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新しい労働契約法は、介護業界にとって非常に重要な法律です。改正内容をきちんと把握し、適切な措置を講じましょう。 

 

【質問】 

労働契約法が改正されたことで、１年契約のヘルパーを５年以上雇用すると、その後は「期間の定めのない労働契約」に切り

替わってしまうと聞きましたが本当でしょうか。また、会社はどのように対応すればよいでしょうか。 

【アドバイス】 

１年契約のヘルパーを５年以上雇用したという事実だけをもって「期間の定めのない労働契約（無期労働契約）」に切り替わっ

てしまうことはありません。なぜなら、このヘルパーからの「申込」があって初めて、無期労働契約へ切り替わるためです。   

実際、どのように対応することが望まれるか解説致します。 

無期労働契約への転換 

有期労働契約の反復更新（通算５年超） ＋ 労働者の申込 ＝ 自動的に無期労働契約へ転換 

反復更新（通算５年超※）で発生する「無期転換申込権（有期労働契約を無期労働契約に転換する権利）」は、 

・労働者がその権利を行使することについて、使用者は拒否することはできません（拒否は解雇を意味します）。 

・その契約期間中に行使しなかった場合でも、次の更新以降いつでも行使することができます。 

・事前に「労働者との間には一切発生しないこととする」といった約束をしても、無効になります。 

・労働者が行使すると、次に到来する更新をもって無期労働契約に転換されます。 

・労働者の口頭による行使も認められますが、あらかじめ書面を準備しておくことが望ましいでしょう。 

  

有期契約労働者の退職等 ＋ 原則として６か月以上経過 ＝ 通算された契約期間がリセット（ゼロになる） 

今から行うべき対応方法 

対応１：有期労働契約を締結する際、これまでの契約期間※を通算した期間を明示しましょう。 

対応２：無期転換を申込んだ者に適用する就業規則の作成（社員用とは別に）等労働条件を整理しましょう。 

対応３：定年年齢を過ぎた労働者の無期転換申込権の取扱方法について、前もって検討しておきましょう 

⇒ 更新の上限年齢を設定する等（詳細は「改正高年法の対応ポイント」をご覧ください。） 

※平成２５年４月１日以後に開始した有期労働契約が対象になります。 

１．改正労働契約法の対応ポイント（平成 25年 4月 1日施行） 

 

第１の注意点 有期労働契約の締結は「計画的に」 
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「雇止め法理」の法定化 

一定の場合には、使用者による雇止めが認められないこと（雇止め法理）の法定化 

１．有期労働契約が期間の満了毎に当然更新を重ね、あたかも無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している。 

２．有期労働契約の期間満了後も、雇用関係が継続されるものと有期契約労働者が期待することに合理性が認められる。 

上記１又は２によって雇止めが認められない場合、「同一の労働条件で労働契約が更新・締結された」とみなされます。 

なお、無期労働契約と実質的に異ならない等の理由により雇止めが認められない場合で、それでも雇止めに踏み切らざる

を得ないときは、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場合、その権利を濫

用したものとして、無効」となりますので、ご注意ください。（併せて、業務推進マニュアル 29．解雇をご覧ください。） 

今から行うべき対応方法 

 現在の有期労働契約を、判断要件（１）～（５）に照らして問題がないか確認しましょう。 

  チェック１：有期契約労働者の従事している業務は臨時的なものではなく今後も継続して存在しそうか 

  チェック２：有期契約労働者との契約更新回数が相当数に及んでいないか 

  チェック３：有期契約労働者との契約通算期間が相当期間に及んでいないか 

  チェック４：有期契約労働者との契約更新手続きが形骸化していないか 

  チェック５：契約締結時・更新時又は日常場面において長期雇用を期待させる言動をしてはいないか 

 

 

不合理な労働条件の禁止 

有期労働契約（期間の定めのある労働契約）であることを理由とした不合理な労働条件※の禁止 

職務内容、職務・配置の変更範囲その他事情を考慮しても、無期契約労働者の労働条件との相違に合理性が認められない

こと 

合理性が認められず無効とされた労働条件は、基本的には、無期契約労働者と同じ労働条件が認められます。 

なお、合理性が認められず無効となった場合、故意・過失による権利侵害（不法行為）として損害賠償リスクが生じます。 

※労働条件…賃金（例えば、昇給差額請求・退職金等）・労働時間・災害補償・服務規律・教育訓練・付随義務・福利厚生

など労働者に対する一切の待遇が含まれます。 

今から行うべき対応方法 

対応１：職務内容（労働者の業務内容及び当該業務に伴う責任の程度）をきちんと明確にしましょう。 

⇒ 課業一覧表による仕事管理 、担当分担表による役割・責任の区分け 

対応２：雇入れ時及び更新時の雇用契約締結の際、従事する職務内容について、しっかり説明しましょう。 

⇒ 無期契約労働者の職務内容や職務・配置の変更範囲との違いの周知 

厚生労働省ホームページ「労働契約法の改正について」 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/ 
  

第２の注意点 有期労働契約は書面で「きちんと」「しっかり」 
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新しい高年齢者雇用安定法（高年法）により、原則として、希望者全員 65歳まで雇用する制度の導入が義務化されました。 

 

【質問】 

当社では社員の定年を 60歳としています。このたびの高年法の改正によって、定年を 65歳にしなければならなくなったという
話しを聞きましたが、本当でしょうか。 

【アドバイス】 

定年を 65歳にしなければならなくなったということではありません。ですから、引き続き、定年を 60歳とすることも可能です。 
このたびの改正によって、「継続雇用制度を導入する場合、60歳で定年を迎えた方についても、原則として、希望をすれば 65
歳まで雇用する制度の導入」が必要になりました。改正ポイントをお伝えします。 

「継続雇用制度」とは、「高年齢者雇用確保措置」の一つです。 

「高年齢者雇用確保措置」とは、65 歳までの安定した雇用を確保するための措置をいいます。 

事業主は、下記（１）～（３）のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。 

 

※（ ）内の数値は実施済み企業割合 （厚生労働省発表の平成２４年「高年齢者の雇用状況」（６月１日現在）から引用） 

 
 （１）「定年」引上げ 

（14.7％) 
… 定年年齢を 65 歳以上とすること 

 

高 年 齢 者 

雇用確保措置 

（97.3％） 

 （２）継続雇用制度

の導入 

（82.5％） 

… 

現に雇用している高年齢者が希望するとき、 

当該高年齢者をその定年後も６５歳まで引き続き雇用する制度 

（平成 25年 4月 1日からは、継続雇用制度を導入する場合、 

原則として（※1）65歳までの希望者全員（※2）を対象としなければなりませ

ん） 
 

 
 （３）「定年」廃止 

（2.7％） 
… 定年制度を廃止すること（65歳以降も働きたいだけ働くことができる） 

 

※１ 平成 25年 3月 31日まで（法改正前）に労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めていた事業主につ

いては、経過措置として、定年到達の時期に応じて、希望者全員継続雇用の対象となる年齢を、老齢厚生年金の報酬比

例部分の支給開始年齢と連動して段階的に引き上げることができます。 

ある労働者の定年到達の時期 継続雇用制度の概要（法改正前に労使協定締結済の事業主に適用される経過措置） 

平成 25年 4月～平成 28年 3月 定年に達した者で 61歳未満の継続雇用希望者全員(※2)を継続雇用の対象とする 

平成 28年 4月～平成 31年 3月 〃      62歳未満                       〃 

平成 31年 4月～平成 34年 3月 〃      63歳未満                       〃 

平成 34年 4月～平成 37年 3月 〃      64歳未満                       〃 

平成 37年 4月～ 〃      65歳未満                       〃 

 

 平成 25年 3月 31日までに労使協定で「継続雇用制度の対象者を限定する基準」を定めていない事業主については、平成

25年 4月 1日から、原則通り、定年後も引き続いて希望者全員 65歳まで継続雇用する等高年齢者雇用確保措置を講じなけ

ればなりません。 

※２ 心身の故障のため業務に耐えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き労働者としての職責を果た

し得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に係るものを除く。）に該当する場合には、継続雇用しない

ことができます。（注意：客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合に限ります。） 

 

２．改正高年法の対応ポイント（平成 25年 4月 1日施行） 

 

第１の注意点 そもそも「継続雇用制度」とは 
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定年を 60歳で迎えた労働者を 1年ごとの有期労働契約で継続雇用した場合の注意点 

 

１． 定年退職後、契約期間 1 年で再雇用された労働者についても反復更新 5年超で無期転換申込権が発生します。 

２． 更新の上限年齢を設定する等労働条件の整備をしていない場合、定年退職後の労働者が無期転換申込権を行使

すると、一定年齢到達による自動退職制度がないため、事実上定年制度がない労働契約になります。 

 

 

高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業に対しては、労働局やハローワークが「指導」を実施します。 

指導後も改善が見られないときは、さらに「勧告」が行われ、それに従わない場合は企業名が「公表」されます。 

勧告を受けた企業は、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を受けてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページ「高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ（高年齢者雇用確保措置関係）」 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/ 

【判決例 昭和４３年１２月２５日 最高裁 秋北バス事件 『定年制度について』 （要点のみ整理し列挙）】 

１.  定年制は、労働者が所定の年令に達したことを理由として、自動的に、又は解雇の意思表示によって、その地位（職）

を失わせる制度である。 

２.  労働契約における定年の定めは一種の労働条件に関するものであって、労働契約の内容となり得るものである。 

３.  労働契約に定年の定めがないということは、ただ、雇用期間の定めがないというだけのことで、労働者に対して終身雇

用を保障や、将来にわたって定年制を採用しないことを意味するものではなく、俗に「生涯雇用」といわれていること

も、法律的には、労働協約や就業規則に別段の規定がないかぎり、雇用継続の可能性があるということに以上には

出てないものであって、労働者にその旨の既得権を認めるものということはできない。 

４.  定年制は、一般に、老年労働者にあっては当該業種又は職種に要求される労働の適格性が逓減（＝次第に減ること）

するにかかわらず、給与が却って逓増するところから、人事の刷新、経営の改善等、企業の組織および運営の適正化

のために行われるものであって、一般的にいって、不合理な制度ということはできない。 

高年齢者雇用確保措置

を導入するよう個別指導 

求人不受理・紹介保留、助成金の不支給等 

高年齢者雇用確保措置

を実施していない 

求人公開カードに「指導中」の文字 

(改善が全く見られない)

勧  告 
企業名公表 

第２の注意点 違反した企業名公表、求人不受理 

あわせて知っておきたい （そもそも「定年」とは？） 
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職員採用時の必要書類について、まとめてみました。 

 

