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9 月、10 月の天候は例年より暑く、そして襲来した台風は日本列島を巻き込み特に千葉県をはじめ関
東、甲信越、東北には、想定外の風や豪雨により大きな被害を蒙り、心を痛めた方々も多かったと推察
いたします。心からお見舞い申し上げます。
さて、ＪＲや航空会社の計画運休や災害防止のために、企業の責任ではない休業を強いられたりする
場合の問い合わせも今回多くありました。今号のトピックスに簡単に解説しておりますのでご興味ある
方はぜひご一読願います。
正規労働者と非正規労働者の間での不合理な格差を是正する「同一労働同一賃金」
（大企業：2020 年 4
月、中小企業：2021 年 4 月）の施行まであとわずかになりました。
そこで、今号では行政からのガイドライン及び指針を解説しています。
非正規労働者の中には大変優秀な方や活力のある方も数多くおります。また、
2025 年の年金開始年齢が 65 歳からとなり、公務員も 65 歳定年が見えてきた
こともあり、70 歳までの雇用義務化に向けて論議も活発になってきました。
少子高齢化の中、働き方改革を旗印に行政は、仕事意識の高い非正規社員や
高齢者を巻き込みながら、企業の生産性を高めようと法整備化について活発に
論議しています。
今後、消費税のアップとともに育児や介護制度の充実、年金改革、そして働
き方改革は、益々経営者の注目を浴びることになりそうです。
2019 年 11 月吉日

社会保険労務士法人プロジェスト
代表社員 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
施行年月日
2019年

～改正法の施行スケジュール（2019 年 9 月以降）～

関係法令

9 月 1 日 厚生年金保険法

改正項目（主要項目）
◆ 日中社会保障協定（社会保障に関する日本と中国との協定）

参照
ページ
―

※期間通算制度はなし
10
10月
月11 日 雇用保険法
最低賃金法
2020年

◆ 特定一般教育訓練給付制度の新設

―

◆ 最低賃金額の変更（全国加重平均額：901円）

―

◆ ワンストップサービスによる届出が可能に

1月1日

（協会けんぽ、厚生年金、雇用保険など、届出契機が同一のものにつ

―

いて、ワンストップによる届出が可能になる）
2020年

4 月 1 日 労働基準法

◆ 時間外労働の上限規制（中小企業）
※適用猶予事業あり
◆災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基

―

準の一部改正
（システムダウンへの対応や大規模なリコールへの対応なども含
まれることを明確化する）
パートタイム労働法
労働契約法

◆ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（大企業）

P.4

「同一労働同一賃金」

労働者派遣法

◆ 派遣先の労働者との不合理な待遇差を禁止

労働保険・健康保

◆ 特定法人についての一部の届出の電子申請が義務化

険法・厚生年金保

（特定法人：資本金が一億円を超える法人、相互会社、投資法人、特

険法施行規則

定目的会社）

雇用保険法

◆免除対象高年齢労働者の仕組みの廃止

職業安定法

◆職業紹介による求人の不受理

P.7

NO.23

―

（一定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しない）
◆受動喫煙防止措置の明示

―

（募集を行う際にどのような受動喫煙対策を講じているかについて明
示する義務を課す）
健康保険法

◆ 被扶養者の要件に国内住居要件が追加
（改正により被保険者でなくなるものであって、2020年4月1日時点で入

―

院している者の被扶養者の資格について、入院期間中は継続させる）
2021年

4 月 1 日 パートタイム労働法
労働契約法

2023年

4 月 1 日 労働基準法

◆ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（中小企業）
「同一労働同一賃金」

P.4

◆ 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の
引き上げ

―

【現行】 大企業50％・中小25％ ⇒ 【改正】 大企業・中小ともに50％

その他、国会提出中の法案など
◆在職老齢年金の見直し

◆副業者への雇用保険の適用

（減額対象を縮小する検討）

◆70 歳までの就業機会の確保措置（努力義務）

◆賃金等請求権の時効の在り方について

◆被用者保険の適用拡大

◆副業・兼業の労働時間管理

（短時間労働者に対する適用範囲の要件廃止）
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◆パワーハラスメント対策が事業主の義務となります！
パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付ける「改正労働施策総合推進法」が、
2019 年 5 月に可決・成立しました。
☆

パワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります
（適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります）

☆

紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります

雇用管理上必要な措置
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備

現行のセクハラ防止の措置義務の内容

・被害を受けた労働者へのケアや再発防止

を踏まえて今後検討されます

【施行期日】
公布日から 1 年以内の政令で定める日（中小企業は、3 年以内の政令で定める日までの間は努力義務）
また、この改正によりパワハラだけではなく、セクハラ及びマタハラにおいても、事業主は労働者がハラスメント
に関する相談をしたこと等を理由として、不利益な取り扱いをすることが禁止されました。
（行政勧告に従わない事業主の企業名公表もあり）

◆副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について
副業・兼業導入に際し問題となるのが「複雑な労働時間管理」ですが、現行の「通算ルール」が見直され、今
後は運用しやすい方法へ変更される見込みです。今後の方向性として、選択肢の例示が公表されています。
健康管理について
◼

副業・兼業している労働者について、自己申告により把握し、通算した労働時間の状況を勘案し、面談や
健康を確保するための措置を講ずるように配慮しなければならない…等
時間外労働の上限規制への対応について

◼

労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易となる方法を設ける
（日々ではなく、月単位などの長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下での労働時間
をあらかじめ設定した時間内に収める…等）

◼

労働者自身が月の総労働時間をカウントし、上限時間に近くなったときに各事業主に申告する
割増賃金の支払いについて

◼

労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待でき
る方法を設ける
（予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払
いを義務付ける…等）

◼

各事業主の元で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付ける
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2．同一労働同一賃金への対応

＜文責：脇田＞

同一労働同一賃金の施行まであと 4 ヶ月（中小企業は 2021 年）となりましたが、社内対応は進んでおります
か。今回は法施行を前に最終確認として、厚生労働省より発表されたガイドライン及び指針の確認、指針では
言及されていない手当について、その参考となる判例を紹介します。また、派遣労働者を雇用している派遣先
事業主が対応すべき事柄について説明していきます。

１. 同一労働同一賃金のガイドライン・指針
厚生労働省が発表したガイドラインでは、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、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、その原則となる考え方と具体例を示しています。更
に平成 30 年 12 月 28 日告示の指針では、ガイドラインに沿って項目ごとの具体例が指し示されています。
ガイドライン及び指針では、以下の 4 項目について示されています。
項目

概要
★基本給
①能力又は経験に応じて支払うもの
②業績又は成果に応じて支払うもの

基本給

③勤続年数に応じて支払うもの

・実態に違いがなければ同一の支給
・違いがある場合は違いに応じた支給

★昇給
勤続年数による能力の向上に応じて行われる場合は、同一の能力の向上には同一の昇
給、違いがある場合には違いに応じた昇給を行わなければならない。
賞与

会社の業績等への貢献に応じて支給する場合には、同一の貢献に対しては同一の支給を
しなければならず、違いがある場合にはその違いに応じた支給をしなければならない。
★役職手当→役職の内容に対して支給される場合は同一の支給
★特殊作業手当・特殊勤務手当・精皆勤手当→業務の内容が同一の場合は同一の支給

各種手当

★通勤手当・出張旅費・単身赴任手当→同一の支給要件を満たす場合は同一の支給
★食事手当→労働時間の途中に食事のための休憩時間がある場合には同一の支給
★地域手当→特定の地域で働く場合の補償として支給する場合には同一の支給
★割増賃金→同一の割増率で支給
★福利厚生施設→同一の利用
★慶弔休暇・健康診断に伴う勤務免除・有給補償→同一の付与
★病気休職→無期雇用の場合には正社員と同一付与。有期雇用の場合には労働契約終
了までの期間を踏まえて付与

