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ご挨拶
衆議院選挙後も景気が順調に推移し、大手企業を中心として高収益が見込まれています。が、賃上げ
意欲が鈍く、政府は初めて具体的な数値 3％に言及しています。賃上げ率の 3％はともかく、世間では人
手不足により急激に賃金が上がっています。特に人手不足に陥っている物流業界では前向きに検討する
ようですが、画一的に数値ありきで賃上げするのは労働者への利益配分といえども、成果重視の働き方
に変えていく中で一律の数値目標は理にかなわない面もあるかもしれません。
企業や業態によっても異なりますが、稼ぐ力を高めるための人材育成や人材投資を積極的に行い、そ
して労働時間ではなく、出した結果で個人を評価する仕組みに変え、生産性を上げることを推進してい
くことが肝要です。長時間労働の割には賃金が上がらない日本的な労働環境や
風土にこそメスを入れ改革する必要性があるのではと考えます。
さて、今回は、来年 4 月にせまった有期雇用者の無期転換ルールとその対応
をメインテーマとし、それに付随する高齢者雇用についても解説しています。
各企業様も人材確保の観点と本来の有期雇用の在り方について見直しをするい
い機会でもあります。
ぜひ、ご参照ください。
社会保険労務士法人プロジェスト
代表社員

平成 29 年 11 月吉日

守屋

達雄

プロジェストのサービス内容

コンサルティング支援内容
人事諸制度（評価、賃金、退職金、キャリアプラン等）の見直し、又は立案、導入から定着まで
実行支援
M&A、会社分割、合併、再編時の DD 及び人事労務問題の解決プランから実行までの支援
株式公開時の人事規程から組織規程・業務規程まで各種規程の作成支援
企業体質強化のための労務監査
日常の労務問題に関するご相談及び支援

アウトソーシング支援内容
労働保険、社会保険に関する書類作成、提出の代行
・新規適用手続

・入退社者の手続

・各種異動手続

・各種給付手続

・月額変更届、算定基礎届
・年度更新

・助成金の申請

等

各種協定書の作成、届出代行
・36 協定

・変形労働時間制に関する協定 等

就業規則の見直し支援と届出代行
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１．法改正情報

～改正法の施行スケジュール（平成 29 年 10 月以降）～
＜文責：福田、脇田＞

改正年月日

平成29年

10 月 1 日

関係法令

参照
ページ

改正のポイント

u 育児休業の再延長（2歳まで）可能

育児・介護休業法
雇用保険法

（原則1歳までの育児休業を6か月延長しても保育所に入れない
場合等に限る）
u 上記に合わせ、育児休業給付金の支給延長
（子が1歳6か月に達する日の翌日が、平成29年10月1日以降と
なる方が対象）

平成30年

4月1日

障害者雇用促進法

u 法定雇用率の改定
（【民間企業】 現行 「2.0％」 → 「2.2％」）
下記

u 障害者の雇用義務を負う事業主範囲の拡大
（常用労働者「50人以上」→ 同「45.5人以上」へと拡大）
u 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える
平成31年

4月1日

u 国民年金第1号被保険者の産前産後休業期間の保険料免除

国民年金法

※ 施行が決定しているもののみ掲載

■ 障害者法定雇用率の見直し

（平成 30 年 4 月 1 日施行）

障害者雇用促進法の改正に伴い、平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が改正となります。
今回、法定雇用率が引き上げられるのは、精神障害者の雇用が義務化されたことにより、障害者雇用率の
算定基礎に精神障害者が加わるためです。
【法定雇用率の改正予定】
事業主区分

民間企業
国、地方公共団体等
都道府県等の教育委員会

現行

平成30年4月1日

平成30年4月から3年経過日
より前のいずれかの日（注2）

2.0％

2.2％

2.3％

（50.0人に1人）

（45.5人に1人）

（43.5人に1人）

2.3％

2.5％

2.6％

（43.5人に1人）

（40.0人に1人）

（38.5人に1人）

2.2％

2.4％

2.5％

（45.5人に1人）

（41.5人に1人）

（40.0人に1人）

（注） １．（ ）内は常用労働者数に対する雇用義務のある障害者数。
２． 具体的な引き上げ時期は、労働政策審議会で議論され決定される予定。

【障害者雇用納付金制度】
納付金額

備考

常用労働者数

納付金の申告の有無

45.5人以上100人以下

なし

0

―

100人超200人以下

有

40,000

平成32年4月1日以降は50,000円

200人超

有

50,000

―

（不足人数1人当たりの月額：円）

【障害者の範囲】
障害者雇用率制度上は、以下の手帳をお持ちの方を実雇用率の算定対象としています。
①身体障害者手帳 ②療育手帳（自治体により名称異。例：愛の手帳）③精神障害者保健福祉手帳
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なお、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病（そう病、うつ病を含
む）、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心
身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な
方」が対象となります。

