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1章 「働き方」が変わります
働き方改革の目指すもの
「働き方改革」
は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で
「選択」
できるようにする
ための改革です。
日本が直面する
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」
、
「働く方々のニーズの多様化」
などの課題に対
応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発
揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好
循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

働き方改革の全体像
■働き方改革の基本的な考え方

「働き方改革」
は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための
改革です。
日本が直面する
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」
、
「働く方々のニーズの多様化」
などの課題に対応
するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮
できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循
環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

■中小企業・小規模事業者の働き方改革

「働き方改革」
は、我が国雇用の７割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力
ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
職場環境の改善などの
「魅力ある職場づくり」
が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企
業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、
「働き方改革」
による魅力ある職場づくりが重要です。

取組に当たっては、
「意識の共有がされやすい」
など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。

「魅力ある職場づくり」
→
「人材の確保」
→
「業績の向上」
→
「利益増」
の好循環をつくるため、
「働き方改革」
によ
り魅力ある職場をつくりましょう。
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【1章】
「働き方」が変わります

「働き方改革関連法」
の全体像
（中小企業2020年4月1日施行）
１．時間外労働の上限規制を導入（大企業2019年4月1日施行）
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設
定します。

２．年次有給休暇の確実な取得（2019年4月1日施行）
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりませ
ん。

３．中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ（中小企業2023年4月1日施行）
月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

4. 「フレックスタイム制」の拡充（2019年4月1日施行）
より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間
（清算期間）
を3か月まで延長できます。

を創設（2019年4月1日施行）
5. 「高度プロフェッショナル制度」
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康
確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にで
きます。

6. 産業医・産業保健機能の強化（2019年4月1日施行）
産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。

7. 勤務間インターバル制度の導入促進（2019年4月1日施行）

終業時刻から次の始業時刻の間、一定時間以上の休息時間
（インターバル時間）
の確保に努めなければなりませ

ん。

8. 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
（大企業・派遣会社2020年4月1日施行）
（中小企業2021年4月1日適用）

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を
設けることが禁止されます。
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2章

労働時間法制の見直しについて

1

時間外労働の上限規制

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前
（1947年）
に制定された
「労働基準法」
において、初めて
の大改革となります。

（現在）

（改正後）
法律で残業時間の上限を定め、これ
を超える残業はできなくなります。

法律上は、残業時間の上限がありま
せんでした（大臣告示）。

月残業80時間
＝１日残業4時間程度

上限なし
月残業45時間
＝１日残業２時間程度

大臣告示による上限

法律による上限（例外）

・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

年間6か月まで

（行政指導）

年間6か月まで

法律による上限（原則）

残業時間
月45時間
年360時間

残業時間
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

１年間＝12か月

１年間＝12か月

◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超
えることはできません。
（月４５時間は、
１日当たり２時間程度の残業に相当します。）

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守らなければなりません。
● 時間外労働が年７
２０時間以内
● 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」
「3か月平均」
「4か月平均」
「5か月平均」
「6か月
平均」
が全て1か月当たり80時間以内
（月８０時間は、
１日当たり４時間程度の残業に相当します。）
また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月までです。
●
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【2章】労働時間法制の見直しについて

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。
【適用猶予・除外の事業・業務】
2024年4月1日から、上限規制を適用します。

建設事業

（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、
１か月１００時間未満・
複数月平均８０時間以内の要件は適用しません。この点についても、将来的
な一般則の適用について引き続き検討します。）

自動車運転の
業務

医

師

鹿児島県及び
沖縄県における
砂糖製造業
新技術・新商品等
の研究開発業務

2024年4月1日から、上限規制を適用します。

（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用につ
いては引き続き検討します。）

2024年4月1日から、上限規制を適用します。

（ただし、適用後の上限時間は、年最大1,860時間（休日労働含む）とし
ています。）

2024年4月1日から、上限規制を適用します。

医師の面接指導
（※）
、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、

時間外労働の上限規制は適用しません。

※1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対し
ては、事業者は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければなりませ
ん。

～取引環境の改善も重要です～
長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。
労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう

配慮するよう努めることと規定されています。
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上限規制への対応

2

今回の法改正では、
これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ１か
月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、
これまでとは異な
る方法での労働時間管理が必要となります。

労働時間管理の実務イメージ
具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。
Step

1

時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。

まずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、
３６協定で次のような内容を締結したケースに
ついて、具体的な実務内容をみていきます。
36協定の対象期間

2021年4月1日～
2022年3月31日
月45時間
年360時間

法定休日労働の回数、
始業・終業時刻

月3回
・
・
・
（B）
8:30～17:30

・
・
・
（A）

特別条項

時間外労働の原則
となる上限

特別条項の有無（臨時的な特別の
事情がある場合には、時間外労働

有り

特別条項の回数

年6回

特別条項における年間の
時間外労働の上限

・
・(D)
年680時間 ・

1か月の時間外労働と休日労働
の合計時間数の上限

85時間

が月45時間を超えることができる）

・
・
・(C)

・
・
・(E)

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。
（A）
･･･月４５時間以内、年３６０時間以内 （C）
･･･年６回以内 （D）
･･･年７２０時間以内 （E）
･･･月１００時間未満

Step

2

毎月の時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。

各労働者ごとに、労働時間を把握し、
１日８時間・１週40時間を超える時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。
〈法定時間外労働の定義〉

法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間
（原則は１日８時間、
１週４０時間）
を超えて行われた残業のことをいいます。これに対し、
所定時間外労働とは、会社が定めた所定労働時間を超えて行われた残業のことをいいます。

〈法定休日労働の定義〉

法定休日労働とは、週1日、
または、4週4日の法定休日に働くことで、週休2日制の場合は、
１週間のうち1日休日があれば、法定休日労働とはな
りません。

〈３６協定の対象となる労働時間の定義〉

時間外労働の原則となる上限
（限度時間…上記
（A）
）
の対象には、週に1日・あるいは4週に4日の法定休日の労働時間数は含まれません。それ
以外の休日に労働させた場合で、法定労働時間を超えた部分は対象となります。
例えば、土日の完全週休2日制の場合、休日である土曜日に労働した場合であっても、日曜日に休日が確保されていれば、それは労働基準法上
の法定休日労働ではありません。よって、土曜日の労働時間は通常の労働時間として通算され、法定労働時間を超えた部分が時間外労働とし
て積算されます。
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【2章】労働時間法制の見直しについて

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・・
時間外労働

80

60

45

35

20

15

10

80.0

60.0

45.0

休日労働
合計

80.0

35

80

35.0

80.0

（A）
の時間
（45時間）
を超える
ことができるのは年６回まで

（B）
の回数・時間を超える
ことはできない
（E）
の時間
（85時間）
を超える
ことはできない

労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

平成２９年１月２０日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。

ガイドラインの主なポイント
使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

［労働時間の考え方］
●労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が
業務に従事する時間は労働時間に当たること
●例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要
な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］
●使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
（１）原則的な方法
使用者が、自ら現認することにより確認すること
タイムカード、
ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録
すること
（２）やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに
基づく措置等について、十分な説明を行うこと
②自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間
に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けて
はならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、
記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
●賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といっ
た事項を適正に記入しなければならないこと
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Step

3

年度
（＝36協定の対象期間）
における
時間外労働が月45時間を超えた回数
（特別条項の回数）
と
時間外労働の累積時間数を把握します。

Step２で把握した時間外労働時間数をもとに、年度（＝36協定の対象期間）
における、特別条項の回数と時間外労
働の累積時間数を把握します。

①月45時間を超える回数の累計値を算出

②時間外労働の累計値を算出

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・
時間外労働

80

休日労働

60

45

35

20

15

10

2

2

2

35

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・

80

時間外労働

★累計値（年度累計）
2

3

80

時間外労働時間数

特別条項の累計回数は
（C)の回数
（６回）
以内

4

60

45

35

20

15

10

140

185

220

35

80

255

335

★累計値（年度累計）
1

特別条項回数

Step

80

休日労働

時間外労働の累計時間数は
（D）
の時間
（680時間）
を超えることはできない

毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、
２～６か月の平均時間数を把握します。

Step２で把握した時間外労働と休日労働の合計時間数をもとに、
２か月平均、
３か月平均、
４か月平均、
５か月平均、
６
か月平均を算出します。
例えば、2021年9月につい

ては、前月までの実績をもとに
以下のように２～６か月平均を
算出します。

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9
時間外労働

80

休日労働
合計

80.0

60

45

35

20

15

10

80.0

60.0

45.0

算定期間

同様に他の月についても２～６か月平均

35

80

35.0

80.0

57.5 ・
・
・8～9月の平均

2か月平均

53.3 ・
・
・7～9月の平均

3か月平均

を算出するため、すべての月について、隣
接する２～６か月の平均が８０時間以内と
なるよう管理しなければなりません。

55.0 ・
・
・6～9月の平均

4か月平均

60.0 ・
・
・5～9月の平均

5か月平均

63.3 ・
・
・4～9月の平均

6か月平均

前の協定期間
2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4

前年度の３６協定の対象期間中の
時間数についても、
２～６か月平均
の算定時間に含みます。
例えば、今回のケースで2021年４
月について計算するためには、直
前 の５か 月 分（ 2 0 2 0 年 1 1 月 ～
2021年３月）
の実績も必要です。

時間外労働

45

45

45.0

55.0

休日労働
合計

30

20

45

80

30.0

20.0

45.0

80.0

10

算定期間

2か月平均
3か月平均

4か月平均
5か月平均
6か月平均

62.5 ・
・
・3～4月の平均
48.3 ・
・
・2～4月の平均
43.8 ・
・
・1～4月の平均
46.0 ・
・
・12～4月の平均
45.8 ・
・
・11～4月の平均

7

働き方改革HB_cc2015.indd

7

2021/02/19

10:22:44

【2章】労働時間法制の見直しについて

Step

5

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、
次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、
日々の労働時間を管理する必要があります。
ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。

Check Point
■①「１日」
「１か月」
「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。

✓ 36協定で定めた
「１日」
の時間外労働の限度を超えないように日々注意してください。
✓ また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた
「１か月」
「１年」
の時間外労働の限度を超えないように注意し
てください。

■②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
■③特別条項の回数(＝時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
✓ 月の時間外労働が限度時間を超えた回数(＝特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないように注
意してください。

■④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないこと。
■⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2～6か月の平均をとっても、1か月当たり80
時間を超えないこと。

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、①～
③のポイントだけ守ればよいことになります。
上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、④・⑤のポイントは、
今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となります。

8
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3

36協定のここが変わりました

今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変
わりました。このため、
３６協定届の新しい様式を策定しています。
時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、
３６
協定届
（様式第９号）
を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

新しい36協定において協定する必要がある事項
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
対象期間
（１年間に限る）

１年の起算日

有効期間

対象期間における ✓１日
✓１か月
✓１年 について、労働時間を延長して労働させることが
できる時間又は労働させることができる休日
時間外労働＋休日労働の合計が、 ✓月100時間未満

✓２～６か月平均80時間以内 を満たすこと

臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間
（月45時間・年360時間）
を超
えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、
３６協定
届
（様式第９号の２）
を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

新しい36協定において協定する必要がある事項
限度時間を超える場合

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
✓１か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数（100時間未満）
✓１年の時間外労働時間（720時間以内）
限度時間を超えることができる回数
（年６回以内）
限度時間を超えて労働させることができる場合
✓限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置※
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
限度時間を超えて労働させる場合における手続

※健康福祉確保措置として望ましい措置

(1) 医師による面接指導
(2)深夜業の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保
（勤務間インターバル）
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

ここも注目

過半数代表者の選任
⎩

●36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、
労働者の過半数を代表する者
（過半数代表者）
が行う必要があります。
36協定届の
●過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。
チェックボックス
✓管理監督者でないこと
にチェックする
✓36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出する
必要があります。
こと
✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
●さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮を行
わなければなりません。

｜
｜

｜
⎨

｜

⎧
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【2章】労働時間法制の見直しについて

36協定の締結に当たって注意すべきポイント

1

Point

協定する期間は、
「１日」
「１か月」
「１年」
に限ります。

●従来の36協定では、延長することができる期間は、
「１日」
「１日を超えて３か月以内の期間」
「１年」
とされていましたが、
今回の改正で、
「１か月」
「１年」
の時間外労働に上限が設けられたことから、協定する期間については
「１日」
「１か月」
「１
年」
に限ることとなりました。

2

Point

協定期間の「起算日」
を定める必要があります。

●１年の上限について算定するために、協定期間の
「起算日」
を定める必要があります。

3

Point

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、
２～６か月平均80時間以内にすることを協定する必要があります。

●36協定では
「１日」
「１か月」
「１年」
の時間外労働の上限時間を定めます。
しかし、今回の法改正では、
この上限時間内で
労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月100時間以上または２～６か月平均80時間超
となった場合には、法違反となります。
●このため、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、
２～６か月平均80時間以内とすることを、協定する必要

があります。36協定届の新しい様式では、
この点について労使で合意したことを確認するためのチェックボックスが
設けられています。

4

Point

限度時間を超えて労働させることができるのは、
「臨時的な特別の事情がある場合」
に限ります。

●限度時間
（月45時間・年360時間）
を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見することのできない業
務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、
できる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」
「業務上やむを得ない場合」
など、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは
認められません。
臨時的に必要がある場合の例
●予算、決算業務 ●ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ●納期のひっ迫
●大規模なクレームへの対応 ●機械のトラブルへの対応

