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今年も早 11 月になり、2020 年 1 月から猛威をふるった新型コロナウイルスの対処法も解りかけてき
ました。更に政府の Go To キャンペーンにより、国内旅行、飲食などが急激に活発になり経済復興への
兆しも見えてきました。先日、日曜日に、東京八王子の高尾山に行ってきました。好天の為か予想以上
の人出があり、ケーブルは乗車の為長蛇の列、参道や途中の売店では登り下りの人で肩が触れるほど、
山頂は人だかりで弁当を食べるスペースがないほどの混雑で、どこにコロナがあるのかと心配になりま
した。庶民の活力は凄いと感じ入りました。でも流石にマスク着用者は多かったですが。これからも「with
コロナ」の掛け声とともに感染防止と日常生活は続くのでしょう。年末の行事が続くと思うとワクチン
の開発とその普及が待ち遠しく感じます。
さて、本号では、コロナ禍で注目を浴びた雇用調整助成金ですが、この雇用
保険の取り扱いが変更になっています。法改正及び運用変更により「被保険者
期間の算定方法」や「給付制限期間」が変更されています。年金制度では「被
用者保険の適用拡大」や「在職中の年金受給の在り方」等の見直しについて解
説しています。また、注目の「同一労働同一賃金」の最高裁判決やコロナ禍に
おける売上減少等に伴う雇用調整の特徴と留意点の解説を掲載しています。コ
ラムでは、最近問い合わせが多くありますテレワークの定着に伴う「通勤手当」
の見直しについて掲載していますので、ぜひご一読願います。

社会保険労務士法人プロジェスト
代表社員 守屋 達雄

2020 年 11 月吉日

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、導入から定着までの
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
2020

～改正法の施行スケジュール（2020 年 4 月以降）～

関係法令

6 月 1 日 労働施策総合推進

年

改正項目（主要項目）
◆ パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化（大企業）

法

（中小企業は2022年3月31日までは努力義務）

女性活躍推進法

◆ プラチナえるぼしの創設

8 月 1 日 雇用保険法

◆ 被保険者期間の算定方法について、時間による基準の設定
賃金支払の基礎となる労働時間数が80時間以上あれば1か月カウント

9 月 1 日 労働者災害補償保
険法

参照
ページ
―
―

P.３

◆ 複数の会社で勤務している労働者の労災保険給付の改定
【現行】災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額を決定

―

【改正】全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額を決定
2021

1 月 1 日 育児介護休業法

◆ 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化

年

4月1日

◆ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（中小企業）

パートタイム労働
法・労働契約法
国民年金法

―
―

「同一労働同一賃金」
◆ 未婚のひとり親等を国民年金保険料の申請全額免除基準に追加
税制改正における未婚の一人親等に対する税制上の措置に対応でき

P.８

るようにするため、規定を設ける
高年齢者雇用安定
法

◆ 高齢者の就業機会の確保および就業の促進
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置（定年引上げ、継続雇用制

―

度の導入、労使で合意したうえでの雇用以外の措置）を講ずることを企
業努力義務にするなど、70歳までの就労を支援する
2022
年

4 月 1 日 労働施策総合推進 ◆ パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化（中小企
法

―

業）

厚生年金保険法・ ◆ 在職時定時改定の導入
国民年金法

65歳以上は在職中であっても毎年10月に年金額の改定を行う
◆ 在職老齢年金制度の見直し
65歳未満の在職老齢年金の基礎額を28万円から47万円に引き上げ

P.６

◆ 受給開始年齢の引き上げ
現行70歳の繰り下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げ
国民年金法

◆ 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え
◆ 新たに国民年金1～3号被保険者となった者に対して交付していた国

