製造事件最判昭50.4.25、高知放送事件最判昭
52.1.31)。
懲戒解雇についても、「客観的合理性・社会通念上相当性」を懲戒権濫用の判断
基準にしています（ダイハツ工業事件最判昭58.9.16）。
これらは、上記のように、現在では、労働契約法（15条、16条）の中に取り
入れられていますが、具体的基準は判例の基準が参考にされます。

【解雇の合理的理由および社会的相当性の濫用基準】
解雇の有効・無効は多くの場合、解雇権濫用の成否をめぐって争われます。問題
は解雇権濫用の一般的な基準である「客観的にみて合理性の認められる社会通念上
相当な理由」の具体的事案へのあてはめです。解雇の合理的理由としては、労働能
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力の低下、職務不適格、企業秩序違反および会社都合（整理解雇）などが主なもの
です。以下では、それぞれの類型ごとに説明します。
　①･労働能力の低下

労働者の精神的または身体的な労働能力の低下によって、仕事ができなくなる
ことは、解雇の合理的理由となります。例えばドライバー、調理師のように労働
者の仕事が特定されているときには、その仕事が継続的にできなくなることが解
雇の合理的理由になります。これに対して、労働者の仕事が特定されていないと
きには、そのときの仕事ができなくなっても、使用者としては、その労働者がで
きる仕事があり、そこに配置可能であるかを検討しないと解雇権の濫用と判断さ
れることになります。
　②･職務不適格

解雇事由としての職務不適格とは、労働者の勤務成績または勤務態度が不良で
あって職務に耐えない状態のことです。ただし、長期雇用を前提とする労働者の
場合には、一時的な勤務成績等が不良であるというのでは足らず、指導し、矯正
の機会を与えても、改善できない持続的なものである必要があります。
これに対し、専門的能力を買って採用した労働者や仕事が特定している非正規
労働者については、裁判例によれば、配置転換や教育訓練の機会を与えることが
なくとも解雇が認められる傾向にあります。
　③･企業秩序違反

労働者の非行による企業秩序違反は、懲戒処分の対象となりますが、一般的な
解雇の理由ともなります。解雇は、懲戒処分ではありませんが、実際には、懲戒
解雇よりは軽いが、停職よりは重い取扱いとして使われています。
　④･社会的相当性

社会的相当性の判断は、解雇事由があるときでも、その行為の態様、性質、動
機、業務に及ばした影響のほか、本人の反省の状況、日頃の勤務態度などの具体
的な事情を検討することになります。

【整理解雇の濫用基準】
上記は、労働者に起因する解雇事由でした。これに対して、会社都合（整理解雇）
は、会社の経営状況を原因とするものであり、独自な判断基準が判例によって形成
されています。具体的には、判例は次の4つの要素を掲げています。
①第1は、その整理解雇をしなければ経営が客観的に重大な危機に陥る程度の
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「経営上の必要性」があることです。②第2は「解雇回避措置」です。すなわち
整理解雇を避けるために新規採用の停止、配転・出向、労働時間短縮、希望退職募
集などのよりソフトな雇用調整措置を取っていることです。③第3は被解雇者とし
て指名される労働者の「人選の合理性」です。④第4は「手続の妥当性」です。
整理解雇に至ったやむを得ない事情を労働者に時間をかけて、誠意を持って、十
分に説明することです。
これらを整理解雇の四要素と呼んでいます。判例は、これらの4つの要素を総合
的に考慮して、整理解雇の有効性を判断します。

３ 有期雇用の雇止めと無期雇用への転換
期間の定めのある労働契約は、契約期間の満了によって当然に終了します。雇用
の終了に理由はいりません。
ただし、労契法は、何度も契約更新を繰り返し、突然、契約の更新を拒否（雇止
め）するような場合、解雇の法理類推適用を認めている判例を取り入れています（労
契法19条）。

【解雇の法理の類推適用とその立法化】
雇止めに対して解雇制限の法理を類推適用されるのは、2つのタイプがあります。
1つは、期間の定めのある契約が「実質的にみて期間の定めのない契約と異なら
ない状態」になっている場合に、解雇法理を類推適用し、雇止めには特段の理由が
必要とするものです（労契法19条1号、東芝柳町工場事件最判昭49.7.22）。
この場合は、臨時従業員の契約が業務内容、勤務実態等からみて正社員と異なら
ない状態が成り立っていれば、特段の理由は正社員の解雇を正当とする理由に準じ
て判断され、更新拒否が無効とされる可能性が高くなります。
もう1つは、「雇用関係の継続が合理的に期待される状態」にある場合に解雇法
理を類推適用しようとするものです（労契法19条2号、日立メディコ事件最判昭
61.12.4）。
この場合は、解雇法理の類推適用は広く認められますが、特段の理由の判断は正
社員の解雇の正当理由に比べて緩やかに判断されます。どのタイプで処理するかは
臨時従業員の雇用の実態によります。
労契法は、この二つのタイプの場合には、労働者が期間満了までに（又は満了後
遅滞なく）有期労働契約の更新の申込みをしたときは、使用者が雇止めをすること
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が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使
用者は、従前の労働契約と同一の労働条件で、当該申込みを受諾したものとみなす
としています（労契法19条）。
今後、有期雇用労働者の雇止めの当否は、労契法19条の解釈問題になりますが、
実質的には、これまでの判例の基準によって処理されることになります。

【有期雇用の無期雇用への転換】
労働契約法は、有期雇用から無期雇用への転換を認めています。すなわち、同一
の使用者との間の有期労働契約の期間を通算して5年を超える労働者が、現に締結
している有期契約の期間満了日までに、期間の定めのない労働契約の締結の申込み
をしたときは、使用者は契約期間を除いて同一の労働条件で、当該申込みを承諾し
たものとみなすとしています。この通算期間は、平成25年4月1日以降に締結さ
れた有期労働契約を起算点とします。
ただし、契約期間が1年以上の有期労働契約の間に原則として6か月以上の空白
期間（クーリング期間）があるときは、前の有期労働契約の期間は通算されません。
1年未満の有期労働契約についてこの期間は、その契約期間の半分となります。た
だし、1カ月に満たない有期労働契約の場合は30日間となります（労契法18条
2項）。クーリング期間がなく更新によって雇用関係が5年を超える場合は、労働
者の申込みによって有期雇用は、その期間の満了後無期雇用に転換されます。
なお、先の契約更新の場合も、無期雇用への転換の場合も、労働条件は、従前の
ものと同一とされています。

【無期転換制度の特例】
有期労働契約の無期転換制度は、次のような場合には、無期転換申込み権の発生
のための通算契約期間が5年ではなく、10年とする特例措置が設けられています。
①･研究開発法人、大学等の研究者等（研究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の
教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律、平成26年4月1日施行）

②･専門的知識等を有する有期雇用労働者及び③定年後引き続いて雇用される有
期雇用労働者（専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法、
平成27年4月1日施行）

Ⅸ　労働契約の終了
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【労働契約の期間を理由とする不合理な差別の禁止】
有期契約労働者と期間の定めのない正社員の労働条件との違いが、職務内容、配
置の変更の範囲等に事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
とされています（労契法20条）。この場合、労働条件の相違が不合理であるかど
うかは、労働条件ごとに判断されます。厚生労働省の解釈によれば、通勤手当の有
無や安全衛生の措置などは、労働条件の相違が不合理とされる可能性が高いとされ
ています。

４ 65歳定年制に向けて－高年齢者雇用確保措置

【定年制の意義と一律定年制】
定年制とは、労働者が一定年齢に達したことを理由に、一律に雇用を終了させる
制度です。これを一律定年制ともいいます。
定年制を採る場合、60歳を下回る定年年齢を定めることは許されません（高年
齢者雇用安定法8条）。

【高年齢者雇用確保措置】
使用者は、65歳までの高年齢労働者の雇用の安定確保を図る措置の導入を義務
付けられています。
これによりますと、使用者は、①定年年齢の引上げ、②継続雇用制度の導入（定
年時にいったん雇用を終了させた上、改めて雇用契約を締結する「再雇用制度」、
又は、定年時の雇用契約を終了させずにそのまま延長する「勤務延長制度」であり、
現に雇用されている高年齢労働者が希望するときにはその制度が適用されるもの）、
③定年制の廃止のいずれかによって65歳までの雇用確保を実施しなければなりま
せん（同法9条1項）。
なお、高年齢者が継続雇用（再雇用）される企業の範囲は、グループ企業（特殊
関係事業主）までです（同法9条2項）。
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労働紛争は、使用者にとっても労働者にとっても、決して好ましいことではあり
ません。紛争を起こさないように日頃から労使間の意思疎通に努めるとともに、も
し紛争が起きたら、迅速で実効性のある解決を図ることが大切です。
そこで、労働紛争にはどのようなものがあるかをみた上で、個別労働紛争の解決
手続について説明します。

（1）労働紛争の種類
労働紛争には、労働組合がかかわる集団紛争と、個々の労働者と使用者の個別紛
争があります。
集団紛争の解決には、労働関係調整法による労働争議の調整制度があります。ま
た、使用者による労働者の団結権・団体交渉権等の侵害行為（不当労働行為）に対
しては、労働組合法による救済制度が用意されています。いずれも労働委員会が担
当します。
個別紛争の解決は、労基法違反があれば、労基署へ申告（労基法104条）し、
労働基準監督官の手を借りて処理されますが、労基署の権限行使（労基法101条、
102条）の対象とならない退職強要、出向・配転、労働条件の不利益変更の問題や、
解雇理由をめぐる紛争は、労基署による解決は困難です。
これらの個別紛争の解決は、最終的には、裁判でなされることになりますが、現
実の問題として、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、使用者と労働者という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のために
は、裁判によらずに、労使慣行等を踏まえた自主的な解決が図られることも重要で
す。
そこで、平成13年にこれらの個別紛争の処理を目的に「個別労働関係紛争の解
決の促進に関する法律」（個別労働関係紛争解決促進法）が制定されました。
･

個別労働紛争の解決手続Ⅹ
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労働紛争の種類

団結権等侵害

労働争議

労基法等違反

その他の個別紛争

労働委員会

労働委員会

労働基準監督署

都道府県労働局長援助・あっせん（調停）

労働委員会

労働相談情報センター（労政事務所等）

労働審判手続（地方裁判所）

集
団
的
紛
争

個
別
的
紛
争

労
働
紛
争

不当労働行為制度（労組法7条、同27条以下）

労働争議調整制度
あっせん（労調法10条以下）
調停（同17条以下）
仲裁（同29条以下）

労働基準監督制度　（労基法101条以下）

個別労働紛争の解決促進法
男女雇用機会均等法
パート労働法

個別労働関係紛争解決促進法20条3項

労働審判法

（2）個別労働関係紛争解決促進法
個別労働関係紛争解決促進法（個別紛争法）は、紛争解決のために、①まず、当
事者に自主的解決を求め（個別紛争法2条）、そのために都道府県労働局長による
必要な情報の提供・相談等の援助を用意しています（個別紛争法3条）。
②また、都道府県労働局長は、当事者の双方又は一方から紛争解決のための援助
を求められた場合は、必要な助言・指導を行います（個別紛争法4条）。
③さらに、労働局長は、当事者の双方又は一方からあっせんの申請に基づいて、
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会にあっせんを行わせることができます
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（個別紛争法5条）。
その他に、東京都を除く道府県労働委員会の多くもあっせんを行っています（個
別紛争法20条）。
なお、男女雇用機会均等法・パートタイム労働法・育児介護休業法の下での個別
的労働紛争についても、個別労働関係紛争解決促進法の手続とは別個の解決手続が
用意されていますが、紛争解決手続の流れは個別労働関係紛争解決促進法と同様で
す。いずれの紛争解決手続も「自主的解決」を基本にしながら、都道府県労働局長
の「助言・指導・勧告」、及び都道府県紛争調整委員会による「調停」が用意され
ています。「調停」についても当事者を法的に拘束する強制力はありません。
平成26年度の個別労働紛争解決制度の施行状況についてみると、全国で「総
合労働相談件数」は103万3,047件、「民事上の個別労働紛争相談件数」23万
8,806件、「助言・指導申出件数」9,471件、「あっせん申請受理件数」5,010
件となっています(厚生労働省調べ）。
助言・指導は1か月以内に97.3％、あっせんは2か月以内に92.0％が処理さ
れています。

個別労働関係紛争解決促進法の手続･
企業内における自主的解決

（個別紛争法 2 条、均等法 15 条、パート労働法 19 条、育介法 52 条の 2）

都道府県労働局による労働相談
労働相談・情報提供などによる自主的解決への援助

（個別紛争法 3 条）

紛争解決の対象とすべき事案

紛争調停委員会
あっせん 調停

・個別紛争
（個別紛争法 5 条以下）

・男女別紛争
（均等法18条以下）
・パート紛争
（パート法22条以下）
・育児介護紛争
（育介法52条の5以下）

都道府県労働局長
助言・指導 助言・指導・勧告

・個別紛争
（個別紛争法 4 条
1 項）

・男女差別紛争
（均等法17条）
・パート紛争法
（パート法21条）
・育児介護紛争
（育介法52条の4）
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（3）労働審判法
個別労働紛争の解決制度として、新しい労働審判手続が労働審判法（平成16年
5月公布）によって導入され、平成18年4月より施行されました。
これは、個別労働関係紛争解決促進法の用意した都道府県労働局の相談、助言・
指導、あっせん制度では解決しにくい紛争に対して、民事訴訟手続と連携して短期
間に簡便で実効性のある解決を図ろうとするものです。
労働審判法によりますと、民事の個別的紛争の当事者は、地方裁判所に設けられ
た労働審判委員会に紛争解決を目的に労働審判手続の申立てを行うことができます
（労働審判法5条）。
申立ては本人自身でできますが、代理人を立てるとすれば原則として弁護士が代
理人になります（労働審判法4条）。
労働審判委員会は、裁判官である労働審判官1人と労働関係の専門的知識を有す
る労働審判員2人で構成されます（労働審判法7条）。
労働審判員は労働問題の専門家で、事件ごとに裁判所によって指名される中立・
公正な立場の人です（労働審判法9条）。労働審判委員会は、原則として3回以内
の期日で審理を終えなければなりません（労働審判法15条2項）。おおむね3か
月以内で紛争の解決を図ることを目指しています。
その間に調停による解決見込みがあれば、これを試みます（労働審判法18条）。
調停による解決の見込みがなければ労働審判を行います。この労働審判が労働審
判手続の解決案となります。労働審判を下す評議や決議は3人の委員会の「過半数」
によって決められます（労働審判法12条）。審判書には当事者間の「権利関係の
確認」のほか、「金銭の支払い、物の引渡しその他の財産上の給付」、その他紛争を
「解決するために相当と認める事項」を定めることができます（労働審判法20条）。
労働審判に対し当事者は2週間以内に裁判所に異議の申立てができます（労働審
判法21条）。異議の申立てがないと労働審判は確定し、裁判上の和解と同じ効力（確
定した判決と同じ効力）を持ちます（労働審判法21条4項）。異議申立てがあると、
労働審判手続の申立時に遡って、民事訴訟の訴えの提起があったものとみなされま
す（労働審判法22条）。労働審判手続の申立人は、訴えを取り下げることも可能
です。
･
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労働審判制度の概要

･
労働審判制度の趣旨

・個別労働関係事件
の増加への対応

・労働関係の専門的
な知識経験をいか
した迅速・適切な
紛争解決の促進

紛争の発生

労
働
者

事
業
主

申 立 て

地 方 裁 判 所

○ 裁判官（労働審判官）１人と労働関係の専門
的な知識・経験を有するもの（労働審判員）
２人で組織する労働審判委員会で紛争処理

労働審判員 労働審判官 労働審判員

○原則３回以内の期日で審理し、迅速に処理

紛　争　の　解　決 訴訟への移行
・訴え提起を擬制

調
停
の
成
立

労働審判

第１回期日

第２回期日

第３回期日

調
停

受諾（労働審判の確定） 意義の申立て（２週間以内）
（労働審判は失効）

事
案
の
性
質
上
、
労
働

審
判
手
続
を
行
う
こ
と

が
適
当
で
な
い
場
合

労
働
審
判
を
行
わ
ず
終
了
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労働審判制度の運用状況
労働審判手続の申立件数は、平成18年4月の開始後、同年が877件、
同19年1,494件、同20年2,052件、同21年3,468件、同22年3,375
件、同23年3,586件、同24年3,719件、同25年3,678件、同26年
3,416件であり、平成26年の運用状況は、以下のようになっております。
既済事件についての終局事由をみると、「調停」によるもの67.9％、「労
働審判」によるもの18.6％、「取下げ」8.6％、「その他」0.6%となっており、
全体の約7割が「調停」によることが分かります。
「労働審判」に至った事件のうち、「異議申立」(民事訴訟への移行)がな
されたケースが56.1%、異議申立がなされず労働審判が ｢確定｣ したもの
が43.9%となっています。
また、これまで（平成22年～26年）の事件の終局期日についてみると、