5

Point

健康及び福祉を確保するための措置

●限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を講じなければなりません。
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表面

労働者の過半数で
組 織 する労 働 組 合
が無い場合には、
３６
協 定 の 締 結 をする
者を選ぶことを明確
にした上で、投票・挙
手等の方法で労働
者の過半数代表者
を選出し、選出方法
を 記 載し てくだ さ
い。
使 用 者 による指 名
や、使用者の意向に
基づく選出は認めら
れません。
チェックボックスに
チェックがない場合
には、形式上の要件
に適合している協定
届とはなりません。

７．
５時間

5人

購買

棚卸

3時間

3時間

○

○

0000

3

15

12
投票による選挙

工場長
田中太郎

検査課主任
山田花子

土日祝日

20人

機械組立

臨時の受注、納期変更

0000

土日祝日

10人

設計

受注の集中

3

７．
５時間

5人

経理

月末の決算事務

2時間

2時間

3時間

１日の法定労働時間を超える
時間数を定めてください。

７．
５時間

20人

機械組立

臨時の受注、納期変更

業務の範囲を細分化し、明確
に定めてください。

７．
５時間

10人

事由は具体的に定め
てください。

７．
５時間

10人

検査

0000

20時間

20時間

15時間

15時間

30時間

0000

30時間

30時間

25時間

25時間

40時間

0000

８
：
３０～１７
：
３０

８
：
３０～１７
：
３０

2021/02/19

時間外労働と法定休日
労働を合計した時間数
は、月100時間未満、
２
～６か月平均80時間以
内でなければいけませ
ん。これを労使で確認
の上、必ずチェックを入
れてください。チェック
ボックスにチェックがな
い場合には、有効な協
定届とはなりません。

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、

協定書を兼ねる場合には、使用者の署名又は
記名・押印などが必要です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の署名又
は記名・押印などが必要です。

320時間

320時間

270時間

270時間

370時間

１年間の上限時間を計
算する際の起算日を記
載してください。その１
年間においては協定の
有 効 期 間 に か か わら
ず、起算日は同一の日
で あ る 必 要 が ありま
す。

１年の法定労働時間を超える時間数を定
めてください。①は360時間以内、②は
320時間以内です。

200時間

200時間

150時間

150時間

250時間

0000年４月１日

0000年４月１日から１年間

管理監督者は労働者代表にはなれません。

１か月に１日

１か月に１日

１か月の法定労働時間を超える時間数を
定めてください。①は45時間以内、②は
42時間以内です。

3．
５時間

3．
５時間

2．
５時間

2．
５時間

000

この協定が有効となる
期 間 を 定 め てくだ さ
い。
１年間とすることが
望ましいです。

労働保険番号・法人番
号を記載してください。

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

３６協定の届出は電子申請でも行えます。
（任意）
の欄は、記載しなくても構いません。

3．
５時間

○○市○○町１－２－３

設計

○○工場

製品不具合への対応

○○金属工業株式会社

000

受注の集中

金属製品製造業

（ 様式第９号
（第16条第１項関係））

36協定届の記載例
●３６協定届
（本様式）
を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明ら
かとなるような方法により締結することが必要です。
●必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

事業場
（工場、支店、営業所等）
ごとに
協定してください。

３６協定で締結した内容を協定届
（本様式）
に
転記して届け出てください。

対象期間が３か月を
超える１年単位の変
形労働時間制が適
用される労働者につ
いては、②の欄に記
載してください。
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○

対象期間が３か月を超
える１年単位の変形労
働時間制が適用される
労働者については、②
の欄に記載してくださ
い。

（表面）

1枚目

購買

棚卸

5人

5人

20人

10人

10人

設計
機械組立

受注の集中

臨時の受注、納期変更

20人

10人

業務の範囲を細分化し、明確
に定めてください。

経理

月末の決算事務
事由は具体的に定め
てください。

機械組立

検査

製品不具合への対応

臨時の受注、納期変更

設計

3時間

3時間

2時間

2時間

3時間

土日祝日

土日祝日

１日の法定労働時間を超える
時間数を定めてください。

７．
５時間

７．
５時間

７．
５時間

７．
５時間

７．
５時間

0000
0000

20時間

20時間

15時間

15時間

30時間

000

30時間

30時間

25時間

25時間

40時間

0000

１か月に１日

１か月に１日

１か月の法定労働時間を超える時間数を
定めてください。①は45時間以内、②は
42時間以内です。

3．
５時間

3．
５時間

2．
５時間

2．
５時間

3．
５時間

○○市○○町１－２－３

000

●３６協定届
（本様式）
を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明ら
かとなるような方法により締結することが必要です。
●必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

○○金属工業株式会社 ○○工場

事業場
（工場、支店、営業所等）
ごとに
協定してください。

受注の集中

金属製品製造業

の２枚の記載が必要です。

・限度時間内の時間外労働についての届出書
（１枚目）
と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書
（２枚目）

様式第９号の２は、

320時間

320時間

270時間

270時間

370時間

１年間の上限時間を計
算する際の起算日を記
載してください。その１
年間においては協定の
有 効 期 間 に か か わら
ず、起算日は同一の日
で あ る 必 要 が ありま
す。

８
：
３０～１７
：
３０

８
：
３０～１７
：
３０

１年の法定労働時間を超える時間数を定
めてください。①は360時間以内、②は
320時間以内です。

200時間

200時間

150時間

150時間

250時間

0000年４月１日

0000年４月１日から１年間

この協定が有効となる
期 間 を 定 め てくだ さ
い。
１年間とすることが
望ましいです。

労働保険番号・法人番
号を記載してください。

３６協定の届出は電子申請でも行えます。
（任意）
の欄は、記載しなくても構いません。

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

３６協定で締結した内容を協定届
（本様式）
に転記して
届け出てください。

（ 様式第９号の２
（第16条第１項関係））

３６協定届の記載例（特別条項）

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には
様式９号の２の協定届の届出が必要です。

○

【2章】労働時間法制の見直しについて
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限度時間を超えた労働
者に対し、裏面の記載
心得１
（９）①～⑩の健
康確保措置のいずれか
の措置を講ずることを
定めてください。

限度時間を超えて労働
させる場合にとる手続
きについて定めてくだ
さい。

（表面）

2枚目

機械組立

機械トラブルへの対応

○

3

0000

○

3

0000

15

12

20人

10人

10人
55時間

60時間

60時間
65時間

70時間

70時間

450時間

500時間

550時間

限度時間を超えて時間
外労働をさせる場合の
割増賃金率を定めてく
ださい。
この場合、法定の割増率
（25%）
を超える割増率
となるよう努めてくださ
い。

３５％

３５％

３５％

投票による選挙

工場長
田中太郎

検査課主任
山田花子

協定書を兼ねる場合には、使用者の署名又は
記名・押印などが必要です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の署名又は記名・押印などが必要です。

管理監督者は労働者代表にはなれません。

３５％

３５％

３５％

限度時間（年360時間ま
たは320時間）を超えて
労働させる１年の時間外
労働（休日労働は含みま
せん）の時間数を定めて
ください。年720時間以
内に限ります。

570時間

620時間

670時間

対象労働者への医師による面接指導の実施、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定
職場での時短対策会議の開催

限度時間（月45時間又は42時間）
を超
えて労働させる場合の、
１か月の時間外
労働と休日労働の合計の時間数を定め
てください。月100時間未満に限りま
す。
なお、この時間数を満たしていても、
２
～６か月平均で月80時間を超えてはい
けません。

3回

3回

4回

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、
３６協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手
等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。
チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりません。

①、③、⑩

6．
５時間

6．
５時間

6．
５時間

月の 時 間 外 労 働 の 限 度 時 間
（月45時間又は42時間）
を超
えて労働させる回数を定めて
ください。年６回以内に限りま
す。

6時間

6時間

6時間

労働者代表者に対する事前申し入れ

業務の範囲を細分
化し、明確に定めて
ください。

検査

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

事由は一時的または突発的に時間外労働を行わせ
る必要のあるものに限り、できる限り具体的に定め
なければなりません。
「業務の都合上必要なとき」
「業務上やむを得ない
とき」
など恒常的な長時間労働を招くおそれがあ
るものは認められません。

設計

突発的な仕様変更

0000年４月１日

時間外労働と法定休
日労働を合計した時
間数は、月100時間
未満、
２～６か月平均
8 0 時 間 以 内でなけ
ればいけません。こ
れを労 使で確 認 の
上、必ずチェックを入
れてください。チェッ
クボックスにチェック
がない場合には、有
効な協定届とはなり
ません。

限度時間を超え
て時間外労働を
させる場合の割
増賃金率を定め
てください。
この 場 合 、法 定
の割増率
（25%）
を超える割増率
となるよう努め
てください。

１年 間 の 上 限 時 間
を計 算する際 の 起
算日を記載してくだ
さい。その１年間に
おいては協定の有
効 期 間にかかわら
ず、起算日は同一の
日である必要があ
ります。

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間
（月45時間又は42時間・年360
時間又は320時間）
を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働は限度時間
にできる限り近づけるように努めてください。

【2章】労働時間法制の見直しについて

4

年次有給休暇の取得義務化

2019年4月1日施行

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対
し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
（※）
（※）
年次有給休暇
（労働基準法第39条）
雇入れの日から起算して６か月継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者
（管理監督者を含む）
には、年10日の有給休暇が
付与されます。
継続勤務６年６か月で年20日が限度となります。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の
理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています 。
●このため、今般、労働基準法が改正され、2019年４月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与

される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必
要となりました。
●ただし、2019年４月より前に付与していた年次有給休暇については、年５日取得させる義務の対象とはなりません。
2019年４月１日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与した日
（基準日）
から、年５日確実に取得させる義務の
対象となります。

■時季指定義務のポイント
労働者の申出による取得
（原則）

使用者の時季指定による取得
（新設）
使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者が使用者に
取得時季を申出

労働者

「○月×日に
休みます」

使用者

労働者

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

１０日付与
（基準日）

「○月×日に
休んでください」

使用者

【
（例）
4/1入社の場合】
4/1
入社

10/1

4/1

9/30

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

◆対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者
（管理監督者を含む）
に限ります。

◆労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日
（基準日）
から１年以内に５日について、使用者が取得時季を指定して与え
る必要があります。

（※）
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

◆年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

（※）労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計画的付与）
については、
５日から控除することができます。
（例） 労働者が自ら５日取得した場合

⇒

使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得した場合

⇒

使用者は２日を時季指定

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒
計画的付与で２日取得した場合

⇒

〃

〃 ３日

〃

（※）
半日単位の年休は5日から控除することができますが、時間単位の年休は5日から控除することができません。
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※法定の基準日と異なり、
●入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
●全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合などについては、以下のような取扱いとなります。
①法定の基準日
（雇入れの日から半年後）
より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合
⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。
（例）
4/1入社時に
10日付与する場合

１０日付与

法定の基準日

4/1入社

10/1

3/31

9/30
通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させること
になるが、
４/１に前倒しで付与した場合には、
４/１～翌３/３１
までの１年間に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、
５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場合
（全社
的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間
（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）
の長さに応じた日数
（比例
按分した日数）
を、当該期間に取得させることも認められます。
（例）
４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与する場合

１年目の付与日（10日付与）

4/1入社

２年目の付与日（11日付与）

10/1

4/1

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、
２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

9/30

3/31

５日取得
５日取得

この場合には、
１０/１～翌々３/３１までの期間
（18箇月）
に、
18÷12×５日＝７．
５日以上取得させることも認められる。

7.５日以上取得

③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。
１０日付与

（例）
上記①の場合

4/1入社

法定の基準日

10/1

3/31 4/1

５日取得

次の期間

①の期間
（例）
上記②の場合

4/1入社

3/31
５日取得

１年目の付与日

2年目の付与日

10/1

4/1

9/30

3/31 4/1

3/31

７．
５日以上取得

５日取得

②の期間

次の期間

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合
⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の指定義務がかかります。当該
日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を５日の指
定義務から控除することができます。
（例）
４/１入社時に
５日付与し、
７/１に
残り５日付与する場合

5日付与

5日付与

4/1入社

7/1

←合計10日に到達

6/30
５日取得

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。
ただし、
４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得し
ていた場合には、取得した日数を５日から控除することができる。
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【2章】労働時間法制の見直しについて

■年次有給休暇管理簿

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、
３年間保存し
なければなりません。
時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（年次有給休暇管理簿）
を作成し、当該年休を与えた期間
中及び当該期間の満了後３年間保存しなければなりません。
（年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつ

でも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。）
（例）
労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。
基 準 日（ 労 働 基 準 法 第
39条第７項関係）

年次有給休暇
取得日数

2019/4/1

基準日から１年以内の期
間における年次有給休
暇の取得日数

年次有給休暇を取得し
た日付

18日

基準日

（補足）
基準日が２つ存在する場合
（※P15②参照）
には、基
準日を２つ記載する必要があります。

日数

（補足）基準日から１年以内の期間における年休取得日数
（基準日が２つ存在する場合
（※P15参照）
には１つ目
の基準日から２つ目の基準日の１年後までの期間に
おける年休取得日数）
を記載する必要があります。

2019/
2019/
2019/
4/4
（木） 5/7
（火） 6/3
（月）
2019/
9/2
（月）

2019/
7/1
（月）

2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
8/1
（木） 8/13
（火） 8/14
（水） 8/15
（木） 8/16
（金） 8/19
（月）