―

民年金手帳を基礎年金番号通知書の送付に切り替え
確定拠出年金法
5 月 1 日 確定拠出年金法

◆ 企業型・個人型いずれも受給開始時期を75歳に引き上げ

P.７

◆ 確定拠出年金（DC）の加入可能年齢の引き上げ
【現行】65歳未満→【改正】厚生年金被保険者（70歳未満）であれば加

P.７

入することができる
10 月 1 日 厚生年金保険法・
健康保険法

◆ 短時間労働者への被用者保険の適用拡大
【現行】500人超→【改正】100人超※2024年10月には50人超

P.５

◆2か月を超えて雇用が見込まれる者の早期加入措置
2023

4 月 1 日 労働基準法

◆ 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を引
―

き上げ

年

【現行】 大企業50％・中小25％ ⇒ 【改正】 大企業・中小ともに50％
2025
年

4 月 1 日 雇用保険法

◆ 高年齢雇用継続給付の改正
2025年度から65歳までの継続雇用が完全義務化されることから、高
年齢雇用継続給付の給付率を最大15%から最大10%に引き下げ
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―

２．雇用保険の取り扱いの変更点

＜文責：髙橋＞

２０２０年８月１日から、失業等給付受給資格の有無を判定する際の、被保険者期間の算定に当たって、日
数だけでなく労働時間による基準が補完的に設定されました。また、法改正ではありませんが、運用上の変更
として、２０２０年１０月１日から自己都合退職者（正当理由なし）に対する給付制限期間が、３か月から２か月に
短縮されています。

１．被保険者期間の算定方法について
基本手当をはじめとする失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の２年間に「被保険者期間」
が通算して１２か月以上（会社都合退職等の場合は、離職の日以前の１年間に、通算６か月以上）あることが必
要です。この被保険者期間の算定に当たっては、「賃金支払の基礎となる日数が１１日以上である月」を１か月
としてカウントしていました。一方で、現在、週の所定労働時間が２０時間以上、雇用見込み期間が３１日以上で
ある等の要件を満たす者は、強制的に雇用保険の被保険者とされています。
すると…
勤務形態によっては、欠勤等無く勤務したにも関わらず、被保険
者期間にカウントされない月が発生する可能性があります。
例．1 日８時間、週２日と週３日の労働を交互に継続する場合
（２週間で５日勤務、８時間×５日÷２＝２０時間／週）

上記のような事態を防ぐため、法改正により、２０２０年８月１日以降の離職については、被保険者期間の算
定に当たって、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定し、「賃金支払の基礎となる日数が１１日以
上である月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が８０時間以上ある月」を１か月としてカウントするこ
ととされました。
（例）時給労働者が、週 2 日（火・木）勤務、週 3 日（月・水・金）勤務を交互に繰り返す場合
⑨
⑧の期間 ⑩
Ⓐ 一般被保険者等
Ⓑ 短期 における
雇用特例 賃金支払
離職日の翌日
４月１日 被保険者 基礎日数
⑧

被保険者期間算定対象期間

３月１日～離職日

離職月

⑪
賃金支払対象期間

⑩の基

⑫

⑬
備考

礎日数

１２日

３月１６日～離職日

６日

２月１日～２月２８日

（ア）

１０日

２月１６日～３月１５日

１０日

労働時間
８０時間

１月１日～１月３１日

（イ）

１０日

１月１６日～２月１５日

１１日

労働時間
８０時間

１２日

１２月１６日～１月１５日

１１日

１０日

１１月１６日～１２月１５日

１１日

１２月１日～１２月３１日
１１月１日～１１月３０日

（ウ）

労働時間
８０時間

⇒ア、イ、ウについては、10 日以下のため、改正前は１か月としてカウントされませんでしたが、改正後は、備考
欄に労働時間数を記入し、その時間が８０時間以上であれば、１か月としてカウント出来るようになりました。

実務的には、離職証明書を作成する際、⑨欄、⑪欄に記載する賃金支払基礎日数が１０日以下の月につい
ては、当該月における賃金支払の基礎となった労働時間数を⑬欄（備考）に記載するようにしてください。
※ただし、失業等給付の受給資格の有無に影響しないことが明らかであれば、記載を省略しても問題ありません。
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２．自己都合退職者の給付制限期間について
失業等給付受給に当たり、自己都合退職者（正当理由なし）に対しては、昭和５９年から、３か月間の給付制
限期間が設定されていましたが、令和２年１０月１日以降の離職について、給付制限期間を２か月に短縮する
措置が試行されています。昨今の雇用の流動性を考慮し、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行う
ことができるよう支援する観点と、安易な離職を防止するという給付制限の趣旨に留意しつつ、短縮措置を受け
られるのは、５年間のうち２回までに限るとされました。
※令和２年９月３０日までに正当な理由がない自己都合により退職した場合は、給付制限期間は３か月です。
※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまでどおり３か月となります。