２．労働行政 今後の動向

＜文責：福田＞

平成29年9月8日に労働政策審議会に諮問された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法
律案要綱」について、労働政策審議会は同審議会での審議を経て、同年9月15日、厚生労働大臣に対し「おお
むね妥当」という答申を出しました。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めることになります。

■ 注目ＴＯＰＩＣ
中小企業の月 60 時間超の時間外労働に係る割増賃金率猶予期間廃止予定
（平成 34 年 4 月 1 日見直し予定）
平成 22 年 4 月 1 日施行の改正労働基準法に係る、『月 60 時間を超える法定時間外労働の割増賃金率
（50％以上）』について、中小企業の猶予期間が廃止される見込みとなりました。

【現行】
①

当該延長して労働させた時間が 1 箇月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間
の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払
わなければならない。（労働基準法第 37 条第 1 項ただし書）

②

中小事業主の事業については、当分の間、第 37 条第 1 項ただし書の規定は、適用しない。（労働基
準法第 138 条）

現段階では平成 34 年 4 月 1 日見直し予定となっておりますが、平成 22 年の法改正時において、
中小企業における月 60 時間超の割増賃金率の適用は、あくまで「当分の間・・・適用しない」（労基
法第 138 条）と当初から期限付きの猶予措置として定められており、いよいよその終了が見えてきま
した。中小企業も残業時間の見直しや、業務効率化を図るための対策が必要となる時期になったと
言えます。
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■ その他気になるＴＯＰＩＣ
１． 労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針の改正
平成 29 年 6 月 9 日に閣議決定された「規制改革実施計画」により、キッズウィークへの対応や、転職し
て不利にならない仕組みづくりとして、「労働時間等見直しガイドライン」および「育児・介護休業法にかか
る指針」が改正され、平成 29 年 10 月 1 日から適用されています。
これらは義務化されたものではありませんが、検討したい事項です。
（1） 年次有給休暇
仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年
次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達す
るまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること
また、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給
休暇を取得できるよう配慮すること
※

平成 30 年 4 月から“キッズウィーク”がスタートします。

（2） 公民権行使のための休暇
公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることにつ
いて検討すること
（3） 子の看護休暇・介護休暇
労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業
主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及
び介護休暇の取得ができるように配慮すること

２． 労働基準法等に係る法律案要綱のポイント
今後も引き続き審議される予定の法案は以下の通りです。
（1） 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
でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度
に設定
※

自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。

（2） 使用者は、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5 日について、毎年、時季を指
定して与えなければならない
（3） 企画業務型裁量労働制の対象業務拡大
（4） 高度プロフェッショナル制度の創設
その他、勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）や、産業医・産業保健機能
の強化（労働安全衛生法等）なども審議される予定です。
※施行日は平成 31 年 4 月 1 日となっていますが、選挙に伴う審議先送りにより平成 31 年 4 月施行は微妙な情勢といえま
す。

-4-

３．無期転換ルールと高年齢者雇用確保措置との関係＜文責：福井＞
平成25年4月に施行された改正労働契約法における「無期転換ルール」ですが、実質的には施行から5年が
経過する平成30年4月より、この問題が表面化する事となり、その時期まであと数か月となりました。
今回はこの「無期転換ルール」と、高年齢者雇用安定法において定められている「高年齢者雇用確保措置」
との関係について解説します。
なお、「無期転換ルール」の詳細についてはプロジェスト通信前々号（No.18）に説明がありますので、そちらも
あわせてご参照ください。

① 高年齢者雇用確保措置とは
65 歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の 65 歳までの安定した雇用を確保するために①定
年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置（＝高年齢者雇用確保措
置）を講じることが必要です。
【高年齢者雇用確保措置の種類】