【質問】 

採用時に、職員から提出してもらう書類には、どのようなものがあるのでしょうか？ 

【アドバイス】 

採用後のリスク管理や規律維持のためにも、提出してもらったほうがよい書類がいくつかあります。 

 
入社誓約書は、職員を採用するにあたり、会社の方針を職員が遵守するよう約束をとりつけるための書類です。 
職員に守ってもらいたい事項を最初に示すことによって、入社後の労務管理がしやすくなります。職員が誓約書の内容を破る
ような行為をしたときや、しそうなときに、誓約書を示し注意指導することができます。 
 
◆入社誓約書の記載内容と注意点               ⇒入社誓約書の作成例がありますので、ご参照ください 

入社 
誓約書 

 

服務規定の遵守 
就業規則や服務に関する諸規程、業務命令、上長の指示命令に従い誠実に
勤務する旨を誓約させます。職場のルールの徹底を図るうえでも、服務規定
遵守に関する内容は重要です。 

 

 

経歴・資格の確認 
採用にあたって提出した職務経歴や保有資格など、能力に関する事項につい
て、うそ偽りがない旨を誓約させます。介護事業の場合は、資格保有を条件に
雇用するケースも多いので、特に重要です。 

 

 

秘密保持（※） 

会社の秘密情報や、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない
旨を誓約させます。職員に対して秘密保持に関する措置を講じているか否か
について、実地指導や監査の際に確認を求められことがあります。秘密保持
については、必ず記載するようにしましょう。 

 

 

人事異動 
入社後の人事異動についてトラブルとならないよう、勤務地の異動や職種転
換等の配置転換に従う旨を誓約させます。  

 

損害賠償 

故意又は過失により、会社に損害を与えた場合、その責任を負う旨を誓約さ
せます。しかし、「罰金○○○万円」というように具体的な賠償額を記載するこ
とは労働基準法で禁止されていますので、ご注意ください。  

 
職員の個人情報 
提供 

労務管理や賃金管理および介護業務上必要となる職員の個人情報につい
て、会社に提供することを誓約させます。  

 
（※）秘密保持について、より詳細な定めが必要な場合は、次の内容を定めた「秘密保持誓約書」を別途作成しましょう。 
   ①秘密保持の誓約  ②秘密の報告および帰属  ③退職時の秘密情報の返還義務  ④退職後の秘密保持 
   ⑤競業避止 ⑥損害賠償 等 
 

入社誓約書と就業規則・雇用契約書との関係について 

入社誓約書は、就業規則や雇用契約書で定めた内容を再認識させるための書類です。就業規則や雇用契約書の内容と 
整合性がとれる内容にしておく必要があります。例えば、雇用契約書において勤務地を限定している場合、いくら誓約書で異
動がありうる旨を誓約させたとしても本人の同意なしに異動させることができません。また、就業規則に懲戒に関する規定が
なければ、誓約書の内容を破ったとしても、それだけを理由に即座に制裁を科すことはできません。 

 

３．採用時の必要書類 

 

第１の注意点 入社誓約書 

- 5 - 

1 



 
職員が故意又は過失により、会社に損害を与えた場合、会社は職員に損害賠償を求めることができます。本人だけでは 
賠償できないようなときに連帯して責任をとる人物を特定しておくことで、会社のリスク回避が可能となります。また、職員が会
社に損害を与えるような行為をした場合、身元保証人に迷惑がかかってしまうということを職員に認識させるための役割もあ
ります。責任をもって業務に取り組んでもらうよう職員の自覚を促し、不祥事を予防するためにも身元保証書をとることをおす
すめします。 
                                     ⇒身元保証書の作成例がありますので、ご参照ください 
◆身元保証書の記載内容と注意点 

就業規則等の遵守 
職員が会社の就業規則や諸規則を遵守することを、身元保証人として保証する旨を記載しま
す。 

損害賠償 
職員が故意又は過失により、会社に損害を与えた場合に、身元保証人が連帯して責任を負う
ことを記載します。 

有効期限 
身元保証書の有効期限を定めます。身元保証書により保証期間を定める場合、身元保証人
の有効期限は、最大で５年間です。保証期間を自動更新とすることはできませんので、身元保
証期間を延長する場合は、新たに身元保証書を作成する必要があります。 

 
 

身元保証人の要件について 
どのような人物を身元保証人にするかについて、特に法律の定めはありません。しかし、職員と連帯して損害賠償を保証でき
るよう、経済的に独立している成人（例：親、兄弟、叔父叔母等）としたほうがよいでしょう。 

 

【運転記録証明書】 

利用者の送迎・訪問等、業務上自動車を利用する職員を採用するときは、運転記録証明書を提出させるとよいでしょう。 
運転記録証明書は、本人の交通事故、運転免許の行政処分、交通違反の有無（有の場合は、その内容）を確認することがで
きる書類です。過去の運転記録を確認することによって、交通事故を起こさないような者かどうかを確認しましょう。 
 
 【運転記録証明書の申込み方法】 
 ●本人が申請する場合 
   警察や交番に備え付けてある申込用紙に必要事項を記入のうえ、ゆうちょ銀行の窓口で払込みの方法により 
   申し込むか自動車安全運転センター事務所に直接申し込む。 
 ●事業所が証明書を申請する場合 
   申請書のほかに、申請者本人（職員）が代理人に申請、受領等を委任することを記載し、押印した書面が必要となり 
   ます。（申請書及び委任状の用紙は、各自動車安全運転センターに備え付けてあります。） 
 ●証明書の交付手数料は、１通につき６３０円。（※ゆうちょ銀行による払込みの申込みには、別途払込手数料が必要） 

【住民票記載事項証明書】 

職員が入社した時には、職員の住所や生年月日等が正しいか確認する必要があります。しかし、厚生労働省より、戸籍謄本
（抄本）や住民票を画一的に提出させるべきではないと指導がされています。これは採用者の出自に直結する事項であり、差
別的取扱いにつながる可能性があるからです。よって、採用時に住所等の確認をする場合は、「住民票記載事項証明書」の
提出を求めましょう。住民票記載事項証明書は、申請者が希望する項目のみを役所で証明してもらう書類です。申請の様式
は、会社が任意に用意したものでも構いません。各役所にも様式が備えてあります。 

【健康診断書】 

労働安全衛生法では、常用労働者の雇い入れ時の健康診断を会社に義務付けています。しかし、法令では、医師による健
康診断を受けた後、３か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者がその健康診断の結果を証明する書面を提
出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、健康診断をしなくてよいということになっています。 

第２の注意点 身元保証書 

あわせて知っておきたい 
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誓約書 

 

社会福祉法人○○○会 

理事長 ○○ ○○ 殿 

 

 

私は、貴法人に採用され職員として入職するにあたり、下記事項について誓約致します。 

 

１ 貴法人の就業規則その他諸規定を守り、上長の指示に従い、誠実に勤務します。 

 

２ 貴法人の本旨を理解し、サービス利用者及びその関係者の福祉のために親切かつ適切な

業務を遂行します。 

 

３ 履歴書及び職務経歴書の記載事項にうそ偽りがないことを約束致します。 

 

４ 貴法人の秘密情報、サービス利用者及びその家族の秘密、個人情報等について、在職中

はもとより、退職後も、貴法人の許可なく、いかなる方法をもってしても、開示、漏えい

もしくは使用しないことを約束致します。 

 

５ 貴法人職員としての体面を汚すような行為（セクシュアルハラスメント等を含む）、社会

に迷惑を及ぼすような行為を事業所内・外において行わないことを約束致します。 

 

６ 勤務内容の変更、職種の転換、勤務場所の異動等について、貴法人の指示に従います。 

 

７ 故意又は重大な過失により貴法人またはサービス利用者に損害を与えた場合は、その損

害について賠償の責任を負います。 

 

８ 私は、貴法人が、人事労務・賃金管理及び介護業務（利用者等への報告広報等を含む）

等の目的を達成するに必要な範囲で、私及び私の家族に対する個人情報を取得し、利用す

ることを承諾します。 

 

平成   年   月   日  

 

職員氏名   ○○ ○○   印  

  



身元保証書（サンプル） 

 

社会福祉法人○○○会 

理事長 ○○ ○○ 殿 

 

身元本人  氏  名 ○○ ○○ 

                           生年月日 昭和○年○月○日 

 

 

 上記の者が貴法人に入職するにあたり、法人の就業規則その他諸規定を守り、忠実に勤務

することを、身元保証人として保証します。 

 

 万一本人が貴法人に対し故意又は過失によって損害をおかけした場合には、本人と連帯し

て損害の賠償を行うことを約束します。 

 

 なお、この身元保証契約の有効期間は、本日から５年間とします。 

 

 

平成   年   月   日  

 

住     所 

 

電 話 番 号 

 

本人 との 関係 

 

身元保証人氏名                        印 

 

生 年 月 日 



 

 
 
 
 

トラブルを防止するため労働条件を明示することは大切です。ここでは、ご相談件数も多い「労働条件の明示」に関する注意
点をお伝えします。 

 

【質問】 

採用時に６か月雇用の労働条件通知書を渡して以来、特に再提示することなく、更新し続けている職員がいます。今からでも
労働条件通知書を再提示した方が良いでしょうか。 

【アドバイス】 

会社（法人）と職員との間で、労働条件に関する誤解が生じる危険性が非常に高い状態にありますので、出来る限り早く、遅
くとも次回の更新時から更新の都度、再提示してください。 

使用者は、労働基準法第１５条により、労働契約の締結に際し、一定の労働条件を明示しなければなりません。近年、労働

条件を明示するために用いる書類として、「労働条件通知書」ではなく「労働条件通知書兼雇用契約書」を用いて労働条件の

明示をする事業所が増えています。    ⇒労働条件通知書兼雇用契約書の作成例がありますので、ご参照ください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ パート労働法 

＝ 短時間労働者の雇用管理の改善等 
に関する法律 

 
⇒期間の定めのある雇用契約を締結する際は、 
 「５．パートタイマーの労働条件」を併せて 
 ご覧ください。 
 

 雇用契約書と労働条件通知書はどう違う？ 
労働条件通知書：一般的に、使用者から労働者へ一方的に通知する文書をいいます。 
労働条件通知書兼雇用契約書：使用者が労働者に対し労働条件の明示を行い、労働者がその内容に同意したこと

について、双方の署名捺印をもって証明する契約書です。 
 
 トラブルを未然に防ぐためにも「労働条件通知書兼雇用契約書」による労働条件の明示をお勧めします。 
 その際、必ず労働基準法第１５条（右頁参照）に定める事項を記載しなければなりません。 

４．労働条件を明示してトラブル防止 

 