福利厚生

★法定外の有給休暇その他休暇→勤続期間に応じて認めているものは、同一の勤続期間
であれば同一の付与。有期契約の場合には当初の契約から通算して勤続期間を評価す
ることが望ましい。
★教育訓練→現在の職務に必要な教育訓練の場合には同一の実施、違いがある場合に
は違いに応じた実施

その他

★退職手当→具体例には示されていないが、不合理と認められる待遇の相違の解消が求
められる
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２. 労働条件の実態把握
厚生労働省が発表した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、主に待遇差についてフォーカスして書か
れていますが、社員タイプ別の労働条件の確認も重要なポイントと言えます。
例えば雇用契約や職制から判断した場合では、労政時報に掲載されている次の一覧は参考になります。
【社員タイプ別の労働条件の一覧】（例）
社員タイプ

正社員
総合職

非正規社員
一般職

契約社員

労働条件

職
務
の
内
容

契約

無期

労働時間

フルタイム

業務内容
業務責任

配
置
変
更
の
範
囲

職務の変
更

タイマー

再雇用者

（無期転換）

パート

タイマー
（無期転換）

無期
フルタイム

フルタイム

パート

務に携わることあり）

クレーム

クレーム

対応あり

対応なし

クレーム対応なし

あり

変更
転居転勤

契約社員

簡易軽易業務（※人数の少ない事業所で一部正社員並みの企画、判断業

企画・判断

事業所の

定年後

有期
フルタイム

パート

パート

なし

あり

なし

なし

あり

なし

なし

管理監督
昇進・昇格
の範囲

上限なし

者の最下

昇進昇格なし。昇格には正

昇進昇格なし。昇格には正

位等級ま

社員への転換が必要

社員への転換が必要

で

そ
の
他

出張

あり

なし

あり

なし

応援

あり

なし

あり

なし

労使交渉
の経緯
・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

【出典：労政時報 第 3981 号】
社員タイプ別に定められている就業規則等（パート・アルバイト就業規則）、資格等級制度等、労働条件通
知書、雇用契約書等の書面を収集し、規定化されている条件を確認していきますが、「ルール」と「実態」で
は一致しないことが多々あります。必要に応じてヒアリング等を行い、実態を把握し、確認して作成されて
いくことが肝要です。

今まで、正規社員と非正規社員の処遇格差は、主にフルタイム又は短時
間、期間の有無、年齢等で単純に判断してきましたが、最近は時間や期
間では判断できないほど業務の価値が複雑になり、短時間労働者や期
間労働者でも大変優秀で、生産性の高い人材が増えています。
この機会に見直して、優秀な人材確保にも役立てたら如何でしょうか！
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３. 指針では言及されていない手当について参考となる判例
（１）退職金

メトロコマース事件（東京高判 H31.2.20）

前提：●正社員→退職金制度あり（勤続年数等に応じた金額を支給）、契約社員→退職金制度なし
●有期契約労働者は原則として更新され、定年は 65 歳の定めあり
●本件労働者は定年まで 10 年前後の長期勤務
●本件労働者と同じ売店業務に従事している契約社員は無期契約労働者になると退職金制度が設けら
れている
判決：一般に退職金の法的性格として「賃金の後払い」「功労報償」等の性格があり、これらの性格を踏まえる
と、一般論として長期雇用を前提とした無期契約労働者に対する福利厚生を手厚くし、有為な人材の確
保・定着を図るなどの目的をもって無期契約労働者に対しては退職金制度を設ける一方、本来的に短期
雇用を前提とした有期契約労働者に対しては退職金制度を設けないという制度設計をすること自体が、人
事施策上一概に不合理であるとは言えない。しかし、前提条件を考慮すると、少なくとも長年の勤務に対す
る功労報償の性格を有する部分に係る退職金（退職金の複合的な性格を考慮しても、正社員と同一の基
準に基づいて算定した額の少なくとも 1/4 はこれに相当すると認められる）すら支給しないことついては不
合理である。