2019/
2019/
2019/
2020/
2020/
2020/
2020/
10/9
（水） 11/5
（火） 12/6
（金） 1/14
（火） 2/10
（月） 3/19
（木） 3/20
（金）

時季
（年次有給休暇を取得した日付）

ここも注目

～就業規則による規定～

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、使用者による
年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方
法等について、就業規則に記載しなければなりません。

（規定例）
第○条
１項～ ４項
（略）（※）
厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。
5

第１項又は第２項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第３項の規定にかかわらず、付与日
から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が労働者の意見を聴取し、その
意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第３項又は第４項の規定による年
次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。
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5

中小企業に対する月60時間超の
時間外労働の割増賃金率の適用
猶予見直し

■2023年4月1日から、月60時間を超える残業は、割増賃金率が上がります
（改正後）2023年4月1日施行

（現在）
月60時間超の残業割増賃金率

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は ５０％

大企業、中小企業ともに５０％

中小企業は ２５％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

１か月の時間外労働

１か月の時間外労働

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下

60時間超

大企業

25%

50%

中小企業

25%

25%

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下

60時間超

大企業

25%

50%

中小企業

25%

50%

※中小企業の定義は、以下のとおりです
（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）
。
業種

資本金の額
または出資の総額

または

常時使用する
労働者

小売業

5,000万円以下

または

50人以下

サービス業

5,000万円以下

または

100人以下

卸売業

1億円以下

または

100人以下

3億円以下

または

300人以下

その他

（製造業、建設業、
運輸業、その他）

●資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。
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【2章】労働時間法制の見直しについて

6

産業医・産業保健機能の強化
産業医・産業保健機能の強化について

１ 産業医の活動環境の整備
産業医の独立性・中立性の強化

（１）
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識に基づいて誠実にその職務を行わなければなりません。
長時間労働者等の健康確保対策の強化

（２）
事業者は、産業医の勧告を受けたときは、遅滞なく、勧告の内容等を衛生委員会等に報告しなければなりません。
（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場）

（３）
事業者は、産業医等による労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備等を講ずるように努めな
ければなりません。

産業医の業務内容等の周知

（４）
産業医等を選任した事業者は、その事業場における産業医等の業務の内容等（※１）を、常時各作業場の見やすい場所に掲

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義
示し、又は備え付けること等により、労働者に周知（※２）させなければなりません。

務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務）

（※１）
労働者に周知させなければならないもの
ア その事業場における産業医の業務の具体的な内容
イ 産業医に対する健康相談の申出の方法
ウ 産業医による心身の状態に関する情報の取扱いの方法

（※２）
労働者に周知させる方法
ア 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
イ 書面を労働者に交付すること
ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業
場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

２ 労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供等
労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供

（１）
産業医等を選任した事業者は、産業医等に対し、産業保健業務を適切に行うために必要な情報（※１）を提供（※２）しなければ
なりません。

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務）

（※１）
産業医に対して提供する情報
ア 既に講じた健康診断実施後の措置、長時間労働者に対する面接指導実施後の措置若しくは労働者の心理的な負担の程度を把握するた

めの検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれらの措置の内容に関する情報
（これらの措置を講じない場合に
あっては、その旨及びその理由）

イ 時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
ウ ア及びイに掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
（※2）
産業医に対する情報の提供時期
アに掲げる情報：健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、面接指導の結果についての医師からの意見聴取又は労働者の心理的
な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導の結果についての医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
イに掲げる情報：当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
ウに掲げる情報：産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

（２）
事業者は、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管

し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当
該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません。

※じん肺法も同様の改正

●産業医とは：事業場において、労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理、健康管理等
を行う医師。常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任義務があります。
●衛生委員会とは：事業場において、労働者の健康障害を防止するための事項等を調査審議する会議です。常時使用
する労働者が50人以上の事業場において設置義務があります。

18

働き方改革HB_cc2015.indd

18

2021/02/19

10:22:46

長時間労働者に対する面接指導等の流れについて
新規

事業者が管理監督者や裁量労働制の適用者を含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握

拡充

新規

事業者が産業医に時間外・

休日労働時間が月80時間超の
労働者の情報を提供

事業者は時間外・休日労働時間が

月80時間超の労働者本人に
労働時間の情報通知

産業医が情報をもとに
労働者に面接指導の申出を
勧奨することができる
拡充

時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者が事業者に面接指導の申出
※面接指導の対象要件を月100時間超から月80時間超に拡大

事業者が産業医等による面接指導を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴く

事業者が産業医等の意見を踏まえて必要な措置を講じる
新規

事業者が産業医に措置内容を情報提供

新規

産業医が勧告を行う場合は事業者からあらかじめ意見を求める

産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告
新規

事業者が産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告
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【2章】労働時間法制の見直しについて

長時間労働者に対する面接指導等の実施について
①労働時間の状況の把握

□長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機
の使用時間
（ログインからログアウトまでの時間）
の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者
や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

②時間外・休日労働時間の算定・申出の手続
1月の時間外・休日労働時間数＝１月の総労働時間数－
（計算期間１月間の総暦日数／7）
×40

１月の総労働時間数＝労働時間数
（所定労働時間数）
＋延長時間数
（時間外労働時間数）
＋休日労働時間数

□時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行います。
（例）
賃金締切日とする。
□事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を提
供します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、労働時間に関する情報を通知します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えない労働者についても、労働時間に関する情報について開示の
求めがあれば、開示する
ことが望まれます。
□申出は書面や電子メール
等の記録が残るものとし
ます
（様式例参照）
。

労働安全衛生法第66条の8の
面接指導に係る申出書
令和○年○月○日

事業者

氏名

殿

面接指導の申出期間・実施期間について
（毎月10日〆の場合）
例）
5月10日期日の場合

4/11 時間外労働
月80時間超

所属
氏名

5/10

申出期間
（期日から1か月）

期日

申出

6/9

私は労働安全衛生規則第52条の2第1項に
定める者として、下記のとおり面接指導を受
けることを希望します。
記

1. 面接指導を受ける医師
（いずれかにチェック）
□ 会社が指定する医師
□ 自分が希望する医師

2. 面接指導を受ける日時
令和

年

月

日

時～

令和

年

月（初・中・下旬）

時又は

3. 面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項

この期間中に面接指導を受
けた場合等で医師が必要で
ないと認めた場合は、この
期間に係る面接指導を免除

面接指導実施
5/25

面接指導実施期間
（申出から1か月） 6/24

様式例

③長時間労働者に対する面接指導等の実施
ⅰ 時間外・休日労働時間が月８０時間を超えた場合
●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から
必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
●時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間に関する情報、深夜業の回数
及び時間数等の情報を産業医に提供しましょう。

事業者

労働者

●面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。

産業医

●労働者に対し、面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は
「医師による長時間
労働面接指導等実施マニュアル」
等を活用しましょう。

ⅱ 時間外・休日労働時間が月４５時間を超えた場合
●健康への配慮が必要な者が面接指導等の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望ま
れます。また、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

事業者
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3
④医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録
□事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければな
りません。
□医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行うことが適当です。
□事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、
５年間保存しなければなりません。
□面接指導の結果の記録は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。

⑤事後措置の実施の際に留意すべき事項
□事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければなりません。
□面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携しつつ対応を図り
ましょう。
□特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないことに留意しま
しょう。

⑥ 事業場で定める必要な措置に係る基準の策定
□事業場で定める基準の策定は、衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間労働に係
る医学的知見を考慮し、以下の点に十分留意しましょう。
●時間外・休日労働が月80時間を超えた全ての労働者に面接指導を実施するよう基準の策定に努めましょう。
●時間外・休日労働が月45時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それ
らの者が措置の対象となるように基準を策定することが望まれます。
例1）
時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者で産業医が必要と認めた者には、面接指導を実施する。
例2）
時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事
業場における健康管理について事業者が助言指導を受ける。

⑦ 長時間労働者に対する面接指導等の実施に当たって
□月80時間超の時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で調査審
議のうえ、以下のア及びイを図りましょう。調査審議の結果の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防止など、
申出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。
ア 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
イ 労働者に対し、申出方法等の周知徹底
□面接指導を実施する医師は、産業医や産業医の要件を備えた医師等が望まれます。
□面接指導の実施の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
□派遣労働者への面接指導は、派遣元事業者に実施義務が課せられます。
□時間外・休日労働が月80時間超の労働者全員に対して面接指導を実施する場合は、事業者は対象者全員に面接指導
の実施の通知等を行い、労働者が申込みを行ったことなどをもって申出を行ったものとみなします。
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3章

働き方改革推進に向けた支援

生産性向上 ＆ 業務効率化に関する助成金
業務改善助成金

●生産性向上に資する設備・機器の導入等を行うとともに、事業場内最低賃金
の引上げを図る企業を支援します。
【お問い合わせ先】
（室）
所在地一覧
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）▶雇用環境・均等部

働き方改革推進
支援助成金

●出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生
産工程の自動化・省力化等、労働時間短縮や生産性向上を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）
▶雇用環境・均等部（室）所在地一覧

魅力ある職場づくり ＆ 社員育成に関する助成金等
両立支援等助成金

育児・介護支援プラン
導入支援事業

65歳超雇用推進
助成金

人材確保等支援
助成金

キャリアアップ助成金

●育児休業の円滑な取得・職場復帰の支援や代替要員の確保を行った企業を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）

●社会保険労務士等の専門家である仕事と家庭の両立支援プランナーが、育
児・介護休業の円滑な取得や職場復帰等に取り組む企業を支援します。
【お問い合わせ先】
株式会社パソナ 育児・介護支援プロジェクト事務局
（委託先）
TEL:03-5542-1740
▶「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方へ

●66歳以上の継続雇用延長や65歳以上の年齢までの定年引上げ、高齢者向
けの雇用管理制度の整備等を行う企業を支援します。

【お問い合わせ先】
（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部 高齢・障害者業務課
（東京支部、大
阪支部は高齢・ 障害者窓口サービス課）
▶独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

●雇用管理改善、生産性向上などの取組によって従業員の職場定着の促進等
を図る事業主を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

●非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

産業保健関係助成金

人材開発支援助成金

●社員の健康づくりのための取組を支援します。
【お問い合わせ先】
（独）
労働者健康安全機構
▶独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健関係助成金

●人材育成のための社員に対する訓練の実施や教育訓練休暇を付与する取
組を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
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【3章】働き方改革推進に向けた支援
働き方改革関連法に関する相談窓口
労働基準監督署

●時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。

労働時間相談・支援コーナー

▶検索ワード：労働基準監督署

都道府県労働局

●正社員と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労
働者）
との間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

【パートタイム労働者、有期雇用労働者関係】
雇用環境・均等部
（室）
【派遣労働者関係】
需給調整事業部
（課・室）

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

▶検索ワード：都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

働き方改革の推進に向けた課題を解決するための相談窓口
働き方改革推進
支援センター

●働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制
度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保
険労務士等の専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：働き方改革推進支援センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

産業保健総合
支援センター

●医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保
健の専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：産業保健総合支援センター

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

よろず支援拠点

●生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専
門家が相談に応じます。
▶検索ワード：よろず支援拠点
https://yorozu.smrj.go.jp/

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

●経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業
者の取組を支援します。
▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
▶検索ワード：全国の商工会議所一覧
https://www5.cin.or.jp/ccilist
▶検索ワード：都道府県中央会

https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm

ハローワーク

●求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを
実施しています。
▶検索ワード：ハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

医療勤務環境改善
支援センター

●医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総
合的なサポートをします。
▶検索ワード：いきサポ

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp
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令和４年度36協定届出事業場等に対する上限規制等に関する説明会

2021年4月1日
改正育児・介護休業法、パワハラ対策等について

徳島労働局雇用環境・均等室

１．改正育児・介護休業法

1

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及び雇用保険法の
一部を改正する法律の概要（令和３年法律第58号、令和３年６月９日公布）
改正の概要

❶男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
（１）休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育児休業（１か月前）よりも短縮
（２）分割して取得できる回数は、２回とする。
（３）労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

❷育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
（１）育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
（２）妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付ける。

❸育児休業の分割取得
育児休業（❶の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能とする。

❹育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

❺有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者」であることという要
件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が１年未満である労働
者を対象から除外することを可能とする。

❻育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
（１）❶及び❸の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
（２）出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため被保険者期間計算の起算点に関する特例を設ける。

施行期日
Ⅰ❷❺ ：令和４年４月１日
Ⅱ❶❸❻ ：令和４年10月１日（ただし、❻（２）については令和３年９月１日）
Ⅲ❹
：令和５年４月１日
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改正育児・介護休業法の施行スケジュール
令和４年４月

Ⅰ

令和４年10月

令和５年４月

令和４年４月１日施行分
❷（１）育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
❷（２）個別の周知・意向確認の措置
❺
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
Ⅱ

施行

令和４年10月１日施行分
❶
❸

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
育児休業の分割取得

Ⅲ
❹

施行

令和５年４月１日施行分
育児休業取得状況の公表の義務化
（従業員数1,000人超の企業）

施行

3

Ⅰ 令和４年４月１日施行分
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２① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休（出生時育児休業）の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません（複数が望ましい）。

① 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する相談体制の整備

（相談窓口設置等）
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）取得事例の収集・
提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）制度と育児休業
取得促進に関する方針の周知
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

5

２② 妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する
事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

誰に？

本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者
①～④のすべての事項を周知する必要があります。
① 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する制度