１．法律違反（右頁参照） 

・労働基準法第１５条違反 

・労働契約法第４条違反 

・パート労働法(※)第６条違反 

２．労働条件に関する誤解 

３．第三者に対する説明不可能 

１．法律を遵守している！ 

２．契約更新の状況を記録できる！ 

３．就業規則の閲覧を促進できる！ 

４．労働者としての自覚を持たせる！ 

労働条件通知書（労働条件を明示している）   労働条件を明示していない 

１．労働条件を確定できる！ 

２．第三者に対し説明ができる！ 

３．労働条件通知書の特徴を併せ持つ！ 

 

  労働条件通知書兼雇用契約書 

第１の注意点 労働条件の明示 
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採用予定通知から採用決定通知までの期間は、採用希望者が雇用契約書の内容を十分に理解していただくためにも、１か

月以上であることが良いでしょう。 

【判決例 平成２１年９月２８日 東京地裁 藍澤證券事件】 

使用者による求人は、雇用契約の申込の誘引であり、その後の採用面接等の協議の結果、就職希望者と使用者との間に求

人票と異なる合意がされたときは、従業員となろうとする者の側に著しい不利益をもたらす等の特段の事情がない限り、合意

の内容が求人票記載の内容に優先すると解するのが相当である。 

 

ただし、虚偽の求人広告を行うこと、又は虚偽の労働条件を提示して労働者の募集等を行うことは職業安定法第６５条違反

になりますので、ご注意ください。 

【労働条件の明示】 

労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示すること。（※１） 

（例）① 労働契約期間 ② 就業の場所、従事すべき業務 ③ 始業終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時

間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ④ 賃金（退職手当

及び臨時に支払われる賃金等を除く。以下同じ）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に

関する事項 ⑤ 退職に関する事項（解雇の事由を含みます）その他（労働基準法第１５条） 

（※１)「昇給に関する事項」及び「その他」以外は書面明示が義務づけられています。 

 

【労働契約】 

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が

合意することによって成立する。（労働契約法第６条）（※２） 

（※２)労働契約は、いわゆる口約束によっても成立します。 

 

【短時間労働者の労働条件に関する文書の交付等】 

短時間労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比し短い労

働者）に対しては、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」について文書の交付等により明示しなければならない。

（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第６条） 

 

募 集 

(求 人) 

面  接 

試  験 

採用予定 

通 知 

(内々定) 

必要書類 

の 

提出 

採用決定 

通 知 

(内 定) 

就 労 

開始日 

第１の注意点 労働条件明示のタイミング 

雇用契約書は、面接（試験）後、採用を決定したことを通知する前に締結します。 

面接後、正式な労働条件を明示し、その内容を双方合意して契約が成立し、就労開始日を迎えます。 

募集・採用手続が就業規則にてどのように定められているかを確認してみてください！ 

あわせて知っておきたい 
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（居宅介護サービス従事者用・期間の定めあり） 

雇用形態（有期常勤職員・パートタイマー・非常勤職員・契約職員・臨時雇用・そのほか）（注１） 

労働条件通知書兼雇用契約書（サンプル）（注２） 

契約期間 期間の定めあり（平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日） 

通算契約期間 本雇用契約に基づく契約開始日（平成  年  月  日）で通算   年   か月   日目（注３） 

就業の場所 ※ 非定型的パートヘルパーの場合には、「別途勤務表で明示します」と記載 

従事すべき 

業務の内容 
※ 非定型的パートヘルパーの場合には、「別途勤務表で明示します」と記載 

始   業・ 

終業の時刻、 

休憩時間、 

就業時転換、 

所定時間外労

働の有無に関

する事項 

１．始業・終業の時刻等 

① 始業：   時   分  終業：   時   分   実労働時間：   時間  分 

※ 確定的には、毎月のスケジュール表で明示する。 

※ 訪問先への直行・直帰の場合は、訪問先到着時刻、訪問先退出時刻とする。（注４） 

２．休憩時間 

１の始業・終業時刻の間に  分間 

３．所定時間外労働（有  １日  時間、１週  時間、１か月  時間）・無 

このうち法定時間外労働（１日 8時間、１週 40時間を超えるもの） 

（有  １日  時間、１週  時間、１か月  時間）・無 

４．休日労働 

所定休日の労働（有  １か月 日）・無 

このうち法定休日の労働（有  １か月 日）・無 

※ 非定型的パートヘルパーの場合には、「別途勤務表で明示します」と記載 

休日 
定例日：毎週  曜日、その他：4週間を通じ 4日以上（注５） 

※ ただし、毎月のスケジュールにより決定し明示する。なお、これを事前に振替変更することがある。 

休暇 

１．年次有給休暇 6か月継続勤務した場合 →   日 

6か月内の有給休暇（有、無） →   日 

２．その他の休暇 有給（  日）無給（  日）（注６） 

賃金 

１．基本賃金  

① 時間給   円 ② 日給   円 ③ 月給   円  ※移動時間＝１時間   円基準 

２．諸手当の額及び計算方法 

①（   手当  円／計算方法：支給要件等は賃金規則による） 

②（   手当  円／計算方法：支給要件等は賃金規則による） 

３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

時間外労働 ― 所定時間外（割増などの有   ％、無）、法定時間外（125％） 

休日労働    所定休日   1週 40時間を超える場合（その時間につき 125%） 

1週 40時間以内（割増なし、休日出勤手当として 1回   円） 

法定休日（休日出勤時間につき 135%） 

深夜労働（25%加算） 

４．賃金締切日 毎月  日      ５．賃金支払日 毎月  日 

６．労使協定に基づく賃金支払時の控除（無・有（          ）） 

７．昇給（有（時期等    ）、無又は契約更新時の賃金の変更（有・無）） 

８．賞与（有（時期、金額等  ）、無  ） 

９．退職金（有（時期、金額等   ）、無   ）（注７） 

退職・解雇に 

関する事項 

１．更新の上限（ 有（具体的には   まで）、 無）（注８） 

２．自己都合退職の手続き（退職する  日以上前に届け出ること） 

３．解雇の事由及び手続（就業規則第  条～第  条による。） 

労働契約期間

の更新の有無

及び判断基準 

１．更新の有無  ① 更新しない  ② 更新することがある  ③ 自動的に更新する 

２．上記②の場合の更新・雇止めの判断基準（注９） 

契約更新は上記基準を考慮して判断し、更新時に労働条件を変更することがある。 



その他 

・社会保険の適用 厚生年金（有・無）、健康保険（有・無）、厚生年金基金（有・無） 

・雇用保険の適用（有・無）      ・その他の保険（有・無） 

・その他の福利厚生 

上記の通り、労働基準法第 15 条に基づき労働条件を明示し、同内容にて雇用契約を締結する。本契約書は甲乙１

部ずつ作成し、各々で保管する。 

平成   年   月   日   

事業主（甲）                 ㊞ 

 

労働者（乙）                 ㊞ 

 

注１ 「雇用形態」 

● 該当する雇用形態いずれかに○をしてください。該当する雇用形態がない場合は、その雇用形態を記載してく

ださい。 

注２ 契約内容はあくまで例示です。実際の契約内容は、各事業所にて決定してください。 

注３「通算契約期間」 

● 通算契約期間について、事業主と有期契約労働者が認識を共有できるようにするため記載することが望ましい

でしょう。 

注４「始業・終業の時刻」 

● 「詳細は、就業規則第○条～第○条の労働時間の定めによる。」とすることや、「就業規則第○条：勤務時間

表の明示等の定めによる。」とすることもできます。 

注５「休日」 

● 「就業規則第○条～第○条の休日の定めによる」とすることや、「上記に従い毎月○日までに翌月のスケジュ

ールを文書で明示する。」とすることもできます。 

注６「休暇」 

● 「その他の休暇については就業規則第○条：休暇の定めによる。」とすることもできます。 

注７「賃金」  

● 「賃金の支払、計算方法、控除、昇給、賞与については賃金規則の定めにより、退職金については退職金規則

の定めによる。」とすることもできます。 

注８「退職・解雇に関する事項」  

● 新たに雇用契約を締結する際の雇止め時のトラブル防止策として、あらかじめ有期労働契約の更新回数に上限

を設けておくことは有効です。 

注９「労働契約期間の更新の有無及び判断基準」  

● 次期更新について、業務の見通し（次期介護訪問先の状況）、法令通達等の変更等、経営状況、介護内容、本

人の勤務成績、業務遂行状況、健康状態等と本人の希望を総合的に判断して、期間満了１か月前に次期更新の有

無及び賃金（増減変更があります）等の労働条件を通知します。 

  



 
 
 
 
 

介護事業は、労働者におけるパートタイマーの比率が高い事業です。パートタイマーを戦力として有効に活用していくために
も、パートタイマーの就業ルールをしっかりと定めましょう。 

 

【質問】 

当社の就業規則では、「パートタイマーの就業については他の規定による」となっていますが、パートタイマー用の就業規則
は別途作成しておりません。何か問題がありますでしょうか？ 

【アドバイス】 

パートタイマーの就業規則がない場合、パートタイマーにも社員の就業規則が適用されてしまうことがあります。例えば、社員
の就業規則で退職金の支払いを規定している場合、パートタイマーにもその規定が適用され、退職金を支払わなければなら
ないことにもなりかねませんのでご注意ください。 

介護事業は、社員のほかに「契約社員」「パートタイマー」「登録型ヘルパー」等の多様な雇用形態により構成されています。 
したがって、雇用形態に応じた就業規則を作成するほうがよいでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パートタイマー等については就業規則を作成せずに、個別の労働契約により、労働条件を定めているケースも多いかと思い
ます。しかし、就業規則の内容が労働契約の内容を上回る場合、就業規則の内容が優先されます。就業規則が正社員を想
定したものしかない場合、パートタイマー等について正社員用の就業規則の内容が適用されることがありますので注意が必
要です。 

＜就業規則と法令、労働協約、労働契約との関係＞ 
 
 
 
 
 

就業規則は、事業所に常時１０人以上の労働者がいる場合に作成と届出が義務付けられています。 
この「１０人」にはパートタイマーや登録ヘルパー等も含まれますので、社員とパートタイマー等を合計して１０人以上の場合、
就業規則の作成義務が生じます。 

 

【判決例 平成９年１０月３０日 大阪高裁 大興設備開発事件】 
大興設備開発事件では、採用時に６０歳を超える高齢労働者に対して就業規則の退職金規定が適用されるのかについて争
われました。判決では、当該労働者に対しても退職金規定が適用されるとし、会社に対し、高齢労働者への退職金の支払い
を命じました。 

 