「第1回期日」で終了した事件が28.4％、「第2回期日」で終了が41.8％、「第
3回期日」で終了が27.5%となっており、大部分は第2回～第3回期日で
終了しています。平均審理日数は74.8日であり、およそ2か月余りです。
なお、申立既済事件のうち、申立人に弁護士が代理人となった事件は
83.6％となっています。（最高裁判所調べ）

（4）東京都労働相談情報センターの相談・あっせん
都内6か所の労働相談情報センターでは、労使双方から、労働問題全般にわたる
相談を受けています。（平成26年度の相談件数は53,104件）
平成21年4月には、相談者の利便を図るため、電話相談専用ダイヤル「東京都
ろうどう110番」（0570-00-6110）を設置しました。
来所相談は、管轄地域を所管する事務所で受けています。（154ページ参照）
また、労働相談を受ける中で、当事者間での自主的な問題解決が困難な場合、当
事者の要請を踏まえ、労使双方の了解のもと、示唆、助言、解決策の提案などを通
じて問題解決の手助けをする「あっせん」を行っています。



118

労働組合ができたらⅩⅠ
１ 労働組合の結成と加入

【労働組合の結成と使用者の対応】
労働組合とは、賃金やボーナス・労働時間などの労働条件の維持改善を図ること
を主たる目的とする労働者の団体です（労組法2条参照）。労働組合のことを英語
（イギリス）でTrade･Union･といいますが、これは労働力の値段、すなわち労働
条件を自分たちに有利に取引する（Trade）ための労働者の団体（Union)という
意味があります。
つまり、労働組合とは労働力を取引する団体なのです。社会変革を目的とする団
体ではありません。それは政党であって、労働組合ではありません。そうした労働
組合の性格を考えて、使用者としては意思疎通のチャンネルあるいは話し合いの場
を設けて、冷静に付き合い方を考えていくことが大切です。
話し合いの場は、後で見るように、団体交渉であったり、労使協議制であったり
します。労働組合と意思疎通ができ、話し合いの場ができれば、使用者にとって労
働組合がメリットになることも少なくありません。
もちろん、そうだからといって使用者が率先して労働組合を作る必要はありませ
ん。それはむしろ、後で触れますように、不当労働行為として禁止されています。

【労働組合の結成は自由】
労働者が労働組合を結成するかしないかは労働者の自由です。
2人以上の労働者が集まって結成の表明をすれば、それで労働組合は結成されま
す。結成の表明は使用者に通知して行われるのが普通ですが、同時に団体交渉の申
込みの形を取ることもあります。
このように、労働組合の結成は労働者の自由であって、特別な手続は必要なく、
役所に届け出る必要もありません（自由設立主義）。こうして結成された労働組合
には、団結権、団体交渉権、団体行動権（争議権）が保障されるのです（憲法28条）。

【労働組合への加入も自由】
一方、労働組合に加入することも労働者にとって自由です。労働組合には、その
会社の従業員のみで組織される、いわゆる企業別組合のほか、企業外に組合本部を
持ち、その地域のいろいろな会社の労働者が個人加入する企業外の労働組合もあり
ますが（合同労組やコミュニティ・ユニオンといったりします）、いずれであっても、
加入は労働者個人の自由です。
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【ユニオン・ショップ協定】
もっとも、民間の従業員数の多い会社の労働組合の場合には、その使用者との間
でユニオン・ショップ協定を結んでいることが少なくありません。
ユニオン・ショップ協定とは、会社に入社するときは組合員でなくても構いませ
んが、入社後一定期間内に組合に入らなければならず、非組合員のままでいたり、
組合を脱退したり、除名されたりして組合員でなくなると、使用者はその労働者を
解雇することがあるという協定をいいます。
実際に解雇に至ることはまれのようですが、ユニオン・ショップ協定がある場合、
従業員は組合加入を強制されることになります。
4月に入社した新入社員が、試用期間明けの7月頃に自分の賃金から組合費を控
除されているのを知って、自分が組合員になっていることを知る労働者も少なくあ
りませんが、それはユニオン・ショップ協定によるものです。

２ 労働組合の活動と役割

【団体交渉】
労働組合が新たに結成されたり、労働者が労働組合に加入したりすると、労働組
合は、その組合員のために労働条件の維持改善を目指して使用者に団体交渉の申込
みを行います。
使用者は、交渉事項が賃金・賞与などの労働条件に関する事項（義務的団交事項）
であれば、この交渉申込みを拒否できません。拒否すると労組法7条2号で禁止さ
れた不当労働行為になります。新しい設備の導入、工場・営業所の設置・廃止など
会社が独自に決定できる経営事項は、義務的交渉事項ではありませんが、それによっ
て組合員の労働条件に影響がある場合には、その限りで使用者は交渉に応じなけれ
ばなりません。
もっとも、使用者は交渉に応じる義務がある場合でも、労働組合の要求を受諾す
る義務まではありません。

【労働協約】
労働組合と使用者の団体交渉が合意に達した場合、その成果は通常労働協約とし
て結実します。
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の、労働条件その他に関す
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る約定であって、書面に作成し、両当事者が署名、又は記名押印したものをいいま
す（労組法14条）。

【労使協議制】
民間企業では、団体交渉とは別個に、労使協議制を採用しているところが少なく
ありません。
労使協議制は、従業員の代表者と使用者との話し合いで、団体交渉と異なり、労
使の利害の共通する事項を含めて協議することが特徴です。
一般には、労使の利害対立を前提とする労働条件は団体交渉、利害対立を前提と
しない経営事項は労使協議制という形で両者は区別されますが、企業別組合の場合
は、団体交渉も労使協議制も労働者側代表者が共に組合幹部であることが多く、両
者の区別はしにくいことが少なくありません。
なお、労使協議制で話合いがまとまれば、「決議」がなされますが、これは直ち
に労働協約となるものではありません。
また、労使協議制で話合いがつかない場合は、団体交渉の決裂の場合のように、
直ちにストライキに移行することはできません。

【組合活動・争議行為】
労働組合は団体交渉を有利に進めたり、また、団体交渉が決裂したような場合、
自分たちの立場を主張し、使用者から譲歩を引き出すために、組合員やその他の職
場の労働者に対して、自分たちの主張を記したビラを配布したり、リボンやプレー
トを衣服に付けて主張をアピールする組合活動をすることがあります。
時には、このような組合活動では納得せず、ストライキ等の争議行為をして自分
たちの主張を貫徹しようと頑張る場合もあります。
もちろん、ストライキをすれば、争議行為中はストライキ参加者に賃金は入りま
せん（ノーワーク・ノーペイの原則）。また、争議行為をすれば、自分たちの顧客
が競争会社に奪われるかもしれないという懸念もあります。
ですから、労働組合としても、争議行為をすることには慎重にならざるを得ない
こともあります。
しかし、このような業務を阻害するストライキも、労働者の権利であることを使
用者も知っておかなければなりません。
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３ 使用者がしてはならないこと
（1）労働基本権の保障と不当労働行為
このように、労働組合は労働者の労働条件の維持改善を主な目的に、様々な活動
をします。これらの活動は、企業別組合の場合では会社の中で行われるのが普通です。
そして、会社内での組合活動は、しばしば、使用者の財産や権利を侵害すること
があります。
例えば、ビラ配布やリボン着用の組合活動は、少なからず職場秩序維持義務や職
務専念義務に違反することがあります。また、ストライキなどの争議行為は、使用
者の労働者に対する労務指揮権を侵害しますし、場合によっては、土地・建物・備品・
資材・原材料等に対する、占有権・所有権や施設管理権等を侵害することもあります。
しかし、その度に、組合員や組合幹部が使用者によって解雇されたり、労働組合
が損害賠償を請求されたりしたのでは、組合自体の存在が危うくなり、ひいては、
経済的弱者である労働者の生活（生存権）を脅かすことになりかねません。
そこで、憲法は労働者に団結権、団体交渉権、団体行動権（争議権）の労働三権
ないし労働基本権を保障し（憲法28条）、これを受けて労働組合法は労働基本権を
侵害する使用者の行為を不当労働行為として禁止しました（労組法7条）。

（2）不当労働行為の類型
不当労働行為とは、平たくいえば、「組合潰しになるような使用者の行為」です。
労働組合がある場合、使用者は、団体交渉や労使協議制による「話し合い」を通し
て労働組合と付き合うことになりますが、その過程で不当労働行為をしないように
注意しなければなりません。
使用者のどのような行為が不当労働行為になるかといいますと、労組法7条1～･

4号が不当労働行為の類型を定めています。

【不利益取扱いの不当労働行為】
労働者が「組合員」であること、組合に「加入」しようとしたこと、組合を「結成」
しようとしたこと、又は「労働組合の正当な行為（正当な組合活動）」をしたことを
理由として、「解雇その他の不利益な扱い」をすることです（労組法7条1号）。
組合業務に熱心な組合書記長に転勤命令を出したり、正当なストライキを指導し
た組合委員長を懲戒解雇したりする場合などが考えられます。
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【黄犬契約の不当労働行為】
労働者が労働組合に「加入しないこと」、又は既に加入している労働者に「脱退す
ること」を雇用条件とする労働契約は、黄犬契約の不当労働行為となります（労組
法7条1号）。
例えば、入社試験の面接で「組合に加入しないなら当社に来てもらいますが、ど
うですか」といって、応募者に組合に加入しない約束をさせて採用するような場合
です。

【団交拒否の不当労働行為】
使用者は労働組合による団体交渉の申込みに対して正当な理由なく拒否すること
はできません（労組法7条2号）。とりわけ、労働条件に関する事項（義務的団交事項）
について団交拒否はできません。また、使用者は単に交渉のテーブルにつけばよい
というものではなく、誠実に交渉に応ずることが求められます（誠実交渉義務）。
例えば、賃上げ交渉の席でいたずらにゼロ回答に終始することは、団交拒否の不
当労働行為になることがあります。また、団交に不可欠な帳簿や資料の提出を組合
から求められた場合、その提出を拒むことも不当労働行為になることがあります。
企業外の合同労組やコミュニティ・ユニオンから、特定の組合員の賃上げなど労
働条件の改善について、使用者に団体交渉の申込みがなされることがあります。使
用者の中には、「外部の人とは交渉できない」としたり、又は ｢組合員の名前が分か
らなければ交渉に応じられない」と述べて、交渉を拒否したりする例もみられます。
企業外の組合であっても団体交渉権の保障はありますので、｢外部の人｣ を理由に
交渉拒否することはできません。
また、交渉が進展した段階あるいは妥結して実施に移す段階では、名前を確認す
ることは不可欠ですが、交渉の開始時点では組合員の名前が特定されなければ交渉
が開始できないわけではないので、組合員の名前が分からないことは交渉拒否の正
当な理由にはなりません。

【支配介入の不当労働行為】
使用者が労働組合の結成や運営を支配したり、又はこれに介入したりすることも
禁止されます（労組法7条3号）。
例えば、組合の結成を妨害したり、組合役員選挙で特定の候補者を応援したり、
組合の分裂に手を貸したり、組合活動家に「そろそろ組合を辞めたらどうか」など
といって、ポンポンと肩をたたく（肩たたき）など、その形態は多様です。
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【経費援助の不当労働行為】
支配介入の一つの形態として、経費援助の不当労働行為があります（労組法7･条

3号）。
これは、労働組合の運営のために金銭その他の経理上の援助を与えることです。
ただし、①勤務時間中の協議・団交について賃金控除をしないこと、②組合員の
不幸や災厄に対する見舞金の支給など福利厚生上の援助をすること、③最小限の広
さの事務所の供与は不当労働行為ではありません。
実際には、これ以外にも組合が使用者から経理上の援助を受けることは少なくな
いと思われますが、その全てが不当労働行為になるのではなく、それによって、実
質的に組合の自主性が損なわれたかどうかによって判断されます。

【労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い】
都道府県労働委員会に対して不当労働行為救済の「申立て」をしたこと、中央労
働委員会に「再審査申立て」をしたこと、不当労働行為救済手続及び労働争議調整
手続において「証拠を提示」したり「発言」したりしたことを理由に、解雇その他
の不利益扱いをすることも禁止されます（労組法7条4号）。

【不当労働行為の救済】
不当労働行為があったときは、労働組合は労働委員会に救済（行政救済）の申立
てをすることができます（労組法27条以下）。
労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為に当たると判断すれば救済命令を発
し、当たらないと判断すれば棄却命令を出します。この命令に不服な労働組合・使
用者は、さらに中央労働委員会に再審査申立てをすることができます。また、都道
府県労働委員会の命令及び中央労働委員会の再審査命令に不服な当事者は、行政事
件訴訟法に基づいて、命令の取消訴訟（行政訴訟）を提起することもできます。取
消訴訟は、使用者側から提起されることが多いようです。
他方、不当労働行為については、裁判所に対して訴えを提起すること（司法救済）
も認められています。

ⅩⅠ　労働組合ができたら
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就業規則例 

 

○○会社 就業規則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は、  

労働基準法（以下「労基法」という。）第89条

に基づき、○○会社（以下「会社」という。）

の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業

に関する事項を定めるものである。 

２ この規則に定めた事項のほか、就業に関する

事項については、労基法その他の法令の定めに

よる。 

（適用範囲） 

第２条 この規則は、第２章で定める手続きにより

採用された従業員に適用する。 

２ パートタイム従業員、アルバイトおよび嘱託

従業員の就業に関する事項については、別に定

めるところによる。 

３ 前項については、別に定める規則に定めのな

い事項は、この規則を適用する。 

（規則の遵守） 

第３条 会社は、この規則に定める労働条件により、

従業員に就業させる義務を負う。また、従業員

は、この規則を遵守しなければならない。 

 

第２章 採用及び異動 

（採用手続き） 

第４条 会社は、入社希望者の中から選考して、従

業員を採用する。 

（採用時の提出書類） 

第５条 従業員として会社に採用された者は、次の

書類を採用された日から○週間以内に提出しな

ければならない。 

   ① 履歴書 

   ② 住民票記載事項証明書 

   ③ 自動車運転免許証の写し（ただし、自動

車運転免許証を有する場合に限る） 

④ 資格証明書の写し（ただし、何らかの 

 

資格証明書を有する場合に限る。） 

⑤ その他会社が指定するもの 

２ 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたと

きは、速やかに書面で会社にこれを届け出なけ

ればならない。 

 ３ 会社は、提出書類について、第三者への情報

漏洩や目的外使用をしてはならない（個人情報

取扱いについては、個人情報取扱規定（略）の

定めるところによる）。 

（試用期間） 

第６条 新たに採用した者については、採用の日か

ら○か月間を試用期間とする。ただし、会社が

特に認めるときは、この期間を短縮し、又は設

けないことがある。 

２ 試用期間中に従業員として不適格と認められ

た者は、解雇することがある。ただし、入社後

14日を経過した者については、第49条第２項に

定める手続きによって行う。 

３  試用期間は、勤続年数に通算する。 

（労働条件の明示） 

第７条 会社は、従業員の採用に際しては、賃金、

就業場所、従事する業務、労働時間、休日、退

職に関する事項その他の労働条件を明らかにす

るための書面及びこの規則を交付して労働条件

を明示するものとする。 

（人事異動） 

第８条 会社は、業務上必要がある場合に、従業員

に対して就業する場所及び従事する業務の変更

を命ずることがある。 

 ２ 会社は、業務上必要がある場合に、従業員を

在籍のまま関係会社等へ出向させることがある。 

３ 前２項の場合、従業員は正当な理由なくこれ

を拒むことはできない。 

 