＜給付制限期間２か月が適用されるケース＞
離職日②、離職日③ともに、離職日からさかのぼって５年間に、自己都合退職による給付制限
期間２か月の適用は１回以下であるため、給付制限期間は２か月が適用されます。
令和２年
１０月１日

離
職
日
①

給付制限
２か月

離
職
日
②

給付制限
２か月

離
職
日
③

給付制限
２か月

５年間

５年間

＜給付制限期間３か月が適用されるケース＞
離職日②は、上記同様、給付制限期間２か月が適用されますが、離職日③については、離職日
からさかのぼって５年間に、自己都合退職による給付制限期間２か月の適用がすでに２回あるた
め、
『３か月の給付制限』が適用されます。
令和２年
１０月１日

離
職
日
①

給付制限
２か月

離
職
日
②

給付
制限
２か月

離
職
日
③

給付制限
３か月

５年間

５年間

雇用保険法上、給付制限期間については、「待機の満了の日の翌日から起算して１か月以上３か月以内の
間で公共職業安定所長の定める期間」とされており、今回は、あくまでも運用上での変更ということになりま
す。その効果（離職率や再就職までの期間の変化等）は、施行後２年を目途とし、検証することになっており、
今回の措置がそのまま定着するかどうかは、現時点では決定されていません。
今回の運用変更により社員にとっては、より転職しやすい環境になったと言えます。目下、コロナ禍において
は、求人倍率も急激に低下し、安易な離職を選択する社員は少ないかと思いますが、構造的に、日本の労働市
場は人材不足であることは間違いありません。優秀な人材の流出を防ぐため、一層の就業環境の改善に努め
ていきましょう。
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３． 令和 2 年公布の年金制度改正

＜文責：金子＞

１．改正の背景と概要
5 年毎に行われている年金制度の定期健康診断ともいわれる財政検証の結果を受け、「年金制度の機能強
化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6 月 5 日に公布されました。
今回の改正では短時間労働者に対する保険加入の適用拡大、在職中の年金受給の見直し、受給開始時期
の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置が行われ、長期化する高齢期の経済基盤
の充実を図るものとなっています。

２．被用者保険の適用拡大に係る見直し
【１】 短時間労働者への適用拡大（2022 年 10 月～）
2016 年 10 月から 501 人以上の企業等では短時間労働者の被用者保険への加入が義務付けられていま
すが、今回の改正では、50 人超規模の企業まで適用するスケジュールが明記されています。具体的に
は、2022 年 10 月に 100 人超規模の企業まで適用し、2024 年 10 月には 50 人超規模の企業まで適用す
ることとされています。

【２】 非適用業種（法定 16 業種以外の個人事業所は非適用）の見直し（2022 年 10 月～）
非適用業種（弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業）については、他
の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられ
ることなどから、適用業種に追加されます。
【３】２か月を超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置（2022 年 10 月～）
雇用保険法も参考にし、
「2 か月以内の期間を定めて使用される者」は適用除外とされており、
「引き
続き使用されるに至った場合」はその日から社会保険の対象としていますが、「2 か月を超えて使用さ
れることが見込まれる者」についても適用の対象とする改正が行われます。これにより、2 か月以内の
雇用契約であっても、実態からみて 2 か月を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は、最初
の 2 か月の雇用期間も含めて当初から社会保険の適用の対象とされます。
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３．在職中の年金受給の在り方の見直し
【１】在職定時改定の導入（2022 年 4 月～）
老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時（退職時又は 70 歳到達時）に、
受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していますが（いわゆる退職
改定）
、今回の見直しにより 65 歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を毎年 1 回、
10 月に行うことになりました。

【２】60 歳～64 歳の在職老齢年金制度の見直し（2022 年 4 月～）
60 歳～64 歳で年金を受給しながら働く場合、現行では年金と賃金の合計額（月額）が 28 万円を超え
ると、年金と賃金の合計額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止されることになっています
が、就労に与える影響が一定程度確認されていること、また、60 歳代前半の就労、特に 2030 年度まで
支給開始年齢の引上げが続く女性の就労を支援する観点から、支給停止の基準額が 28 万円から、現行
の 65 歳以上の在職老齢年金制度と同じ「47 万円」に引き上げられることになりました。