何を？

② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の申出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）期間に
負担すべき社会保険料の取り扱い

いつ？
どうやって？

次のページ（その他のポイント）をご覧ください。
①面談

②書面交付

③FAX

④電子メール等

のいずれか

注：③④は労働者が希望した場合のみ
オンライン
面談もOK

※雇用環境整備、個別周知、意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。
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５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

改正前

就業規則から削除
してください！

●育児休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が１年以上
(2) １歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない
●介護休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が１年以上
(2) 介護休業開始予定日から93日経過日から６か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
令和４年４月１日～
育児休業・介護休業いずれも、(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労使協定の締結により除外可）
※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和

実務上のポイント
○

育児休業の取得要件の、「１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない」については、改正前から変更
ありませんが、判断のポイントは以下のとおりです（介護休業も同様です）。
・ 育児休業の申出があった時点で、労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
・ 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合は、原則として「労働契約の更新がないことが確実」とは判断
されません。
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Ⅱ 令和４年10月１日施行分
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１ 出生時育児休業（産後パパ育休）の創設

３ 育児休業の分割取得

育児休業とは別に
新たに創設される
休業です

出生時育児休業（産後パパ育休）
（R4.10.1～）
対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に４週間（28日間）まで取
得可能
雇用環境の整備などにつ
いて、法を上回る取組を
労使協定で定めている
場合は、１か月前までと
できる（次のページ）

育児休業制度

育児休業制度

（R4.10.1～）

（現行）

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則１か月前まで

原則１か月前まで

申出期限

原則休業の２週間前まで

分割取得

分割して２回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合
意した範囲で休業中に就業することが可能

原則就業不可

原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り
再取得可能

再取得不可

休業中の就業

9

改正後の働き方・休み方のイメージ（改正前）
保育所に入所できない等の場合

出生

出生後８週

母

産休

父

育休

１歳

育休

育休

出生後８週間以内に取得した
育児休業は１回にカウントされな
いため、再度取得が可能。

育休

３回目の取得はできない。
（申出は１回限り）

１歳半

２歳

育休

育休

育休

育休

開始時点が１歳または１歳６
か月時点に限定されるため、途
中で交代することができない。
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改正後の働き方・休み方のイメージ（令和４年10月1日～）
保育所に入所できない等の場合

出生

出生後８週

産休

母

父

育休

育休

育休

出生時育児休業は２回に
分割して取得可能となる。

新制度

１歳

育休

育休

１歳半

育休

育休

母も父も育児休業は２回
に分割して取得可能となる。

２歳

育休

育休

育休

開始時点が柔軟化され、夫婦が
途中交代することが可能となる。

今回の改正で新たにできるようになること
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１歳以降の育児休業の開始日の柔軟化
１歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、１歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能になります。
現

行

１歳以降の育児休業の開始日は、各期間の初日に限る
１歳６か月までの育児休業は１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）
２歳までの育児休業は１歳６か月到達日の翌日

保育所に入所できない等の場合

（例）
母

父

各期間の初日でしか
夫婦交代できない

▶

１歳半

１歳
育 休

育休

育 休

２歳
開始日は各期間の
初日に限るため取
得不可

育休

育休

育休

令和４年10月１日～
配偶者が１歳以降の育児休業を取得する場合は、配偶者の
育児休業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできる。
現行の取得方法（夫婦ともに各期間の初日から取得）も可能。

父

各期間の途中でも夫婦交代が可能

保育所に入所できない等の場合

（例）
母

（本人と配偶者の育児休業に切れ目がなければ）

▶

１歳半

１歳
育 休

育 休

育休

育休

２歳
配偶者の終了日と本人の開始日
が接続又は重複すれば、各期間
の途中からでも育休開始可能

育休
育休
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Ⅲ 令和５年４月１日施行分
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４ 育児休業の取得状況の公表
 常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年１回公表する
ことが義務付けられます。
 具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。インターネット
の利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。

①育児休業等の取得割合

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

公表前事業年度（※１）においてその雇用する
男性労働者が育児休業等（※２)をしたものの数

公表前事業年度（※１）においてその雇用する男性労働者が

または
公表前事業年度（※１）において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

育児休業等（※２)をしたものの数

+
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する
事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(※３)を利用したものの数
公表前事業年度（※１）において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

※１ 公表前事業年度： 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度
※２ 育児休業等：

産後パパ育休（出生時育児休業）も含みます！

育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業 及び 法第23条第２項（所定労働時間の短縮の代替措置として３歳未満の子
を育てる労働者対象）又は第24条第１項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業
に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業

※３ 育児を目的とした休暇：

目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度。育児休業等及び子の看護休暇は除く。

《例えば…》
失効年休の育児目的での使用、いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、
子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度（法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る）などが該当。

14

２．パワーハラスメント対策

15

職場におけるハラスメント
職場においては、さまざまなハラスメントの問題が存在します。ハラスメント行為は、
働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。
また、企業にとっても社会的信用を失うことになり、経営上のリスクとなり得る問題
です。
【職場におけるハラスメントの例】
コロナ
ハラスメント

モラル
ハラスメント
ケアハラ

妊娠・出産等に
関するハラスメント※

パワー
ハラスメント
アルコール
ハラスメント

ジェンダー
ハラスメント

セクシュアル
ハラスメント
SOGIハラ

カスタマー
ハラスメント

※ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント。
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ハラスメントが企業に及ぼす影響
ハラスメント対策はなぜ必要なのでしょうか
被害者にとって

17

人格及び個人の尊厳を傷つ
心身の健康を害し休職や退
職に至る
けられ、仕事への意欲や自
信の喪失
労働者への
影 響

行為者にとって

組

織にとって

生産性の低下

行為者自身の信用の低下

職場環境の悪化による業績の
悪化（人間関係の悪化、士気の

優秀な人材の流出

低下、職場秩序の乱れ）

事案解決までの労力や
コストの負担

組織への
影 響

使用者責任と社会的
信用の失墜

「働き方改革」は、労働時間を減らしたり、休みをとれるようにすることだけでは成立しません。ハラスメン
トのない安心して働ける職場環境を整備することで、全ての方が活躍し、企業の生産性を上げる、これも「働き
方改革」の重要な要素です。

17

パワーハラスメントの裁判例①
■パワハラ放置に基づく会社の損害賠償責任（東京地裁判決平成22年1月29日）
概要：
コンピューターネットワークの構築を業とするA社の契約社員であったBが、部長Cによるパワ
ハラ行為により、3か月の自宅療養を要する抑うつ状態および身体化障害と診断されたとこ
ろ、A社にはこれを知っていたにも関わらず、放置した等の過失があるとして、部長CおよびA
社に対し、不法行為等に基づく損害賠償請求をした。
判決内容：
部長CがBにつき業務について満足な指導を受けることができていないことを知り得る状況
にありながら、会議の席上で厳しくBの仕事ぶりを揶揄し、金銭を要求するような言動をし
たり、退職を勧めるような言動をしたことは不法行為を構成し、A社には従業員が業務につ
いて十分な指導を受けた上で就労できるよう職場環境を保つ労働契約法上の付随義務
違反が認められる等と判断し、部長Cは不法行為により、A社は使用者責任により、部長C
およびA社連帯して55万円の損害を賠償するように判示した。
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パワーハラスメントの裁判例②
■先輩によるいじめと会社の法的な責任（さいたま地裁判決平成16年9月24日）
概要：
A病院に勤務していた看護師Bは、先輩看護師Cから飲み会への参加強要や個人的用
務の使い走り、何かあると「死ね」と告げたり、「殺す」などといった暴言等のいじめを受け、
自殺した。
判決内容：
判決では先輩看護師CのBに対するいじめを認定し、先輩看護師CにBの遺族に対する
損害を賠償する不法行為責任と、勤務先であるA病院に対し、安全配慮義務の債務不
履行責任を認め、先輩看護師CがBの遺族に対し負うべき損害賠償額を1,000万円と命
じ、A病院に対して、先輩看護師Cと連帯して500万円の損害を賠償するように判示した。

裁判例はハラスメント関係の総合情報サイト
「あかるい職場応援団」に多数掲載されていま
すので参考にしてください。
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パワーハラスメントに係る法令、指針の内容

職場におけるパワーハラスメントを定めた法律
労働施策総合推進法第３０条の２
１

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした⾔動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環
境が害されることのないよう、当該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の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければな
らない。

２

事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと⼜は事業主による当該相談へ
の対応に協⼒した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、
その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指
針」という。)を定めるものとする。
（以下略）
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職場におけるパワーハラスメントの内容
職場におけるパワーハラスメント防止のための指針（令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号）
＜職場におけるパワーハラスメントとは＞
○ 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。
→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。
職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

① 優越的な関係を背景とした
言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して
抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当
該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの 等

② 業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその
態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害さ
れる

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が
不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する
上で看過できない程度の支障が生じること
○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言
動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じ
たと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当
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職場におけるパワーハラスメントの内容
指針では、パワーハラスメントの代表的な言動の類型（６類型）、類型ごとに典型的に職場にお
けるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例を示しています。
個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十
分留意し、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な
対応を行うようにすることが必要です。
※なお、例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提。

パワーハラスメントの代表的な言動の類型
⑴ 身体的な攻撃（暴行・傷害）
⑵ 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）
⑶ 人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）
⑷ 過大な要求（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）
⑸ 過小な要求
（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）

⑹ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）
23

職場におけるパワハラ防止のために事業主が講ずべき措置
指針では、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、事業主が講じなければならない雇
用管理上の措置を定めています。
（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
こと
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発
すること

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、
広く相談に対応すること

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
⑦行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑨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
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
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（３）事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
（取組例）
 相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。

 相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致がある場合には、第
三者からも事実関係を聴取する。
 事実関係の確認が困難な場合には、法第30条の６に基づく調停の申請を行う
ことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

ポイント
 被害の継続・拡大、複雑化を防ぐため、迅速に対応する。
 当事者の言い分や希望などを十分に聴き取る。
 パワハラの有無や該当するかどうかも大事だが、良好な就業環境を回復する
ことを優先する。
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（３）事後の迅速かつ適切な対応
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
（取組例）
 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
 被害者と行為者を引き離すための配置転換
 行為者の謝罪
 被害者の労働条件上の不利益の回復
 メンタル不調への相談対応等の支援

ポイント
 事実確認が完了する前であっても、被害の拡大を防ぐため、臨機応変に対応する。
 会社として取り組んだことを被害者に説明し、理解を得る。（事実関係について
の調査結果や対応の内容とその考え方など）
 問題が再発していないか、継続的にフォーローアップを行う。
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（３）事後の迅速かつ適切な対応
⑦行為者に対する措置を適正に行うこと
（取組例）
 就業規則その他の職場における服務規律等に基づき、行為者に対して必要な懲
戒その他の措置を講ずること。
 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
 被害者と行為者を引き離すための配置転換

ポイント
 行為者への制裁は、公正なルールに基づき行う。
 処分を行うだけでなく、行為者の言動がなぜパワハラに該当し、どのような問
題があるのかをきちんと理解してもらう。
 同じような問題を繰り返さないために、継続的にフォーローアップを行う。
27

（３）事後の迅速かつ適切な対応
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
（取組例）
 パワハラを行ってはならない旨や行為者について厳正に対処する旨の方針を、
あらためて社内報、パンフレット、社内ホームページ等に掲載、周知を行う。
 パワーハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を実施する。

ポイント
 個別事案の解決にとどまらず、同様の問題が発生することを防ぐために全労働
者を対象として取り組む。
 これまでの防止対策に問題がなかったかどうか、再点検し、必要に応じて見直
しを行う。
 定期的に継続して行っていく。
28

カスタマーハラスメント（顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為）
カスタマーハラスメント防止対策は、法律上は事業主の措置義務の対象とされていま
せんが、パワハラ指針において「望ましい取組」として示されています。
 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 被害者への配慮のための取組
 被害防止のための取組
（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット
（業務への影響）対応方法を明示することで従業員が働きやすくなった
（従業員への影響）職場環境が明るくなった、従業員の安心感が生まれた
（職場環境への影響）迷惑行為をする客が来店しなくなり職場環境が改善された、離職者が減少した

↑の資料等を参考にお取り組みください。
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職場でパワハラ対策に取り組む際に活用できる資料

🔎

あかるい職場応援団

研修用資料やポスター、チラシなどをダウンロードすることができます。
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最後に

お気軽にご相談ください
 改正法に沿った就業規則の整備
 育児休業や介護休業の取得に関する疑問
 育児・介護休業等に係る労使間のトラブル
 パワハラ相談への対応方法

など
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社内様式例

① 労使協定の例

…1P

一定範囲の労働者からの育児休業の申出を拒む場合や、出生時育児休業の申出を
１か月前までとする場合、出生時育児休業中に就業させる場合等に必要です。

② 雇用環境の整備の措置（相談窓口設置とする例）
③ 個別周知・意向確認書記載例

…3P

…5P

この様式は以下からダウンロードしてご利用いただけます。
徳島労働局

→お役立ち情報「法令・様式集」 →ダウンロードコーナー

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushimaroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/download.html