（２）住宅手当

日本郵政事件（東京高判 H30.12.13）

住居手当は、その名称及び支給要件から、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるもの
と解される。
新人事制度では、新一般職（無期労働契約社員のこと）は、転居を伴う配置転換等は予定されていない。
したがって、新一般職も時給制契約社員も住宅に要する費用は同程度とみることができる。そのため、新
一般職に対して住居手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件
の相違は、不合理であると評価することができる。

（３）家族手当

井関松山製造所事件（松山地裁 H30.4.24）

前提：同じ製造ラインで勤務する無期雇用労働者には家族手当が支給されるのに対し、有期雇用労働者には
不支給とされていた。
判決：家族手当は生活補助的な性質を有しており、労働者の職務内容等とは無関係に扶養家族の有無、属性
および人数に着目して支給されているものであり、配偶者および扶養家族がいることにより生活費が増加
することは有期雇用労働者であっても変わりがないことから、有期雇用労働者について不支給とすること
は労働契約法第 20 条の「不合理な相違」に当たる。
長澤運輸事件（最高裁 H30.6.1）
前提：60 歳未満の正社員には家族手当を支給し、定年後再雇用者には家族手当を支給していなかった。
判決：正社員には幅広い世代の労働者が存在し、そのような正社員について家族を扶養するための生活費を
補助することには相応の理由があることから、労働契約法第 20 条の「不合理な相違」には当たらない。
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４．派遣労働者を雇用する派遣先事業主の対応
2020 年 4 月 1 日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されま
す。派遣元事業主と派遣先事業主とで対応が異なりますが、ここでは派遣先事業主の対応について説明してい
きます。
改正点①：不合理な待遇差をなくすための規定の整備
公正な待遇を確保するために、派遣元は以下の２つの待遇決定方式のいずれかの方式が義務化されます。

①派遣先均等・均衡方式

②労使協定方式

派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

一定の要件を満たす労使協定による待遇

～派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い～
均等・均衡方式
比較対象

比較対象の待遇

労使協定方式

派遣先の

同種の業務に従事

派遣元の

派遣先の

通常労働者

する一般労働者

通常労働者

通常労働者

すべての待遇

賃金

賃金以外（派遣元

賃金 以外（派遣先

が実施すべきもの）

が実施すべきもの）

改正点②：派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
（１）派遣元が待遇決定方式を「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」いずれの方式を採用した場合におい
ても、派遣先は労働者派遣契約を締結するにあたり、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務
ごとに一定の情報を提供しなければならないこととなりました。

比較対象者の選定 （優先順位により比較対象労働者を選定します）
① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務の内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

労使協定方式の場合、

④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

選定は不要です

⑤ ①～④に相当するパート・有期雇用労働者
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合にお
ける当該労働者
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派遣先均等・均衡方式の場合の情報提供事項
① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並

びに雇用形態

労使協定方式の場合

② 比較対象労働者を選定した理由

の情報提供事項

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの理由

①教育訓練

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

②給食施設・休憩室・

⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

更衣室

（２） 派遣先に対し、派遣料金額についての配慮義務が新設されます。派遣元が「派遣先均等・均衡方式」また
は「労使協定方式」により派遣労働者の公正な待遇が確保できるよう、派遣料金について派遣先は配慮し
なければなりません。（派遣先がその原資を確保するものである。）
（３） 派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場
合、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主が実施可能な場合等を除き、派遣労働者に対
してもこれを実施する等、必要な措置を講じなければなりません。
（４） 派遣先は、派遣先の労働者が利用する、給食施設・休憩室・更衣室については、派遣労働者に対しても
利用の機会を与えなければなりません。
（５） 派遣先管理台帳の記載事項が追加され、以下の２項目についても記載する必要があります。
①協定対象派遣労働者であるか否かの別
②派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

～改正労働者派遣法の罰則～
派遣先事業主が情報提供しなければならない義務に違反した場合、指導・助言の対象に
なり得るだけでなく、是正勧告及び企業名公表の対象となり得ます。（派遣法第 48 条 1
項、第 49 条の 2）