労働協約 労働契約 就業規則 法令 

第１の注意点 雇用形態別の就業規則 

介護事業の就業規則 

正社員就業規則 

契約社員就業規則 

パートタイマー就業規則 

登録ヘルパー就業規則 
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５．パートタイマーにも就業規則を 

 



雇用形態別の就業規則が整備されていない場合、前ページ判決例のような労働者やパートタイマー等に対しても、正社員用
の就業規則が適用されてしまうことがありますので、注意が必要です。 
パートタイマーの就業規則を作成する場合、労働条件や待遇について、どの部分が正社員と違うのかを意識しながら作成し
ましょう。正社員との条件の違いが考えられるものの一例は下記のとおりです。 

規定内容 ポイント 

配置転換 パートタイマーに配置転換を行う旨を定めるか 

特別休暇 パートタイマーに慶弔休暇を与えるか 

休職 パートタイマーに休職の規定を定めるか 

賞与、退職金 パートタイマーに賞与や退職金を支給するか 

 

パートタイマー就業規則が完成したら、労働者代表の意見を聴取し、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。ここで

いう労働者代表とは、社員も含めた事業所全体の労働者代表のことを指します。全労働者代表の意見を聞けば、パートタイ

マーの意見を聞かなくても法律違反とはなりません。ただし、パートタイム労働法（※）では、パートタイマー代表者の意見を聞

くことを努力義務として求めています。 

（※）パートタイム労働法＝短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 

【待遇決定についての説明義務】 

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明

しなければならない。 （パートタイム労働法 第１３条） 

＜説明が課せられる事項＞ 

労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、

通常の労働者への転換を推進するための措置 

【苦情の自主的解決】 

事業主は、パートタイム労働者から苦情の申し出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的

な解決を図るように努めるものとする。 （パートタイム労働法 第１９条） 

＜対象となる苦情＞ 

労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚

生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置 

【短時間雇用管理者の選任】 

パートタイム労働者を常時１０人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善

に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めること。（パートタイム労働法 第１５条） 

 

第２の注意点 正社員との条件の違いを明確に 

あわせて知っておきたい  
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登録ヘルパーは特殊な雇用形態であり、労働時間管理や賃金管理が複雑です。本稿では、登録ヘルパーの雇用管理につ
いてポイントを整理してみました。 

 

【質問】 

当社では登録ヘルパーと“委託契約”を締結しています。先日、登録ヘルパーから、「業務中にケガをしたので、労災の手続き
をお願いします」と言われました。委託契約なので、労災保険は適用されないと思うのですが、いかがでしょうか？ 

【アドバイス】 

契約が“委託“であったとしても、実態が労働者であれば、労災保険が適用されます。労働者に該当するか否かについては、
事業所の指揮監督等の実態に即して判断することになります。「訪問介護業務に従事する訪問介護員等は労働者に該当す
るものと考えられる」との厚生労働省の通達があり、登録ヘルパーについても、労働者であるとみなされるケースがほとんどで
あると考えられます。 

使用者は、労働契約の締結に際して、労働条件を明示しなければなりません（労働基準法第 15 条）。登録ヘルパーを雇い入
れた時には、労働条件の内容を十分に理解してもらうよう、雇用契約書等の書面を交付して、労働条件を明示しましょう。特
に賃金の決定方法に関連するトラブルが多いため、どのような活動が労働時間になるのかを明記しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ａ）就業の場所・従事する業務内容、（Ｂ）労働日並びにその始業・終業時刻、（Ｃ）休憩時間が一定期間ごとに作成される 
スケジュール表により特定される場合は、以下の書面交付により明示することが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 

 

労働契約の更新について 

労働契約の期間を定めた場合、契約の更新に関する事項について明示する必要があります。 

◆更新の有無について  「自動的に更新する」「更新する場合がありうる」「更新はしない」等、更新の有無について記載して

ください。 

◆更新の判断基準  契約の更新について、「更新する場合がある」と定めたときは、更新に関する判断基準を記載してくだ

さい。 （記載例） → 「更新に関しては、次期介護訪問先の状況、本人の勤務成績・態度、事業所の経営状況、本人の 

健康状態等を総合的に判断し決定する。」 

６．登録ヘルパーの雇用管理 

 

第１の注意点 登録ヘルパーの労働条件明示 

● 労働契約の期間（期間の定めの有無、定めがある場合はその期間） 

● 就業の場所、従事する業務の内容 

● 労働時間に関する事項（始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等） 

● 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項 

● 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

※短時間勤務の場合は、上記に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても 

書面による明示が必要です（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第 6条）。 

書面により明示すべき労働条件 

● （Ａ）～（Ｃ）に関する勤務の種類ごとの考え方 

● （Ａ）～（Ｃ）が適用される就業規則上の関係条項名 

●  労働契約締結時のスケジュール表（勤務表） 
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短期間の労働契約を繰り返し更新している登録ヘルパーであっても、６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した場

合は、年次有給休暇を与える必要があります。「継続勤務」とは在籍期間を意味し、有期契約の更新を繰り返して勤務を続け

ている場合も継続勤務に該当します。 

 

 

 

契
約
期
間
１
か
月 

契
約
期
間
１
か
月 

契
約
期
間
１
か
月 

契
約
期
間
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月 
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期
間
１
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月 
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期
間
１
か
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登録ヘルパーに付与すべき年次有給休暇の日数ついて 

登録ヘルパーに付与すべき年次有給休暇の日数は、登録ヘルパーの所定労働時間・所定労働日数に応じて異なります。 

⇒ 具体的に付与すべき日数については、業務推進マニュアルの「非正規労働者の有給休暇制度の管理」をご覧ください 

【登録ヘルパーの労働時間管理】 

労働時間とは、「使用者の指揮監督の下にある時間」であり、単に介護サービスを提供している時間だけとは限りません。訪

問介護の業務に直接従事する時間だけでなく、移動時間、待機時間、業務報告書等の作成時間、研修時間、施設行事等に

参加している時間等についても「使用者の指揮監督の下にある時間」と認められる場合には、労働時間となります。 

⇒ 労働時間管理の詳細については、業務推進マニュアルの「適正な労働時間の管理を」をご覧ください 

【登録ヘルパーの賃金と最低賃金】 

移動手当や待機手当等の設定単価が、それ自体では最低賃金を下回っている場合であっても、身体介護や生活支援業務

に対する賃金等との合算した金額をその日の全所要労働時間で割った金額が最低賃金を上回っていれば、最低賃金を満た

すことになります。この考え方を明確にするためにも、就業規則や雇用契約書に、「賃金は全一日の賃金を合算したものと 

する。最低賃金との比較は、 全一日の賃金÷当日の全労働時間 とする。」との文言を明記しておきましょう。計算上の内部

的算定がどうであっても労使間で合意した全体の介護労働等に要した全時間を対象に、全体で最低賃金額以上となる賃金

を支払っていれば違法とはなりませんので、このような賃金の定め方が重要となります。 

【登録ヘルパーの休業手当】 

登録ヘルパーに対して、勤務表により示されスケジュールとして特定された期間において、利用者からのキャンセルや、利用

時間帯の変更等の申し出により、登録ヘルパーを休業させた場合には、原則として休業手当（平均賃金の１００分の６０以

上）を支払う必要があります。 

⇒ 休業手当の考え方については、業務推進マニュアルの「キャンセル時の対応と休業手当」をご覧ください 

【登録ヘルパーの就業規則】 

登録ヘルパーを含め、常時１０人以上の従業員を雇用している事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出

る必要があります。登録ヘルパーは特殊な雇用形態ですので、正職員とは別に登録ヘルパー専用の就業規則を作成するこ

とをおすすめします。また、就業規則は労働者に周知する必要があります。事業所に赴く機会の少ない登録ヘルパーに対す

る周知については、書面交付等により周知する方法が望ましいです。 

⇒ 就業規則の詳細については、業務推進マニュアルの「パートタイマーにも就業規則を」をご覧ください 

  

第２の注意点 登録ヘルパーの年次有給休暇 

６か月継続勤務と 

判断される場合 

 

年次有給休暇 

の付与 

雇入日 ６か月経過 

 

ka 

全労働日の８割以上出勤 

ka 

あわせて知っておきたい 
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非正規労働者（パートタイマー等）に対しては「有給休暇を与える必要がない」と考えている事業主がときどき見受けられま
す。しかし非正規労働者に対しても一定のルールに従って有給休暇を与える必要があります。 

 

【質問】 

パートタイマーである職員から有給休暇の請求がありました。パートタイマーは社員より短い労働時間で働いています。それ
でもパートタイマーに有給休暇を与える必要があるのでしょうか？ 

【アドバイス】 

パートタイマーのように所定労働時間が少ない労働者に対しても、６か月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した場
合には、有給休暇を与える必要があります。 

労働基準法で、「使用者は、６か月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなけれ

ばならない」と規定されています。この規定は正規労働者のみならず非正規労働者に対しても当然に適用されます。具体的

に与えるべき有給休暇の日数は、非正規労働者の所定労働時間および所定労働日数に応じて決定します。 

下記（Ａ）又は（Ｂ）の どちらかにでも当てはまる場合は、下表のとおり正規労働者と同様の日数の有給休暇を与える必要が

あります。 

（Ａ）１週間の所定労働時間が３０時間以上 

（Ｂ）１週間の所定労働日数が５日以上（又は、１年間の所定労働日数が２１７日以上） 

勤務年数 6か月 
1年 

6か月 

2年 

6か月 

3年 

6か月 

4年 

6か月 

5年 

6か月 

6年 

6か月～ 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

下記（Ｃ）と（Ｄ）の両方に当てはまる場合は、通常の労働者より少ない比例的な日数の有給休暇となります。この比例付与す

べき有給休暇の日数は、対象労働者の所定労働日数と継続勤務年数に応じて、下表のとおり規定されています。 

（Ｃ）１週間の所定労働時間が３０時間未満 

（Ｄ）１週間の所定労働日数が４日以下（又は、１年間の所定労働日数が２１６日以下） 

１週間の所定 

労働日数 

1 年間の所定 

労働日数 

勤務年数 

6 か月 
1年 

6か月 

2年 

6か月 

3年 

6か月 

4年 

6か月 

5年 

6か月 

6年 

6か月～ 

4 日 
169～ 

216日 
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3 日 
121～ 

168日 
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

2 日 
73～ 

120日 
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1 日 
48～ 

72日 
1日 2日 2日 2日 3日 3日 

3日 

第１の注意点 非正規労働者の有給休暇日数 
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７．非正規労働者の有給休暇制度の管理 

 