追加費用は約 3,000 億円と言われています。

４．受給開始時期の選択肢の拡大
【１】受給開始時期繰上げ・繰下げ受給制度の選択肢の拡大（2022 年 4 月～）
高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法をさらに柔軟
に選択できるよう、繰下げ受給の上限年齢を現行の 70 歳から 75 歳に引き上げ、受給開始時期を 60 歳
から 75 歳の間で選択できることになりました。
最大 1.84 倍まで年金額を増やすこ
とができるようになります。
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繰下げ上限年齢を 70 歳から 75 歳に引き上げることに伴う対応として、年金を 70 歳以降 80
歳未満の間に請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に
当たっては、5 年前に繰下げの申出があったものとして年金を支給する改正も行われます。
（2023 年 4 月～）

５．確定拠出年金加入可能要件の見直し等
【１】企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）の加入可能年齢の引上げ（2022 年 5 月～）
企業が従業員のために実施する退職給付制度である企業型ＤＣについては、現在は厚生年金被保険者
のうち 65 歳未満の者を加入者とすることができますが（60 歳以降は 60 歳前と同一事業所で継続して
使用される者に限られる）
、確定給付企業年金（ＤＢ）との整合性を図るため、厚生年金被保険者（70
歳未満）であれば加入者とすることができるようになります。
【２】受給開始時期等の選択肢の拡大
①

確定拠出年金（企業型ＤＣ・個人型ＤＣ（iDeCo）
）
（2022 年４月～）
確定拠出年金（企業型ＤＣ・個人型ＤＣ（iDeCo）
）については、現在は 60 歳から 70 歳の間で各個人

において受給開始時期を選択できますが、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、上限年齢
が 75 歳に引き上げられます。
②

確定給付企業年金（ＤＢ）
（2020 年 6 月 5 日～）
確定給付企業年金（ＤＢ）については、一般的な定年年齢を踏まえ、60 歳から 65 歳の間で労使合意

に基づく規約において支給開始時期を設定できる制度でしたが、企業の高齢者雇用の状況に応じた、よ
り柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲が 70 歳までに拡大されました。
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【３】制度の普及等に向けた改善
①

中小企業向け制度（簡易型ＤＣ・iDeCo プラス）の対象範囲の拡大（2020 年 10 月～）
中小企業における企業年金の実施率が低下傾向にあることから、中小企業向けに設立手続を簡素化し

た「簡易型ＤＣ」や、企業年金の実施が困難な中小企業が iDeCo に加入する従業員の掛金に追加で事業
主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度（iDeCo プラス）
」について、従業員規模が
現行の 100 人以下から 300 人以下に拡大されました。
②

企業型ＤＣ加入者の個人型ＤＣ（iDeCo）加入の要件緩和（2022 年 10 月～）
企業型ＤＣ加入者のうち iDeCo（月額 2.0 万円以内）に加入できるのは、現在は iDeCo の加入を認め

る労使合意に基づく規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額 5.5 万円から 3.5 万円に引き下げた企
業の従業員に限られています。しかし、この仕組みがほとんど活用されていない現状にあることから、
掛金の合算管理の仕組みを構築することで、規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、全体
の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCo（月額 2.0 万円以内）に加入できるよ
うになります。

６．その他の改正
【１】未婚のひとり親等の国民年金保険料の申請全額免除基準の追加（2021 年 4 月～）
2021 年分の住民税（所得割・均等割）から、児童扶養手当受給者である未婚のひとり親（前年の合
計所得金額が 135 万円以下である者に限る）が、個人住民税の非課税措置の対象に加えられることに伴
い、国民年金保険料の申請全額免除基準においても、未婚のひとり親が追加されます。（地方税法に定
める寡夫も併せて対象となります）
【２】外国人の脱退一時金制度の見直し（2021 年 4 月～）
現在、短期滞在の外国人に対しての脱退一時金は、被保険者期間に応じて支給されています。制度の
創設当時と比べて 3～5 年滞在した者の割合が外国人出国者全体の約 5%から約 16%に増加していること
を踏まえ、支給上限年数について、現行の 3 年から 5 年に引き上げられます。