徳島労働局雇用環境・均等室

育児・介護休業等に関する労使協定の例
◯◯株式会社と□□労働組合は、◯◯株式会社における育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。
（育児休業の申出を拒むことができる従業員）
第１条 事業所長は、次の従業員から１歳（法定要件に該当する場合は１歳６か月又は２歳）に満たない子を養育するための育児休業の
申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から１年（法第５条第３項及び第４項の申出にあっては６か月）以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が２日以下の従業員
２ 事業所長は、次の従業員から出生時育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護休業の申出を拒むことができる従業員）
第２条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 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
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員）
第３条 事業所長は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社６か月未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護休暇の申出を拒むことができる従業員）
第４条 事業所長は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社６か月未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（育児・介護のための所定外労働の制限の請求を拒むことができる従業員）
第５条 事業所長は、次の従業員から所定外労働の制限の請求があったときは、その請求を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員）
第６条 事業所長は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 週の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員）
第７条 事業所長は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（従業員への通知)
第８条 事業所長は、
第１条から第７条までのいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、
その旨を従業員に通知するものとする。
（出生時育児休業の申出期限）出生時育児休業の申出期限を開始日の 1 か月前までとする場合のみ必要です
第９条 事業所長（三を除く。
）は、出生時育児休業の申出が円滑に行われるよう、次の措置を講じることとする。その場合、
事業所長は、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業を開始する日の１か月前までとすることができるものとする。
一 全従業員に対し、年１回以上、育児休業制度（出生時育児休業含む。以下同じ。）の意義や制度の内容、申請方法等
に関する研修を実施すること（注 1）
。
二 育児休業に関する相談窓口を各事業所の人事担当部署に設置し、事業所内の従業員に周知すること。
三 育児休業について、○○株式会社として、毎年度「男性労働者の取得率○％以上 取得期間平均○か月以上」
「女性労
働者の取得率○％以上」を達成することを目標とし、この目標及び育児休業の取得の促進に関する方針を社長から従
業員に定期的に周知すること。また、男性労働者の取得率や期間の目標については、達成状況を踏まえて必要な際に
は上方修正を行うことについて労使間で協議を行うこと（注２）
。
四 育児休業申出に係る労働者の意向について、各事業所の人事担当部署から、当該労働者に書面を交付し回答を求める
ことで確認する措置を講じた上で、労働者から回答がない場合には、再度当該労働者の意向確認を実施し、当該労働
者の意向の把握を行うこと。
（出生時育児休業中の就業）労使協定の締結がなければ出生時育児休業中の就業はできません。
第 10 条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。
（有効期間）
第 11 条 本協定の有効期間は、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の１か月前までに、会社、組合いず
れからも申出がないときには、更に１年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
◯年◯月◯日 ◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯
□□労働組合
執行委員長 ◯◯◯◯
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「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」の措置として
「②育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する相談体制の整備」
「④制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知」
の措置を講じる場合の例

我が社は仕事と育児を両立する社員を積極的にサポートします！

育児休業、出生時育児休業を積極的に取得してください！
●仕事と家庭の両立に関する相談窓口を設置しましたのでご相談ください！
●妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした方に対し、個別に制度を周知するとともに育児休業・
出生時育児休業の取得の意向を確認します！

育児休業、出生時育児休業以外の両立支援制度も積極的にご利用ください！
仕事と育児の両立支援制度概要
妊娠

産前６週

出産

１歳

産後８週

１歳６か月

２歳

３歳

小学校入学

・妊婦健診等を受ける時間の確保 ・母性健康管理措置（通勤緩和、勤務軽減等）
・時間外労働、休日労働、深夜業の制限

・坑内業務、危険有害業務の就業制限

妊婦の軽易業務転換
マ
マ

産前休業
※多胎妊娠の
場合 14 週

産後休業

育児時間
出生時
育児休業
パ
パ
・
マ
マ

育児休業
※パパ・ママ育休プラスは１歳２か月

・育児短時間勤務制度

・子の看護休暇

育児休業
※特別な場合

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

課

制度に関するお問い合わせ
申し込み先

育児休業
※特別な場合

（連絡先：
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）

個別周知・意向確認書記載例（必要最小限事例）

仕事と育児の両立を進めよう！
１．育児休業（育休）は性別を問わず取得できます。
労働者。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。夫婦同時に取得できます。
有期契約労働者の方は、申出時点で、子が１歳６か月を経過する日までに労働契
対象者

約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。
＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）
①入社１年未満の労働者 ②申出の日から１年以内（１歳６か月又は２歳までの育児休業の場合は
６か月以内）に雇用関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者

原則、子が 1 歳に達する日（１歳の誕生日の前日）までの間の労働者が希望する
期間

期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が１歳２か月に達するまで出
産日と産後休業期間と育児休業期間と出生時育児休業を合計して１年間以内の休
業が可能（パパ・ママ育休プラス）
。

申出期限

原則休業の１か月前までに●●部□□係に申し出てください。

分割取得

分割して２回取得可能

２．出生時育児休業(産後パパ育休）は男性の育児休業取得を促進する制度です。
男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できます。※配偶者が専業主婦（夫）
でも取得できます。
有期契約労働者の方は、申出時点で、出生後８週間を経過する日の翌日から起算
対象者

して６か月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
でない場合取得できます。
＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）
①入社１年未満の労働者 ②申出の日から８週間以内に雇用関係が終了する労働者
③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者

期間

子の出生後８週間以内に４週間までの間の労働者が希望する期間。
（２週間前とする場合の記載例）原則休業の２週間前までに●●部□□係に申し出

申出期限

てください。
（労使協定を締結し、１か月前とする場合の記載例）原則休業の１か月前までに●
●部□□係に申し出てください。

分割取得
休業中の
就業（※）

分割して２回取得可能（まとめて申し出ることが必要）
調整等が必要ですので、希望する場合、まずは●●部□□係にご相談ください。

（※）休業中の就業について労使協定を締結していない場合記載は不要です。
（裏面あり）
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育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。
育児休業給付
育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始
時の賃金の 67%（180 日経過後は 50%）の育児休業給付を受けることができます。
育児休業期間中の社会保険料の免除
一定の要件（その月の末日が育児休業（出生時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合（令
和４年 10 月以降に開始した育児休業については、これに加えて、その月中に 14 日以上育児休業を
取得した場合及び賞与に係る保険料については１か月を超える育児休業を取得した場合））を満たし
ていれば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除
されます。

当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。

育児休業・出生時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このペー
ジのコピーを、
年 月 日までに、●●部□□係へ提出してください。
該当するものに〇
育児休業を取得する。
出生時育児休業を取得する。
取得する意向はない。
検討中
（注）男性については、育児休業も出生時育児休業も取得することができます。

【提出日】
【提出者】
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●年●月●日
所属 □□部△△課
氏名 ◆◆ ◆◆

パ ー ト タ イ ム・有期 雇 用労働 法の ポイン ト

令和4年10月27日
徳島働き方改革推進支援センター
社会保険労務士 濱和行
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正規雇用と非正規雇用労働者の推移
○正規雇用者数は、2015年以降増加が続いており、2021年も増加(前年比+26万人）。合計（７年間）で267万人増加
○非正規雇用者数は2010年以降増加が続いてきたが、2020年以降は減少（非正規雇用割合も減少（36.7％・2021年平均））
非正規雇用労働者の割合
役員を除く雇用者
万人

5,000

5,185
4,963

5,161

5,256

5,460
5,303 5,391

958

1,152
【23.2%】

1,451

1,735

1,816

【29.4%】

【33.5%】

【35.2%】

[非正規雇用労働者の内訳]

[雇用形態別]

非正規雇用

4,940

4,664

【20.5%】

5,596 5,660 5,620 5,620

2,165
2,120
2,090 2,064
2,023 2,036【37.9%】【38.3%】【37.2%】

【36.7%】

【37.3%】
1,967 1,986【37.5%】
【37.5%】
【37.4%】

＋13 ＋84 ＋45
＋19 ＋37

▲75

[年齢、男女別]

その他
81万人(4%)
契約・嘱託
388万人(19%)

▲26
派遣
140万人(7%)

＋97

3,812

3,489

3,449

3,345

3,367 3,423
3,288 3,317
＋56
＋29 ＋50

＋53

3,476 3,494
＋ 18

＋35

女15～59歳
1,074万人
(52%)

3,529 3,555
＋26

パート
1018万人(49%)

＋267

男15～59歳
345万人(17%)

0

H4

9

1992年

1997年

14

2002年

19

2007年

24

2012年

26

27

28

29

女60歳以上
339万人(16%)

アルバイト
438万人(21%)

正規雇用
3,705

男60歳以上
307万人(15%)

30

R1 R2 R3

2014年 2015年 2016年 2017年2018年 2019年2020年 2021年

（資料出所）1997年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）⾧期時系列表9、2002年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）⾧期時系列表10
2007年の数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
2012年から2016年までの数値は、2015年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
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不本意非正規雇用労働者の割合の推移
○

2021年の不本意非正規雇用労働者の割合は10.7％。対前年比で８年連続で低下（ －0.8ポイント）。
（％）

600 （万人）

16.9

19.2

20

不本意非正規雇用労働者数

18.1

15.6
不本意非正規雇用労働者割合（右軸）

14.3

15

12.8
342

333

11.6
316

297

300

273

11.5

10.7
10

255

236

230

214

5

0

0
2013

14

15

16

17

18

19

20

21

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」 Ⅱ-16表
（注）1）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
2）不本意非正規雇用労働者：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。
割合は、当該質問の回答者総数を分母として算出している。
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各種制度の適用状況
○ 各種制度の適用割合は、正社員に比べてパートタイム労働者は大きく下回っている。

正社員

（％）

100
90
80

パート

90.4
84.6

80.7

76.4

71.7

70
60
49.2

50

40.8

40

33.7

30
20
8.7

10

2.3

0
通勤手当

家族手当

賞与

退職金

（資料出所）厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」2016年 個人調査 第14表
注） 1) パートタイム労働者：常用労働者のうち、フルタイム正社員より１日の所定労働時間が短いか、１週間の所定労働日数が少ない者。
2) 正社員とパートタイム労働者の両方を雇用している事業所（実施状況不明の事業所を含む）を集計対象としたもの。

慶弔休暇

5

3

目次
１．非正規雇用の現状
２．働き方改革の意義
３．パートタイム・有期雇用労働法のポイント
３－１ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
３－３ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
３－４ 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)の規定の整備等
４．不合理な待遇差の点検・検討手順
５．支援策のご紹介
6

働き方改革のポイント
働き方改革とは?
「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟
な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革。
○ 日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々の
ニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによ
る生産性向上や、就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる環境をつく
ることが不可欠。
○ 働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現す
ることで、成⾧と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の
展望を持てるようにすることを目指す。

7

4

働き方改革のポイント
中小企業の働き方改革はなぜ必要?
「働き方改革」は、日本の雇用の約7割を担う中小企業・小規模
事業者において、 着実に実施することが必要。
魅力ある職場とすることで、人手不足の解消も。
○ 職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながる
ことから、 人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、 生産性向
上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要。
○ 改革に取り組むに当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企
業・小規模事業者だからこその強みも。
○ 「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」
の好循環をつくるため、「働き方改革」を進めてより魅力ある職場をつくりま
しょう!
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働き方改革の全体像 ～働き方改革関連法 施行日一覧～
法律
労働施策総合推進法

内容
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継
続的に推進するための「基本方針」を定める。

労働時間の上限

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な
事情がある場合にも上限を設定。（罰則付）

高度プロフェッショナル
制度の創設

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要と
する等の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等
を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

（第36条等）

（第41条の２）

労
働 年５日の年次有給休暇
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年５日について
基 の取得義務
毎年時季を指定して与えなければならない。
準 （第39条第７項）
法
フレックスタイム制の見直
フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延⾧。
し（第32条の３）
中小企業における割増
賃金率の猶予措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企
業への猶予措置を廃止。

大企業

中小企業

平成30年7月6日
令和2年4月1日

平成31年4月1
日

―

平成31年4月1
日

令和5年4月1日

労働時間等設定改善法

勤務間インターバル制度の導入、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わない
など取引上の必要な配慮の努力義務化など。

労働安全衛生法、じん肺法

産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての労働者を対象とした労
働時間の状況の把握の義務化など。

パートタイム・有期雇用労働
法

短時間・有期雇用労働者について、
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関す 令和2年4月1日
る説明の義務化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

労働者派遣法

派遣労働者について、
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関す
る説明の義務化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。
9

平成31年4月1日

令和3年4月1日

令和2年4月1日
9
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３－１

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
～ 同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消 ～
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

見直しの目的
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、
多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

改正のポイント

パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※１ について、以下の１～３を統一的に整備します。

１ 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇に
ついて、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン（指針）において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが
できるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
３ 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ) ※２ の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ＡＤＲの対象となります。
※１ 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記１～３が整備されます。
※２ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

202１年４月1日 全面施行
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同一労働同一賃金の対応状況
同一労働同一賃金など、雇用形態による待遇差の解消又は縮小に向けて「取り組んでいる」事業所の割合は調査対象
計で54％、「待遇差はない（異なる雇用形態が存在しない場合を含む）」で32％、「取り組んでいない」で12％。
同一労働同一賃金など、雇用形態による待遇差の

「取り組んでいる」事業所（54％）の取組内容

解消又は縮小に向けた取組

（「取り組んでいる」事業所＝100、複数回答）

「取り組んでいる」又は「待遇差はない」事業所（86％）

調査対象計

54

1000人以上

（％）

32

62

12

25

9

2

基本給

49

4
諸手当

300～999人

59

100～299人

30

53

30～99人

10

33

36

13

45

18

1

福利厚生

20%

40%

60%

80%

58

1
上記３つ以外

0%

63

1

28

100%

取り組んでいる
待遇差はない（異なる雇用形態が存在しない場合を含む）
取り組んでいない
無回答

（資料出所）厚生労働省「労働経済動向調査（令和３年11月）」より 雇用環境・均等局 有期・短時間労働課作成。
注１）令和３年11月１日現在の調査結果。
注２）同一労働同一賃金ルールは、令和２年４月施行（中小企業への適用は令和３年４月から）。
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7