第３章 休職 

（休職） 

第９条 従業員が、次のいずれかに該当するときは、

所定の期間、休職とする。 

① 業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、

なお療養を継続する必要があるため勤務で

きないと認められたとき   ○年以内 

以下の就業規則例、パートタイム労働者就業規則の規定例、育児･介護休業等に関する規則例は参考例として紹介するものです。

実際に規則を作成（変更）するにあたっては、十分な検討を加え、事業所の実態にあったものとするようにしてください。 

－ 47 －
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② 前号のほか、特別な事情があり休職させ

ることが適当と認められるとき 

    必要な期間 

 ２ 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原

則として元の職務に復帰させる。ただし、元の

職務に復帰させることが困難、又は不適当な場

合には、他の職務に就かせることがある。 

 ３ 第１項第１号により休職し、休職期間が満了

してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、

休職期間の満了をもって退職とする。 

 

第４章 服務規律 

（服務） 

第10条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に

職務を遂行するとともに、会社の指示命令に     

従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努

めなければならない。 

（遵守事項） 

第11条 従業員は、以下の事項を守らなければなら

ない。 

   ① 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく

勤務場所を離れないこと 

   ② 許可なく職務以外の目的で会社の施設、

物品等を使用しないこと 

   ③ 職務に関連して自己の利益を図り、又は、

他より不当に金品を借用し、若しくは贈与

を受ける等不正な行為を行わないこと 

④ 酒気を帯びて就業しないこと 

   ⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知

り得た会社、取引先等の機密を漏らさない

こと 

⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しない

こと 

⑦ 会社の内外を問わず、会社の名誉又は信

用を損なう行為をしないこと 

⑧ その他従業員としてふさわしくない行為

をしないこと 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第12条 性的言動により、他の従業員に不利益や不

快感を与えたり、就業環境を害するようなこと

をしてはならない。 

 

（個人情報保護） 

第13条 従業員は、会社及び取引先等に関する情報

の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務

に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

２ 従業員は、職場又は職種を異動あるいは退職

するに際して、自らが管理していた会社及び取

引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに

返却しなければならない。 

（始業及び終業時刻の記録） 

第14条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時

刻をタイムカードに自ら記録しなければならな

い。 

（遅刻、早退、欠勤等） 

第15条 従業員が、遅刻、早退、欠勤又は勤務時間

中に私用で事業場から外出するときは、事前に

○に対し申し出て承認を受けなければならない。

ただし、やむを得ない理由で事前に申し出るこ

とができなかった場合は、事後速やかに届け出

て承認を得なければならない。 

２ 前項の場合は、第41条に定めるところにより、

原則として不就労分に対応する賃金は控除する。 

３ 傷病のため継続して○日以上に欠勤するとき

は、医師の診断書を提出しなければならない。 

 

第５章 労働時間、休憩及び休日 

［例 １日の労働時間を８時間とし、完全週休２日

制を採用する場合の規定］ 

（労働時間及び休憩時間） 

第16条 労働時間は、１週間については40時間、１

日については８時間とする。 

２ 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとお

りとする。 

 

勤務

番 

始業時

刻 

終業時

刻 

休憩時間 

早番
午前７

時30分

午後５

時00分 

午前10時30分から

10時45分まで 

正午から午後１時

まで 

午後３時から午後

３時15分まで 

－ 48 －
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 中番 
午前９

時30分 

午後７

時00分 

午後１時から２時

まで 

午後５時から５時

30分まで 

遅番 
午前11

時00分 

午後８

時30分 

午後２時から３時

まで 

午後６時から６時

30分まで 

 

３ 前項の勤務番は、○か月ごとに決定し、あら

かじめ通知する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、業務の都合その

他やむを得ない事情により、始業及び終業の時

刻並びに休憩時間を繰上げ、又は繰下げること

がある。この場合、○が前日までに従業員に通

知する。 

（休日） 

第17条 休日は、次のとおりとする。 

   ① 土曜日及び日曜日 

   ② 国民の祝日（日曜日と重なったときは翌

日）及び国民の休日 

   ③ 年末年始（12月○日～１月○日） 

④ 夏季休日（○月○日～○月○日） 

⑤ その他会社が指定する日 

２ 業務の都合により会社が必要と認める場合は、

あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えるこ

とがある。 

（時間外及び休日労働等） 

第18条 業務の都合により、第16条の所定労働時間

を超え、又は第17条の所定休日に労働させるこ

とがある。法定労働時間を超える労働又は法定

休日における労働については、あらかじめ会社

は従業員の過半数を代表する者と書面による労

使協定を締結するとともに、これを所轄の労働

基準監督署長に届け出るものとする。 

２ 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行

う従業員で時間外労働を短いものとすることを

申し出た者の法定の労働時間を超える労働につ

いては、１月について24時間、１年については

150時間以内とする。 

３ 妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性

であって請求した者及び18歳未満の者について

は、第１項後段による時間外労働又は休日若し

くは深夜（午後10時から午前５時まで）労働に

従事させない。 

４ 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育

又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社

に請求した者については、事業の正常な運営を

妨げる場合を除き午後10時から午前５時までの

深夜労働をさせない。 

５ 第２項及び第４項の時間外労働・深夜業の制

限の手続等必要な事項については、「育児・介

護休業等に関する規則」で定める。 

６ 災害その他避けることのできない事由によっ

て臨時の必要がある場合には、第１項から前項

までの制限を越えて、所定労働時間又は休日に

労働させることがある。 

 

第６章 休暇等 

（年次有給休暇） 

第19条 採用日から６か月間継続勤務し、所定労働

日の８割以上出勤した従業員に対しては、10日

の年次有給休暇を与える。その後１年間継続勤

務するごとに、当該１年間において所定労働日

の８割以上出勤した従業員に対しては、次の表

のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇

を与える。 

 

勤続年

数 

６

か

月

１

年

６

か

月

２

年 

６

か

月 

３

年 

６

か

月 

４

年 

６

か

月 

５

年

６

か

月

６

年

６

か

月

以

上

付与日

数 

10

日

11

日

12

日 

14

日 

16

日 

18

日

20

日

 

２ 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が

30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が４

日以下（週以外の期間によって所定労働日数を

定める従業員については年間所定労働日数が216

日以下）の従業員に対しては、次の表のとおり

所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次
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有給休暇を与える。 

 

雇入日から起算した継続勤続年数 

６

か

月 

１

年 

６

か

月 

２

年 

６

か

月 

３

年 

６

か

月 

４

年 

６

か

月 

５

年

６

か

月

６

年

６

か

月

以

上

４日 
169～216

日 

7

日 

8

日 

9

日 

10

日 

12

日 

13

日

15

日

３日 
121～168

日 

5

日 

6

日 

6

日 

8

日 

9

日 

10

日

11

日

２日 
73～120 

日 

3

日 

4

日 

4

日 

5

日 

6

日 

6

日

7

日

１日 

48～72 

   日 

1

日 

2

日 

2

日 

2

日 

3

日 

3

日

3

日

 

 ３  第１項又は第２項の年次有休休暇は、従業員

があらかじめ請求する時季に取得させる。ただ

し、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取

得させることが事業の正常な運営を妨げる場合

は、他の時季に取得させることがある。 

４ 第３項の規定にもかかわらず、従業員の過半

数を代表する者との書面による協定により、各

従業員の有する年次有給休暇日数のうち５日を

超える部分について、あらかじめ時季を指定し

て取得させることがある。 

５ 第１項及び第２項の出勤率の算定に当たって

は、下記の期間については出勤したものとして

取り扱う。 

① 年次有給休暇を取得した期間、代替休暇 

② 産前産後の休業期間 

③ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第76号。以下「育児・介護休業法」

という。）に基づく育児休業及び介護休業期

間 

④ 業務上の負傷又は疾病により療養のため

に休業した期間 

６  付与日から１年以内に取得しなかった年次有

給休暇は、付与日から２年以内に限り繰り越し

て取得することができる。 

７ 前項について、繰り越された年次有給休暇と

その後付与された年次有給休暇のいずれも取得

できる場合には、繰り越された年次有給休暇か

ら取得させる。 

８ 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次

有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に

記載して各従業員に通知する。 

（年次有給休暇の時間単位での付与） 

第20条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の

日数のうち、１年について５日の範囲内で、次

により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単

位年休」という。）を付与する。 

２ 時間単位年休付与の対象者は、すべての従業

員とする。 

３ 時間単位年休を取得する場合の、１日の年次

有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりと

する。 

① 所定労働時間が５時間を超え６時間以下

の者・・・６時間 

② 所定労働時間が６時間を超え７時間以下

の者・・・７時間 

③ 所定労働時間が７時間を超え８時間以下

の者・・・８時間 

４ 時間単位年休は１時間単位で付与する。 

５ 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の

賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位

年休の時間数を乗じた額とする。 

６ 第２項から前項までに定めのない事項につい

ては、前条の年次有給休暇と同様とする。 

（代替休暇） 

第21条 １か月（賃金計算期間）の時間外労働が60

時間を超えた従業員に対して、労使協定に基づ

き、次により代替休暇を与えるものとする。 

２ 代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締

切日の翌日から起算して翌々月の賃金締切日ま

での２か月とする。 

３ 代替休暇は、半日又は１日で与える。この場

合の半日とは、午前（8:00～12:00）又は午後
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（13:00～17:00）のことをいう。 

４ 代替休暇の時間数は、１か月60時間を超える

時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とす

る。この場合において、換算率とは、代替休暇

を取得しなかった場合に支払う割増賃金率50％

から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金

率35％を差し引いた15％とする。また、従業員

が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数

を換算率（15％）で除した時間数については、

15％の割増賃金の支払を要しないこととする。 

５ 代替休暇の時間数が半日又は１日に満たない

端数がある場合には、その満たない部分につい

ても有給の休暇とし、半日又は１日の休暇とし

て与えることができる。ただし、前項の割増賃

金の支払を要しないこととなる時間の計算にお

いては、代替休暇の時間数を上回って休暇とし

た部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計

算することとする。 

６ 代替休暇を取得しようとする者は、１か月に

60時間を超える時間外労働を行った月の賃金締

切日の翌日から５日以内に、会社に申し出るこ

ととする。代替休暇取得日は、従業員の意向を

踏まえ決定することとする。 

７ 会社は、前項の申出があった場合には、支払

うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される

割増賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に

支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌

日から２か月以内に代替休暇が取得されなかっ

た場合には、取得がなされないことが確定した

月に係る割増賃金支払日に残りの15％の割増賃

金を支払うこととする。 

８ 会社は、第６項に定める期間内に申出がなか

った場合は、当該月に行われた時間外労働に係

る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払う

こととする。ただし、第６項で定める期間内に

申出を行わなかった従業員から、第１項に定め

る代替休暇を取得できる期間内に改めて代替休

暇の取得の申出があった場合には、会社の承認

により、代替休暇を与えることができる。この

場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支

払日に過払分の賃金を精算するものとする。 

 

（産前産後の休業） 

第22条 ６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に

出産予定の女性従業員から請求があったときは、

休業させる。 

２  産後８週間を経過していない女性従業員は、

就業させない。 

３ 前項の規定にかかわらず、産後６週間を経過

した女性従業員から請求があった場合は、その

者について医師が支障がないと認めた業務に就

かせることがある。 

（母性健康管理のための休暇等） 

第23条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性従

業員から、所定労働時間内に母子保健法（昭和

40年法律141号）に基づく保健指導又は健康診

査を受けるために、申出があったときは次の範

囲で時間内通院を認める。 

① 産前の場合 

妊娠23週まで・・・・・・４週に１回 

妊娠24週から35週まで・・２週に１回 

妊娠36週から出産まで・・１週に１回 

ただし、医師又は助産師（以下「医師

等」という。）がこれと異なる指示をした

ときには、その指示により必要な時間 

② 産後（１年以内）の場合 

医師等の指示により必要な時間 

２  妊娠中又は出産後１年を経過しない女性従業

員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務     

時間等について医師等の指導を受けた旨申出が

あった場合、次の措置を講ずることとする。 

   ① 妊娠中の通勤緩和 

通勤時の混雑を避けるよう指導された場合

は、原則として１時間の勤務時間の短縮又は

１時間以内の時差出勤 

   ② 妊娠中の休憩の特例 

休憩時間について指導された場合は、適宜

休憩時間の延長、休憩の回数の増加 

③ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措       

置 

妊娠中又は出産後の女性従業員が、その

症状等に関して指導された場合は、医師等

の指導を遵守するための作業の軽減、勤務

時間の短縮、休業等 
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（育児休業等） 

第24条 従業員（日雇従業員を除く）は、１歳に満

たない子を養育するため必要があるときは、会

社に申し出て育児休業をし、また３歳に満たな

い子を養育するため必要があるときは会社に申

し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けるこ

とができる。 

期間契約従業員にあっては、申出時点におい

て、次のいずれにも該当する者に限り、育児休

業をすることができる。 

① 入社１年以上あること 

② 子が１歳に達する日を超えて雇用関係が

継続することが見込まれること 

③ 子が１歳に達する日から１年を経過する

日までに労働契約期間が満了し、更新され

ないことが明らかでないこと 

２ 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中

の従業員は、次の事情がある場合に限り、子が

１歳の誕生日から１歳６か月に達するまでの間

で必要な日数について育児休業をすることがで

きる。なお、育児休業を開始しようとする日は、

子の１歳の誕生日に限るものとする。 

①  保育所に入所を希望しているが、入所

できない場合 

②  従業員の配偶者であって育児休業の対

象となる子の親であり、１歳以降育児に

当たる予定であったものが、死亡、負傷、

疾病等の事情により子を養育することが

困難になった場合 

３ 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度等の

適用を受けることができる従業員の範囲その他

必要な事項については、「育児・介護休業等に

関する規則」で定める。 

（介護休業等） 

第25条 要介護状態にある家族を介護する従業員

（日雇従業員を除く）は、申出により、介護を

必要とする家族１人につき、要介護状態ごとに

１回、のべ93日間までの範囲内で介護休業をす

ることができる。ただし、期間契約従業員にあ

っては、申出時点において、次のいずれかにも

該当する者に限り、介護休業することができる。 

   ① 入社１年以上あること 

 ② 介護休業を開始しようとする日から93日

を経過する日（93日経過日）を超えて雇用

関係が継続することが見込まれること 

 ③ 93日経過日から１年を経過するまでに労

働契約期間が満了し、更新されないことが

明らかでないこと 

２ １にかかわらず、労使協定により除外された

次の従業員の休業の申出は拒むことができる。 

  ① 入社１年未満の従業員 

  ② 申出の日から93日以内に雇用関係が終了

することが明らかな従業員 

  ③ １週間の所定労働時間が２日以下の従業

員 

３  介護休業をし、又は介護短時間勤務制度等の

適用を受けることができる従業員の範囲その他

必要な事項については、「育児・介護休業等に

関する規則」で定める。 

（子の看護休暇） 

第26条 未就学の子を養育する従業員は、就業規則

第19条に規定する年次有給休暇とは別に、子

の看護休暇を取得することができる。 

２  子の看護休暇制度の適用を受けることの

できる従業員の範囲その他必要な事項につい

ては、「育児・介護休業等に関する規則」で定

める。 

（介護休暇） 

第27条 要介護状態にある家族の介護その他の世話

をする従業員は、就業規則第19条に規定する

年次有給休暇とは別に、介護休暇を取得する

ことができる。 

２  介護休暇の適用を受けることのできる従業

員の範囲その他必要な事項については、「育

児・介護休業等に関する規則」で定める。 

（育児時間及び生理休暇） 

第28条 １歳に満たない子を養育する女性従業員か

ら請求があったときは、休憩時間のほか１日に

ついて２回、１回について30分の育児時間を与

える。 

２ 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から

請求があったときは、必要な期間休暇を与える。  

（慶弔休暇） 

第29条 従業員が申請した場合は、次のとおり慶弔
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休暇を与える。 

① 本人が結婚したとき         ○日 

② 妻が出産したとき         ○日 

   ③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき○日 

④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄

弟姉妹が死亡したとき              ○日 

（裁判員等のための休暇） 

第30条 従業員が裁判員若しくは補充裁判員となっ

た場合又は裁判員候補者をなった場合には、次

のとおり休暇を与える。 

① 裁判員又は補充裁判員となった場合 

必要な日数 

② 裁判員候補者となった場合 

必要な時間 

 

第７章 賃金 

（賃金の構成） 

第31条 賃金の構成は、次のとおりとする。 

 