継続勤務６か月後に付与すべき有給休暇の日数を具体的なケースで見てみます。

ケース１）週の所定労働時間が２４時間、週の所定労働日数が５日の場合 ⇒ １０日 

ケース２）週の所定労働時間が２４時間、週の所定労働日数が３日の場合 ⇒  ５日 

※１週間の所定労働時間が同じであっても、所定労働日数の違いにより、有給休暇の日数が異なります。 

有給休暇を取得した日の賃金については、次の３つのうち、いずれかの方法により支払う必要があります。 

① 平均賃金 

② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

③ 健康保険法で定める標準報酬日額（ただし、過半数労働組合又は過半数代表者との書面協定が必要） 

※３つのうち、いずれかの方法により支払うかについては、就業規則等により明確に規定しておいてください。 

 

上記②の「通常の賃金」については、労基法施行規則第２５条において次のように規定されています。 

（１）時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 

（２）日によって定められた賃金については、その金額 

（３）月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額 

【非正規労働者に比例付与される有休日数について】 

有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日（有給休暇付与日）に予定されている今後１年間の所定労働日数に応

じた日数となります。ただし、非正規労働者のように予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の勤

務実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないことになっています。 

例えば、雇入れの日から起算して６か月経過後に付与される有給休暇の日数については、過去６か月の労働日数の実績を

２倍したものを「１年間の所定労働日数」とみなして判断して差支えありません。 

【計画的な有給休暇の付与】 

過半数労働組合又は労働者過半数代表者と書面による協定を結ぶことにより、パートタイマーに対しても計画的に有給休暇

を付与することができます。計画的に付与することができる有給休暇の日数は、与えられた有給休暇すべてではなく、５日を

超える分のみが対象となります。５日分は、本人が自由に取得てきる日数として残しておく必要があります。 

【有給休暇の買上げ】 

有給休暇の買上げを予約し、これにより有給休暇の日数を減らしたり与えたりしないことは、労働基準法違反となります。し

かし、労働基準法を上回って付与している日数分を買い上げたり、法定日数であっても、２年間の時効により消滅するものを

２年間経過後に買い上げたりすることは違法とはなりません。また、退職時に消化しきれずに残ってしまった有給休暇につい

て買い上げることも違法とはなりません。 

  

第２の注意点 有給休暇取得日の賃金 

あわせて知っておきたい  
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ご利用者様からの急なキャンセルを受けて、会社は訪問介護従事者に対し、必要に応じて休業手当を支払わなければなりま
せん。実際どのように取り扱えば良いかについて具体的にお伝えします。 

 

【質問】 

ご利用者様からの急なキャンセルがあった場合、ヘルパーさんへ支払う賃金はどのようにしたら良いか？ 

【アドバイス】 

原則として、労働基準法第 26条に基づき、休業手当を支払わなければなりません。 

 
⇒パンフレット「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」  

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf 

 労働基準法では、使用者（会社）の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の労働者に休業手当を支払わなけ
ればならないと定められています。 

使用者の責に帰すべき事由による休業とは 

 勤務表が出来上がり、ヘルパーに示され、勤務日（勤務時間）が特定され、 

 ヘルパーはその勤務日（勤務時間）に働くべく、労働の用意をなし、労働の意思を持っているにもかかわらず、次に掲げる
理由などによって働くことができなくなり、休業を余儀なくされることをいいます。 

・ 利用者からの利用申込みの撤回（キャンセル）      ・ その他使用者の責に帰すべき事由 

・ 利用者からの利用時間帯の変更 

 ただし、以下に該当する場合は「休業」に当たらないため休業手当を支払う必要がありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勤務時間の変更が就業規則にてどのように定められているかをご確認ください。 

（規定例） 

  会社は、利用者の急なキャンセル等業務の都合又は交通事情その他の事由に対応するため、事前に予告して、始業およ

び終業の時刻を変更することがある。 

 
 

就業規則の規定に基づき、事前に休日の振替による労

働日の変更を行った場合 

就業規則の規定に基づき、事前に始業・終業時刻の繰

上げ、繰下げによる勤務時間帯の変更を行った場合 

その勤務日（勤務時間）に、他の利用者宅で勤務させる

等代替業務の提供を行った場合 

代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者

が行うべき最善の努力を尽くしたと認められる場合 

第１の注意点 休業手当 
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８．キャンセル時の対応と休業手当 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf


 

１．月給者の休業手当の計算方法 

休業手当を支払うべき日以前３か月間の総賃金 
× ６０％ 

休業手当を支払うべき日以前３か月間の暦日数 

 
 
【休業手当を支払うべき日以前３か月間】 
                             休業手当を支払うべき日（４月２０日） 
    賃金締切日：当月末日の場合                       ▽ 

１月 ２月 ３月 ４月 

 
       １か月目       ２か月目       ３か月目         
       300,000 円       300,000 円       300,000円 
        31日         28 日          31日    
 
（計算式） 
  （300,000 円＋300,000 円＋300,000 円）÷（31日＋28日＋31 日）＝10,000 円（平均賃金） 
   10,000 円 × 60％ ＝ 6,000 円（休業手当） 
 
２．時給者の休業手当の計算方法 

休業手当を支払うべき日以前３か月間の総賃金 
× ６０％ × ６０％ 

休業手当を支払うべき日以前３か月間の労働日数 

 
【休業手当を支払うべき日以前３か月間】 

 休業手当を支払うべき日（４月２０日） 
    賃金締切日：当月末日の場合                       ▽ 

１月 ２月 ３月 ４月 

 
       １か月目       ２か月目       ３か月目         賃金締切日：当月末日の場合 
      99,000 円（※１） 66,000 円（※２） 88,000 円（※３）         1日 5時間  時給 1,100 円 
        18日      12日      16日      

     （注）時給者であっても、月給者の休業手当の計算方法で算  
※１ 99,000円＝1,100円×5時間×18日          出した額が、時給者の休業手当の計算方法で算出した額 
※２ 66,000円＝1,100円×5時間×12日          を上回る場合は、月給者の休業手当の計算方法で算出し 
※３ 88,000 円＝1,100 円×5時間×16日          た額を用います。 
 

（計算式）                                    
  （99,000 円＋66,000 円＋88,000 円）÷（18日＋12日＋16日）×60％＝3,300 円（平均賃金） 
   3,300 円 × 60％ ＝ 1,980 円（休業手当） 

ワンポイント！ 

上記２．時給者の場合で、利用者のキャンセルが一部に限られ、他の利用者宅でサービスを提供したとき 

  その日、他の利用者宅でサービスを 2時間提供した場合… 

時給 1,100 円×2時間＝2,200 円＞1,980 円（休業手当）であるため 

…休業手当を支払う義務はありません。 

  その日、他の利用者宅でサービスを 1時間提供した場合… 

時給 1,100 円×1時間＝1,100 円＜1,980 円（休業手当）であるため 

…差額（880 円）を休業手当として支払う必要があります。 

 

賃金に含めないもの 

・臨時に支払われるもの 

・3か月を超える期間ごとに

支払われるもの 

・通貨以外のもの 

歴日数に含めないもの 

・業務災害休業期間 

・産前産後休業期間 

・育児休業期間 

・使用者帰責事由休業期間 

・試用期間 

 

第２の注意点 休業手当の額 
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介護労働者の労働時間を適正に管理していくには、労働時間に関する法律上の考え方を理解する必要があります。 
そのうえで、事業形態や、雇用形態、職種等を考慮した労働時間管理が必要となります。 

 

【質問】 

労働時間の管理は、介護サービスを提供している時間だけでよいのでしょうか？ 

【アドバイス】 

労働時間とは、使用者の指揮命令下にあり、労務を提供している時間をさします。 

介護サービスを提供している時間に限らず、使用者の指揮命令に従っていれば、実際に作業をせずに待機している時間も労
働時間とされます。 

介護の職場では、次の時間について労働時間として計上していない例が稀に見られますが、この時間は労働時間として計上
する必要があります。労働時間として適正に計上していない場合、未払い賃金として支払いが必要になりますので注意が必
要です。 

労働時間 

 

準備整理時間 
業務に必要不可欠な準備および整理をしている時間で、かつ使用者の直接の
支配下に行われる場合の時間  

 

移動時間 
使用者の命により、事業所、集合場所、利用者宅等の相互間を移動する時間
で、自由利用が保障されていない時間  

 

待機時間 
使用者の命により、利用者からの急な依頼に対応できるよう事業所で待機し
ている時間。夜勤の際、利用者の排泄や徘徊行動に対応できるよう待機して
いる時間等 

 

 
業務報告書等の作
成時間 

介護記録等の業務上必要な書類を使用者の指揮命令に基づき、事業所や利
用者宅において作成している時間  

 

研修時間 

強制参加である研修に参加している時間 
研修が強制でない場合であっても、その研修を受講しないことにより労働者の
業務に支障が生じ、実質的に使用者から参加が強制されていると認められる
場合はその時間も労働時間となります 

 

 
施設行事等の時間 使用者の命により、施設行事に参加している時間とその準備時間 

 

 

「介護サービスを提供している時間」と「それ以外の時間」の賃金水準については、最低賃金を下回らない範囲で自由に決め
ることができます。雇用契約を結ぶ際に、労使で確認しておきましょう。 

 

【判決例 平成１２年３月９日 最高裁判決 三菱重工長崎造船所事件】 

労基法３２条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否か

により客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。 

三菱重工長崎造船所事件では、労働契約や就業規則に規定された時間が必ずしも労働時間ということではないということが

示されました。労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に

定めるものであるとしています。 

第１の注意点 労働時間の種類 

９．適正な労働時間の管理を 
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労働時間の把握にあたっては、始点と終点を意識し、どこからどこまでの時間を労働時間として計上するかが大事です。労働

時間の種類を理解し、始業・終業時刻及び休憩時間を正確に把握する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

労働時間管理の最終目的は、①適正な給与計算と②従業員の健康管理です。未払い賃金を発生させないためにも、また従

業員の健康管理のためにも、日ごろから労働時間を適正に把握するよう心がけましょう。 

 

「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基準」 

（平成 13.4.6 付基発第 339 号）の主な内容 

① 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録すること 

② 始業・終業時刻の確認、記録については、原則として 

  （１）使用者が自ら現認して 

（２）タイムカード等客観的な記録を基盤として、確認すること 

③ 自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合には、 

（１）適正な自己申告等について労働者に十分説明し、 

（２）自己申告と実際の労働時間が合致しているか必要に応じて実態調査を行う等の措置を講じること  

 

【法定労働時間】 

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1週間について４０時間（※）を超えて、労働させてはならない。 