３－２

不合理な待遇差をなくすための規定の整備①

裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」「均等待遇」をパート・有期・派遣で統一的に
整備しています。
（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者
「均衡待遇」の内容

①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情

「均等待遇」の内容

①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止

を考慮して不合理な待遇差を禁止

※ 職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

（改正後）

（改正前）

➊ 均衡待遇規定の明確化

○ 均衡待遇

それぞれの待遇（※）ごとに、当該待遇の性質･目的に照らして
適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

パートタイム労働者…規定あり
有期雇用労働者…規定あり

○ 均等待遇

※基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など

パートタイム労働者…規定あり
有期雇用労働者…規定なし

どのような待遇差が不合理に当たるか、
明確性を高める必要がありました。
【改正前→改正後】
○:規定あり
△:配慮規定
×:規定なし
◎:明確化
➍➎は16ページ参照

➋ 均等待遇規定

新たに有期雇用労働者も対象とする。

➌

待遇ごとに判断することを明確化し、ガイドラインの策定
などによって規定の解釈を明確に具体的に示しています。
パート

有期

派遣

均衡待遇規定

○ → ◎

○ → ◎ １

△ → ○＋労使協定

均等待遇規定

○ → ○

× → ○

２

× → ○＋労使協定

ガイドライン

× → ○

× → ○

３

× → ○

４
５
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３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備②
「均衡待遇」「均等待遇」とは?
「均衡待遇」の内容

①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情

「均等待遇」の内容

①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱い禁止

② 職務内容・配置の変更範囲
（＝人材活用の仕組み・運用など）

① 職務内容 ＝『業務の内容』＋『責任の程度』
『業務の内容』
＜業務の内容が正社員と同じか否かの判断＞
＊業務の種類（職種）を比較
販売職、事務職、製造工、印刷工 など

＊個々の業務の中の中核的業務を比較

中核的業務＝与えられた職務に伴う個々の業務のうち、
その職務を代表する中核的な業務
＃その職務に不可欠な要素である業務
＃その成果が業績や評価に大きな影響を与える
＃職務全体に占める時間的割合・頻度が多い

業務の種類、中核的業務を比較して実質的に同じで
あれば、「業務の内容は同じ」と判断
『責任の程度』
著しく異ならないかどうかを判断

＜判断要素（例）＞
＊単独で契約締結可能な金額の範囲
＊管理する部下の人数、決裁権限の範囲
＊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
＊ノルマ等の成果への期待度
など

を考慮して不合理な待遇差を禁止

【例】
紳士服売場の責任者（正社員）
と
婦人服売場の責任者
（有期雇用の契約社員）
◆業務の種類
⇒ 販売職（同じ）
◆中核的業務
⇒ 扱う商品は違うものの、
必要な知識の水準などに
大きな違いはない
（実質的に同じ）
◆責任の程度
⇒ 在庫管理や部下の指導に
伴う責任の重さも違いはない
（著しく異ならない）
↓

職務内容は同じ

転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲
※制度として相違があるか否かだけではな
く、実態として相違があるか否かによっ
て判断することとなる。

【例】
正社員:就業規則上は「全国異動あり」だが、
実態として異動した者はいない
パート:異動は無い
↓
配置の変更範囲は同じ

③ その他の事情
その他の事情として考慮され得るもの
＊職務の成果、能力、経験
＊合理的な労使慣行、労使交渉の経緯
など

15
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３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備③
（２）派遣労働者
（改正前）

★ 派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制
になります。

○ 派遣労働者と派遣先労働者の待遇差 ⇒ 配慮義務規定のみ
（改正後）
○ 以下のいずれかを確保することを義務化。（前ページの表➍）

（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇
※ 併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関す
る派遣元への情報提供義務を新設します。

○ 派遣先事業主に、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう
派遣料金の額の配慮義務を創設。
○ 均等・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドライン
（指針）を策定。（前ページの表➎）

（１）派遣先労働者との均等・均衡方式
派遣先

● しかし、派遣先の賃金水準と職務の難易度が常に整合的
とは言えないため、結果として、派遣労働者の段階的・体
系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあ
り得ます。
●

こうした状況を踏まえ、以下の２つの方式の選択制とし
ます。
１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

（２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式

待遇情報の提供義務
派遣

均等／均衡

＜考え方＞
● 派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派
遣労働者の納得感を考慮する上で、派遣先の労働者との均
等・均衡は重要な観点です。

派遣元
派遣先

派遣
労使協定

派遣元

○ 派遣労働者と派遣先労働者との均等待遇・均衡待遇規定を創設。
○ 教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備など派遣先の
措置の規定を強化。

派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数
代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇
決定。(派遣先の教育訓練、福利厚生は除く。）
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３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備④
「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）
○

このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○

基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。

○

このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、
不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について
議論していくことが望まれる。
（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

ガイドラインの構造

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意
• 正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の
合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変
更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があ
る。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待
遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。
• 雇用管理区分が複数ある場合（例:総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員と
の間で不合理な待遇差の解消が求められる。

原則となる考え方

具体例
（問題となら
ない例）

具体例
（問題となる
例）

• 正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離した
場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が求
められる。

裁判で争い得る法律整備
裁判で争い得る部分
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３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備⑤
「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）の概要

① 基本給

③ 各種手当

• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績
又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものな
ど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれ
の趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うも
のについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違
いに応じた昇給を行わなければならない。

② 賞与
• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞
• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞
• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。
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３－２

不合理な待遇差をなくすための規定の整備⑥

「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）の概要

④ 福利厚生・教育訓練
• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診
断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。
• 病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏
まえて同一の付与を行わなければならない。
• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行
わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。
• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。
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参考（最近の「不合理な待遇差」かどうかが争われた裁判例）
旧労働契約法第20条に関するこれまでの最高裁判決の概要を紹介します。
※ いずれも個別事案の判決です。事案によって異なる判断となる可能性があります。
◆ハマキョウレックス事件 平成30 年６ 月１日 最高裁判所第二小法廷判決（平成28年（受）第2099号，第2100号 未払賃金等支払請求事件）
正規雇用労働者と有期雇用労働者の各種手当に関する待遇の違いが不合理かどうかが争われた。運送会社で働く契約社
員（有期雇用労働者）が、正社員との間に差を設けるのは無効であると訴えた。その結果、表のとおり、５つの手当に
ついて、正社員との間に差を設けることは不合理だと判断された。
手当名

判

断

本件における手当支給の目的

判

決

理

由

無事故手当

不合理

正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、安全運転お
優良ドライバーの育成や安全な輸送による
よび事故防止の必要性は同じ。将来の転勤や出向の可能性
顧客の信頼の獲得を目的として支給。
等の相違によって異なるものではない。

作業手当

不合理

特定の作業を行った対価として作業そのも 正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、作業に対す
のを金銭的に評価して支給される性質の賃 る金銭的評価は、職務内容・配置の変更範囲の相違によっ
金。
て異なるものではない。

給食手当

不合理

従業員の食事に係る補助として支給。

住宅手当

勤務時間中に食事をとる必要がある労働者に対して支給さ
れるもので、正社員と契約社員の職務の内容が同じである
うえ、職務内容・配置の変更範囲の相違と勤務時間中に食
事をとる必要性には関係がない。

従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨 正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員より
も住宅に要する費用が多額となる可能性がある。

不合理ではない で支給。

皆勤手当

不合理

正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、出
出勤する運転手を一定数確保する必要があ
勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤や出
ることから、皆勤を奨励する趣旨で支給。
向の可能性等の相違により異なるものではない。

通勤手当

不合理

労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に必要な
費用が異なるわけではない。正社員と契約社員の職務内
通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給。
容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費用の
多寡に直接関係はない。
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参考： http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

◆長澤運輸事件① 平成30 年６ 月１日 最高裁判所第二小法廷判決（平成29年（受）第442号 地位確認等請求事件）
運送会社で働く嘱託乗務員（定年退職後に再雇用された有期雇用労働者）が、正社員との間に労働条件の差を設
けるのは無効であると訴えた事案。
最高裁では、表のとおり、２つの手当について、正社員との間に差を設けることは不合理だと判断。
賃金項目

判

断

判

決

理

由

本件では、運送会社で働く、定年退職後に再雇用された嘱託乗務員の賃金が、定
年前と仕事内容がまったく同じであるにもかかわらず、能率給及び職務給等が支給
されないことが争われた。

基本給等
正社員
･･･基本給＋能率給
＋職務給
嘱託乗務員
･･･基本賃金＋歩合給
＋調整給

不合理ではない

この判決では、
・嘱託乗務員の基本賃金は、定年退職時における基本給の額を上回る額に設定し
ていること
・嘱託乗務員の歩合給は、正社員の能率給にかかる係数の約2倍から3倍に設
定されていること
・組合との団体交渉を経て、嘱託乗務員の基本賃金を増額し、歩合給に係る係
数の一部を嘱託職員に有利に変更していること
から、嘱託乗務員の基本賃金及び歩合給は、正社員の基本給、能率給及び職務給に
対応するものであることを考慮する必要があると判断した。
さらに、嘱託乗務員は一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることが
できる上、組合との団体交渉を経て、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始さ
れるまでの間、調整給が支払われるということもあり、これらの事情を総合考慮し
た結果、正社員に対して能率給及び職務給を支給する一方で、嘱託乗務員に対して
能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという待遇差は、不合理ではない
との判断に至っている。
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◆長澤運輸事件② 平成30 年６ 月１日 最高裁判所第二小法廷判決（平成29年（受）第442号 地位確認等請求事件）
運送会社で働く嘱託乗務員（定年退職後に再雇用された有期雇用労働者）が、正社員との間に労働条件の差を設け
るのは無効であると訴えた事案。
最高裁では、表のとおり、２つの手当について、正社員との間に差を設けることは不合理だと判断。
賃金項目

判

断

精勤手当

不合理

本件における支給の目的

判

決

理

由

労働者に対し、休日以外は１日も欠かさ 職務の内容が同一である以上、両者の間で、その皆
ずに出勤することを奨励する趣旨で支給。勤を奨励する必要性に違いはない。
労働者の住宅費の負担に対する補助とし

住宅手当

不合理ではない て支給。

家族手当

正社員は幅広い世代の労働者が存在する一方、嘱託
乗務員は老齢厚生年金の支給を受けることが予定さ
労働者の家族を扶養するための生活費と れ、それまでも調整給を支給されている。
不合理ではない して支給。

役付手当

不合理ではない ことに対して支給。

正社員の中から指定された役付者である 正社員のうち役付者に対して支給されるものであり、
年功給、勤続給的性格ものではない。

超勤手当
（時間外手当）

不合理

労働者の時間外労働等に対して支給。

嘱託乗務員には精勤手当を支給しないことは不合理
であるとの判断を踏まえ、時間外手当の計算の基礎
に精勤手当を含めないという違いは不合理。

労務の対価の後払い、功労報償、生活費 嘱託乗務員は、定年退職に当たり退職金の支給を受

賞与

不合理ではない の補助、労働者の意欲向上等といった多 けるほか、老齢厚生年金の支給を受けることが予定
様な趣旨を含みうる。

され、それまでも調整給を支給されている。

参考： http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf
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次の２つ（大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件）の裁判例は、以下の総論を述べた上で判断されました。
・

有期雇用労働者と無期雇用労働者（通常の労働者）の間の労働条件の相違が賞与／退職金の支給に係るもので
あったとしても、それが旧労働契約法第20条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得る。
・ その判断に当たっては、当該使用者における賞与／退職金の性質や目的を踏まえて、職務の内容、職務の内容・
配置の変更範囲、その他の事情を考慮することにより、不合理か否かを検討すべき。
※ 本件各事案においては、原告らによって比較の対象とされた通常の労働者を比較の対象としつつ、他の多数の通常の労働者についてはその他
の事情として考慮された。

◆大阪医科薬科大学事件 令和２ 年10 月13 日 最高裁判所第三小法廷判決（令和元年（受）第1055号、第1056号 地位確認等請求事
件）

賞与及び私傷病による欠勤中の賃金について、通常の労働者（教室事務員である正職員）には支給し、有期雇用労働
者（教室事務アルバイト職員）には支給しないことが不合理か否か争われた。

手当名
賞与

判

断

待遇の性質・目的

判

決 理

由

正職員の賃金体系や求められる職務遂行 （本件における）賞与の性質・目的を踏まえて、職務の内容及び変
能力及び責任の程度等に照らせば、正職 更の範囲に一定の相違があったこと、その他の事情（人員配置の見
直し等により教室事務員の正職員は極めて少数となっていたこと、
保・定着を図るなどの目的で支給（職能 正職員登用制度を設けていたこと）を考慮すれば、不合理であると
給である基本給を基礎に算定）。
までいえない。