また、派遣元から要請があるにも関わらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場
合や、派遣元が必要な金額を派遣先に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにも関わら
ず、派遣料金が当該金額を下回る場合には、配慮義務を尽くしたとは解されず、指導対
象となり得ます。
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3．最近増えつつある「労働基準監督署」による調査＜文責：福井＞
年次有給休暇の 5 日取得義務化や時間外労働時間の上限規制等、働き方改革関連法の第 1 弾と位置付け
られるとも言える法律が施行されて半年が経ちました。それに合わせて、所轄の労働基準監督署（または労働
局）による事業所への調査の機会が増えてきています。

１. 労働基準監督署による調査の種類
労働基準監督署による調査のうち、よくある種類としては「定期監督」と「申告監督」があります。
調査の種類
定期監督

調査の意義・目的等
最も一般的な調査であり、年度や地区ごとに調査テーマを決めて、無作為に選出した事
業所へ行う調査です。
労働者からの申告や告発に基づいて行われる調査です。

申告監督

労働者を保護するために労働者からの申告であることを明かさず定期監督のように行う
ケースと、労働者からの申告であることを明かして呼出状により出頭を要請して行うケ
ースがあります。

安全衛生管理体制や健康診断の受診結果等がわかる
資料を用意して、○月×日にご来所下さい。（例）

【定期監督のイメージ】
今年のテーマは
安全衛生！（例）

労働基準監督署

わかりました。

労働基準監督官

事業所

【申告監督のイメージ】
残業代が支払われていないぞ。
労基署に掛け合ってみよう。（例）

ふむ。

直近 6 か月分のタイムカードや賃金台帳等の資料を
用意して○月×日にご来所ください。（例）
わかりました。

労働者

労働基準監督署（監督官）

事業所

他にも、労働基準監督署による調査には以下のとおり様々な種類があります。
調査の種類
再監督
災害時監督

調査の意義・目的等
是正勧告を受け、その違反が是正されたかを確認する場合や、是正勧告を受けたにも
関わらず指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に再度行われる調査です。
一定程度以上の労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための
調査です。
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最新のデータ（平成 28 年中の監督）によると、それぞれの調査件数は以下の通りです。
調査の種類

調査件数

備考
・違反率（※）：66.8％

定期監督
（災害時監督を含む）

134,617 件

・よく見られる違反事由：労働時間 31.5％、安全基準 26.3％、
健康診断 21.9％、割増賃金 20.9％、労働条件の明示 15.3％等

申告監督

29,773 件

・よく見られる監督事由：賃金不払（21,700 件）、解雇（3,831 件）

再監督

13,012 件

・法違反事業場 105,573 件のうちの 12.3％にあたる

（※）違反率・・・監督実施事業場のうち、何らかの法違反があった事業場の割合
なお、労働基準監督署の調査の方法としては、立入り調査と、出頭要請があります。
立入り調査の場合は、前触れなくいきなり訪問されるケースもありますが、出頭要請の場合にはあらかじめ
書面による通知がなされます。

２. 調査の観点やよく確認される事項
調査で確認される事項や観点は、１．でみた調査の種類
によって、あるいは業種や事業場の特性等によって、調査
ごとに毎回異なります。
調査の観点とよく確認される事項は
以下の通りです。
直近の法改正事項のうち、年次有給
休暇の取得状況や、管理簿の作成
状況、同一労働同一賃金の状況等
も、今後は調査対象となります！