② 使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時間を超えて、労働させてはならない。

（労働基準法第３２条第１項、第２項） 

（※）労働者が常時１０人未満の特例事業所は「４４時間」 

【監視又は断続的労働と宿日直勤務】 

監視又は断続的労働、宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を受ければ、「労働時間、休憩、休日」の規定を除

外することができます。 

◆「監視労働」とは 守衛、機器のメーター監視など一定の部署にあって、常態として心身の緊張度の少ない監視業務に従

事するものをいいます。 

◆「断続的労働」とは １勤務において休憩時間は少ないが、通常は業務閑散であり、手待ち時間が多く、実作業時間が少な

いものをいいます。 

◆「宿日直勤務」とは 夜間あるいは休日に緊急電話の収受、防火・防災のための定期巡視などを行い、非常事態に備える

ものなどで、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のことをいいます。 

  

始業・終業時刻及び 

休憩時間を正確に把握 

 

を適正に把握 

法定内と法定外の 

労働時間を把握 

① 適正な給与計算 

② 従業員の健康管理 

第２の注意点 労働時間の適正な把握 

あわせて知っておきたい  
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近年、３６協定を締結していないことにより、労働基準監督署から是正勧告を受けるケースが増えています。また、介護保険
制度上の実地指導においても、３６協定について確認を求められることがあります。 

 

【質問】 

職員に残業を命じたところ、３６協定を見せてほしいと言われました。職員は３６協定がないなら残業を拒否すると言っていま
す。３６協定がないと残業させることはできないのでしょうか？ 

【アドバイス】 

労働者に法定労働時間を超えて労働させるには、３６協定を締結し労働基準監督署長へ届け出る必要があります。３６協定
なしに残業を強制した場合、労働基準法違反となります。 

 
労働者に法定労働時間を超え、又は法定休日に労働させるには、労働者の過半数で組織する労働組合、 
労働組合がない場合は労働者の過半数を代表者する者と労使協定を締結し、労働基準監督署長へ届け出る必要がありま
す。この労使協定のことを「時間外労働・休日労働に関する協定」といいますが、この規定が労働基準法３６条に規定されて
いることから、通称「３６協定（さぶろくきょうてい）」と言われています。 
※就業規則は、常時１０人以上の労働者がいる場合にのみ届出が義務付けられていますが、３６協定は、１人でも該当労働
者がいれば、届け出る必要があります。 
 
３６協定の締結にあたって定めるべき事項 

① 時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的理由 
② 業務の種類 
③ 労働者の数 
④ １日および１日を超える一定の期間について延長することができる時間 
⑤ 労働させることができる休日数 

３６協定で定める延長時間（法定労働時間を超えて労働させることができる時間）は、最も長い場合でも下表の限度時間を超
えないものとしなければなりません。 

期間 １週間 ２週間 ４週間 １か月 ２か月 ３か月 １年間 

限度時間 １５時間 ２７時間 ４３時間 ４５時間 ８１時間 １２０時間 ３６０時間 

※対象期間が 3 か月を超える 1年単位の変形労働時間制の場合、上記は適用せず別の定めによる 

３６協定は、事業所ごとに締結する必要があります。複数の事業所がある場合は、各事業所において３６協定を締結し、原則

として、各事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

⇒巻末に協定届の作成例がありますので、ご参照ください 

 

【判決例 平成３年１１月２８日 最高裁判決 日立製作所武蔵工場事件・労判 594号】 

労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定（３６協定）を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場

合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に、当該３６協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契

約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理

的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定を受ける労働者は、その定めるところ

に従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う。 

 

第１の注意点 ３６協定の締結と限度時間 
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１０．３６協定の締結 

 



３６協定で定めた限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情（臨時的なものに限る）が予想される場

合には「特別条項付き協定」を結ぶことにより限度時間を超えて時間外労働を延長することができます。 

特別条項付き３６協定の要件 

① 原則としての延長時間（限度時間以内の時間）を定めること 

② 限度時間を超えて時間外労働をさせなければならない「特別の事情」を具体的に定めること 

「特別の事情」は次のア、イに該当すること 

 ア．一時的又は突発的であること 

 イ．全体として１年の半分を超えないことが見込まれること 

③ 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、そ

の他具体的に定めること 

④ 限度時間を超えることができる回数を定めること 

⑤ 限度時間を超える一定の時間を定めること 

⑥ 限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするように努めること 

⑦ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること 

⑧ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること 

 

一定期間についての延長時間は１か月 45時間、１年 360時間とする。ただし、特別な介護業務の発生、緊急介護、機械故

障、コンピュータのトラブル、官庁の検査等、特別な事情があるときは、労使の協議を経て、6回を限度として１か月 60時間ま

で、１年 630時間まで延長することができる。なお、延長時間が１か月 45時間を超えた場合又は１年 360時間を超えた場合

の割増賃金率は 25％とする。 

 

【３６協定締結の当事者】 

３６協定を締結するにあたり労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。 

「労働者の過半数を代表する者」は、下記の要件を満たしていなければなりません。 

①監督又は管理の地位にある者でないこと 

②労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者 

であること 

【３６協定の有効期間】 

３６協定を労働者過半数代表者と締結する場合、有効期間を定める必要があります。有効期間の長さについて法律上の制限

は特にありませんが、労働基準監督署の窓口では、「３６協定の有効期間は１年間とすることが望ましい」とする指導方針をと

っていることもあり、有効期間は１年単位で更新していくことが望ましいと言えます。 

⇒ 巻末に３６協定届（特別条項付）の作成例がありますので、ご参照ください 

 

第２の注意点 特別条項付の３６協定 

あわせて知っておきたい 
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人事異動は、組織の中で職員の配置・地位や勤務状態を変えることです。新規採用や退職も人事異動の一種です。人事異
動は計画的に行う定期異動と、人材・職務の過不足を調整するための不定期な異動があります。人事異動は法的対応を誤
ると無効となり適切な人材活用ができなくなることもあります。 

 

【質問】 
なぜ人事異動が必要なのですか。 
【アドバイス】 
人事異動の目的には次の要素があります。 
１．労働意欲の向上：同一職場の在籍が長いと、マンネリ化し意欲の低下を招き最悪の場合退職の引き金になります。 

２．人材の育成：たくさんの環境を体験することで、能力を高めることができます。 

３．適材適所の配置：業務の効率化のために、人材の能力の成長と発揮度合いに応じ、職務仕事場所を変えることによって事業の活性化

をはかります。 

４．不正の防止：長く同じ場所にいると、関係者との癒着が進み不正が起こりやすくなったり、介護事業にあっては利用者との関係が深くな

りすぎて、場合によっては法に反する行動を取らざるを得ない状態になったりすることを配置転換により防止します。 

 

人事異動 

 
昇進・昇格 役職を変えること（施設長 主任になること） 

  
 

   

 
昇格・降格 等級制度等がある場合は等級を変えること   

特別な条件が無い場合、理由に合理
性があれば就業規則や労働契約に基
づく命令で異動させることができる。 

 

 
配置転換 同一の職場内で担当や職務を変えること   

 

 
転勤 同一の企業内の事業所を変えること   

 

 
出向 法人籍は残したまま、他の関係法人へ異動 

  
 

   

 
転籍 籍を他の法人に移して異動する 

  特別な条件が無い場合、原則として労
働者の個別同意が必要。    

 

人事異動の注意点 
１．他の事業所の会議に参加したのは出張であって、出向や転籍ではない。通常の職務命令の範囲。 

２．同じ事業主が代表者である 法人間の異動をした・・・・出向もしくは転籍で、手続きを怠ると異動が無効となる。 

３．降職により役職手当が減額になることは、責任や職務が変わることなので合理性があるが、降格により等級を下げたが、職務に対して

以前と同等の能力成果を求められることは合理性があるとはいえず、降格が無効となることもある。 

 

１．人事異動命令の正当性 

「配置転換」や「転勤」の場合には、職種や勤務地の限定がない場合には、就業規則に人事異動についての規定があれば、異動は

可能です。就業規則が無い場合は雇用契約書に定めをしておく必要があります。 

２．人事異動命令が不当となる場合 

① 業務上の必要性が無いあるいは希薄である場合、異動によって労働者が受ける不利益が著しく大きい場合 

② 人事異動の目的および動機が不当である場合 

③ 労働者に育児や介護など異動できない正当な理由がある場合 

③  雇用契約が職種・地域限定などの場合 

 

【判決例 東亜ペイント事件】 
就業規則に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、実際に転勤が頻繁に行われ、さらに入社時に勤務地を限定する旨
の合意がなかったという事情の下では、使用者は個別的同意なしに労働者の勤務場所を決定することができる。転勤命令
が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるときもしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を
負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合」には、当該転勤命令は権利の濫用になる。 
著しく超える不利益例：他に代替者が無い場合で労働者が配転すると病気の家族を介護・看護できなくなるなど。 

第１の注意点 人事異動の種類 
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１１．人事異動・出向・転籍 

 



 

 派遣    出向    転籍  

           

派遣元 派遣契約 派遣先  出向元 出向契約 出向先  転籍元 転籍契約 転籍先 

労働契約 

 

指揮命令権  労働契約 

 

労働契約 

指揮命令権 
 

雇用関係 

の終了 

 

労働契約 

指揮命令権 

 労働者    労働者    労働者  

【派遣と出向と転籍の違い】 

１．派遣：会社と雇用関係にある社員を、他の会社の指示を受けて仕事をさせることを指し、派遣先との間には雇用関係はあ

りません（派遣事業は届出もしくは許可が必要です）。 

２．出向：雇用関係にある労働者を他の会社の指揮命令により労働をさせることです。社籍は出向元出向先双方にある、2重

の労働契約を結ぶことになります。出向は一定の時期を経ると出向元に帰ることが一般的です。 

３．転籍：それまでの転籍元の企業との雇用関係を終了し、転籍先と新たな雇用契約を結びます。したがって基本的に転籍元

へ戻ることは想定されていません。 

【訪問介護は派遣？】

訪問型介護の場合、利用者の要望に従ってサービスを提供しますが、そのサービス内容は会社の定めに従うことであり、例

えば時間延長の要望は直接残業命令とはならず、残業命令を出せるのは事業所であるので、指示命令権は事業所にあるこ

とから、訪問介護は派遣契約にはなりません。 

【労働者に出向を命じる根拠】 

出向は他の人事異動と同様に事業主の命令により行う事ができます。就業規則、労働協約又は入社時の出向に対する包括

的同意などが出向命令の法的根拠になります。一般的には包括同意で個別同意は必要とされませんが、入社時の説明、出

向規定の整備、出向の必要性、出向先と出向元との（密接な）関係、労働条件の比較、実態、慣行などで出向命令の妥当性

が判断されます。例として、東京の事業所がそれまでなかった外国に子会社を設置して事業を開始するため労働者に出向命

令をするなど、入社時や就業規則の説明を受けたときには想定できないような出向である場合などは個別の同意が必要とさ

れます。 

 