 

 

賃金     手当 

        

       

 

 

 

 

（基本給） 

第32条 基本給は、本人の職務内容、経験、技能、

勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。 

（家族手当） 

第33条 家族手当は、次の家族を扶養している従業

員に対し、支給する。 

① 配偶者        月額 ○円 

② 18歳未満の子１人から３人まで                

１人につき月額 ○円 

③ 65歳以上の父母 １人につき月額 ○円 

（通勤手当） 

第34条 通勤手当は、月額○円までの範囲内におい

て、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 

（役付手当） 

第35条 役付手当は、次の職位にある者に対し支給

する。 

① 部 長         月額 ○円 

② 課 長           月額 ○円 

③ 係 長           月額 ○円 

④ 主 任         月額 ○円 

２ 昇格によるときは、発令日の属する賃金月か

ら支給する。この場合、当該賃金月においてそ

れまで属していた役付手当は支給しない。 

３ 降格によるときは、発令日の属する賃金月の

次の賃金月から支給する。 

（技能・資格手当） 

第36条 技能・資格手当は、次の資格を持ち、その

職務に就く者に対し支給する。 

① 安全・衛生管理者（安全衛生推進者を

含む。）         月額 ○円 

② 防火管理者        月額 ○円 

③ 建築物環境衛生管理技術者 月額 ○円 

④ ボイラー技師      月額 ○円 

⑤ 電気主任技術者     月額 ○円 

⑥ 食品衛生責任者       月額 ○円 

⑦ 販売士               月額 ○円 

⑧ 調理師               月額 ○円 

⑨ 栄養士               月額 ○円 

（精勤手当） 

第37条 精勤手当は、当該賃金計算期間における出

勤成績により、無欠勤の場合に月額○円、欠勤

１日以内の場合に月額○円を支給する。 

この場合において、年次有給休暇を取得した

とき及び業務上の負傷又は疾病により療養のた

め休業したときは、出勤したものとみなす。 

２ 第１項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻

又は早退３回をもって、欠勤１日とみなす。 

（割増賃金） 

第38条 割増賃金は、次の算式により計算して支給

する。ただし、時間外労働に対する割増賃金の

計算において、下記①及び②のいずれにも該当

する時間外労働の時間数については、いずれか

高い率で計算することとする。 

①  １か月の時間外労働割増賃金（所定労働

時間を超えて労働させた場合）（この場合

の１か月は毎月１日を起算日とする） 

基本給 

割増賃金 

家族手当 

通勤手当 

役付手当 

技能・資格手当 

精勤手当 

時間外労働割増賃金 

休日労働割増賃金 

深夜労働割増賃金 
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一 時間外労働45時間以下 

[１時間当たり賃金×1.25×当該労働時間数] 

二 時間外労働45時間超～60時間以下 

[１時間当たり賃金×1.35×当該労働時間数] 

三 時間外労働60時間超 

[１時間当たり賃金×1.50×当該労働時間数] 

四 三の時間外労働のうち代替休暇を取得し

た時間 

[１時間当たり賃金×1.35×当該労働時間数]

（残り15％の割増賃金分は、代替休暇に充

当） 

② １年間の時間外労働時間数が360時間を

超えた部分の時間外労働割増賃金（この場

合の１年は毎年４月１日を起算日とする） 

 [１時間当たり賃金×1.40×当該労働時間数] 

③ 休日労働割増賃金（所定の休日に労働さ

せた場合） 

    [１時間当たり賃金×1.35×休日労働時間数] 

④ 深夜労働割増賃金（午後10時から午前５

時までの間に労働させた場合） 

    [１時間当たり賃金×0.25×深夜労働時間数] 

２ １時間当たり賃金は、次の算式により計算す

る。 

 

 

 

３ 前項の１か月平均所定労働時間数は、次の算

式により計算する。 

 

 

（休暇等の賃金） 

第39条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働

したときに支払われる通常の賃金を支払う。 

２ 産前産後の休業期間、母性健康管理のための

休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業、介

護休業、子の看護休暇及び介護休暇の期間、育

児時間、生理休暇の期間、裁判員等のための休

暇の期間は、無給とする。 

３ 慶弔休暇の期間は、第１項の賃金を支給する。 

 ４ 第９条に定める休職期間中は、原則として賃

金を支給しない。 

（○か月までは○割を支給する。） 

（臨時休業の賃金） 

第40条 会社側の都合により、所定労働日に従業員

を休業させた場合は、休業１日につき労基法第

12条に規定する平均賃金の６割を支給する。た

だし、１日のうちの一部を休業させた場合にあ

っては、その日の賃金については労基法第26条

に定めるところにより、平均賃金の６割に相当

する賃金を保障する。 

（欠勤等の扱い） 

第41条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、

基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除す

る。 

２ 前項の場合、控除すべき賃金の計算は以下の

とおりとする。 

① 月給の場合 

基本給÷１か月平均所定労働時間数 

（１か月平均所定労働時間数は第38条

第３項の算式により計算する） 

② 日給の場合 

基本給÷１日の所定労働時間数 

（賃金の計算期間及び支払日） 

第42条 賃金は、毎月○日に締切り、翌月○日に支

払う。ただし、支払日が休日に当たるときはそ

の前日に繰上げて支払う。 

２ 前項の計算期間の中途で採用された従業員又

は退職した従業員については、月額の賃金は当

該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算し

て支払う。 

（賃金の支払と控除） 

第43条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全

額を支払う。 

２ 前項について、従業員が同意した場合は、従

業員本人の指定する金融機関の預貯金口座又は

証券総合口座へ振込により賃金を支払う。 

３ 次に掲げるものは、賃金から控除する。 

   ① 源泉所得税 

   ② 住民税 

   ③ 健康保険（介護保険を含む。）及び厚生

年金保険の保険料の被保険者負担分 

   ④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

   ⑤ 従業員代表との書面による協定により賃

金から控除することとしたもの 

基本給＋役付手当＋精勤手当＋技能・資格手当

１か月平均所定労働時間数 

（365－年間所定休日日数）×1日の所定労働時間数

12 
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（賃金の非常時払い） 

第44条 従業員又はその収入によって生計を維持す

る者が、次のいずれかに該当し、その費用に当

てるため、従業員から請求があったときは、賃

金支払日前であっても、既往の労働に対する賃

金を支払う。 

① 出産、疾病又は災害の場合 

② 結婚又は死亡の場合 

③ やむを得ない理由によって１週間以上帰

郷する場合 

④ 退職又は解雇により離職した場合 

（昇給） 

第45条 昇給は、勤務成績その他が良好な従業員に

ついて、毎年○月○日をもって行うものとする。

ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを

得ない事由がある場合は、この限りではない。 

２ 顕著な業績が認められた従業員については、

前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。 

３ 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各

人ごとに決定する。 

（賞与） 

第46条 賞与は、原則として下記の算定対象期間に

在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案し

て下記の支給日に支給する。ただし、会社の業

績の著しい低下その他やむを得ない事由により、

支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 

算定対象期間 支給日 

○月○日から○月○日まで ○月○日

○月○日から○月○日まで ○月○日

 

２ 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の

勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 

 

第８章 定年、退職及び解雇 

（定年） 

第47条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達し

た日の属する月の末日をもって退職とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き

雇用されることを希望した従業員については、

満65歳まで継続雇用する。継続雇用に関するそ

の他事項については別に定めるところによる。 

 

（退職） 

第48条 前条に定めるもののほか従業員が次のいず

れかに該当するときは、退職とする。 

① 退職を願い出て会社が承認したとき、又

は退職願を提出して14日を経過したとき 

② 期間を定めて雇用されている場合、そ

の期間を満了したとき 

③ 第９条に定める休職期間が満了し、な

お、休職事由が消滅しないとき 

④ 死亡したとき 

２ 従業員が退職し、又は解雇された場合、その

請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、

賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞な

く交付する。 

（解雇） 

第49条 従業員が次のいずれかに該当するときは、

解雇することがある。 

① 勤務成績、業務能率が著しく不良で、向

上の見込みがなく、他の職務にも転換でき

ない等、就業に適さないとき 

② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込み

がなく、従業員としての職責を果たし得な

いとき 

③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始

後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治

らない場合であって、従業員が傷病補償年

金を受けているとき又は受けることとなっ

たとき（会社が打ち切り補償を支払ったと

きを含む。） 

④ 精神又は身体の障害について、適正な雇

用管理を行い、雇用の継続に配慮してもな

おその障害により業務に耐えられないと認

められたとき 

⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度

が著しく不良で、従業員として不適格であ

ると認められたとき 

⑥ 第 64 条第２項に定める懲戒解雇事由に

該当する事実が認められたとき 

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに

準ずるやむを得ない事由により、事業の縮

小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、か

つ他の職務への転換が困難なとき 
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⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由

があったとき 

２ 前項の規定により従業員を解雇する場合は、

少なくとも30日前に予告をする。予告しないと

きは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告

手当として支払う。ただし、予告の日数につい

ては、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮す

ることができる。 

３ 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受

けて従業員を第63条に定める懲戒解雇をする場

合又は次の各号のいずれかに該当する従業員を

解雇する場合は、この限りでない。 

① 日々雇い入れられる従業員（１か月を

超えて引き続き使用されるに至った者を除

く。） 

② ２か月以内の期間を定めて使用する従

業員（その期間を超えて引き続き使用され

るに至った者を除く。） 

③ 試用期間中の従業員（14 日を超えて引

き続き使用されるに至った者を除く。） 

４ 第１項の規定による従業員の解雇に際して、

従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を

記載した証明書を交付する。 

 

第９章 退職金 

（退職金の支給） 

第50条 勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇

されたときは、この章に定めるところにより退

職金を支給する。 

ただし、自己都合による退職者で、勤続○年

未満の者には退職金は支給しない。また、第64

条第２項により懲戒解雇された者には、退職金

の全部又は一部を支給しないことがある。 

２ 継続雇用制度の対象者については、定年時に

退職金を支給することとし、その後の再雇用に

ついては退職金を支給しない。 

（退職金の額） 

第51条 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の

額に、勤続年数に応じて定めた別表（略）の支

給率を乗じた金額とする。 

２  第９条により休職する期間は、会社の都合に

よる場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。 

（退職金の支払方法及び支払時期） 

第52条 退職金は、支給の事由の生じた日から○か

月以内に、退職した従業員（死亡による退職の

場合はその遺族）に対して支払う。 

 

第10章 安全衛生及び災害補償 
（遵守義務） 

第53条 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善

を図り、快適な職場の形成のために必要な措置

を講ずる。 

２ 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の

指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に

努めなければならない。 

３ 従業員は安全衛生の確保のため、特に安全、

防災に関し、下記の事項を守らなければならな

い。 

① 機械設備、工具等の就業前点検を徹底す

ること。また、異常を認めたときは、速や

かに会社に報告し、指示に従うこと 

②  安全装置を取り外したり、その効力を

失わせるようなことはしないこと 

③  保護具の着用が必要な作業については、

必ず着用すること 

④  喫煙は、所定の場所以外では行わない

こと 

⑤ 立入禁止又は通行禁止区域には入らない

こと 

⑥ 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は

消火設備のある所に物品を置かないこと 

⑦ 火災等非常災害の発生を発見したときに

は、直ちに臨機の措置をとり、○に報告し、

その指示に従うこと 

（非常災害時の措置） 

第54条 従業員は、災害その他非常災害の発生する

危険を予知し、又は異常を発見したときは、直

ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなけれ

ばならない。 

２ 従業員は、火災その他非常災害が発生した場

合は、互いに協力してその被害を最小限にとど

めるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措

置を講じなければならない。 

（衛生に関する心得） 
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第55条 従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管

理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う

健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を

励行しなければならない。 

（健康診断） 

第56条 従業員に対しては、採用の際及び毎年１回

（深夜労働に従事する者は６か月ごとに１回）、

定期に健康診断を行う。 

２ 前項の健康診断のほか、法令で定められた有

害業務に従事する従業員に対しては、特別の項

目についての健康診断を行う。 

３ 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる

従業員に対し、その者の申出により医師による

面接指導を行う。 

４ 第１項及び第２項の健康診断並びに前項面接

指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就

業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康

保持上必要な措置を命ずることがある。 

（健康管理上の個人情報の取扱い） 

第57条 会社への提出書類及び身上その他の個人情

報（家族状況も含む）並びに健康診断書その他

の健康情報は、次の目的のために利用する。 

① 会社の労務管理、賃金管理、健康管理 

② 出向、転籍等のための人事管理 

２ 従業員の定期健康診断の結果、従業員から提

出された診断書、産業医等の意見書、過重労働

対策による面接指導結果その他従業員の健康管

理に関する情報は、従業員の健康管理のために

利用するとともに、必要な場合には産業医等に

診断、意見聴取のために提供するものとする。 

（安全衛生教育） 

第58条 従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等

により作業内容を変更した場合、その従事する

業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。 

２ 従業員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守

しなければならない。 

（就業禁止等） 

第59条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっ

ている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすお

それのある者、その他医師が就業不適当と認め

た者は、就業させない。 

２ 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝

染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑

いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、

必要な指示を受けなければならない。  

（災害補償） 

第60条 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷

し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基

法及び労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）に定めるところにより災害補償を行う。 

 

第11章 教育訓練 

（教育訓練） 

第61条 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、

技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教

育訓練を行う。 

２ 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう

指示された場合には、特段の事由がない限り指

示された教育訓練を受けなければならない。 

３ 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも

○週間前までに該当従業員に対し文書で通知す

る。 

 

第12章 表彰及び懲戒 

（表彰） 

第62条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する

ときは、表彰することがある。 

① 業務上有益な創意工夫、考案、改善を行

い、会社の業績に貢献したとき 

② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績

が優秀で他の模範となるとき 

③ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事

態に際し適切に対応し、被害を最小限にと

どめるなど特に功労があったとき 

④ 社会的功績があり、会社及び従業員の

名誉となったとき 

⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったと

き 

２  表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。

また、賞状のほか賞金を授与する。 

（懲戒の種類） 

第63条 会社は、従業員が次条のいずれかに該当す

る場合は、その情状に応じ、次の区分により懲

戒を行う。 
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① け ん 責 始末書を提出させて将来を戒

める。 

② 減  給 始末書を提出させて減給する。

ただし、減給は１回の額が平均

賃金の１日分の５割を超えるこ

とはなく、また、総額が１賃金

支払期間における賃金総額の１

割を超えることはない。 

③ 出勤停止 始末書を提出させるほか、○

日間を限度として出勤を停止し、

その間の賃金は支給しない。 

④ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即

時に解雇する。この場合におい

て、所轄の労働基準監督署長の

認定を受けたときは、解雇予告

手当（平均賃金の30日分）を支

給しない。 

（懲戒の事由） 

第64条 従業員が次のいずれかに該当するときは、

情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。 

① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及

ぶとき 

② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、

早退したとき 

③ 過失により会社に損害を与えたとき 

④ 素行不良で会社内の秩序及び風紀を乱し

たとき 

⑤ 性的な言動により、他の従業員に不快な

思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたと

き 

⑥ 性的な関心を示し、又は性的な行為をし

かけることにより、他の従業員の業務に支

障を与えたとき 

⑦ 第11条及び第13条に違反したとき 

⑧ その他この規則に違反し、又は前各号

に準ずる不都合な行為があったとき 

２ 従業員が、次のいずれかに該当するときは、

懲戒解雇する。ただし、平素の服務態度その他

情状によっては、第49条に定める普通解雇、前

条に定める減給又は出勤停止とすることがある。 

①  重要な経歴を詐称して雇用されたとき 

②  正当な理由なく無断欠勤が○日以上に

及び、出勤の督促に応じなかったとき 

③  正当な理由なく無断でしばしば遅刻、

早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって

注意を受けても改めなかったとき 

④  正当な理由なく、しばしば業務上の指

示・命令に従わなかったとき 

⑤  故意又は重大な過失により会社に重大

な損害を与えたとき 

⑥  会社内において刑法その他刑罰法規の

各規定に違反する行為を行い、その犯罪事

実が明らかとなったとき（当該行為が軽微

な違反である場合を除く。） 

⑦  素行不良で著しく会社内の秩序又は風

紀を乱したとき 

⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわ

らず、なお、勤務態度等に関し、改善の見

込みがないとき 

⑨ 相手方の望まない性的言動により、円

滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪

化させ、又はその性的言動に対する相手方

の対応によって、一定の不利益を与えるよ

うな行為を行ったとき 

⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、

物品等を使用したとき 

⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、

又は取引先等より不当な金品を受け、若し

くは求め、又は供応を受けたとき 

⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当

な理由のない誹謗中傷等によって会社の名

誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及

ぼす行為をしたとき 

⑬  正当な理由なく会社の業務上重要な秘

密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又

は業務の正常な運営を阻害したとき 

⑭  その他各前号に準ずる不適切な行為が

あったとき 

３ 第２項の規定による従業員の懲戒解雇に際し、

当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇

の理由を記載した証明書を交付する。 

 