≪時間外労働等の管理と割増賃金≫
・労働者の時間管理をガイドラインに従って適切に行なっているか。
・時間外、深夜、休日等の割増賃金を法定どおり支払っているか。
≪労使協定書≫
・36 協定書等を法定どおり作成し労基署へ届け出ているか。
・届出義務のない協定書（賃金控除協定書等）についても、適切に締結をしているか。
≪労働条件の明示≫
・労働者を雇用する際、法定どおりの書面（雇用契約書等）を適切に交付しているか。
≪就業規則の作成・届出・周知≫
・10 人以上の事業所において、「就業規則」を作成して労基署へ届け出ているか。
・当該規則を従業員が閲覧できるよう、適切な方法で周知しているか。
≪法定帳簿類の作成≫
・「労働者名簿」、「賃金台帳」等の法定帳簿を作成して、管理しているか。
≪健康診断の実施と結果の保管≫
・「雇入れ時健康診断」や「定期健康診断」等を、しかるべき時期に実施しているか。
・健康診断結果を適切に保管しているか。
≪衛生管理者等の選任≫
・（例えば常時 50 人以上の労働者を使用する事業場の場合、）
「衛生管理者」や「産業医」を選任し、労基署へ届け出ているか。
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３．調査結果と会社が講ずべき事項
調査の結果、労働基準法や労働安全衛生法等の関連諸法令に定める基準に達しない部分が見られる等の
場合には、是正勧告または指導がなされ、指定された期限までに、当該内容に係る是正措置等を行ったことが
わかる旨の報告（是正報告）を行うことが求められます。
調査結果
是正勧告
指導

対象となる事項
労働関連諸法令に定める基準に達しない部分（法令違反）が見られ、ただちに
是正改善が必要である事項。
法令違反が見られるわけではないが、労働者保護の観点や法令の趣旨に照らし
合わせると望ましい状況であるとは言えず、改善に向け措置を検討すべき事項。
【是正勧告書のイメージ】

【指導票のイメージ】

※安全衛生に係る調査では以下の
「過重労働による健康障害防止について」
を発行される場合があります。

★是正勧告、指導のいずれの場合でも「是正報告書」
を指定期限までに作成し、改善内容の報告を行います。
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４．労働基準監督署による調査のフロー
労働基準監督署による調査のフローを以下の図で確認しましょう。

「労働基準監督官の主な仕事（厚労省）」より抜粋

５．是正措置を講じなかった場合に生じ得るリスク
未是正や法令違反の状況が重大・悪質であるとみなされた場合には「司法処分（送検）」が適用される可能性
も生じます。その他、以下のような処分や罰則が適用されることもあります。
≪企業名公表（ブラック企業リスト）≫
・・・労働基準関連法令違反が見られる際、「企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条項、事案概
要、その他」が厚生労働省のホームページに公表日から 1 年間掲載される。平成 29 年 5 月開始。
≪罰金≫
・・・法令に定められた金額の範囲内での罰金
（例：労働基準法第 39 条年次有給休暇の取得義務違反・・・30 万円以下）
≪送検・逮捕・懲役≫
・・・法令に定められた基準の範囲内での懲役等
（例：労働基準法第 37 条割増賃金支払義務違反・・・懲役 6 か月以下）
【実際の企業名公表画面（厚生労働省ホームページより抜粋）】

企業名が公表されてしまうと、企業イメージの悪化に伴う株価の下落や風評被害等、いわゆる
「レピュテーションリスク」を会社が負うことにつながりかねません。日ごろから適切な労務管理
に努めることはもちろん、調査があった場合には結果を踏まえ、適切な対応を図りましょう。
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4．今後の高齢者就労について

＜文責：石井＞

人生 100 年時代を迎え、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者雇用安
定法の見直しが検討されています。政府が 2019 年 5 月 15 日に発表した改正案は次の通りで、その骨子
をまとめました。
【政府が検討している高年齢者雇用安定法改正のメージ】
高年齢者雇用安定法の改正
案は 2020 年の通常国会に提
出される見込みで、法律化さ
れると 70 歳雇用に向けた対
策（努力義務）を検討する必
要があります。

現在は高年齢者雇用安定法において、高年齢者の 65 歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を
65 歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、上記の①から③のうちいずれかの 65 歳までの
雇用確保を義務付けています。法案が可決した場合、さらに 70 歳までの就業支援（努力義務）を講じる必要が
でてきます。

１.企業の高齢者雇用制度の状況について
＜集計対象＞
全国の常時雇用する
労働者が31人以上の
企業156,989社

（内訳）
・中小企業（31～300
人規模）：140,628社
・大企業（301人以上
規模）：16,361社

定年制の廃止、66 歳以上定年制、66 歳以上の継続雇用制度の実施など、65 歳を超える雇用制度がある
企業は全体の約 1/4 です。従って、それ以外の 3/4 の企業については未対応となっており、今後、法案次
②企業の定年制の状況
第では、何らかの対策を検討することが予想されます。
資料：厚生労働省「平成30年高年齢者の雇用状況」
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企業の定年制の状況