65 歳までの安定した雇用確保措置

① 定年年齢の
65 歳までの引上げ

② 65 歳までの
継続雇用制度の導入

③ 定年の定めの廃止
（エイジフリー）

いずれかの措置をとらなければならない

② 無期転換ルールと高年齢者雇用確保措置との関係 ≪想定されるパターン≫
「高年齢者の雇用の在り方」と「無期転換ルール」との間には、様々な関係があります。
次ページ以降の具体例を見ていきましょう。
【無期転換ルールと高年齢者雇用確保措置との関係】 ≪想定されるパターン≫

労働契約の形態
有期契約
入社時年齢

～55 歳未満

パターン①

（＝労働契約

55 歳～60 歳未満

パターン②

開始年齢）

60 歳以上

パターン③

無期契約
パターン④
－ （※）

（※）・・・前提条件より、60 歳以上で入社した場合の契約は全て、有期契約であるものとします。
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＜パターン①＞

52 歳で入社した有期契約労働者の例

無期転換申込権が発生するタイミング（＝入社して 5 年が経過したタイミング）では、まだ 57 歳であり、60
歳に到達していません。従って、6 回目以降の契約期間中に無期転換を申し込んだ場合には、58 歳から無
期契約労働者となります。その後 60 歳になり定年を迎えると、会社は 65 歳までの雇用確保措置をとることに
なります。

事前に継続再雇用の上限を 65 歳に定めたり、有期契
約の上限を別途定める対応が必要になります

＜パターン②＞

58 歳で入社した有期契約労働者の例

63 歳時点で無期転換申込権が発生し当該申込権を行使すれば、以後の契約からは無期契約労働者とし
て労働することになります。

対応は…
無期転換申込権の行使がある場合・・・第二定年（65 歳等）を設ける
無期転換申込権の行使がない場合・・・有期契約の上限を設ける
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＜パターン③＞

61 歳で入社した有期契約労働者の例

無期転換申込権が発生する時には 66 歳になります。既に 65 歳を超えていますが、高年齢雇用確保措置
は「60 歳から 65 歳までの雇用の確保」を目的としているため、高年齢雇用確保措置ではなく無期転換ルール
が適用され、66 歳時において無期転換申込権が発生します。

66 歳時に無期転換申込権が発生するため
無期転換申込権の行使がある場合・・・第二定年（70 歳等）を設ける
無期転換申込権の行使がない場合・・・有期契約の上限を設ける
といった対応が考えられます

＜パターン④＞

60 歳未満で入社した無期契約労働者の例

60 歳定年制度のある会社と期間の定めのない労働契約を結んだ場合、60 歳を迎えた時点で定年となりま
す。定年後は 65 歳まで有期契約労働者として継続再雇用されることになります。

6060 歳で定年を迎えた後は 65 歳まで有期契約労働者として継続再雇用されますが、「第二種計画の
作成及び都道府県労働局長の認定」があれば、無期転換申込権が発生しません

（※）第 2 種計画（特例）適用・・・適切な雇用管理に関する計画（第 2 種計画）を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた
事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期契約労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業
主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
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★パターン①～③を総合すると、会社が就労可能上限として設定したい時期に応じて、有期契約者であ
ればその契約上限を、無期契約者であれば定年年齢（第二定年）を設ければよい、ということになります。

④ 無期転換ルールを検討・運用する上での注意点
これまでの有期労働契約の更新実態や、正社員と有期労働契約者の職務内容・責任程度等を比較し、今
後の有期労働契約者の運用の在り方を検討する必要があります。
主な取り扱いとしては、①無期転換させる または ②雇止めルール（契約の上限は 5 年とする等）を明示
し厳格に運用する のいずれかの方法になると考えますが、契約期間が通算 5 年未満であっても会社は自
由に雇止めができるわけではないので注意が必要です。実態として無期労働契約と同視できるものや、更新
期待があるものとされる場合には、雇止め法理の観点から安易に「雇止め型」を選択することは難しいと考え
ます。

参考

～改正労働契約法～

H24.8.10 公布

① 有期労働契約の無期労働契約への転換 （施行日：H25.4.1）
② 雇止め法理の法文化 （施行日：H24.8.10）

既に最高裁判例で確立されている判例法理が、労働契約法に条文化される。以下のいずれかに
該当する場合でその雇止めが「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、労働者の申し込みにより、これまでと同一の労働条件で、有期労働契約が更新されるこ
とになる。
1）契約の反復更新により、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認め
られるもの
2）契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されることについて合理的な理由があると認
められるもの
③ 不合理な労働条件の禁止 （施行日：H25.4.1）