【判決例 日本ステンレス・日ス梱包事件 出向命令拒否と懲戒処分】 

要件を満たした出向命令を拒否した従業員４名を懲戒解雇した事例について、内３名に対する出向命令を有効（さらに懲戒

解雇も有効）とした一方、身障者である両親を抱えた従業員１名については、家庭事情からして酷なので、この者に対する出

向命令は、人事権の濫用として無効であるとした。 

 

【転籍の必要要件】 

転籍では元の企業との間の労働契約関係が終了するため、配転や出向の場合とは異なり就業規則の定めのみでは足りず，

転籍の対象となる従業員の同意が必要であるとされています。具体的には転籍同意書を取得する事が重要です。 

転籍に対して何も言わなかったという黙示の同意は、裁判例では否認されることがありますので、労働者の自由な意志で書

いた同意書をとる必要があります。 

 

【判決例 ミロク製作所事件 高知地裁 昭和 53.4.40 個別同意】 

転籍は、移転先との新たな労働契約の成立を前提とするものであるところ、この新たな労働契約は元の会社の労働条件で

はないから、元の会社がその労働協約や就業規則において業務上の都合で自由に転籍を命じうるような事項を定めることは

できず、従ってこれを根拠に転籍を命じることはできないのであって、そのためには、個別的に従業員との合意が必要である

というべきである。⇒転籍に応じないことを理由とする解雇が無効とされた。 

  

第２の注意点 派遣と出向・転籍 

あわせて知っておきたい 
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出産手当金と育児休業給付金は、それぞれ協会けんぽ（健保組合）と公共職業安定所と窓口が違うことと、注意すべき点が
あります。本来は労働者個人が行うべき手続きですが、事業主が手続きに関わるものですから、事業主もその流れを理解し
て、該当労働者の指導相談をする必要があります。 

 

【質問】 
出産と育児休業で休職した場合、労働者の受けられる給付はどのようなものがありますか。 

【アドバイス】 
勤務先で健康保険や、雇用保険に入っている労働者は、健康保険から出産手当金、出産のあと育児休業をする場合は産後
56日経過後から子が 1歳（パパママ育休プラス制度を利用する場合は 1歳 2ヶ月）になるまでの育児休業中、公共職業安定
所を通じて育児休業給付が支給されます。なお、育児休業給付は特別な事情の場合最大６ヶ月延長があります。 

 

 
出産予定日を基準として 6週間（胎児妊娠の場合は 14週間）以内の女性
が請求した場合には就業させてはなりません。なお、本人の希望があれ
ば出産前日まで仕事をすることも可能です。 

 
 
 
 
 

（１）出産手当金や 
（２）出産育児一時金 
が支給される。 

 
 
 
 
 

 
産前期間：出産予定日（出産当日）を含みます。 
産後期間：出産予定日の翌日からです。 

 
実際の出産日を基準として、その翌日から起算して 8 週間を経過しない
場合は、原則として就業させてはなりません。ただし、産後 6 週間を経過
した場合、本人からの請求があり、医師が支障ないと認めた業務に就業
させることは差し支えありません。 

１．出産手当金 
（１）目的 

休業期間中に給与を減額されたとき、又は無給になったときの収入の補填です。 
（２）内容 

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日（実際の出産が予定日後
のときは出産予定日）以前 42日（多胎妊娠の場合 98日）から出産の翌日以後 56日目までの範囲内で、会社を休んだ期
間を対象として出産手当金が支給されます（出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支
給されます）。 

（３）手続き 
協会けんぽ（健保組合に加入の場合は健保組合）に健康保険出産手当金支給申請書を提出します。 
その際に医師又は助産師の意見書と事業主の証明が必要です。 
【添付書類・初回申請時のみ】 
・出勤簿のコピー ・賃金台帳のコピー ・役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー（該当者が役員の場合） 
・出生を証明するもの（母子手帳の出生届出済証明 等） 

（４）その他 
任意継続被保険者は出産手当金の支給がありません。ただし、資格喪失時に出産手当金を受けているか、又は受ける

条件を満たしている場合は支給されます。（協会けんぽの場合） 
２．出産育児一時金 
（１）目的 

出産に要する費用の経済的負担の軽減を図るための現金給付です。 
（２）内容 

出産したときに胎児 1人につき定額 42万円（妊娠週数が 22 週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合

は、39万円）が支給されます。 
なお、直接支払制度を導入している産院では、基本的に手続きはすべて産院が行ってくれるため、産院が用意してくれ

る書類に記入するだけですが、導入していない病院では「産後申請方式」で申請します。（健保組合の場合は支給額が変
わることがあります。）産後申請方式は協会けんぽ（健保組合）に申請します。 

第１の注意点 産前産後休暇中の手当や給付金 

出産予定日 

産後休暇 

産前休暇 
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１２．出産手当金と育児休業給付金 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 社会保険の免除期間は育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
（ただし、子が３歳に達するまで）であり、育児休業給付の期間とは違うことに留意してください。 

 
１．育児休業給付 
（１）内容 

育児休業給付は、一般被保険者が 1歳又は 1歳 2か月（支給対象期間の延長に該当する場合は 1歳 6か月）未満の
子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月（過去に基本
手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。）が 12か月以上あれば、受給資格の確
認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は育児休業期間中の 1か月ごとに、休業開始前の 1か月当たりの
賃金の 8割以上の賃金が支払われていないことが条件となります。 
就業している日数が支給単位期間ごとに 10日以下であること。（休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している

日数が 10日以下であるとともに、休業日が 1日以上あること。）の要件を満たす場合に支給されます。 
 
（２）支給期間の延長 

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が 1歳に達する日後の期間
に育児休業を取得する場合は、その子が 1歳 6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 

【延長理由】 
ア 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が 1歳に達
する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

イ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が 1歳に達する日後の期間について
常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 

①死亡したとき 
②負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき 
③婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき 
④6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるか又は産後 8週間を経過しないとき（産前休業
を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間） 

 
（３）手続き 

公共職業安定所に育児休業給付金支給申請書を提出します。 
初回の申請の際は「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書」と「雇用保険被保険者休業
開始時賃金月額証明書」の両方を提出します。 
添付書類として、賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類および被保険者の母子健康手帳な

どの育児の事実を確認できる書類の写しが必要です。 
 

【延長する場合の留意点】 
保育所に入所見込みが立たず、育児休業給付の延長を申し込む際には子どもが 1 歳の誕生日の前日時点で保育園に入

れないことを証明する市区町村の保育所入所不承諾通知書がないと延長できません。事前に市区町村で保育所の入所申し
込みをする必要があります。無認可保育所等の不承諾通知は認められません。 

  

第２の注意点 育児休業中の給付金 

雇用保険（公共職業安定所の扱う給付） 

育児休業 育児休業給付金 

手続き先：公共職業安定所 

金額：休業開始時賃金月額

40％（当分の間は 50％）相

当額となっています。 

 

社会保険料免除 

手続き先：年金事務所 ※ 

子が 1歳もしく

は 1歳 2 ヶ月 

子が 1歳 6ヶ月 

育児休業給付金の延長 

手続き先：公共職業安定所 

保育所における保育の実施

が受けられない場合等 

社会保険料免除延長 

手続き先：年金事務所 

保育所に入所できない等→市区町村の保育所入所不承諾通知書がある場合 
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労災保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災
労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれ
ています。 

 

【質問】 
労災保険の給付はどんなものがありますか。 
【アドバイス】 

（１）業務災害・通勤災害による傷病等 

・療養(補償)給付： 医療機関で療養を受けるとき 

・休業(補償)給付： 傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 

・傷病(補償)年金： 療養開始後 1年 6 ヶ月たっても傷病が治癒しないで障害の程度が傷病等級に該当するとき 

・障害(補償)給付(年金・一時金)： 傷病が治癒して障害等級に該当する身体障害が残ったとき 

・介護(補償)給付： 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している人のうち、一定の障害により常時介護又は随時

介護を受けているとき 

・遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)： 労働者が死亡したとき 

（２）定期健康診断等における異常の所見 

・二次健康診断等給付： 事業場が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目(血圧、血

糖、血中脂質、肥満)の全てについて異常の所見が認められるとき 

 

 

 

業務災害･通勤災害による疾病等 

 

定期健康診断等の異常の所見 

 負傷・疾病  

療養(補償)給付 休業(補償)給付) 二次健康診断等給付 

療養の給付 療養の費用 疾病の療養のた

め労働すること

ができず、賃金を

うけられないとき 

事業場が実施する定期健康診断

等の結果、脳・心臓疾患に関連

する一定の項目(血圧，血糖，血

中脂質，肥満)の全てについて異

常の所見があると認められるとき 

労災病院や労

災指定医療機

関等で療養を

うけるとき 

労災病院や労

災指定医療機

関等以外で療

養を受けるとき 

傷病(補償)年金  

療養開始後 1年

6か月たっても疾

病が治癒(症状固

定)しないで障害

の程度が疾病等

級に該当すると

き 

  

 死亡 治癒 

遺族(補償)給付 葬祭料 

(葬祭給

付) 

 

障害(補償)給付 

 

年金 一時金 一時金 年金 

労働者が

死亡した

とき 

労働者が

死亡し、遺

族(補償)

年金を受

け得る遺

族が全く

いないとき

等 

労働者

が死亡

したとき 

傷病が治癒

(症状固定)し

て障害等級第

8から 14級ま

でに該当する

身体障害が

残ったとき 

傷病が治癒(症

状固定)して障

害等級第 1級

から 7級までに

該当する身体

障害が残ったと

き 

 

介護(補償)給付 

 障害(補償)年金又は傷害(補

償)年金の一定の傷害により、

現に介護を受けているとき 

 

第１の注意点 労災保険給付制度の概略 

１３．労災補償制度 
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（労災指定医療機関等で受診） 労災事故発生 （その他の医療機関等で受診） 

     

受診    受診 

↓  

給付請求書※1 及び 
費用請求書※2 には 
事業主の証明等が 
必要になります 

 
死傷病報告書※4 
を忘れずに提出 
しましょう 

 ↓ 

被災労働者が給付請求書※1 の提出   

被災労働者が治療費の支払い※3 給付請求書を受診時に用意していない場合は、 

治療費を支払っておく必要があります※3 

給付請求書の提出時に医療機関で精算となります 

  