～改正項目から外れた内容～
①基礎年金拠出期間の延長
20 歳から 60 歳までの 40 年間を 20 歳から 65 歳までの 45 年に
②厚生年金加入期間の延長
加入上限を 70 歳から 75 歳に
【留意点】
基礎年金拠出期間の延長については、①60 歳から 64 歳の保険料拠出能力をどのように評価す
るか、②延長分に係わる基礎年金の 2 分の 1 の国庫負担に対する安定的な財源を確保する等の
課題があります。厚生年金被保険者期間の延長については、被用者保険の適用拡大に関して企
業負担が課題となっています。
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４．同一労働同一賃金への対応 ～5 つの最高裁判決～

＜文責：石井＞

同一労働同一賃金が施行されて 6 か月が経ちましたが（中小企業は 2021 年 4 月より）、社内対応は進んで
いますでしょうか。今回は、同一労働同一賃金対応に参考となる、最高裁判決が 2020 年 10 月 13 日と 15 日に
出ましたのでご紹介します。

１. 最高裁判決の概要
名 称
大阪医科薬科
大学訴訟
メトロコマース
訴訟

原

告

アルバイト職員
契約社員

対

象

合理性

ボーナス

有

（賞与）
退職金

有

扶養手当

無

年末年始勤務
手当

日本郵便訴訟
（東京、大阪、

契約社員

佐賀の 3 訴訟）

夏期冬期休暇
(有給)

無

判

決（要 旨）

正規従業員と職務内容に相応の相違があ
り、不支給は不合理ではない。
（2020 年 10 月 13 日最高裁判所第 3 小法
廷）

正規従業員と職務内容に相応の相違があ
っても、手当の不支給や休暇を与えないこ

無

とは不合理である。
（2020 年 10 月 15 日最高裁判所第 1 小法

無

祝日給
病気休暇

廷）

無

(有給)

２. 各判例のポイントについて
①大阪医科薬科大学訴訟
争点（待遇格差）

原告の職種

非正規にはない正規従業員特有の業

最高裁の判断

務
ボーナス（賞与）の

・アルバイト職員

不支給

・秘書関連業務

・英文学術誌の編集業務
・病理解剖の遺族対応
・試薬の管理

待遇の格差は不合理と
までは言えない。

②メトロコマース訴訟
争点（待遇格差）

原告の職種

非正規にはない正規従業員特有の業

最高裁の判断

務
退職金の不支給

・契約社員
・売店関連業務

・売り上げ向上の指導
・トラブル対応
・マネージャー業務

10 年前後勤続でも不合
理とまでは言えない。

上記、２訴訟に関しては、企業側に有利な判決となりました。一方、判決にて、「待遇格差の内容次第では、
不合理とされることがあり得る」とした上で、「性質や支給目的を踏まえて検討すべき」との判断も示されていま
す。
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③日本郵便訴訟
争点（待遇格差）

原告の職種

最高裁の判断
・年末年始勤務手当

各種手当・休暇制

・契約社員

「最繁忙期の休日に働く対価」の趣旨は契約社員にも当てはまる。

度の対象外

・集配関連業務

・扶養手当
継続勤務が見込まれるなら、契約社員も支給対象になる。

各手当・休暇制度のポイント
項 目
扶養手当

解 説
郵便業務を担当する正規従業員への扶養手当は、生活保障や福利厚生を図り、扶養親族が
いる者の生活設計を容易にすることを通じ、継続的雇用を確保することを目的に支給されてい
る。 この目的に照らせば、契約社員にも扶養親族がいて、継続的勤務が見込まれるのであれ
ば、支給するのが妥当である。契約社員は原告のように有期労働契約の更新を繰り返して勤
務する者もおり、継続的勤務が見込まれているといえる。