期間の定めがあることにより、期間の定めのない労働者と比較して不合理な労働条件を定めること
を禁止する。

また、今回のテーマである「無期転換ルール」と「高年齢者雇用確保措置」との関係、と一口に言っても“労働
契約法”や“高年齢者雇用安定法”といった異なる法律が関連しているため、その仕組みは複雑であり、今回お
示ししたパターン以外の例の発生は十分に考えられます。
会社がとるべき対応も、労働者の契約開始年齢やその形態、あるいは「高年齢者の労働力をどのように捉え、
活かそうとするか」といった考え方によって異なります。
個別のケースごとに無期転換ルールと雇用確保措置がどう関連しているか、また会社としてどのような方針
に基づき、いかなる対応をとるべきか、今一度整理してお考えいただければと思います。
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４. 働き方改革 【高齢者の就業促進】

＜文責：板村、脇田＞

政府が働き方改革を進めている一つ目の理由として、少子高齢化が進行し労働力人口が減少していること
が挙げられます。労働力を確保するために女性、高齢者、外国人など、より多彩な人材に目を向ける必要性が
あり、高齢者については、その数の増加が見込まれることから、高齢者の活躍も期待されています。
働き方改革実行計画では、『継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング』の今後の対応の方向
性として、2020年までの期間を65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置
づけています。その為の環境整備として、企業は助成金などを取り入れながら人材活用を進めていくことも必
要と考えます。

① 公務員定年、65 歳に

～2019 年度から段階的に延長～

公務員も年金支給開始年齢に合わせるため、現在 60 歳の公務員の定年を 65 歳に延長する検討に入りまし
た。公務員には雇用保険がないため、現行の 60 歳定年制度のままでは無収入となる期間が発生してしまいま
す。65 歳定年制は早ければ 2018 年の国会に提出し、改正案が成立すると、2019 年から段階的に延長となる
見込みです。
引上げにあたっては、単に定年を延長するだけでは、公務
員の全体数が増えて人件費が膨張してしまう為、人件費抑制
とその財源確保が課題となっています。
民間企業の高年齢雇用の実情をみると、60 歳を超える従業
員の年間所得は、50 歳代後半層の年間給与の約 70％である
ことを踏まえ、公務員の 60 歳を超える職員の給与も 60 歳前の
70％水準と設定することなどで検討しています。
役職定年制の導入、短時間勤務制の導入なども検討されて
おり、公務員の定年延長が正式に導入された場合、民間企業
においても、これらの制度の導入効果が定年延長対応時のひ
とつの指標となると思われます。

② 働き方改革『高齢者の就業促進』今後の具体的な施策
þ

65 歳を超える継続雇用等に取り組む企業への支援の強化
→ 継続雇用、定年引上げ等を支援するための助成金の強化（次ページへ）

þ

「起業」による就業機会の創出支援として、起業時の雇用助成措置の強化

þ

地域に貢献したい者と人手不足感のある業界とのマッチング支援を強化

þ

マッチングによるキャリアチェンジの促進
（1） ハローワークにおいて 65 歳以上が就業可能な短時間の求人開拓の強化
（2） ハローワークと経済団体等地域の関係者が連携して、地方で働く為の全国マッチングネットワークの
構築

þ

高齢期の生活困窮を防ぐ就労支援の強化
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５．65 歳超雇用推進助成金

＜文責：石井＞

平成 28 年 10 月より働き方改革の一環として 65 歳超雇用促進助成金が創設されました。将来的に継続雇用
年齢や定年年齢の引き上げを進めていく必要があることから、新設された助成金です。以前から類似している
助成金はありましたが、要件が緩和されており、比較的受給しやすい助成金です。

① 65 歳超 継続雇用促進コース
【概要】

65 歳超雇用促進助成金は、高年齢者の就労機会の確保及び希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備
を目的としています。
Ａ. 65歳以上への定年引上げ、Ｂ. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度
の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成が行われるコースです。
【支給額】

定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60 歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の金額が
支給されます。 （1 事業主 1 回限り）
【A．65 歳以上への定年引上げ】 【B．定年の定めの廃止】