附則 この規則は、平成○年○月○日から施行する。 
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パートタイム労働者就業規則の規定例 

 

第１章  総則 

（目的） 

第１条 この規則は、○○株式会社就業規則第○○

条第○項に基づき、パートタイム労働者の労働

条件、服務規律その他の就業に関することを定

めるものである。 

２ この規則に定めないことについては、労働基

準法その他の関係法令の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において「パートタイム労働者」

とは、第２章の定めにより採用された者で所定

労働時間が１日○時間以内、１週○○時間以内

又は１か月○○○時間以内の契約内容で採用さ

れた者をいう。 

（規則の遵守） 

第３条 会社及びパートタイム労働者は、この規則

を守り、お互いに協力して業務の運営に当たら

なければならない。 

 

第２章 採用および労働契約 

（採用） 

第４条 会社は、パートタイム労働者の採用に当た

っては、就職希望者のうちから選考して採用す

る。 

（労働契約の期間等） 

第５条 会社は、労働契約の締結に当たって期間の

定めをする場合には、３年（満60歳以上のパー

トタイム労働者との契約については５年）の範

囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別

に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。 

２ 前項の場合において、当該労働契約の期間の

満了後における当該契約に係る更新の有無を別

紙の労働条件通知書で示す。 

３  当該契約について更新する場合又はしない場

合の判断の基準は、以下の事項とする。 

① 契約期間満了時の業務量により判断する。 

② 当該パートタイム労働者の勤務成績、態

度により判断する。 

③  当該パートタイム労働者の能力により

判断する。 

④  会社の経営状況により判断する。 

⑤  従事している業務の進捗状況により判

断する。 

（労働条件の明示） 

第６条 会社は、パートタイム労働者の採用に際し

ては、別紙の労働条件通知書及びこの規則の写

しを交付して労働条件を明示する。 

 

第３章 服務規律 

（服務） 

第７条 パートタイム労働者は、業務の正常な運営

を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服

務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、

職場の秩序の保持に努めなければならない。 

① 会社の名誉又は信用を傷つける行為をし

ないこと 

② 会社、取引先等の機密を他に漏らさない

こと 

③ みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤

をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私

用外出及び欠勤をするときは、事前に上司

に届け出ること 

④ 勤務時間中は、みだりに定められた場所

を離れないこと 

⑤ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、

物品等を使用しないこと 

⑥ 職務を利用して自己の利益を図り、また

不正な行為を行わないこと 

 

第４章 労働時間、休憩及び休日 

（労働時間及び休憩） 

第８条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次

のとおりとする。 

       始業時刻 ○時 

       終業時刻 ○時 

休憩時間 ○時から○時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他

やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並

びに休憩時間を繰上げ又は繰下げることがある。 

３ 休憩時間は、自由に利用することができる。 
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　時間単位年休付与の対象者は、すべてのパー

トタイム労働者とする。

　時間単位年休を取得する場合の、１日の年次

有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりと

する。

　時間単位年休は１時間単位で付与する。

①　日曜日及び土曜日

②　国民の祝日（振替休日を含む。）及び国民

　の休日

③　年末年始（12月○○日より、１月○日まで）

④　その他会社が指定する日
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（産前産後の休業） 

第15条 ６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に

出産する予定のパートタイム労働者は、請求に

よって休業することができる。 

２  産後８週間を経過しないパートタイム労働者

は就業させない。ただし、産後６週間を経過し

たパートタイム労働者から請求があった場合に

は、医師が支障がないと認めた業務に就かせる

ことができる。 

（育児時間及び生理休暇） 

第16条 生後１年未満の子を育てるパートタイム労

働者から請求があったときは、休憩時間のほか

１日について２回、１回について30分の育児時

間を与える。 

２  生理日の就業が著しく困難なパートタイム労

働者から請求があったときは、必要な期間休暇

を与える。 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第17条 妊娠中又は出産後１年以内のパートタイム

労働者が母子保健法の規定による健康診査等の

ために勤務時間内に通院する必要がある場合は、

請求により次の範囲で通院のための休暇を認め

る。ただし、医師又は助産師（以下「医師等」

という。）の指示がある場合は、その指示によ

る回数を認める。  

① 妊娠23週まで     ４週間に１回 

② 妊娠24週から35週まで ２週間に１回 

③ 妊娠36週以降     １週間に１回 

２ 妊娠中のパートタイム労働者に対し、通勤時

の混雑が母体の負担になると認められる場合は、

本人の請求により始業時間を30分繰下げ、終業

時間を30分繰上げることを認める。ただし、本

人の請求により合計１日１時間以内を限度とし

て繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。 

３ 妊娠中のパートタイム労働者が業務を長時間

継続することが身体に負担になる場合、本人の

請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとるこ

とを認める。 

４ 妊娠中及び出産後１年以内のパートタイム労

働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受

けた場合は、その指導事項を守ることができる

ようにするために次のことを認める。 

① 作業の軽減 

② 勤務時間の短縮 

③ 休業 

５ 前各項の措置のうち、通院のための休暇、勤

務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱い

は、 有   給 

○○％有給  とする。 

無   給 

（育児休業） 

第18条 育児のために休業することを希望するパー

トタイム労働者（日雇いパートタイム労働者を

除く）であって、１歳に満たない子と同居し、

養育する者は、申出により、育児休業をするこ

とができる。 

２ 配偶者がパートタイム労働者と同じ日から又

はパートタイム労働者より先に育児休業をして

いる場合、パートタイム労働者は、子が１歳２

か月に達するまでの間、出生日以後の産前・産

後休業期間と育児休業期間との合計が１年を限

度として、育児休業をすることができる。 

３ 次のいずれにも該当するパートタイム労働者

は、子の１歳の誕生日から１歳６か月に達する

までの間で必要な日数について育児休業をする

ことができる。なお、休業を開始しようとする

日は、原則として子の１歳の誕生日に限るもの

とする。 

① パートタイム労働者又は配偶者が原則と

して子の１歳誕生日の前日に育児休業をし

ていること 

② 次のいずれかの事情があること 

ア 保育所に入所を希望しているが、入

所できない場合 

イ パートタイム労働者の配偶者であっ

て育児休業の対象となる子の親であり、

１歳以後育児に当たる予定であった者

が、死亡、負傷、疾病等の事情により

　本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の

賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位

年休の時間数を乗じた額とする。

　第２条から前項までに定めのない事項につい

ては、前条の年次有給休暇と同様とする。
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子を養育することが困難になった場合 

４ 育児休業をすることを希望するパートタイム

労働者は、原則として、育児休業を開始しよう

とする日の１か月前（前項に基づく休業の場合

は、２週間前）までに、育児休業申出書を人事

担当者に提出することにより申し出るものとす

る。 

５ 育児休業申出書が提出されたときは、会社は

速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対

し、育児休業取扱通知書を交付する。 

（介護休業） 

第19条 要介護状態にある家族を介護するパート

タイム労働者（日雇パートタイム労働者を除

く）は、申出により、介護を必要とする家族

１人につき、要介護状態ごとに１回、のべ93

日までの範囲内で介護休業をすることができ

る。 

２ 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により、２週間以

上の期間にわたり常時介護を必要とする状態に

ある次の者をいう。 

① 配偶者、父母、子、配偶者の父母 

② 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟

姉妹、孫 

３ 介護休業をすることを希望するパートタイム

労働者は、原則として、介護休業を開始しよう

とする日の２週間前までに、介護休業申出書を

人事担当者に提出することにより申し出るもの

とする。 

４ 介護休業申出書が提出されたときは、会社は

速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対

し、介護休業取扱通知書を交付する。 

（子の看護休暇） 

第20条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するパートタイム労働者（日雇パートタイム労

働者を除く）は、負傷し、又は疾病にかかった

当該子の世話をするために、又は当該子に予防

接種や健康診断を受けさせるために、就業規則

第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該

子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上

の場合は１年間につき10日を限度として、子の

看護休暇を取得することができる。 

（介護休暇） 

第21条 要介護状態にある家族の介護その他の世話

をするパートタイム労働者（日雇パートタイム

労働者を除く）は、就業規則第13条に規定する

年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合

は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間

につき10日を限度として、介護休暇を取得する

ことができる。 

（所定外労働の免除） 

第22条 ３歳に満たない子を養育するパートタイム

労働者（日雇パートタイム労働者を除く）が当

該子を養育するために申し出た場合には、事業

の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労

働時間を超えて労働させることはない。 

（時間外労働及び深夜業の制限） 

第23条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するパートタイム労働者が当該子を養育するた

め又は要介護状態にある家族を介護するパート

タイム労働者が当該家族を介護するために申し

出た場合には、事業の正常な運営に支障がある

場合を除き、１か月について24時間、１年につ

いて150時間を超えて時間外労働をさせること

又は深夜に労働をさせることはない。 

（育児・介護のための短時間勤務） 

第24条 ３歳に満たない子を養育するパートタイム

労働者又は第19条第２項に定める要介護状態に

ある家族を介護するパートタイム労働者（日雇

パートタイム労働者を除く）は、申し出ること

により、１日の所定労働時間を６時間まで短縮

する短時間勤務をすることができる。 

２ 育児のための短時間勤務をしようとする者は、

１回につき１年以内（ただし、子が３歳に達す

るまで）の期間について、短縮を開始しようと

する日（短縮開始予定日）及び短縮を終了しよ

うとする日（短縮終了予定日）を明らかにして、

原則として、短縮開始予定日の１か月前までに、

短時間勤務申出書により人事担当者に申し出な

ければならない。 

３ 介護のための短時間勤務をしようとする者は、

１回につき93日（その対象家族について介護休

業をした場合又は異なる要介護状態について短

時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその
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日数を控除した日数）以内の期間について、短

縮開始予定日及び短縮終了予定日を明らかにし

て、原則として、短縮開始予定日の２週間前ま

でに、人事担当者に申し出なければならない。 

第25条 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護

休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・

介護のための時間外労働及び深夜業の制限、育

児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、

この規則に定めのないことについては、育児・

介護休業法その他の法令で定めるところによる。 

 

第６章 賃金 

（賃金） 

第26条 賃金は、次のとおりとする。 

① 基本給 時間給とし、職務内容、成果、

能力、経験等を考慮して各人別に決定する。 

② 諸手当 

通勤手当 通勤に要する実費を支給する。た

だし、自転車や自動車などの交通用具を使

用しているパートタイム労働者については、

別に定めるところによる。 

皆勤手当 当該賃金計算期間中の皆勤者に支

給する。 月額  ○円 

所定時間外労働手当 第８条第１項の所定労

働時間を超えて労働させたときは、次の算

式により計算して支給する。 

ア １か月60時間以下の時間外労働 

   基本給×1.25×時間外労働時間数 

皆勤手当÷１年を平均した月所定労

働時間数×1.25×時間外労働時間数 

イ １か月60時間を超える時間外労働 

基本給×1.50×時間外労働時間数 

皆勤手当÷１年を平均した月所定労

働時間数×1.50×時間外労働時間数 

休日労働手当 第９条の所定休日に労働させ

たときは、次の算式により計算して支給す

る。 

   基本給×1.35×休日労働時間数 

皆勤手当÷１年を平均した月所定労

働時間数×1.35×休日労働時間数 

深夜労働手当 午後10時から午前５時までの

間に労働させたときは、次の算式により計

算して支給する。 

   基本給×0.25×深夜労働時間数 

皆勤手当÷１年を平均した月所定労

働時間数×0.25×深夜労働時間数 

（休暇等の賃金） 

第27条 第13条第１項で定める年次有給休暇につい

ては、所定労働時間労働したときに支払われる

通常の賃金を支給する。 

２ 第15条で定める産前産後の休業期間について

は、有給（無給）とする。 

３ 第16条第１項で定める育児時間については、

有給（無給）とする。 

４ 第16条第２項で定める生理日の休暇について

は、有給（無給）とする。 

５ 第17条第１項で定める時間内通院の時間につ

いては、有給（無給）とする。 

６ 第17条第２項で定める遅出、早退により就業

しない時間については、有給（無給）とする。 

７ 第17条第３項で定める勤務中の休憩時間につ

いては、有給（無給）とする。 

８ 第17条第４項で定める勤務時間の短縮により

就業しない時間及び休業の期間については、有

給（無給）とする。 

９ 第18条で定める育児休業の期間については、

有給（無給）とする。 

10 第19条で定める介護休業の期間については、

有給（無給）とする。 

11 第20条で定める看護休暇の期間については、

有給（無給）とする。 

12 第21条で定める介護休暇の期間については、

有給（無給）とする。 

13 第23条で定める深夜業の免除により就業しな

い時間については、有給（無給）とする。 

14 第24条で定める短時間勤務により就業しない

時間については、有給（無給）とする。 

（欠勤等の扱い） 

第28条 欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数

に対する賃金は支払わないものとする。この場

合の時間数の計算は、分単位とする。 

（賃金の支払） 

第29条 賃金は、前月○○日から当月○○日までの

分について、当月○○日（支払日が休日に当た
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る場合はその前日）に通貨で直接その金額を本

人に支払う。 

２  次に掲げるものは賃金から控除するものとす

る。 

①  源泉所得税 

②  住民税 

③  雇用保険及び社会保険の被保険者につい

ては、その保険料の被保険者の負担分 

④  その他、従業員の過半数を代表する者と

の書面による協定により控除することとし

たもの 

（昇給） 

第30条  １年以上勤続し、成績の優秀なパートタイ

ム労働者については、その勤務成績、職務遂行

能力等を考慮し昇給を行う。 

２  昇給は、原則として年１回とし、○月に実施

する。 

（賞与） 

第31条 毎年○月○日及び○月○日に在籍し、○か

月以上勤続したパートタイム労働者に対しては、

その勤務成績、職務内容等を考慮し賞与を支給

する。 

２  賞与は、原則として年２回、○月○日及び○

月○日（支払日が休日に当たる場合はその前

日）に支給する。 

３  支給額及び支給基準は、その期の会社の業績

を考慮してその都度定める。 

（退職金） 

第32条 勤続○年以上のパートタイム労働者が退職

し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。

ただし第48条第２項により懲戒解雇された場合

は、退職金の全部又は一部を支給しないことが

ある。 

（退職金額等） 

第33条  退職金は、退職又は解雇時の基本給に勤続

年数に応じて定めた別表（略）の支給率を乗じ

て計算した金額とする。 

２  退職金は、支給事由の生じた日から○か月以

内に退職したパートタイム労働者（死亡した場

合はその遺族）に支払う。 

 

第７章 退職、雇止め及び解雇 

（退職） 

第34条 パートタイム労働者が次のいずれかに該当

するときは、退職とする。 

① 労働契約に期間の定めがあり、かつ、労

働条件通知書にその契約の更新がない旨あ

らかじめ示されている場合は、その期間が

満了したとき 

② 本人の都合により退職を申し出て会社が

認めた時、又は退職の申出をしてから14日

を経過したとき 

③ 本人が死亡したとき 

２ パートタイム労働者が、退職の場合において、

使用期間、業務の種類、その事業における地位、

賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合

はその理由を含む。）について証明書を請求し

た場合は、遅滞なくこれを交付する。 

（雇止め） 

第35条  労働契約に期間の定めがあり、労働条件通

知書にその契約を更新する場合がある旨をあら

かじめ明示していたパートタイム労働者の労働

契約を更新しない場合には、少なくとも契約が

満了する日の30日前までに予告する。 

２ 前項の場合において、当該パートタイム労働

者が、雇止めの予告後に雇止めの理由について

証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交

付する。雇止めの後においても同様とする。 

（解雇） 

第36条 パートタイム労働者が、次のいずれかに該

当するときは解雇する。この場合において、少

なくとも30日前に予告をするか又は予告に代え

て平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払

う。 

① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、

向上の見込みがなく、他の職務にも転換で

きない等、就業に適さないと認められたと

き 

② 業務上の負傷又は疾病による療養の開始

後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治

らない場合であって、パートタイム労働者

が傷病補償年金を受けているとき又は受け

ることとなったとき（会社が打切り補償を

支払ったときを含む。） 

－ 64 －



142
― 66 ― 

③ 身体又は精神に障害がある場合で、適正

な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮して

もなお業務に耐えられないと認められたと

き 

④ 事業の運営上やむを得ない事情又は天災

事変その他これに準ずるやむを得ない事情

により、事業の継続が困難となったとき又

は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行

う必要が生じ、他の職務に転換させること

が困難なとき 

⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由

があるとき 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日

数だけ短縮する。 

３ パートタイム労働者が、解雇の予告がされた

日から退職の日までの間に当該解雇の理由につ

いて証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを

交付する。 

 