年末年始

正規従業員が年末年始に勤務した時に支給され、最繁忙期で、多くの労働者が休日として過

勤務手当

ごす期間に業務に従事したことへの対価という性質がある。業務内容や難易度にかかわら
ず、その期間に勤務したことが支給要件で、金額も勤務した時期と時間に応じて一律である。
こうした手当の性質や支給要件、金額に照らせば、正規従業員に支給する一方で契約社員に
支給しないのは不合理である。

夏期・冬期

正規従業員に夏期・冬期休暇が与えられているのは、労働から離れる機会を与えることで心

休暇

身の回復を図るのが目的で、取得の可否や日数は勤続期間の長さに応じて定まるものとはさ
れていない。 契約社員も繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、繁閑に関わらない勤務
が見込まれているため、夏期・冬期休暇を与えるのが妥当である。

祝日給

正規従業員は祝日のほか、年始期間の勤務に祝日給が支給される。年始期間の祝日給は、
慣行に沿って特別休暇が与えられるとされる時期に最繁忙期のため勤務したことへの代償と
解される。 最繁忙期に労働力を確保する観点から、契約社員に特別休暇がないことには理由
があるとしても、年始期間の勤務の代償として祝日給に対応する祝日割増賃金を支給しない
のは不合理である。

病気休暇

私傷病によって勤務できなくなった正規従業員には、生活保障を図り、療養に専念させること
を通じて継続的な雇用を確保する目的で、有給の病気休暇が与えられている。 契約社員の
中には有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者もおり、相応に継続的な勤務が見込まれ
ているといえる。正規従業員との間で、病気休暇が有給か無給かの違いがあるのは不合理で
ある。
（出典：2020 年 10 月 15 日付 東京新聞 WEB）

今回の最高裁判決において、正規従業員への「賞与、退職金」の支給には「正社員としての職務を遂行で
きる人材の確保や定着を図る目的」が含まれると位置づけられました。また、「退職金は原資を長期間積み立
てる必要があり、その在り方は社会情勢や企業の経営状況にも左右されるため、企業の裁量判断を尊重す
る余地は比較的大きい」と指摘されており、企業側の裁量が大きいとの見方が示されています。
一方、「手当、休暇」については、目的、主旨、性質等を鑑みて、正規従業員と非正規従業員の間で、差
（違い）が無いのであれば、正規従業員と同様に支給(付与)していく方向で検討していく必要があります。
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５．雇用調整施策の特徴と留意点

～希望退職、退職勧奨、整理解雇～ ＜文責：福井＞

新型コロナウイルス感染症は、売上高の減少等、事業にも多大な影響を与え、これに起因する解雇や雇止
め等（以下、雇用調整といいます。）の件数も増大しています。雇用調整施策を実行する場合における各施策
の特徴や留意点について確認します。

１．新型コロナウイルス感染症に関連する雇用調整の状況
厚生労働省の発表によると、5 月 29 日以降 10 月 2 日までの雇用調整の状況は以下の通りです。

新型コロナウイルスに係る雇用調整の状況

（人）

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

6,944

7,959

9,009

12,996 14,061

15,059

17,890 18,762

20,625 21,412

29,096 29,632

31,050

31,291 32,297
27,581 28,055 28,749 29,483 30,577
24,000 25,049 26,258 26,888
22,689
22,005
17,716 18,593 19,164 20,550
14,357 15,990
2,366

10,000

4,943

11,798

16,342

23,759 25,334

0

解雇等見込み労働者数のうち正規雇用労働者数

解雇等見込み労働者数（注1）のうち非正規雇用労働者数（注2）

（注 1）解雇等見込み労働者・・・都道府県労働局及びハローワークに対して相談のあった事業所等において解雇・雇
止め等の予定がある労働者で、一部既に解雇・雇止めされたものも含まれます。
（注 2）非正規雇用労働者・・・正規雇用労働者以外のパート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等を指します。

２．人件費抑制・削減施策の段階と種類
人件費を抑制・削減するための施策としては、経営状況のレベルに応じて、以下のものが考えられます。
【レベル１】人件費上昇の抑制
（例）採用の抑制、昇給額の減額、賞与の減額、残業時間の短縮など

経営状況

【レベル２】人件費の削減
（例）採用の停止、賞与の不支給、非正規社員雇用の縮小など
【レベル３】人件費の大幅削減
（例）希望退職の募集、退職勧奨の実施、転籍の促進など
【レベル４】強制的な人件費削減
（例）整理解雇の実施