不合理ではない 員としての職務を遂行し得る人材の確

職務の内容等の一定の相違や、上記のその他の事情に加えて、⾧期

⾧期的又は将来的な勤続が期待される正 雇用を前提とした勤務を予定しているものとはいい難いアルバイト
私傷病に
職員の生活保障を図り、雇用を維持・確 職員に、雇用の維持・確保を前提とする制度の趣旨が直ちに妥当す
よる欠勤 不合理ではない 保する目的で支給（６か月間は給与全額、るとはいえない。また、原告の勤続期間（※在籍期間は欠勤期間を
中の賃金
その後は休職となり２割支給）。
含め３年余り）が相当の⾧期間に及んでいたとはいい難く、労働契
約が当然に更新され継続するとうかがわせる事情も見当たらない。

参考： https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
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◆メトロコマース事件 令和２ 年10 月13 日 最高裁判所第三小法廷判決（令和元年（受）第1190号、1191号 損害賠償等請求事件）
退職金について、通常の労働者（売店業務に従事する正社員）には支給し、有期雇用労働者（売店業務契約社員）に
は支給しないことが不合理か否か争われた。
手当名

退職金

判

断

待遇の性質・目的

支給要件や支給内容等に照らせば、職務遂行能力や責任
の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続勤務等に
対する功労報償等の複合的な性質を有し、正社員として
不合理ではない の職務を遂行し得る人材の確保・定着を図るなどの目的
で、様々な部署等で継続的な就労が期待される正社員に
対し支給（年齢給と職能給からなる基本給を基礎に算
定）。

判

決

理

由

（本件における）退職金の有する複合的な性質・目
的を踏まえて、職務の内容及び変更の範囲に一定の
相違があったこと、その他の事情（売店業務に従事
する正社員（少数）は、組織再編等に起因して賃金
水準の変更や配置転換が困難であったこと、正社員
登用制度を設けて相当数登用していたこと）を考慮
すれば、不合理であるとまでいえない。

参考： https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
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◆日本郵便（東京・大阪・佐賀）事件 令和２ 年10 月15 日 最高裁判所第一小法廷判決
○日本郵便（東京）事件 （令和元 年（受）第777 号、第778 号 地位確認等請求事件）
○日本郵便（大阪）事件 （令和元 年（受）第794 号、第795 号 地位確認等請求事件）
○日本郵便（佐賀）事件 （平成30 年（受）第1519 号 未払時間外手当金等請求事件）

各種手当や休暇等について、郵便業務等に従事する通常の労働者（正社員）には付与し、職務の内容等に相応の相違
がある有期雇用労働者（契約社員）には付与しないことが不合理か否か争われた。
手当名

判

断

待遇の性質・目的

判

決

理

由

不合理

⾧期勤続が期待される正社員の生活保障や福利厚 扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれ
生を図り、継続的な雇用を確保する目的で支給。 るのであれば、契約社員にも扶養手当の趣旨は妥当する。

祝日給

不合理

短期間の勤務ではなく繁閑に関わらない勤務が見込まれ
最繁忙期であるために年始に勤務したことの代償
ている契約社員にも、年始における勤務の代償として祝
として支給。
日本郵便（大阪）事件
日給を支給する趣旨は妥当する。

年末年始
勤務手当

不合理

最繁忙期であり、多くの労働者は休日である年末 業務の内容等に関わらず、実際に勤務したこと自体を支
年始期間に業務に従事したことに対し、その勤務 給要件としており、年末年始勤務手当の支給趣旨は契約
日本郵便（東京・大阪）事件
の特殊性の対価として支給。
社員にも妥当する。

夏期冬期
休暇

不合理

短期間の勤務ではなく繁閑に関わらない勤務が見込まれ
労働から離れる機会を与えることにより、心身の
ている契約社員にも、夏期冬期休暇を与える趣旨は妥当
回復を図る目的で支給。
日本郵便（佐賀）事件
する。

有給の
病気休暇

不合理

⾧期勤続が期待される正社員の生活保障を図り、
相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば（※原告ら
療養に専念させることを通じて、継続的な雇用を
はいずれも10年以上勤務）、契約社員についても、有給
確保する目的で休暇中の賃金を最大90日分まで支
の病気休暇を与える趣旨は妥当する。日本郵便（東京）事件
給。

扶養手当

日本郵便（大阪）事件

※

住居手当については、転居を伴う配置転換等が予定されない正社員にも住居手当が支給されていることから、転居を伴う配置転換等が予
定されていない契約社員について住居手当を不支給とすることは不合理な格差であるとの高裁判決が確定している。

参考： 日本郵便（東京）事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
日本郵便（大阪）事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
日本郵便（佐賀）事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf
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３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備⑦

Ｑ１
Ａ

「通常の労働者」とは、同一の事業主に雇用される正社員（無期雇用フルタイム労働者）をいいます。無期
雇用フルタイム労働者とは、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者をいいま
す。
通常の労働者の中にも、総合職、一般職、限定正社員など様々な雇用管理区分がありますが、それらの全
ての通常の労働者との間で不合理な待遇差を解消する必要があります。

Ｑ２
Ａ

待遇を比較すべき「通常の労働者」とは?

総合職、限定正社員などの異なる正社員間の待遇差はこの法律の対象になりますか?
パートタイム・有期雇用労働法の保護対象となる労働者は、パートタイム労働者・有期雇用労働者です。し
たがって、パートタイム労働者・有期雇用労働者ではない、総合職、限定正社員などの異なる正社員（無期
雇用フルタイム労働者）間の待遇差については、この法律の対象ではありません。

26
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３－３

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化①

事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を、パート・有期・派遣で統一的に整備しています。

＜雇入れ時＞【フルタイムの有期雇用労働者については新設】
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、本人に対する雇用管理上の
措置の内容（賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等）について、
事業主は説明しなければなりません。
＜パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合＞【新設】
パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、正社員（無期雇用フル
タイム労働者）との待遇差の内容・理由、待遇決定に際しての考慮事項について事業主は
説明しなければなりません。
＜不利益取扱いの禁止＞【指針→法律に格上げ】
事業主は、説明を求めた労働者について、不利益取扱いをしてはいけません。
【改正前→改正後】○:説明義務の規定あり

×:説明義務の規定なし
パート

有期

派遣

雇用管理上の措置の内容（※）（雇入れ時）

○ → ○

× → ○

○ → ○

待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合）

○ → ○

× → ○

○ → ○

待遇差の内容・理由（求めがあった場合）

× → ○

× → ○

× → ○

※賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など

説明を求めた場合の不利益取扱いを禁止

３－３
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労働者に対する待遇に関する説明義務の強化②

◎短時間・有期雇用労働法第14条第２項（下線部分は改正部分）
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用
労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第６条から前条までの規定により措
置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時
間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
➊ 比較対象となる通常の労働者（正社員（無期雇用フルタイム労働者））
➤

事業主は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等が、短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の
内容及び配置の変更の範囲等に最も近いと事業主が判断する通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由につ
いて説明するものとすること。

➋ 待遇の相違の内容
➤

事業主は、待遇の相違の内容として、次の１及び２に掲げる事項を説明するものとすること。
１ 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の待遇に関する基準の相違の有無
２ 次の（１）又は（２）に掲げる事項
（１） 通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容
（２） 通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇に関する基準

❸ 待遇の相違の理由
➤

事業主は、通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明
するものとすること。

❹ 説明の方法
➤

事業主は、短時間・有期雇用労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明す
ることを基本とするものとすること。
ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合に
29
は、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないものとすること。

15

３－３

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化③

➊ 比較対象となる通常の労働者
事業主は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等が、短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の内容
及び配置の変更の範囲等に最も近いと事業主が判断する通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由について説
明するものとすること。
＜１．比較対象の選定順序の考え方＞
○

「職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等に最も近い」通常の労働者を選定するに当たっては、
・「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一である正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
・「職務の内容」は同一であるが、「職務の内容及び配置の変更の範囲」は同一でない正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
・「職務の内容」のうち、「業務の内容」、「責任の程度」のいずれかが同一である正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
・「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一である正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
・「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」のいずれも同一でない正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
の順に「近い」と判断することを基本とする。

＜２．複数の労働者が該当する場合の考え方＞
○

上記の同じカテゴリーの中で更に絞り込む場合は、
・基本給の決定等において重要な要素（職能給であれば能力・経験、成果給であれば成果など）における実態
・説明を求めた短時間・有期雇用労働者と同一の事業所に雇用されるかどうか
等の観点から判断することが考えられる。

（例） 有期雇用労働者Ａと職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲が同一である正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働
者）のうち、営業目標の達成状況（成果）が最も近いという理由により、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）Ｂを比較対
象とする。
30
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労働者に対する待遇に関する説明義務の強化④

➊ 比較対象となる通常の労働者
事業主は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲等が、短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の
内容及び配置の変更の範囲等に最も近いと事業主が判断する通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由に
ついて説明するものとすること。
＜３．比較対象の決定の考え方＞
○

「通常の労働者」に関しては、例えば、
・

１人の正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）

・

複数人の正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）又は雇用管理区分

・

（例１） 有期雇用労働者Ａと職務の内容、職務の内
容及び配置の変更の範囲が同一であるという
理由により、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）
全般を比較対象とする。

過去１年以内に雇用していた１人又は複数人の正社員（無期

（例２） パートタイム労働者Ｂと業務の内容が同一で
ある正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）は勤続１
年目の者であるが、当該正社員（無期雇用ﾌﾙﾀ
・ 正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）の標準的なモデル（新入社員、
ｲﾑ労働者）の情報を提供する場合、個人が特
勤続○年目の一般職など）
定されるおそれがある。
を比較対象として選定することが考えられる。
そこで、当該正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働
者）の職務の内容、職務の内容及び配置の変
＜４．留意事項＞
更の範囲を前提として、当該正社員（無期雇用
ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）と勤続年数が同じ（勤続１年目）
○ 事業主は、待遇の相違の内容及び理由の説明に当たって、
である場合の標準モデルの正社員（無期雇用ﾌ
比較対象として選定した正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）及び
ﾙﾀｲﾑ労働者）を比較対象とする。
その選定の理由についても、説明を求めた短時間・有期雇用
雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）

労働者に説明する必要がある。
○

個人情報の保護の観点から、事業主は、説明を受けた短時間・有期雇用労働者において、比較対象となった正社
員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）が特定できることにならないように配慮する必要がある。
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労働者に対する待遇に関する説明義務の強化⑤

➋ 待遇の相違の内容
事業主は、待遇の相違の内容として、次の１及び２に掲げる事項を説明するものとすること。
１ 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の待遇に関する基準の相違の有無
２ 次の（１）又は（２）に掲げる事項
（１）通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容
（２）通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の待遇に関する基準
＜１．「（１）待遇の個別具体的な内容」を説明する場合の考え方＞
○

比較対象が１人の場合:賃金であれば、その金額

○

比較対象が複数人の場合:数量的な待遇については平均額又は上限・下限額、数量的でない待遇については

標準的な内容又は最も高い水準・最も低い水準の内容

（例１） 基本給について、異なる支給基準に基づき、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）Ａ₁～A₄は、時給換算して平均1300
円（あるいは1200円～1400円）、パートタイム労働者Ｂは時給1200円。
＜２．「（２）待遇に関する基準」を説明する場合の考え方＞
○

賃金であれば、賃金テーブル及び等級表等の支給基準など、説明を求めた短時間・有期雇用労働者と正社員
（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）に、それぞれ適用している基準の説明をする。

○

待遇に関する基準についての説明は、説明を求めた短時間・有期雇用労働者が、比較対象となる正社員（無期
雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）の待遇の水準を把握できるものである必要がある。

（例２） 食事手当について、同一の支給基準に基づき、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）、有期雇用労働者のいずれにも、
1000円に勤務日数を乗じた額を支給。
（例３） 賞与について、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）には正社員賃金規程第Ｓ条の定めに従い、パートタイム労働者
にはパート賃金規程第Ｐ条の定めに従い支給。いずれも、基本給２ヶ月分にそれぞれの賃金規程の評価係数を乗じ
た額を支給。

３－３

32

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化⑥

❸ 待遇の相違の理由
事業主は、通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明
するものとすること。
＜説明事項の考え方＞
【待遇に関する基準が同一である場合】
同一の基準のもとで違いが生じている理由（成果、能力、経験の違いなど）を説明する。

（例） 労働者全員に対して同一の基準に基づき、前月の営業目標を達成した場合の加算給を支給しているところ、正社
員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）Ａは、前月の営業目標を達成した一方で、有期雇用労働者Ｂは営業目標を達成しなかっ
たため、有期雇用労働者Ｂには加算給を支給していない。
【待遇に関する基準が異なる場合】
①

待遇の性質・目的を踏まえ、待遇に関する基準に違いを設けている理由（職務の内容、職務の内容及び配置の変
更の範囲の違い、労使交渉の経緯など）について説明するとともに、

②

それぞれの基準を正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）、短時間・有期雇用労働者にどのように適用しているか
を説明する。

【待遇の相違の理由として複数の要因がある場合】
それぞれの要因について説明する必要がある。

33
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労働者に対する待遇に関する説明義務の強化⑦

❹ 説明の方法
事業主は、短時間・有期雇用労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明す
ることを基本とするものとすること。
ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合に
は、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないものとすること。
＜説明方法の考え方＞
【資料を活用の上で口頭により説明する場合】
○

活用する資料としては、就業規則、賃金規程、正社員（無期雇用ﾌﾙﾀｲﾑ労働者）の待遇の内容のみを記載した
資料が考えられる。

【説明すべき事項を漏れなく記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料による場合】
○

待遇の相違の内容の説明に関しては、就業規則の条項を記載し、その詳細は、別途就業規則を閲覧させると
いう方法も考えられる。ただし、事業主は、就業規則を閲覧する者からの質問に、誠実に対応する必要がある。