第８章 福利厚生等 

（福利厚生） 

第37条 会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生に

ついては、社員と同様の取り扱いをする。 

（雇用保険等） 

第38条 会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金

保険の被保険者に該当するパートタイム労働者

については、必要な手続きをとる。 

（教育訓練の実施） 

第39条 会社は、社員に実施する教育訓練で当該社

員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与す

るものについては、職務内容が同一のパートタ

イム労働者に対して、社員と同様に実施する。 

２ 会社は、前項のほか、パートタイム労働者の

職務内容、成果、能力、経験等に応じ教育訓練

を実施する。 

 

第９章 安全衛生及び災害補償 

（安全衛生の確保） 

第40条 会社は、パートタイム労働者の作業環境の

改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その

他必要な措置を講ずる。 

２  パートタイム労働者は、安全衛生に関する法

令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力

して労働災害の防止に努めなければならない。 

（健康診断） 

第41条 引き続き１年以上（労働安全衛生規則第13

条第１項第２号に掲げる業務に従事する者につ

いては６か月以上）使用され、又は使用するこ

とが予定されているパートタイム労働者に対し

ては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。 

２  有害な業務に従事するパートタイム労働者に

対しては、特殊健康診断を行う。 

（安全衛生教育） 

第42条 パートタイム労働者に対し、採用の際及び

配置換え等により作業内容を変更した際には、

必要な安全衛生教育を行う。 

（災害補償） 

第43条 パートタイム労働者が業務上の事由若しく

は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡し

た場合は、労働者災害補償保険法に定める保険

給付を受けるものとする。 

２ パートタイム労働者が業務上負傷し又は疾病

にかかり療養のため休業する場合の最初の３日

間については、会社は平均賃金の60％の休業補

償を行う。 

 

第10章  社員への転換 

（社員への転換） 

第44条 １年以上勤続し、社員への転換を希望する

パートタイム労働者については、次の要件を満

たす場合、社員として採用し、労働契約を締結

するものとする。 

① １日８時間、１週40時間の勤務ができる

こと 

② 所属長の推薦があること 

③ 面接試験に合格したこと 

２  前項の場合において、会社は当該パートタイ

ム労働者に対して必要な教育訓練を行う。 

３ 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の

算定において、パートタイム労働者としての勤

４ 転換時期は毎年４月１日とする。

続年数を通算する。 
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第11章　無期労働契約への転換

（無期労働契約への転換）

第45条　期間の定めのある労働契約で雇用するパー

トタイム労働者のうち、通算契約期間が５年を

超える者は、別に定める様式で申込むことによ

り、現在締結している有期労働契約の契約期間

の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約

での雇用に転換することができる。

２　前項の通算契約期間は、平成25年４月１日以

降に開始する有期労働契約の契約期間を通算す

るものとし、現在締結している有期労働契約に

ついては、その末日までの期間とする。ただし、

労働契約が締結されていない期間が連続して６

ヵ月以上ある社員については、それ以前の契約

期間は通算契約期間に含めない。

３　この規則に定める労働条件は、第１項の規定

により期間の定めない労働契約での雇用に転換

した後も引き続き適用する。ただし、無期労働

契約に転換した従業員に係る定年は、満○歳と

し、定年に達した日の属する月の末日をもって

退職とする。

第12章　表彰及び懲戒

（表彰）

第46条　パートタイム労働者が次の各号のいずれか

に該当するときは表彰をする。

①　永年勤続し、勤務成績が優れているとき

（永年勤続は○年、○年、○年とする）

②　勤務成績が優れ、業務に関連して有益な

改良、改善、提案等を行い、業績の向上に

貢献したとき

③ 重大な事故、災害を未然に防止し、又は

事故災害等の非常の際に適切な行動により

災害の拡大を防ぐ等特別の功労があったと

き

④　人命救助その他社会的に功績があり、会

社の名誉を高めたとき

⑤ その他前各号に準ずる行為で、他の従業

員の模範となり、又は会社の名誉信用を高

めたとき

（表彰の種類）

第47条 表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の

内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給

又は特別休暇を付与する。

２ 表彰は、個人又はグループを対象に、原則と

して会社創立記念日に行う。

（懲戒の種類）

第48条　会社は、その情状に応じ次の区分により懲

戒を行う。

①　け ん 責　始末書を提出させ将来を戒

める。

②　減　　給　始末書を提出させ減給する。

ただし、減給は、１回の額が平均賃金の１

日分の５割（２分の１）を超え、総額が１

賃金支払期間における賃金の１割（10分の

１）を超えることはない。

③　出勤停止　始末書を提出させるほか、

○日間を限度として出勤を停止し、その間

の賃金は支給しない。

④　懲戒解雇　即時に解雇する。

（懲戒の事由）

第49条　パートタイム労働者が次のいずれかに該当

するときは、けん責、減給又は出勤停止とする。

①　正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶ

とき

② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早

退をするなど勤務に熱心でないとき

③　過失により会社に損害を与えたとき

④　素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱し

たとき

⑤　会社内において、性的な言動によって他

人に不快な思いをさせたり、職場の環境を

悪くしたとき

⑥　会社内において、性的な関心を示したり、

性的な行為をしかけたりして、他の従業員

の業務に支障を与えたとき

⑦ その他この規則に違反し、又は前各号に

準ずる不適切な行為があったとき

２ パートタイム労働者が次のいずれかに該当す

るときは、懲戒解雇とする。

①　正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、

出勤の督促に応じないとき

②　正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を繰り

返し、○回にわたって注意を受けても改め
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育児・介護休業等に関する規則例 

 

第１章 目的 

（目的） 

第１条 本規則は、従業員の育児・介護休業、子の

看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働

の免除、育児・介護のための時間外労働及び深

夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関

する取扱いについて定めるものである。 

 

第２章 育児休業制度 

（育児休業の対象者） 

第２条 育児のために休業することを希望する従業

員（日雇従業員を除く）であって、１歳に満た

ない子と同居し、養育する者は、この規則に定

めるところにより育児休業をすることができる。

ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点

において、次のいずれにも該当する者に限り育

児休業をすることができる。 

① 入社１年以上であること 

② 子が１歳に達する日を超えて雇用関係が

継続することが見込まれること 

③ 子が１歳に達する日から１年を経過する

日までに労働契約期間が満了し、更新され

ないことが明らかでないこと。 

２ １にかかわらず、労使協定により除外された

次の従業員からの休業の申出は拒むことができ

る。 

① 入社１年未満の従業員 

② 申出の日から１年以内に雇用関係が終了

することが明らかな従業員 

③ １週間の所定労働日数が２日以下の従業 

 員 

３ 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より

先に育児休業をしている場合、従業員は、子が

１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の

産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が

１年を限度として、育児休業をすることができ

る。 

４ 次のいずれにも該当する従業員は、子が１歳

６か月に達するまでの間で必要な日数について

育児休業をすることができる。なお、育児休業

を開始しようとする日は、原則として子の１歳

の誕生日に限るものとする。  

① 従業員又は配偶者が原則として子の１歳

の誕生日の前日に育児休業をしていること 

② 次のいずれかの事情があること 

    ア 保育所に入所を希望しているが、入所

できない場合  

イ 従業員の配偶者であって育児休業の対

象となる子の親であり、１歳以降育児に

当たる予定であった者が、死亡、負傷、

疾病等の事情により子を養育することが

困難になった場合 

（育児休業の申出の手続等） 

第３条 育児休業をすることを希望する従業員は、

原則として育児休業を開始しようとする日（以

下「育児休業開始予定日」という。）の１か月

前（第２条第４項に基づく１歳を超える休業の

場合は、２週間前）までに育児休業申出書（社

内様式１）を人事部労務課に提出することによ

り申し出るものとする。なお、育児休業中の期

間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、

引き続き休業を希望する場合には、更新された

労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とし

て、育児休業申出書により再度の申出を行うも

のとする。  

２ 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、

一子につき１回限りとする。ただし、産後休業

をしていない従業員が、子の出生日又は出産予

定日のいずれか遅い方から８週間以内にした最

初の育児休業については、１回の申出にカウン

トしない。 

① 第２条第１項に基づく休業をした者が同

条第４項に基づく休業の申出をしようとす

る場合又は本条第１項後段の申出をしよう

とする場合 

② 配偶者の死亡等特別の事情がある場合  

３ 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、

必要最小限度の各種証明書の提出を求めること

がある。 

４ 育児休業申出書が提出されたときは、会社は

速やかに当該育児休業申出書を提出した者（以
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下この章において「申出者」という。）に対し、

育児休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、

申出者は、出生後２週間以内に人事部労務課に

育児休業対象児出生届（社内様式３）を提出し

なければならない。  

（育児休業の申出の撤回等） 

第４条 申出者は、育児休業開始予定日の前日まで

は、育児休業申出撤回届（社内様式４）を人事

部労務課に提出することにより、育児休業の申

出を撤回することができる。  

２ 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会

社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出し

た者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式

２）を交付する。 

３ 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情

がない限り同一の子については再度申出をする

ことができない。ただし、第２条第１項に基づ

く休業の申出を撤回した者であっても、同条第

４項に基づく休業の申出をすることができる。  

４ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡

等により申出者が休業申出に係る子を養育しな

いこととなった場合には、育児休業の申出はさ

れなかったものとみなす。この場合において、

申出者は、原則として当該事由が発生した日に、

人事部労務課にその旨を通知しなければならな

い。 

（育児休業の期間等） 

第５条 育児休業の期間は、原則として、子が１歳

に達するまで（第２条第３項及び第４項に基づ

く休業の場合は、それぞれ定められた時期ま

で）を限度として育児休業申出書（社内様式

１）に記載された期間とする。  

２ １にかかわらず、会社は、育児・介護休業法

の定めるところにより育児休業開始予定日の指

定を行うことができる。  

３ 従業員は、育児休業期間変更申出書（社内様

式５）により人事部労務課に、育児休業開始予

定日の１週間前までに申し出ることにより、育

児休業開始予定日の繰上げ変更を、また、育児

休業を終了しようとする日（以下「育児休業終

了予定日」という。）の１か月前（第２条第４

項に基づく休業をしている場合は、２週間前）

までに申し出ることにより、育児休業終了予定

日の繰下げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休

業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として１

回に限り行うことができるが、第２条第４項に

基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく

休業とは別に、子が１歳から１歳６か月に達す

るまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日

の繰下げ変更を行うことができる。  

４ 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、

会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を

提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内

様式２）を交付する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、育児休業は終了するものとし、当該育

児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

① 子の死亡等育児休業に係る子を養育しな

いこととなった場合 

 当該事由が発生した日（なお、この場

合において本人が出勤する日は、事由

発生の日から２週間以内であって、会

社と本人が話し合いの上決定した日と

する。） 

② 育児休業に係る子が１歳に達した場合等 

子が１歳に達した日（第２条第３項 

に基づく休業の場合を除く。第２条第

４項に基づく休業の場合は、子が１歳

６か月に達した日） 

③ 申出者について、産前産後休業、介護休

業又は新たな育児休業期間が始まった場合 

産前産後休業、介護休業又は新たな 

育児休業の開始日の前日 

④ 第２条第３項に基づく休業において、出

生日以後の産前・産後休業期間と育児休業

期間との合計が１年に達した場合 

      当該１年に達した日 

６ ５ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に人事部労務課に

その旨を通知しなければならない。 
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下この章において「申出者」という。）に対し、

育児休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、

申出者は、出生後２週間以内に人事部労務課に

育児休業対象児出生届（社内様式３）を提出し

なければならない。  

（育児休業の申出の撤回等） 

第４条 申出者は、育児休業開始予定日の前日まで

は、育児休業申出撤回届（社内様式４）を人事

部労務課に提出することにより、育児休業の申

出を撤回することができる。  

２ 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会

社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出し

た者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式

２）を交付する。 

３ 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情

がない限り同一の子については再度申出をする

ことができない。ただし、第２条第１項に基づ

く休業の申出を撤回した者であっても、同条第

４項に基づく休業の申出をすることができる。  

４ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡

等により申出者が休業申出に係る子を養育しな

いこととなった場合には、育児休業の申出はさ

れなかったものとみなす。この場合において、

申出者は、原則として当該事由が発生した日に、

人事部労務課にその旨を通知しなければならな

い。 

（育児休業の期間等） 

第５条 育児休業の期間は、原則として、子が１歳

に達するまで（第２条第３項及び第４項に基づ

く休業の場合は、それぞれ定められた時期ま

で）を限度として育児休業申出書（社内様式

１）に記載された期間とする。  

２ １にかかわらず、会社は、育児・介護休業法

の定めるところにより育児休業開始予定日の指

定を行うことができる。  

３ 従業員は、育児休業期間変更申出書（社内様

式５）により人事部労務課に、育児休業開始予

定日の１週間前までに申し出ることにより、育

児休業開始予定日の繰上げ変更を、また、育児

休業を終了しようとする日（以下「育児休業終

了予定日」という。）の１か月前（第２条第４

項に基づく休業をしている場合は、２週間前）

までに申し出ることにより、育児休業終了予定

日の繰下げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休

業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として１

回に限り行うことができるが、第２条第４項に

基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく

休業とは別に、子が１歳から１歳６か月に達す

るまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日

の繰下げ変更を行うことができる。  

４ 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、

会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を

提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内

様式２）を交付する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、育児休業は終了するものとし、当該育

児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

① 子の死亡等育児休業に係る子を養育しな

いこととなった場合 

 当該事由が発生した日（なお、この場

合において本人が出勤する日は、事由

発生の日から２週間以内であって、会

社と本人が話し合いの上決定した日と

する。） 

② 育児休業に係る子が１歳に達した場合等 

子が１歳に達した日（第２条第３項 

に基づく休業の場合を除く。第２条第

４項に基づく休業の場合は、子が１歳

６か月に達した日） 

③ 申出者について、産前産後休業、介護休

業又は新たな育児休業期間が始まった場合 

産前産後休業、介護休業又は新たな 

育児休業の開始日の前日 

④ 第２条第３項に基づく休業において、出

生日以後の産前・産後休業期間と育児休業

期間との合計が１年に達した場合 

      当該１年に達した日 

６ ５ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に人事部労務課に

その旨を通知しなければならない。 
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第３章 介護休業制度 