悪化

次頁より、これらのうち雇用調整施策である「希望退職」「退職勧奨」「整理解雇」について確認します。
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３．雇用調整施策 その① ～希望退職～
希望退職は、会社が一定の期間及び対象範囲を指定し、その期間に限った退職優遇条件（例えば「退職金
の割り増し」や「再就職支援サービスの付与」等）を設定する等して、退職者を募集する施策です。
希望退職のステップ（流れ）は以下の通りですが、実施には概ね 3～4 か月程度必要となります。
★希望退職の実施ステップ
１．計画の策定（目安：1～3 か月）
・・・希望退職の対象範囲の決定、効果算定、優遇条件・実施体制の決定等

２．実施の準備（目安：1 か月程度）
・・・希望退職の公示／説明会の実施、事務手続き準備、面談の準備・実施等

３．希望退職の実施（目安：2 週間～1 か月程度）
・・・希望退職の応募・受付・相談対応、退職事務等

４．退職者へのフォロー
・・・再就職支援等

一定の期間を経て、希望退職に応じた者の数が当初の目標に対してどうであったか（達成・未達成の状況）
によって、以下のような対応が考えられます。

①希望退職打切り
募集期間の途中で応募者
が目標人員に達したとき

②最終日まで申し出を受け付け、
申し出た全員を退職させる

希望退職
①追加募集の実施
募集期間の最終日になって
②退職勧奨の実施

も応募者が目標人員に
達しないとき

③解雇への切替え

４．雇用調整施策 その② ～退職勧奨～
希望退職が一定範囲の社員から一律に退職者を募集する施策であるのに対し、退職勧奨は、特定の社員を
選定して、個別に退職を促し、労使双方の合意に基づいて退職処理を図る施策です。
退職勧奨の留意点及び実施ステップは以下の通りです。
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★退職勧奨の実施ステップ
１．退職勧奨の実施決定
２．対象社員との面談
・・・退職勧奨を行う理由の説明、退職にあたっての条件（※）説明等
（※）退職日、退職金／有休処理の在り方、失業給付等

３．労使合意のもと、退職へ
◎退職勧奨の留意点
・あくまで対象者に対して退職を“勧める”施策であって、最終的に退職するかしないかは本人の自由
な意思によることが求められる。
・退職を無理強いしたり、勧奨（面談）の回数が多すぎると、“退職強要”に該当し、違法行為として会社
が損害賠償を請求される場合も生じ得る。
※過去の判例でも、法律違反として使用者が損害賠償責任を負うケースが多々見受けられます。

退職が決定したら、就業規則の定めに従い「退職願」又は「退職届」を提出してもらい
ましょう。「退職願」は会社側の受理（承認）手続きが必要である一方、「退職届」は提
出から 14 日経過により民法上の効力が生じます。改めて就業規則を確認しましょ
う。

５．雇用調整施策 その③ ～整理解雇～
希望退職や退職勧奨が「退職」に係る施策であるのに対し、雇用調整の最終的な施策である整理解雇は、
「解雇」の一環として位置付けられます。労働関連法令上、「解雇」には以下のルールが定められています。
◎労働契約法における解雇に係る定め（＝解雇権濫用法理）
【労働契約法第 16 条（解雇）】
解雇は、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場合は、その権利を濫用
したものとして、無効とする。

◎労働基準法における解雇に係る定め（一部抜粋）
【労働基準法第 19 条（解雇制限）】
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間並
びに産前産後の女性が第 65 条の規定（※1）によって休業する期間及びその後 30 日間は、解雇してはな
らない。
【労働基準法第 20 条（解雇の予告）】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならな
い。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。（※2）
（※1）産前産後休業に関する規定
（※2）予告の日数は、1 日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
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★整理解雇の実施ステップ
１．人員削減計画の策定
・・・業績予測の立案、解雇人員の見積り、解雇対象者の選定等