（ ）は引上げ幅

A

措置内容

65 歳まで引上げ

B
66 歳以上に引上げ

（5 歳未満）

（5 歳）

（5 歳未満）

（5 歳以上）

定年の定めの
廃止

1～2 人

20 万円

30 万円

25 万円

40 万円

40 万円

3～9 人

25 万円

100 万円

30 万円

120 万円

120 万円

10 人以上

30 万円

120 万円

35 万円

145 万円

145 万円

60 歳以上
被保険者数

【C．希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入】
C

措置内容
60 歳以上
被保険者数

（ ）は引上げ幅

66～69 歳まで

70 歳以上

（4 歳未満）

（4 歳）

（5 歳未満）

（5 歳以上）

1～2 人

10 万円

20 円

15 万円

25 万円

3～9 人

15 万円

60 万円

20 万円

80 万円

10 人以上

20 万円

75 万円

25 万円

95 万円

※定年引上げと、
継続 雇 用制 度 の
導入を合わせて
実施した場合の
支給額はいずれ
か高い額のみと
なります。

【主な支給要件】

① 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
② 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
③ 制度の実施日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第 8 条
または 第 9 条第 1 項の規定に違反していないこと
④ 支給申請日の前日において、当該事業主に 1 年以上継続して雇用されている者であって 60 歳以上の雇
用保険被保険者※が 1 人以上いること
※

短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年
後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
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② 高年齢者無期雇用転換コース
【概要】

50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成が行われるコ
ースです。
【支給額】

対象労働者一人につき※1、下表の金額が支給されます。
＜＞内は生産性要件を満たした事業主に適用される数値※2
中小企業

中小企業以外

48 万円 ＜60 万円＞

38 万円 ＜48 万円＞

※1 支給申請年度 1 適用事業所当たり 10 人までとします。
※2 生産性要件の詳細については、厚生労働省ホームページに掲載していますのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

※ 併給調整
同一の事由により、キャリアアップ助成金（正社員化コース等）の支給を受けた場合には、当該支給事由
によっては支給されません。
【主な支給要件】

① 「無期雇用転換計画書」を（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認
定を受けていること
② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度（※）を労働協約または就業規則その他これに準ずる
ものに規定していること
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成 25 年 4 月 1 日以降に締結された契約に係る期間が通算 5 年以
内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

③ 上記の制度の規定に基づき雇用する 50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働
者に転換すること
④ 上記②により転換された労働者を、転換後 6 カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換
後 6 カ月分の賃金を支給すること（※通常勤務をした日数が 11 日未満の月は除きます。）
⑤

無期雇用転換計画書提出日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用
安定法第 8 条または第 9 条第 1 項の規定に違反していないこと。

少子高齢化社会における人材確保の必要性、それに基づく高年齢者の活用方針など、今後、高年齢者をどのように活用
していくのか、まずは 65 歳以上の人材の必要性の検討が必要です。
助成金はあくまでも、制度導入（実施）における援助です。「助成金ありき」の制度を作ってしまうと、後々、雇用コストの増
加（人件費の増加）や活用するポジションが無いなど、雇用上のトラブルも発生してしまいますので注意が必要です。今後の
高年齢者の活用についてお困りの際は、弊社のコンサルタントが貴社の実情に合った、運用プラン等をご提案させていただ
きますのでお気軽にご相談ください！！
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６．60 歳からの求職者給付（雇用保険）

＜文責：板村、福田、脇田＞

60歳以上の被保険者が失業した場合の求職者給付は、60歳未満の被保険者と違い、離職時の年齢によっ
て、「基本手当」か「高年齢求職者給付金（一時金）」かに分かれます。
その他、被保険者期間や離職理由によって、給付日数等に違いが出ます。

① 離職時年齢 ： 65 歳到達前は「基本手当」、65 歳到達後は「一時金」
離職したときにもらえる求職者給付は65歳を境に変わります。離職日が１日違うだけで給付額が大きく変わ
る可能性があるので、注意が必要です。
65歳に達する日よりも前に離職した場合にもらえるのは「基本手当」です。被保険者であった期間によって給
付日数に幅があります。例えば、勤続20年以上であれば150日分支給されます。
それに対し、65歳に達した日以後に離職した場合にもらえるのが「高年齢求職者給付金」でこちらは“一時金”
になります。
65 歳到達日＝誕生日の前日