34
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裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)※の規定の整備等①
※ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

公平・中立

無料

簡易・迅速

非公開

行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定をパート・有期・派遣で統一的に整備しています。
● パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争につ
いては、各都道府県労働局の紛争調整委員会で「調停」ができます。（無料・非公開）
★ 弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が調停委員
となり、高い専門性、公平性、中立性のもとで紛争の解決を図ります。
★「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、「調停」の対象となります。

【改正前→改正後】○:規定あり

△:部分的に規定あり

×:規定なし

（均衡待遇は対象外)

パート

有期

派遣

行政による助言・指導等

○ → ○

× → ○

○ → ○

行政ADR

△ → ○

× → ○

× → ○

36

その他の改正事項（主な項目のみ抜粋）
※法の対象に有期雇用労働者が追加されたことにより、今までパートタイム労働者
に適用されていた以下の規定について、新たに有期雇用労働者も適用となる。
規定の内容

【労働条件の明示】（第６条）
・ 「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」の４つの事項について、文書の交付などにより、短時間・有期
雇用労働者の雇入れ後速やかに明示（義務。雇い入れ時に加え、労働契約の更新時も含む。）
※ 上記のほか、労働基準法第15条の規定に基づき、「契約期間」「有期労働契約を更新する場合の基準」「仕事をする場所と仕
事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについて、文書で明
示することが義務付けられている。（労働者全体）
【賃金】（第10条）
・ 職務の内容に密接に関連して支払われる賃金（基本給、賞与、役付手当等）について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
短時間・有期雇用労働者の職務内容、能力、経験その他の就業の実態に関する事項等を勘案し、決定（努力義務）
【教育訓練】（第11条）
・ 職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練について、通常の労働者と同一の職務内容の短時間・有期雇用労働者
に対しても実施（義務）（第１項）
・ 第１項に規定する教育訓練以外の教育訓練（キャリアアップのための訓練等）について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
短時間・有期雇用労働者の職務内容、能力、経験その他の就業の実態に関する事項等に応じ、実施（努力義務）（第２項）
【福利厚生施設】（第12条）
・ 通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するもの（省令で
給食施設、休憩室、更衣室を規定）については、短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与える（配慮義務から、利用機
会の付与義務へ）
【通常の労働者への転換の推進】（第13条）
・ 正社員の募集を行う場合の短時間・有期雇用労働者への周知、新たに正社員を配置する場合の応募の機会の付与、正社員
への転換のための試験制度等、正社員への転換を推進するための措置を事業主に義務付
37
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４

不合理な待遇差の点検・検討手順①
スタート

短時間労働者・有期雇用労働者はいますか？
いない

いる

正社員と短時間労働者・有期雇
用労働者の待遇に違いはありま
すか？
ある

待遇に違いがある場合は、待遇
の違いが働き方や役割の違いに
応じたものであると説明できま
すか？
できない

待遇の違いが不合理であると判
断される可能性があるので、不
合理な待遇の違いの改善に向け
て、取組を進めましょう。

対応の必要はありません。将来雇用の
予定がある場合は、準備をしておきま
しょう。

単に「パートだから」「将来の
役割期待が異なるため」という
主観的・抽象的理由では、待遇
の違いについての説明にはなり
ません。

ない

いますぐ対応すべき課題はありません。

できる

労働者から説明を求められたと
きに待遇の違いの内容や不合理
な待遇差ではない理由について
説明できるよう、整理しておき
ましょう。

正社員と、①職務内容、②職務
内容・配置の変更範囲、③その
他の事情の違いに応じた範囲内
で、待遇を決定する必要があり
ます。
正社員と①②ともに同じ場合、
すべての待遇について、差別的
に取り扱うことが禁止されます。
39
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４

不合理な待遇差の点検・検討手順②
○支援ツールのご紹介
自社の状況が法律の内容に沿ったものか点検するための手順が知りたい
▶「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」

具体的に点検するため、より詳細な資料が見たい
▶ 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」

特に基本給について詳細に検討したい
▶ 「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」
▶ 職務（役割）評価ツール
▶ 専門家の派遣
40

パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書

取組手順書は、下記のサイトに掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
「何から取り組んでいいのか分からない」という事業主向け。
法の対象となる労働者がいるかの確認、待遇の違いの有無や違いを設けている理由の確認に加え、
待遇に違いがあった場合の対応方針の検討や労働者への説明内容の整理をすることができる。
1
スタート

待遇の点検例（手当編）
る
【記載例１】

いない
待遇の違いの有無 （あてはまるものに○）

通 勤

手 当

ア

正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも同じ基準で支給している

イ

正社員には支給するが、短時間労働者・有期雇用労働者には支給しない。または、正社員、
短時間労働者・有期雇用労働者とも支給するが、支給基準が異なる

ある
手当を支給している場合は、手当の支給の目的を書き出しましょう。

ない

・通勤に要する交通費を補填する目的で支給。
⇒「イ」にあてはまる場合は、どのような違いなのか、また、違いを設けている理由を書き出しましょう。
正社員
短時間労働者・有期雇用労働者

・交通費実費の全額に相当する通勤手 ・支給なし。
当を支給。

違いを設けている理由

・短時間労働者・有期雇用労働者は、労働契約の

⇒ 期間に定めがあり、職務内容が正社員と異なるた

め支給していない。

待遇差の理由の整理と対応方針の検討例

待遇チェックツール
【パートタイム労働者・有期雇用労働者対応】
（パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書点検ツール）

パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇を、正社員と比較し
ながら点検することができます。
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不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル～パートタイム・有期雇用労働法への対応～
● 右記のサイトに掲載 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

マニュアルの目次・構成
第１章

パートタイム・有期雇用労働法の解説

第２章

不合理な待遇差を点検・検討する枠組み、留意点

第３章

具体的な点検・検討手順

１．法改正の背景と経緯 ２．パートタイム有期雇用労働法のポイント
３．不合理な待遇差の解消の考え方 ４．待遇差の説明義務のポイント

等

１．不合理な待遇差を判断する際の枠組み ２．不合理な待遇差を解消する際の留意点
３．不合理な待遇差の点検・検討手順の全体像

１．＜第一段階＞社員タイプ等の現状・「均等待遇」、「均衡待遇」の対象となる
労働者を確認する
２．＜第二段階＞社員タイプごとに待遇の現状を整理し、待遇の違いを確認する
３．＜第三段階＞待遇の「違い」が不合理か否かを点検・検討する
４．＜第四段階＞是正策を検討する
※ 各業界編には各業界における待遇の実態に関する調査結果も掲載しています

マニュアルの特徴
○ 正社員とパートタイム・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正するための取組を
企業が円滑に進めるためのマニュアルです。
○ 具体例を付しながら各種手当、福利厚生、教育訓練、賞与、基本給について、点検・
検討の手順を詳細に示しています。
○ 業界共通編の他、スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、
生活衛生業、福祉業、労働者派遣業については、業界版のマニュアルも作成しています。
○ 業界共通編・福祉業界編（2021年９月増刷版）には第３章に令和２年10月の最高裁判例を
記載しています。
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職務分析・職務評価の導入支援

詳細は、下記のサイトに掲載
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
働き方改革関連法が成立し、２０２０年４月より、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止
されました。これにより、各企業では待遇ごとの対応が必要等となりますが、特に基本給については様々な要素に基づき支払われているため、正社
員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の待遇差が不合理かどうかの判断が難しいことが想定されます。
職務分析・職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給について、待遇差が不合理かどうかの判断や、公正な待遇を確保
する賃金制度を検討する際に有効なツールです。

職務分析・職務評価とは？
○ 「職務分析」
職務に関する情報を収集・整理し、職務の内容を明確にすること。

○ 「職務評価」
社内の職務内容を比較し、その大きさを相対的に測定すること。
（※「人事評価」や「能力評価」が、社員「個人」を評価の対象としているのに対して、
「職務評価」は、社員が携わっている職務を評価の対象とする。）

職務評価のイメージ（プロット図）
○ パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員について、
算出した仕事の大きさ（職務（役割）ポイント）と、それぞれの
時間賃率（時給）の組み合わせを図にプロットします。
○ 図の形状から、均等・均衡が図られているか確認できます。
＜均等・均衡が確保されている例＞ ＜均等・均衡が確保されていない例＞

導入支援策
○ 「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」の普及
○ 職務評価導入動画等による普及啓発
○ 働き方改革推進支援センターにおける導入支援
○ 「職務分析・職務評価導入支援サイト（多様な働き方の実現応援サイト内）」、
マニュアル、ＩＴツール、取組事例の提供
○ キャリアアップ助成金によるインセンティブの付与・導入支援
【賃金規定等改定コースの職務評価加算】
１適用事業所当たり19万円＜24万円＞（大企業14.25万円＜18万円＞）（１事業所１回）
※ 生産性要件を満たした場合は、＜＞の額を支給

職務（役割）ポイントと時間賃率が比例して
おり、均等・均衡が確保されている。

職務（役割）ポインが同じにもかかわらず
パート・有期と正社員の時間賃率に違いが
あり、均等・均衡が確保されていない。
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目次
１．非正規雇用の現状
２．働き方改革の意義
３．パートタイム・有期雇用労働法のポイント
３－１ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
３－２ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
３－３ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
３－４ 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ) の規定の整備等
４．不合理な待遇差の点検・検討手順
５．支援策のご紹介
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５

支援策のご紹介①

徳島働き方改革推進支援センター

働き方改革全般に関する
相談支援を行っています!
・⾧時間労働の是正に向けた対応
・生産性向上による賃金引上げ
・人手不足の緩和に向けた対応
・助成金制度

など

社会保険労務士が、電話・メール・
窓口で無料相談を行っているほか、
企業に直接訪問して
相談することも可能
です。
詳しくはホームページをご覧ください
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５

支援策のご紹介②
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キャリアアップ助成金について
○ 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進
するた め、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
コース名・内容

目的

正
社
員
化
支
援

処
遇
改
善
支
援

正社員化
コース

（一部見直し）

有期雇用労働者等を正規雇用労働者
（※）に転換又は直接雇用
※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・
短時間正社員）を含む

障害者
正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇
用労働者等に転換

賃金規定等改定
コース

全て又は一部の有期雇用労働者等の基
本給の賃金規定等を改定し、２％以上
増額

助成額
①有期→正規:１人当たり
②無期→正規:１人当たり

※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額、（

57万円＜72万円＞（42.75万円＜5４万円＞）
28.5万円＜36万円＞（21.375万円＜27万円＞）

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合1人当たり28.5万円＜36万円＞加算（大企業も同額）

（注）新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が
正規雇用労働者として直接雇用した場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、２か月以上～６か月未満でも支給対象。

※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
①:１人当たり9.5万円＜12万円＞、②:１人当たり4.75万円＜6万円＞加算（大企業も同額）
※ 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換した場合
①:１人当たり9.5万円＜12万円＞、②:１人当たり4.75万円＜6万円＞加算（大企業も同額）
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合
１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）加算
①有期→正規:１人当たり 90万円（67.5万円）
②有期→無期:１人当たり 45万円（33万円）
③無期→正規:１人当たり 45万円（33万円）

※重度障害者等の場合は１人当たり 120万円（90万円）
※重度障害者等の場合は１人当たり 60万円（45万円）
※重度障害者等の場合は１人当たり 60万円（45万円）

①１～５人:１人当たり 3.2万円＜４万円＞（2.1万円＜2.625万円＞）
② 6人以上: 1人当たり 2.85万円＜3.6万円＞（1.9万円＜2.4万円＞）
※
※
※

中小企業において3％以上増額した場合、1人当たり1.425万円 ＜1.8万円＞加算
中小企業において5％以上増額した場合、１人当たり2.375万円＜３万円＞加算
「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞） 加算

賃金規定等共通化
コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者と
の共通の賃金規定等を新たに規定・適
用

賞与・退職金
制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に賞与・退職
金制度を導入し、支給または積立てを
実施

１事業所当たり 38万円＜48万円＞（28.5万円＜36万円＞）

選択的適用拡大
導入時処遇改善
コース

１事業所当たり 19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）

（令和４年９月末まで）

選択的適用拡大の導入に伴い、短時間
労働者の意向を適切に把握し、被用者
保険の適用と働き方の見直しに反映さ
せるための取組の実施

短時間労働者
労働時間延⾧
コース

有期雇用労働者等の週所定労働時間を３
時間以上延⾧し、社会保険を適用

（一部見直し）

（一部見直し）

（一部見直し）

）は大企業の額

１事業所当たり 57万円＜72万円＞（42.75万円＜54万円＞）

※

※
※

同時に導入した場合に、16万円＜19.2万円＞（12万円＜14.4万円＞）加算

社会保険加入時に賃金増額を行った場合、労働者１人につき増額幅（２～14%以上）に応じ1.4万円～16.6万円加算
短時間労働者の生産性の向上を図るための取組（研修制度や評価の仕組みの導入）を行った場合に、10万円（7.5万円）加算

１人当たり 22.5万円＜28.4万円＞（16.9万円＜21.3万円＞）
※

労働者の手取りが減少しない取組をした場合、３時間未満延⾧でも助成

1時間以上２時間未満: 5.5万円＜7.0万円＞ （4.1万円＜5.2万円＞）

2時間以上３時間未満: 11万円＜14万円＞ （8.3万円＜10.5万円＞）
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