２．従業員説明会
・・・経営状況について理解を求める

３．解雇回避措置の実行
・・・希望退職、退職勧奨、配置転換の検討等

４．指名解雇
・・・1 か月以上前に対象者と面談を行い、理解を求める

整理解雇は、就業規則において通常定める「解雇」の要件に加え、さらに以下の 4 要件（「整理解雇の 4 要件」
といいます。）を満たすことが、過去の判例等により求められています。
整理解雇の 4 要件
①人員整理の必要性
②解雇回避努力義務
③人選の妥当性・合理性
④手続の妥当性

具体的内容
客観的に整理解雇をしなければならないほどの十分な経営上の必要性があるこ
と。
整理解雇を行うまでに、希望退職者の募集、配置転換、出向等、解雇を回避するた
めの努力が十分に尽くされていること。
解雇される労働者を選定する基準が合理的なものであり、かつその運用もまた合理
的であること。
整理解雇の必要性、時期、方法、規模、人選の基準についての十分な説明等、使
用者が労働者から納得を得るための真剣な努力を行っていること。

希望退職、退職勧奨、整理解雇により離職した場合、当該離職者は「特定受給資格者」
として扱われ、雇用保険における失業給付を受給する上で給付制限期間が認定されな
い等の特徴があります。

６．雇用調整施策を行う上での全般的な留意点
最初から整理解雇ありきの強硬手段に出てしまうと、法的リスクを伴うばかりでなく、社員の反感を招き雇用
調整施策そのものが頓挫する可能性もあります。そこで、以下のようなポイント（留意点）を踏まえ、予め入念に
策定した計画に基づき、慎重な対応をもって社員の理解を得るよう努めていくことが大切です。
【雇用調整施策を行う上での留意点】
①現在の業績と将来見込みから人件費に関する計画を策定する。
②訴訟リスク保全を考慮した上で、具体的な雇用調整施策を立案・実行する。
③調整対象社員／残留社員に対するフォロー（優遇施策やモチベーション管理）を十分に行う。

雇用調整施策を円満かつ円滑に推進するためには、相応の期間やコスト・労力がかかります。
従って、各施策のステップを順に、丁寧に踏んでいくことが使用者には求められます。
いわゆる経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の中で、
「ヒト（人）」は唯一、それ自体が意思や感情
を持っている経営資源ですので、労使双方にとって納得性の高い施策や説明を行う等の配慮が必要
であることを肝に銘じておきましょう。
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在宅勤務時の交通費

〈文責：板村〉

新型コロナウイルス感染拡大防止等を契機に在宅勤務などのテレワークが定着しつつあります。そのよう
な中、各社において見直しが進められている制度の一つとして「通勤手当」が挙げられますが、実務上問題と
なり得るのが、実費精算と社会保険料の関係です。
社会保険の原則的な考え方
行政解釈では、「報酬とは、労働者が自己の労働を提供し、その対象として受けるもので、常時又は定期に受
け、労働者の通常の生計に充てられるものとされ、通常の通勤経路における通勤手当については、その実態
が経済的収入の意義を有するものとして、報酬に含むもの」とされています。

通勤手当は社会保険料算定基礎の対象となりますが、他方
で、業務命令による出張先への移動は会社が負担すべき「経
費」にあたり、社会保険料算定基礎の対象外となります。

今後、在宅勤務を基本の勤務形態とし、用務がある場合の移動費用（実費精算）は「通勤手当」ではなく「経費」
として認められるのでしょうか？

テレワークを認めつつも基本は出社の場合

基本が在宅勤務の場合

月のほとんどは出社を要している場合など

勤務形態が在宅勤務などのテレワークとな

は、当該移動は会社への「通勤」と捉えるほ

り、上司等からの指示・命令がある場合の

かなく、これに要する手当は実費精算の方

み用務のために会社等に赴く運用実態が

法をとっていても「通勤手当」と解され、社会

定着したのであれば、当該移動は「業務活

保険料の算定対象に含まれるとの行政見

動のための移動」と同視されるべきであり、

解が示される可能性が高いといえます。

当該移動に要する費用は会社経費として
取り合扱い、社会保険料算定基礎から除外
すべきと考えられます。

通達や疑義照会はあるものの、その根拠はなお判然としないものといえ、今後改めて再考されるものと思われ
ます。ご不安な点がありましたら、お問合せ下さい。
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