64歳

65歳

基本手当

高年齢求職者給付金（一時金）

（基本手当150 日分、自己都合）

（基本手当50 日分）

※ 雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合

離職時年齢

被保険者期間
区分

1年未満

64歳までに離職

基本手当

－

65歳以降に離職

高年齢求職者給付（一時金）

30日分

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

120日

150日

90日

50日分

ハローワークに求職の申込みをした時点で65歳以上でも、離職日に65歳に達していなければ基本手当が受
給できます。

② 基本手当と年金の調整
65歳未満において基本手当と年金は同時に受給できません。
64歳

基本手当

年金

65歳

基本手当

基本手当受給終了

受 給

支給停止

年 金 受 給

基本手当受給中に65歳に達した場合、その翌月から基本手当と老齢年金は調整されずに併給されます。
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③ 離職理由による区分
離職理由を含めた離職時の状況によって、受給資格者区分が決定されます。
区分

離職理由等

１

一般の受給資格者

自己都合、定年退職、懲戒解雇などで離職した者。最も人数が多い受給資格者。

２

特定受給資格者

倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

３

特定理由離職者

４

就職困難者

上記以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむ
を得ない理由により離職した者
障害者等

65 歳未満の定年時に係る離職の際の取扱いフローチャート
（この表でいう継続雇用制度は、有期労働契約（1年毎等）を更新する場合を想定）

受給者
区分
特定受給

一般
特定受給
一般

特定受給

一般

【別表①】

【別表②】

＜注＞ この表は契約期間の終期に離職した場合の、典型的な事例について整理したものです。実際の判断にあた
っては、個別具体的に確認する必要があり、一律に全ての事例について上記により判断できるものではあり
ません。（【別表①②】に同じ）

※１ 就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当したため離職（解雇事由又は退職事由と同一の事由として
就業規則に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む）
※２ 平成 25 年 3 月 31 日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなか
ったため離職
※３ ここでいう「継続雇用制度あり・なし」とは、現行の高年齢者雇用安定法に沿った 65 歳までの継続雇用制度が
あるかないかで判断
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【別表①】
期間雇用者に係る離職の際の取扱いフローチャート

① 契約更新による雇用が3年以上で離職（契約更新1回以上）
受給者
区分
特定受給

一般

特定受給
特定受給

一般

一般
一般

【別表②】
期間雇用者に係る離職の際の取扱いフローチャート

② 契約更新による雇用が3年未満で離職
受給者
区分

特定受給
一般

特定理由

一般
特定理由
or 一般
一般
一般

※１ 「更新する場合がある」等、更新に何らかの条件が付されている場合には、契約更新の確約ありとは言えない
※２ 労働者本人の契約更新の申出の有無について、離職票発行時に、事業主からの確認では十分に把握できな
い場合を含む
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コ

ラ

ム

厚労省

ストレスチェック制度の実施状況を公表！
＜文責：藤田＞

平成 27 年 12 月１日施行の改正労働安全衛生法により創設されたストレスチェック制度の実施状況
につきまして、厚生労働省より発表がありました。結果の概要は以下のとおりです。

【ストレスチェック制度結果の概要】
１．ストレスチェック制度の実施状況

今回公表された統計によれば、ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち 82.9％の事業場がストレス
チェック制度を実施。そのうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は 78.0％、という結果が確認されました。
これは、3～４割の労働者がストレスチェックを受ける環境（必要）があるにも関わらず、結果として 「受検しな
かった」 ことを意味します。

２．医師による面接指導の実施状況
事業場規模

50～99 人

100～299 人

300～999 人

1000 人以上

計

面接指導を受けた労働者の割合

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.6%

ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は 0.6％と 1,000 人中 6 人
程度の結果でした。 数値面だけで判断できるものではありませんが、過重労働によりメンタルヘルスや過労死等
の恐れがあるにも関わらず、医師の面談を受けていない労働者がいる可能性もあり、注意が必要といえます。

ストレスチェック単体に注目するのではなく、以下のメンタルヘルス
対策を総合的に考え、より働きやすい職場環境作りに繋げていきましょう。
●産業医やカウンセラーの選任
●社員相談窓口の設置
●メンタルヘルスの研修の実施
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