資料出所：厚生労働省「平成29年高年齢者の雇用状況」

60 歳定年制としている企業が多く、厚生年金の受給時期に合わせて定年年齢の引き上げ
や、定年制の廃止など、検討する必要のある企業が多いのが実態です。

２.高齢人材活用時の会社と従業員双方の対応について
会

社

従 業 員

・給与水準にもよるが、社会保険料など人件費や法

・給与水準にもよるが、在職老齢年金制度に

厚生年金・

定福利費が増加する

より年金が減額となることがある

健康保険等

・但し、給与水準が低いと法定福利費は大きくは増

（厚生年金に加入の場合）

加しない

・将来受給する年金額が増える

・人員不足の中、雇用の確保ができる。対象者の健

・雇用継続により定期収入を得られる期間が

康状態・希望に合わせた雇用条件の検討も必要

延びる

・若手社員の採用枠が縮小する可能性がある

・健康障害に注意

雇用

・平均年齢が上がる
・指導者として若手への技術・技能の伝承役となる
教育・研修

業務

・仕事へのやり甲斐が維持される

・IT や AI 等の利用にあたり、ギャップがおこる可能 ・若い世代への理解が求められる
性がある

・世代ギャップを考慮した発言が求められる

・経験・スキル・ノウハウを活用できる（人脈を活用し

・業務継続により年齢的に老けない、精神的

た営業・資格の活用など）

な若さが保てる

・作業面等においてはスピードや品質の鈍化

・プライベート時間が減少し、老後のプランの

（職場環境にもよる）

見直しが必要

・高齢人材活用に関する助成金等の申請を行える ・経験やスキルを活かせる
助成金等

場合がある

・業務内容が限定されることがある（希望し

・高齢人材に任せる業務を確保する必要がある

た職種で働けないことがある）

高齢人材を活用する際、会社側、従業員側双方にメリットとデメリットが生じます。それぞれの視点で
確認し、会社と従業員双方が納得した形で就労できる環境を作りましょう！！
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コ

ラ

ム

自然災害による休業手当の取り扱い

〈文責：金子〉

近年、大型台風や豪雨、地震などの自然災害が増加し、被害もより大きなものになってきています。
自然災害により休業を余儀なくされた場合、会社は社員に対し、どのような対応を行えばよいのでしょうか。

◆使用者の責に帰すべき事由かどうかがポイント
使用者の都合で労働者を休業させてしまった場合（機械の故障、経営難による休業、自宅待機等）
においては使用者に責任があると考えられますが、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
といった２つの要件を満たす不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休
業手当の支払義務はないとされます。
●実際の考え方
天災事変により事業場が直接的な被害を受け、その結果労働者を休業させる場合は、事業主が最大
の注意を尽くしても避けることのできない事故に該当すると考えられ、原則として使用者の責に帰す
べき事由による休業には該当せず、休業手当を支払う必要はありません。
●計画運休の場合は？
大型台風等による交通機関の計画運休の影響で会社が休業した場合も、その休業は会社の「責に帰
すべき事由」によるものと言えず、基本的に休業手当の支払いは必要ないと考えられます。
しかし「出社可能な従業員が多く、一部の従業員のみが出勤できない場合」や、
「計画運休が発表さ
れていない状況で会社の指示により早退させた場合」などに関しては、必ずしも不可抗力的な休業と
はみなされず、休業手当の支払い義務が発生する可能性があるので注意が必要です。
労働者の側から有給休暇を申請して休むことは権利として認められますが、使
用者が労働者の承諾を得ずに一方的に有給休暇として処理することは認められ
ていません。休業を余儀なくされた場合の対策、取り扱いについて普段から労
使間で話し合っておくとよいでしょう。
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