（介護休業の対象者） 

第６条 要介護状態にある家族を介護する従業員

（日雇従業員を除く）は、この規則に定めると

ころにより介護休業をすることができる。ただ

し、期間契約従業員にあっては、申出時点にお

いて、次のいずれにも該当する者に限り介護休

業をすることができる。 

① 入社１年以上であること 

② 介護休業を開始しようとする日（以下

「介護休業開始予定日」という。）から 93

日を経過する日（93日経過日）を超えて雇

用関係が継続することが見込まれること 

③ 93日経過日から１年を経過する日までに

労働契約期間が満了し、更新されないこと

が明らかでないこと  

２ １にかかわらず、労使協定により除外された

次の従業員からの休業の申出は拒むことができ

る。 

① 入社１年未満の従業員 

② 申出の日から93日以内に雇用関係が終了

することが明らかな従業員 

③ １週間の所定労働日数が２日以下の従業

員 

３ この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病

又は身体上若しくは精神上の障害により、２週

間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状

態にある次の者をいう。  

① 配偶者  

② 父母  

③ 子  

④ 配偶者の父母  

⑤ 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員

が同居し、かつ、扶養している者  

⑥ 上記以外の家族で会社が認めた者 

（介護休業の申出の手続等） 

第７条 介護休業をすることを希望する従業員は、

原則として介護休業開始予定日の２週間前まで

に、介護休業申出書（社内様式６）を人事部労

務課に提出することにより申し出るものとする。

なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約

を更新するに当たり、引き続き休業を希望する

場合には、更新された労働契約期間の初日を介

護休業開始予定日として、介護休業申出書によ

り再度の申出を行うものとする。 

２ 申出は、特別な事情がない限り、対象家族１

人につき１要介護状態ごとに１回とする。ただ

し、１の後段の申出をしようとする場合にあっ

ては、この限りでない。 

３ 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、

必要最小限度の各種証明書の提出を求めること

がある。 

４ 介護休業申出書が提出されたときは、会社は

速やかに当該介護休業申出書を提出した者（以

下この章において「申出者」という。）に対し、

介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

（介護休業の申出の撤回等） 

第８条 申出者は、介護休業開始予定日の前日まで

は、介護休業申出撤回届（社内様式４）を人事

部労務課に提出することにより、介護休業の申

出を撤回することができる。  

２ 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会

社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出し

た者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式

２）を交付する。 

３ 介護休業の申出を撤回した者について、同一

対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は

原則として１回とし、特段の事情がある場合に

ついて会社がこれを適当と認めた場合には、１

回を超えて申し出ることができるものとする。  

４ 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係

る家族の死亡等により申出者が家族を介護しな

いこととなった場合には、介護休業の申出はさ

れなかったものとみなす。この場合において、

申出者は、原則として当該事由が発生した日に、

人事部労務課にその旨を通知しなければならな

い。 

（介護休業の期間等）

第９条 介護休業の期間は、対象家族１人につき、

原則として、通算93日間の範囲（介護休業開始

予定日から起算して93日を経過する日までをい

う。）内で、介護休業申出書（社内様式６）に

記載された期間とする。 

ただし、同一家族について、異なる要介護状
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態について介護休業をしたことがある場合又は

第16条に規定する介護短時間勤務の適用を受け

た場合は、その日数も通算して93日間までを原

則とする。  

２ １にかかわらず、会社は、育児・介護休業法

の定めるところにより介護休業開始予定日の指

定を行うことができる。  

３ 従業員は、介護休業期間変更申出書（社内様

式５）により、介護休業を終了しようとする日

（以下「介護休業終了予定日」という。）の２

週間前までに人事部労務課に申し出ることによ

り、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うこ

とができる。 

この場合において、介護休業開始予定日から

変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算

93日（異なる要介護状態について介護休業をし

たことがある場合又は第16条に規定する介護短

時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその

日数を控除した日数）の範囲を超えないことを

原則とする。  

４ 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、

会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を

提出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内

様式２）を交付する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、介護休業は終了するものとし、当該介

護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

① 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護

しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この 

場合において本人が出勤する日は、事由

発生の日から２週間以内であって、会社

と本人が話し合いの上決定した日とす

る。） 

② 申出者について、産前産後休業、育児休

業又は新たな介護休業が始まった場合 

産前産後休業、育児休業又は新たな介

護休業の開始日の前日 

６ ５ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に人事部労務課に

その旨を通知しなければならない。  

 

第４章 子の看護休暇 

（子の看護休暇） 

第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、

若しくは疾病にかかった当該子の世話をするた

めに、又は当該子に予防接種や健康診断を受け

させるために、就業規則第19条に規定する年次

有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年

間につき５日、２人以上の場合は１年間につき

10日を限度として、子の看護休暇を取得するこ

とができる。この場合の１年間とは、４月１日

から翌年３月31日までの期間とする。ただし、

労使協定によって除外された次の従業員からの

子の看護休暇の申出は拒むことができる。 

① 入社６か月未満の従業員 

② １週間の所定労働日数が２日以下の従業

員  

２ 子の看護休暇は、時間単位で取得することが

できる。 

３ 取得しようとする者は、原則として、事前に

人事部労務課に申し出るものとする。  

４ 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当

たっては、取得期間は通常の勤務をしたものと

みなす。 

 

第５章 介護休暇 

（介護休暇） 

第11条 要介護状態にある家族の介護その他の世話

をする従業員（日雇従業員を除く）は、就業規

則第19条に規定する年次有給休暇とは別に、当

該対象家族が１人の場合は１年間につき５日、

２人以上の場合は１年間につき10日を限度とし

て、介護休暇を取得することができる。この場

合の１年間とは、４月１日から翌年３月31日ま

での期間とする。ただし、労使協定によって除

外された次の従業員からの介護休暇の申出は拒

むことができる。 

① 入社６か月未満の従業員 

② １週間の所定労働日数が２日以下の従業 

 員 

２ 介護休暇は、時間単位で取得することができ

る。 
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３ 取得しようとする者は、原則として、事前に

人事部労務課に申し出るものとする。  

４ 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当

たっては、取得期間は通常の勤務をしたものと

みなす。 

 

第６章 所定外労働の免除 

（育児のための所定外労働の免除） 

第12条 ３歳に満たない子を養育する従業員（日雇

従業員を除く）が当該子を養育するために申し

出た場合には、事業の正常な運営に支障がある

場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせ

ることはない。  

２ １にかかわらず、労使協定によって除外され

た次の従業員からの所定外労働の免除の申出は

拒むことができる。  

（1）入社１年未満の従業員  

（2）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か

月以上１年以内の期間（以下この条において

「免除期間」という。）について、免除を開始

しようとする日（以下この条において「免除開

始予定日」という。）及び免除を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、免除開始

予定日の１か月前までに、育児のための所定外

労働免除申出書（社内様式７）を人事部労務課

に提出するものとする。この場合において、免

除期間は、次条第３項に規定する制限期間と重

複しないようにしなければならない。  

４ 会社は、所定外労働免除申出書を受け取るに

当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求

めることがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、

所定外労働免除申出書を提出した者（以下この

条において「申出者」という。）は、出生後２

週間以内に人事部労務課に所定外労働免除対象

児出生届（社内様式３）を提出しなければなら

ない。  

６ 免除開始予定日の前日までに、申出に係る子

の死亡等により申出者が子を養育しないことと

なった場合には、申出されなかったものとみな 

す。この場合において、申出者は、原則として

当該事由が発生した日に、人事部労務課にその

旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、免除期間は終了するものとし、当該免

除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

① 子の死亡等免除に係る子を養育しないこ

ととなった場合 

当該事由が発生した日  

② 免除に係る子が３歳に達した場合  

当該３歳に達した日  

③ 申出者について、産前産後休業、育児休

業又は介護休業が始まった場合   

産前産後休業、育児休業又は介護休業

の開始日の前日  

８ ７ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に、人事部労務課

にその旨を通知しなければならない。  

 

第７章 時間外労働の制限 

（育児・介護のための時間外労働の制限） 

第13条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する従業員が当該子を養育するため又は要介護

状態にある家族を介護する従業員が当該家族を

介護するために申し出た場合には、就業規則第

18条の規定及び時間外労働に関する協定にかか

わらず、事業の正常な運営に支障がある場合を

除き、１か月について24時間、１年について

150時間を超えて時間外労働をさせることはな

い。  

２ １にかかわらず、次の①から③のいずれかに

該当する従業員からの時間外労働の制限の申出

は拒むことができる。 

① 日雇従業員  

② 入社１年未満の従業員  

③ １週間の所定労働日数が２日以下の従業

員  

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１

か月以上１年以内の期間（以下この条におい

て「制限期間」という。）について、制限を開

始しようとする日（以下この条において「制

限開始予定日」という。）及び制限を終了しよ

うとする日を明らかにして、原則として、制
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限開始予定日の１か月前までに、育児・介護

のための時間外労働制限申出書（社内様式

８）を人事部労務課に提出するものとする。 

この場合において、制限期間は、前条第３項

に規定する免除期間と重複しないようにしな

ければならない。 

４ 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るに

当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求

めることがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、

時間外労働制限申出書を提出した者（以下この

条において「申出者」という。）は、出生後２

週間以内に人事部労務課に時間外労働制限対象

児出生届（社内様式３）を提出しなければなら

ない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家

族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を

介護しないこととなった場合には、申出されな

かったものとみなす。この場合において、申出

者は、原則として当該事由が発生した日に、人

事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、制限期間は終了するものとし、当該制

限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家

族を介護しないこととなった場合 

      当該事由が発生した日  

② 制限に係る子が小学校就学の始期に達し

た場合 

      子が６歳に達する日の属する年度の３

月31日  

③ 申出者について、産前産後休業、育児休

業又は介護休業が始まった場合 

      産前産後休業、育児休業又は介護休業

の開始日の前日  

８ ７ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に、人事部労務課

にその旨を通知しなければならない。 

 

第８章 深夜業の制限 

（育児・介護のための深夜業の制限） 

第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する従業員が当該子を養育するため又は要介護

状態にある家族を介護する従業員が当該家族を

介護するために申し出た場合には、就業規則第

18条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に

支障がある場合を除き、午後10時から午前５時

までの間（以下「深夜」という。）に労働させ

ることはない。  

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する従

業員からの深夜業の制限の申出は拒むことがで

きる。  

① 日雇従業員  

② 入社１年未満の従業員  

③ 申出に係る家族の16歳以上の同居の家族

が次のいずれにも該当する従業員 

ア 深夜において就業していない者（１か

月について深夜における就業が３日以下

の者を含む。）であること 

イ 心身の状況が申出に係る子の保育又は

家族の介護をすることができる者である

こと 

ウ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

14週間）以内に出産予定でなく、かつ産

後８週間以内でない者であること 

④ １週間の所定労働日数が２日以下の従業

員  

⑤ 所定労働時間の全部が深夜にある従業員  

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か

月以上６か月以内の期間（以下この条において

「制限期間」という。）について、制限を開始

しようとする日（以下この条において「制限開

始予定日」という。）及び制限を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、制限開始

予定日の１か月前までに、育児・介護のための

深夜業制限申出書（社内様式９）を人事部労務

課に提出するものとする。  

４ 会社は、深夜業制限申出書を受け取るに当た

り、必要最小限度の各種証明書の提出を求める

ことがある。  

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、

深夜業制限申出書を提出した者（以下この条に

おいて「申出者」という。）は、出生後２週間

以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届
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（社内様式３）を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家

族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を

介護しないこととなった場合には、申出されな

かったものとみなす。この場合において、申出

者は、原則として当該事由が発生した日に、人

事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、制限期間は終了するものとし、当該制

限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家

族を介護しないこととなった場合  

当該事由が発生した日  

② 制限に係る子が小学校就学の始期に達し

た場合  

子が６歳に達する日の属する年度の 

３月31日  

③ 申出者について、産前産後休業、育児休

業又は介護休業が始まった場合  

産前産後休業、育児休業又は介護休 

業の開始日の前日 

８ ７ ①の事由が生じた場合には、申出者は原

則として当該事由が生じた日に、人事部労務課

にその旨を通知しなければならない。 

９ 制限期間中の給与については、別途定める給

与規定に基づく基本給を時間換算した額を基礎

とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を

支給する。  

10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社

は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがあ

る。  

  

第９章 所定労働時間の短縮措置等 

（育児短時間勤務） 

第15条 ３歳に満たない子を養育する従業員は、申

し出ることにより、就業規則第16条の所定労働

時間について、以下のように変更することがで

きる。 

所定労働時間を午前９時から午後４時まで

（うち休憩時間は、午前12時から午後１時まで

の１時間とする。）の６時間とする（１歳に満

たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ず

つ２回の育児時間を請求することができる。）。 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する従

業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことが

できる。 

① 日雇従業員 

② １日の所定労働時間が６時間以下である

従業員 

③ 労使協定によって除外された次の従業員

ア 入社１年未満の従業員 

イ １週間の所定労働日数が２日以下の従

業員 

ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照ら

して所定労働時間の短縮措置を講ずるこ

とが困難と認められる業務として別に定

める業務に従事する従業員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１

か月以上１年以内の期間について、短縮を開

始しようとする日及び短縮を終了しようとす

る日を明らかにして、原則として、短縮開始

予定日の１か月前までに、育児短時間勤務申

出書(社内様式11)により人事部労務課に申し

出なければならない。申出書が提出されたと

きは、会社は速やかに申出者に対し、育児短

時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交付する。

その他適用のための手続等については、第３

条から第５条までの規定（第３条第２項及び

第４条第３項を除く。）を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、

別途定める給与規定に基づく基本給を時間換算

した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸

手当の全額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度

の適用を受ける期間がある場合においては、短

縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本

制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしてい

るものとみなす。 

（業務上育児短時間勤務が困難な従業員に対する代

替措置） 

第15条の２ 前条第２項③ウの従業員は、申し出る

ことにより、子が３歳に達するまでの間、育児

休業をすることができる。 
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２ １の育児休業に関する手続その他の事項につ

いては、第２章に定める育児休業に準じるもの

とする。ただし、第３条第２項及び第４条第３

項の規定は準用しない。 

（育児のための時差出勤の制度） 

第15条の３ 小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する従業員は、申し出ることにより、就業

規則第16条の始業及び終業の時刻について、以

下のように変更することができる。 

・通常勤務=午前８時30分始業、午後５時30

分終業 

・時差出勤A=午前８時始業、午後５時終業 

・時差出勤B=午前９時始業、午後６時終業 

・時差出勤C=午前10時始業、午後７時終業 

２ １にかかわらず、日雇従業員からの育児の

ための時差出勤の制度の申出は拒むことがで

きる。 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１

年以内の期間について、制度の適用を開始し

ようとする日及び終了しようとする日並びに

時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更する

かを明らかにして、原則として適用開始予定

日の１か月前までに、育児時差出勤申出書

（社内様式14）により人事部労務課に申し出

なければならない。申出書が提出されたとき

は、会社は速やかに申出者に対し、育児時差

出勤取扱通知書（社内様式15）を交付する。

その他適用のための手続等については、第３

条から第５条までの規定（第３条第２項及び

第４条第３項を除く。）を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与に

ついては、通常の勤務をしているものとし減

額しない。 

５ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、

本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をし

ているものとみなす。 

（介護短時間勤務） 

第16条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、

申し出ることにより、対象家族１人当たり通算

93日間の範囲内を原則として、就業規則第16条

の所定労働時間について、以下のように変更す

ることができる。 

所定労働時間を午前９時から午後４時まで

（うち休憩時間は、午前12時から午後１時まで

の１時間とする。）の６時間とする。ただし、

同一家族について既に介護休業をした場合又は

異なる要介護状態について介護短時間勤務の適

用を受けた場合は、その日数も通算して93日間

までを原則とする。 

２ １にかかわらず、日雇従業員からの介護短時

間勤務の申出は拒むことができる。 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、93日

（介護休業をした場合又は異なる要介護状態に

ついて介護短時間勤務の適用を受けた場合は、

93日からその日数を控除した日数）以内の期間

について、短縮を開始しようとする日及び短縮

を終了しようとする日を明らかにして、原則と

して、短縮開始予定日の２週間前までに、介護

短時間勤務申出書（社内様式12）により人事部

労務課に申し出なければならない。申出書が提

出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、

介護短時間勤務取扱通知書（社内様式13）を交

付する。その他適用のための手続等については、

第７条から第９条までの規定を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、

別途定める給与規定に基づく基本給を時間換算

した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸

手当の全額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度

の適用を受ける期間がある場合においては、短

縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本

制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしてい

るものとみなす。 

（介護のための時差出勤の制度） 

第16条の２ 要介護状態にある家族を介護する従業

員は、申し出ることにより、対象家族１人当た

り通算93日間の範囲内を原則として、就業規則

第16条の始業及び終業の時刻について、以下の

ように変更することができる。 

・通常勤務=午前８時30分始業、午後５時30

分終業 

・時差出勤A=午前８時始業、午後５時終業 

・時差出勤B=午前９時始業、午後６時終業 
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・時差出勤C=午前10時始業、午後７時終業 