↓   ↓ 

労災指定医療機関等が 
給付請求書を労働基準監督署へ提出 

  被災労働者が 
費用請求書※2 を労働基準監督署へ提出 

↓   ↓ 
労災指定医療機関等へ 

治療費の振込み 
   

被災労働者へ 
治療費の振込み 

     

※1 療養の給付請求手続（労災指定医療機関等で受診） 

療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書（様式第

5号）又は療養給付たる療養の給付請求書（様式第 16号の 3）を提出してください。 

 

※2 療養の費用請求手続(労災指定医療機関以外の病院等で受診) 

所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書（様式第 7号(1)）又は療養給付たる療養の費用請求書

（様式第 16号の 5(1)）を提出してください。 

※2 その他費用の請求書名 

 業務災害 通勤災害 

薬局から薬剤の支給を受けた場合 様式第 7号(2) 様式第 16号の 5(2) 

柔道整復師から手当を受けた場合 様式第 7号(3) 様式第 16号の 5(3) 

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合 様式第 7号(4) 様式第 16号の 5(4) 

訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合 様式第 7号(5) 様式第 16号の 5(5) 

 

厚生労働省ホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/ 

  

※3 労災事故で健康保険を使ってはいけません 

業務上の事故の場合は、事業主は労災で処理しなければなりません。  

仕事中にケガをしたのに，会社が健康保険を利用するよう指示することは「労災かくし」として違法になります。 

労働基準監督署では、労災かくしは是正や罰則の対象となります。また、協会けんぽや健保組合から負傷原因

の照会等の調査が行われる事があります。 

 

 

※4 死傷病報告書の提出義務 

事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に

提出しなければなりません。（労働基準法施行規則第 57条）（労働安全衛生規則第 97条） 

 

 

第２の注意点 労災保険給付の請求の仕方（療養） 
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労働者の退職手続きや解雇事由を就業規則などできちんと定め、解雇については労働者に対し予告手続きを守り、また相

当な理由のない解雇はしないように適正に対応する必要があります。 

 

【質問】 

介護事業の新会社を立ち上げようとしている職員が退職届を出してきました。懲戒解雇としたいのですが、どうすればよいで
しょうか。 

【アドバイス】 

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
効とされます。まずは、就業規則に今回の事案に該当する解雇事由が明確に定められているかどうか確認してください。ま
た、解雇にあたっては、是非一度、専門家にご相談されることをお勧めします。 
 

 

解雇には大きく分けて３種類ありますが、懲戒解雇をする場合、あらかじめ就業規則に懲戒の種別（譴責・減給・出勤停止・
懲戒解雇など）及び事由（例えば、「会社の資金を横領したとき」など）を定め、その内容を社員に周知しなければなりませ
ん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワンポイント！ 

就業規則に懲戒解雇がどのように定められているかをご確認ください。 

（規定例）・会社の許可又は命令によらずに、会社在籍のまま、他の会社又は外部団体に勤務すること 

・会社の承認を受けずに在籍のまま他に雇い入れられたとき 

在職中に競業会社を設立し、開業準備をする行為は、雇用契約に関する誠実義務に反するものであり、就業規則の規定を
根拠に、これを禁止し、該当する行為をしたために懲戒解雇とした事件では、懲戒解雇が認められています。 
 

【判決例 平成２１年３月３０日 大阪地裁決定 ピアス事件】 

美容サービス会社に勤めていた社員二名が、在職中に競業会社の設立準備行為をし、競業会社の取締役に就任した行為
は、就業規則の服務規律違反であり、懲戒解雇事由に該当するだけでなく、労働者として会社に対し誠実に職務を履行し、
会社の正当な利益を不当に侵害しない義務（誠実義務）や雇用契約に関する職務専念義務に反するものというべきである。 

ピアス事件では、退職金の支給が全額不支給となりました。しかし、退職金不支給の適法性は慎重に検討されるべき問題で
す。過去、裁判例から「退職金の全額を失わせるに足りる懲戒解雇の理由とは、労働者に永年の勤労の功を抹消してしまう
ほどの不信があったことを要する」とされています。 
 

１４．解雇 

 

労働契約を継続していくことに困難な事情がある場合に、やむを得ず行う解雇の

ことです。少なくとも３０日前の予告か、解雇予告手当を支払わなければなりませ

ん。 

労働者の職務規律に違反や、著しい非行があった場合に、制裁罰として行われる

解雇のことです。解雇予告除外認定申請の認定を経て、即時に解雇できます。ま

た退職金を不支給もしくは、減額支給することもできます。 

企業の業績が悪化したことなどにより、人員の整理を行うことを目的に行われる解

雇のことです。法令、労働協約及び就業規則を遵守した上で、整理解雇の四要件

をベースに検討されることになります。 

普通解雇 

懲戒解雇 

整理解雇 

解 雇 

第１の注意点 就業規則 
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懲戒解雇をする際は、必ず本人に「弁明の機会（本人の弁解を聞くこと）」を与えてください。 
弁明の機会を与えるときは、「誰が」本人に与えるのかを明確にしておくことが望ましいです。 

（参考例）・懲罰委員会、賞罰委員会 

就業規則に上記のような委員会の名称が記載されている事業所はまだ多くありませんが、記載の有無にかかわらず、このよ
うな手続きを経ることは懲戒解雇をする上で大切なことです。 

弁明の機会の場で「なぜ、このような事件を起こしたか、事態を招いたのか。弁解すべきところ、発言したい事柄があればお
願いします。」と告げて、併せて、本人から書面による顛末書（事の顛末が書かれた報告書）の提出を求めます。 

懲戒解雇において手続きは非常に大切で、これを怠ると懲戒解雇が無効になるおそれがあります。 
 

【判決例 昭和４７年７月１２日 大阪地裁決定 大栄運輸事件】 

刃物をもって社長の腹部を刺し重症を負わせた従業員に対する懲戒解雇が、解約協議約款の定めを守らなかったという手
続き上の不手際で無効とされた。 

【普通解雇】 

雇用関係を継続しがたいやむを得ない正当な理由に基づくものですが、①疾病等の理由で正常な勤務ができない ②上司
の指示、命令に従わず職場の秩序を乱す ③欠勤、遅刻等が多く勤務成績が著しく不良 ④要介護者に対する態度が適切で
なく、指導したのにもかかわらず改めない等適格性を欠いている 等の事由を具体的に定めておくことが大切です。 

【解雇の原則】 

・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、権利を濫用したものとして無効とす
る（労働契約法第１６条） 

・使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するま
での間において、労働者を解雇することができない。（労働契約法第１７条） 

【解雇予告手当】 

・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ければならない。（以下略）（労働基準法第２０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（産前産後）によって休業する期間及び産後３０日間は、解雇してはならない。（以下略）（労働基準法
第１９条） 

 このほか、解雇制限として代表的なものとして「不当労働行為となる解雇の禁止（労働組合法第７条）」「国籍、信条等を理由
とする解雇の禁止（労働基準法第３条）」、「婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇の禁止（均等法第９条）」「育児休業、介護
休業等を理由とする解雇の禁止（育児介護休業法第１０，１６条）」「監督機関等に対する申告・申出を理由とする解雇の禁止
（労基法第１０４条）」などがあります。 

あわせて知っておきたい 

第 2の注意点 社内手続 
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様式第９号（第 17 条関係） 

時 間 外 労 働 
に関する協定届（サンプル） 

休 日 労 働 

事業の種類 事業の名称 事 業 の 所 在 地（電話番号） 

介護事業 社会福祉法人○○○会 東京都○○区○○1-2-3（03-1234-5678） 

 
時間外労働をさせる 
必要のある具体的事由 

業務の種類 
労働者数 
満 18歳以 

上の者 

所定 
労働 
時間 

延長することができる時間 

期間 
１日 

１日を超える一定の期間（起算日） 

1か月（毎月 1日） 1年（4月 1日） 

①下記②に該当しない労
働者 

介護・送迎・事務業務の
集中及び延長 

介護 ○人 
1 日 
8 時間 

5時間 45 時間 360時間 
平成○年○月○日 
から 1年間 

        

        

②１年単位の変形労働時
間制により労働する労
働者 

        

        

休日労働をさせる 
必要のある具体的事由 

業務の種類 
労働者数 
満 18歳以 

上の者 

所定 
休日 

労働させることができる休日 
並びに始業及び終業の時刻 

期間 

介護・送迎・事務業務の集中及び延長 介護 ○人 

1 か月
につき 
8～9日
※シフト

による 

1 か月につき 4日、9:00～18:00 
平成○年○月○日 
から 1年間 

 

協定の成立年月日   平成    年    月    日 

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名  介護職 

                                氏名  ○○ ○○            ㊞ 

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者）の選出方法（   挙手による   ） 

           平成    年    月    日 

                             使用者職名  社会福祉法人○○○会 

                                氏名  理事長  ○○ ○○       ㊞ 

 

一定期間についての延長時間は 1か月 45時間、１年 360 時間とする。ただし、特別な介護業務の発生、緊急介護、機械故障、コンピュータのトラブル、官庁の

検査等、特別な事情があるときは、労使の協議を経て、6回を限度として 1か月 60 時間まで、１年 630 時間まで延長することができる。なお、延長時間が１か月

45 時間を超えた場合又は１年 360時間を超えた場合の割増賃金率は 25％とする。 

 

       ○○ 労働基準監督署長殿 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
５ 

事例の見方「分野から」 

①「分野から」を選択 

②で選んだ分野の詳細項目の中から選択 

③更に条件で絞込み検索も可能。 

④事例の一覧の表示 

⑤事例番号をクリックすると事例が表示されます。 

３ 

改善事例 

活用方法 

雇用管理改善のための推進マニュアル 

①トップページの右メニュー「事業推進マニュアル」から 

②閲覧したい項目をクリックすると、ＰＤＦファイルでマニ

ュアルがダウンロードできます。 

事業所の診断や労働関係の法令、様式例も掲載しています 

事業所診断 法令・様式例 

２ 

４ 
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雇用管理サポートシステム 

 

 

介護事業を行ううえで、職員の雇用管理に関する悩みはつきません。 

「職場改善好事例集」では、そんな悩みを解決するヒントとして、全国の訪問・施設介護事業所が取組んだ 

雇用管理の事例を紹介します！！ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

職員がイキイキ働ける！ 

職場づくりを応援するサイトです！ 

http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/ 

インターネットから「雇用管理サポートシステム」で検索！ 

または、当センターホームページからもアクセスできます。 

             

職場改善好事例集 こんなときＤＯする？ 

分野別、キーワードによる事例検索 

事業所の雇用管理に関する簡易診断 

充実した関係法令・様式例 

雇用管理のための業務推進マニュアル 

公益財団法人介護労働安定センター 
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