ただし、既に第９条に規定する介護休業を

した場合は、介護休業開始予定日から起算し

て93日の範囲内を原則とする。 

２ １にかかわらず、日雇従業員からの介護のた

めの時差出勤の制度の申出は拒むことができる。 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、93日

（介護休業をした場合又は異なる要介護状態に

ついて介護のための時差出勤の制度の適用を受

けた場合は、93日からその日数を控除した日

数）以内の期間について、制度の適用を開始し

ようとする日及び終了しようとする日並びに時

差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを

明らかにして、原則として、適用開始予定日の

２週間前までに、介護時差出勤申出書（社内様

式16）により人事部労務課に申し出なければな

らない。申出書が提出されたときは、会社は速

やかに申出者に対し、介護時差出勤取扱通知書

（社内様式17）を交付する。その他適用のため

の手続等については、第７条から第９条までの

規定を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与につ

いては、通常の勤務をしているものとし減額し

ない。 

５ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本

制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしてい

るものとみなす。 

 

第10章 その他の事項 

（給与等の取扱い） 

第17条 育児・介護休業の期間については、基本給

その他の月毎に支払われる給与は支給しない。 

２ 賞与については、その算定対象期間に育児・

介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤

日数により日割りで計算した額を支給する。 

３ 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わ

ないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇

給日が到来した者については、復職後に昇給さ

せるものとする。  

４ 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業

をした期間を勤務したものとして勤続年数を計

算するものとする。 

（介護休業期間中の社会保険料の取扱い） 

第18条 介護休業により給与が支払われない月にお

ける社会保険料の被保険者負担分は、各月に会

社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求

するものとし、従業員は会社が指定する日まで

に支払うものとする。 

（教育訓練） 

第19条 会社は、３か月以上の育児休業又は１か月

以上の介護休業をする従業員で、休業期間中、

職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プ

ログラムを実施する。 

２ 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本

計画に沿って、当該従業員が休業をしている間、

同プログラムを行う。 

３ 同プログラムの実施に要する費用は会社が負

担する。 

（復職後の勤務） 

第20条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、

休業直前の部署及び職務とする。 

２ １にかかわらず、本人の希望がある場合及び

組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、

部署及び職務の変更を行うことがある。この場

合は、育児休業終了予定日の１か月前又は介護

休業終了予定日の２週間前までに正式に決定し

通知する。 

（年次有給休暇） 

第21条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の

算定に当たっては、育児・介護休業をした日並

びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は

出勤したものとみなす。 

（法令との関係） 

第22条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、

育児のための所定外労働の免除、育児・介護の

ための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定

労働時間の短縮措置等に関して、この規則に定

めのないことについては、育児・介護休業法そ

の他の法令の定めるところによる。 

 

附則 本規則は、平成◯年◯月◯日から適用する。 

 

(厚生労働省、東京労働局ホームページより一部加

工のうえ抜粋) 

－ 76 －

就業規則の規定例
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行 政 機 関 案 内

１ 労働相談情報センター
東京都では、賃金・退職金等の労働条件や労使関係など、労働問題全般にわたり相談に応じて

います。加えて、雇用環境整備に取り組む企業に対する助成金等の支援策を実施しています。
他にも、労働法や労働問題に関するセミナーの開催、資料の配布、ビデオソフトの貸出や労働

関係情報の収集・提供なども行っています。
◆電話相談
下記の電話相談専用ダイヤルで、月～金曜日の午前９時～午後８時（終了時間）まで、土曜日
の午前９時～午後５時（終了時間）まで相談に応じています。　
（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。土曜日は祝日及び１２月２８日～１月４日を除く。）

◆来所相談（予約制）
ご相談にあたっては、会社所在地を担当する事務所をご利用ください。

事務所 所　　在　　地 電話番号 担当地域（会社所在地） 夜間

労働相談情報
センター
( 飯田橋）

〒 102-0072
千代田区飯田橋 3-10-3　
東京しごとセンター９階

03(3265)6110
千代田区、中央区、新宿区、
渋谷区、中野区、杉並区、
島しょ

月曜
・

金曜

大 崎 事 務 所
〒 141-0032
品川区大崎 1-11-1　
ゲートシティ大崎ウエストタワー２階

03(3495)6110
港区、品川区、目黒区、
大田区、世田谷区

火曜

池 袋 事 務 所
〒 170-0013
豊島区東池袋 4-23-9

03(5954)6110
文京区、豊島区、北区、
荒川区、板橋区、練馬区

木曜

亀 戸 事 務 所
〒 136-0071
江東区亀戸 2-19-1　
カメリアプラザ７階

03(3637)6110
台東区、墨田区、江東区、
足立区、葛飾区、
江戸川区

火曜

国分寺事務所
〒 185-0021
国分寺市南町 3-22-10

042(321)6110

立川市、武蔵野市、三鷹市、
青梅市、昭島市、小金井市、
小平市、東村山市、国分寺
市、国立市、福生市、東
大和市、清瀬市、東久留
米市、武蔵村山市、羽村
市、あきる野市、西東京市、
西多摩郡

月曜

八王子事務所
〒 192-0046
八王子市明神町 3-5-1

042(645)6110
八王子市、府中市、調布市、
町田市、日野市、狛江市、
多摩市、稲城市

水曜

★担当地域（会社所在地）に応じて、各事務所が、月曜日から金曜日の午前９時～午後５時（終
了時間）まで実施しています。（祝日及び１２月２９日～１月３日は除く）

★夜間は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実施しています。（祝日及び１２月
２９日~ １月３日は除く）

★土曜日は、飯田橋で午前９時～午後５時（終了時間）まで実施しています。（祝日及び１２月
２８日~ １月４日は除く）

★予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

労働相談情報センターのホームページ

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/

　　東京都ろうどう110番   ０５７０－００－６１１０　
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2 労働基準監督署
労働条件に関する相談、労災保険に関する相談、職場の安全衛生・健康管理に関する相談を行っ

ています。

事務所 所　　在　　地 電話番号 管轄区域

中　央
文京区後楽 1-9-20
飯田橋合同庁舎６・７階

03(5803)7381 千代田区、中央区、文京区、島しょ

上　野
台東区池之端 1-2-22
上野合同庁舎７階

03(3828)6711 台東区

三　田
港区芝 5-35-1
産業安全会館３階

03(3452)5473 港区

品　川
品川区上大崎 3-13-26

（２階～４階）
03(3443)5742 品川区、目黒区

大　田
大田区蒲田 5-40-3
月村ビル８・９階

03(3732)0174 大田区

渋　谷
渋谷区神南 1-3-5
渋谷神南合同庁舎５・６階

03(3780)6527 渋谷区、世田谷区

新　宿
新宿区百人町 4-4-1
新宿労働総合庁舎４・５階

03(3361)3949 新宿区、中野区、杉並区

池　袋
豊島区池袋 4-30-20
豊島地方合同庁舎１階

03(3971)1257 板橋区、練馬区、豊島区

王　子 北区赤羽 2-8-5 03(3902)6003 北区

足　立
足立区千住旭町 4-21
足立地方合同庁舎４階

03(3882)1188 足立区、荒川区

向　島
墨田区錦糸 1-2-1
アルカセントラル６階

（仮移転中の所在地です）
03(5819)8730 墨田区、葛飾区

亀　戸
江東区亀戸 2-19-1
カメリアプラザ８階

03(3637)8130 江東区

江戸川 江戸川区船堀 2-4-11 03(3675)2125 江戸川区

八王子 八王子市明神町 3-8-10 042(642)5296 八王子市、日野市、多摩市、稲城市

立　川
立川市緑町 4-2
立川地方合同庁舎３階

042(523)4472
立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村
山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

青　梅 青梅市東青梅 2-6-2 0428(22)0285
青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、
西多摩郡

三　鷹
武蔵野市御殿山 1-1-3
クリスタルパークビル３階

0422(48)1161
三鷹市、武蔵野市、調布市、西東京市、
狛江市、清瀬市、東久留米市

町　田
町田市森野 2-28-14
町田地方合同庁舎２階

042(724)6881 町田市

小笠原
総合事務所

小笠原村父島字東町 152 04998(2)2102 小笠原村
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3 東京労働局雇用均等室
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談・指導を行ってい

ます。

所　　在　　地 電話番号

千代田区九段南 1-2-1　九段第三合同庁舎 14 階 03(3512)1611

４ 東京労働局需給調整事業部
労働者派遣事業の許可・届け出の申請、指導・監督を行っています。また、派遣労働に関する

相談に応じています。

所　　在　　地 電話番号

港区海岸 3-9-45

職業紹介事業の許可や変更等の手続き 03(3452)1472

労働者派遣事業の許可・届出や変更等の手続き 03(3452)1473

労働者派遣・職業紹介事業の運営等のご相談 03(3452)1474

5 公共職業安定所（ハローワーク）
職業紹介及び求人、求職に関する相談、雇用保険に関する相談、雇用促進のための各種助成金

に関する相談、高齢者・障害者・外国人等の雇用管理に関する相談を行っています。

所　名 所在地 電話番号 管轄区域

飯田橋※ 文京区後楽 1-9-20
飯田橋合同庁舎１～５階

03(3812)8609 千代田区、中央区、文京区、島しょ

上　野※ 台東区東上野 4-1-2 03(3847)8609 台東区

品　川※ 港区芝大門 1-3-4　芝大門ビル 03(3433)8609 港区、品川区

大　森 大田区大森北 4-16-7　 03(5493)8609 大田区

渋　谷※ 渋谷区神南 1-3-5 03(3476)8609 渋谷区、世田谷区、目黒区
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所　名 所在地 電話番号 管轄区域

新　宿
( 歌舞伎町庁舎）

新宿区歌舞伎町 2-42-10 03(3200)8609

新宿区、中野区、杉並区
新　宿※

( 西新宿庁舎）
新宿区西新宿 1-6-1　
新宿エルタワービル２３階

雇用保険給付課
03(5325)9580

職業相談
03(5325)9593

池　袋
( 本庁舎）

豊島区東池袋 3-5-13 03(3987)8609

豊島区、板橋区、練馬区
池　袋※

（サンシャイン庁舎）
豊島区東池袋 3-1-1　
サンシャイン６０ビル３階

雇用保険給付課
03(5958)8609

職業相談
03(5911)8609

王　子※ 北区王子 6-1-17　 03(5390)8609 北区

足　立※ 足立区千住 1-4-1　
東京芸術センター６～８階

03(3870)8609 足立区、荒川区

墨　田※ 墨田区江東橋 2-19-12 03(5669)8609 墨田区、葛飾区

木　場 江東区木場 2-13-19 03(3643)8609 江東区、江戸川区

八王子※ 八王子市子安町 1-13-1 042(648)8609 八王子市、日野市

立　川
立川市緑町 4-2
立川地方合同庁舎 1 ～３階

042(525)8609
立川市、国立市、小金井市、昭島市、
小平市、東村山市、国分寺市、東大
和市、武蔵村山市

青　梅 青梅市東青梅 3-12-16 0428(24)8609
青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、
西多摩郡

三　鷹 三鷹市下連雀 4-15-18 0422(47)8609
三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久
留米市、清瀬市

町　田※ 町田市森野 2-28-14　
町田合同庁舎１階

042(732)8609 町田市

府　中※ 府中市美好町 1-3-1 042(336)8609
府中市、稲城市、多摩市、調布市、
狛江市

※ 印のあるハローワークでは、仕事の相談、紹介業務のみ、平日夜間（19 時まで・週 2 回）と
　土曜日（10 時～ 17 時・月 2 回）にも行っています。
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6 全国健康保険協会（協会けんぽ）
療養費（高額療養費）、傷病手当金、出産手当金（出産育児一時金）など健康保険の給付ならび

に任意継続被保険者に関する手続き、問合せに応じています。

所　　　名 所　在　地 電話番号

全国健康保険協会
（協会けんぽ）東京支部　

中野区中野 4-10-2
中野セントラルパークサウス７階

03(6853)6111

7 年金事務所
健康保険・厚生年金の加入や保険料の納付および年金全般に関する手続き・相談、問合せに応

じています。

所　名 所　在　地 電話番号 管　轄　区　域

千代田 千代田区三番町 22 03(3265)4381 千代田区

中　央 中央区銀座 7-13-8 03(3543)1411 中央区

港
港区浜松町 1-10-14
住友東新橋ビル 3 号館 1 ～ 3 階

03(5401)3211 港区、島しょ

新　宿
新宿区大久保 2-12-1
4・5 階

03(5285)8611 新宿区

杉　並 杉並区高円寺南 2-54-9 03(3312)1511 杉並区

中　野 中野区中野 2-4-25 03(3380)6111 中野区

上　野
台東区池之端 1-2-18
ＭＧ池之端ビル

03(3824)2511 台東区

文　京 文京区千石 1-6-15 03(3945)1141 文京区

墨　田 墨田区立川 3-8-12 03(3631)3111 墨田区

江　東 江東区亀戸 5-16-9 03(3683)1231 江東区

江戸川 江戸川区中央 3-4-24 03(3652)5106 江戸川区

品　川
品川区大崎 5-1-5
高徳ビル 2 階

03(3494)7831 品川区

大　田
大田区南蒲田 2-16-1
NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03(3733)4141 大田区
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所　名 所　在　地 電話番号 管　轄　区　域

渋　谷 渋谷区神南 1-12-1 03(3462)1241 渋谷区

目　黒 目黒区上目黒 1-12-4 03(3770)6421 目黒区

世田谷
世田谷区玉川 2-21-1
二子玉川ライズ・オフィス 10 階

03(6880)3456 世田谷区

池　袋
豊島区南池袋 1-10-13
荒井ビル 3・4 階

03(3988)6011 豊島区

北 北区上十条 1-1-10 03(3905)1011 北区

板　橋 板橋区板橋 1-47-4 03(3962)1481 板橋区

練　馬 練馬区石神井町 4-27-37 03(3904)5491 練馬区

足　立 足立区綾瀬 2-17-9 03(3604)0111 足立区

荒　川 荒川区東尾久 5-11-6 03(3800)9151 荒川区

葛　飾 葛飾区立石 3-7-3 03(3695)2181 葛飾区

立　川 立川市錦町 2-12-10 042(523)0352
立川市、昭島市、国立市、東大和市、
武蔵村山市、小金井市、日野市、国分
寺市

青　梅
青梅市新町 3-3-1
宇源ビル 3・4 階

0428(30)3410
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、
西多摩郡

八王子 八王子市南新町 4-1 042(626)3511 八王子市、町田市

武蔵野 武蔵野市吉祥寺北町 4-12-18 0422(56)1411
武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、
清瀬市、東久留米市、西東京市

府　中 府中市府中町 2-12-2 042(361)1011
府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲
城市
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8 職業能力開発センター
職業に必要な知識や技術を身につけようとする方々のために設けられた施設です。在職者がキャ

リアアップを図るための教育訓練も実施しています。

校名 所在地 電話番号 最寄駅

中央・城北

職業能力開発センター
文京区後楽1-9-5 03(5800)2611

JR･東西線･有楽町線･
南北線･大江戸線　飯
田橋

高 年 齢 者 校
千代田区飯田橋3-10-3

東京しごとセンター10~12階
03(5211)2340

JR･東西線
飯田橋、水道橋、九段下

板 橋 校 板橋区舟渡2-2-1 03(3966)4131 JR浮間舟渡

赤 羽 校 北区西が丘3-7-8 03(3909)8333
都営三田線 板橋本町 
JR 十条

城南

職業能力開発センター
品川区東品川3-31-16 03(3472)3411

京急線青物横丁
りんかい線品川シー
サイド

大 田 校 大田区本羽田3-4-30 03(3744)1013 京急線　大鳥居

城東

職業能力開発センター
足立区綾瀬5-6-1 03(3605)6140

地下鉄千代田線　綾瀬
つくばエクスプレス　
青井

江 戸 川 校 江戸川区中央2-31-27 03(5607)3681 JR　新小岩

台 東 分 校 台東区花川戸1-14-16 03(3843)5911
東武線、都営浅草線、
地下鉄銀座線　浅草

多摩

職業能力開発センター
昭島市東町3-6-33 042(500)8700 JR　西立川

八 王 子 校 八王子市台町1-11-1 042(622)8201
JR　八王子
京王線　山田

府 中 校 府中市南町4-37-2 042(367)8201 京王線　中河原

東京障害者

職業能力開発校
小平市小川西町2-34-1 042(341)1411 西武線　小川

9 中小企業退職金共済制度（中退共制度）の問合せ
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進と振

興に寄与することを目的としています。

所　　名 所在地 電話番号

独立行政法人　勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部

豊島区東池袋1-24-1

ニッセイ池袋ビル
03（6907）1234


