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介護職員を採用するときの募集の仕方・採用選考の際の注意点について整理しました。 

 

【質問】 

介護職員を新規採用したいのですが、よい人材に来てもらうための方法について教えて下さい。いままでは募集しても人が
集まらないし、採用しても定着しないという問題点を抱えています。 

【アドバイス】 

介護職員を募集するときには、求める人材像を明確にし、その採用の目的に合う方法で募集・選考する必要があります。ハ
ローワークへの求人申し込みだけでなく、さまざまな方法を試してみましょう。 

介護事業所において職員を採用するときには、求める人材や採用条件（職種・資格等）によって適した方法があります。 

新卒者（学卒者） 介護関係の専門学校、短大、大学に直接、求人票を送ることができます。 

経験者 

ハローワーク、社会福祉協議会の福祉人材センターであれば無料で求人登録をすることができます。
人材紹介会社等の求人広告を利用する場合は有料ですが、募集条件のほか、経営者のコメント、職
場の先輩のコメントなどをあわせて掲載することもでき、応募者にとって親しみやすいメッセージを送
ることができます。 

未経験者 
募集方法は経験者採用と同様ですが、異業種からの未経験者や若年ニート、フリーター等を採用す
る場合、ジョブ・カード制度、国や地方の助成金・奨励金などを活用して人件費や教育費の補助を受
けることもできます。 

パートタイマー 
常勤職員の募集方法と同様ですが、主婦層は家から自転車や徒歩で通勤できる範囲を望む人が多
いので、新聞に挟み込む求人媒体や、駅などで配布する無料求人情報誌などの注目度が高くなって
います。 

このほか、募集のツールとしてホームページを活用しましょう。 

一般の事業案内のほかに、経営理念、職場の風土、キャリアパスなどの人事制度、教育訓練制度、先輩からのメッセージな
どを掲載して、働きがいのある職場としてアピールすることができます。 

 
ジョブ・カード制度の職業訓練（職業能力形成プログラム）を活用しましょう 
①ジョブ・カードとは、 
求職者の職業能力を証明する４種類のシートで構成されており、履歴書などにはない求職者に関する詳細な情報が記載さ
れているので、面接では十分わからない求職者の職業能力やレベルなどを客観的に評価できます。ジョブ・カードの交付等
については、下記へお問い合わせください 

②ジョブ・カード制度とは 
ジョブ・カードを活用した職業訓練を通じ、有能な人材を育成・確保したい企業と正社員の経験が少ない求職者などとのマッ
チングを促進する国の制度です。職業訓練を実施する企業では、訓練生の適性や能力などを判断したうえ、正社員として
継続雇用できます。一定の要件を満たす場合は、国からの助成金や奨励金を受けられます。 

職業能力形成プログラムとは、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練で以下のものがあります。 
■雇用型訓練（企業が訓練生を直接雇用して実施する訓練） 
① 有期実習型訓練 
② 実践型人材養成システム 

詳しくは、 
日本商工会議所（ジョブ・カード事業）URL  http://www.jc-center.jp/ 

各地のジョブ・カードセンター及びジョブ・カードサポートセンター（全国 117ヶ所の商工会議所に設置）へお問い

合わせ下さい。 

 

１．募集・採用の注意点 

 

第１の注意点 採用条件を明確にする 
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一般には、次のような手順で採用選考を行います。 

採用の目的に合わせて、以下の中から適宜、選択して実施します。 

１）書類選考 履歴書のほか、職務経歴書の提出を求めます。職務経歴書は、履歴書と違って書式が決められて

いないので、応募者がアピールしたい職歴や得意分野、志望動機について詳しい内容を知ることが

できます。 

２）適性テスト 人格面でのバランスを見るテストや、ストレス耐性を見るテストなどが有効です。 

エゴグラムを使って、応募者の行動特性を知ることもできます。 

なお、得られる結果は、応募者の適性のある一面を把握するものと認識し、絶対視はしないようにし

ましょう。 

３）面接 面接は、複数で対応することにより、客観的な評価を行うことが出来ます。また、すべての応募者に

公平な対応ができるように、あらかじめ質問項目を用意し、応募者のよい点を引き出すような質問を

心がけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●面接は、応募者の志望動機等や会話の中から応募者の職務遂行のために必要な適性・能力を評価するための重要な場

です。 

① 応募者に公正となるようあらかじめ質問したい項目を整理しておきましょう。 

② その際、面接によって判断したい項目となっているか確認しましょう。 

③ また、その内容が職務遂行のために必要な適性・能力を評価するための質問項目となっているか確認しましょう。 

 

志望動機 
興味や好き嫌いの見地だけでなく、組織への貢献、役割意識、社会貢献、顧客満足度の追究と

いった視点があるかどうかに着眼します。 

いままでに経験した仕事 介護職ということから対人援助職に活かせる業務経験や適性があるかどうかに着眼します。 

長所と短所 人格面でのバランス、表現力、明るさ、積極性、前向きさなどを評価します。 

入職後の抱負 仕事に対する考え方、価値観、役割意識、コミュニケーション能力などに着眼します。 

将来の希望 職務を通じて能力を向上させる意欲があるかどうかに着眼します。 

  

こんな質問はＮＧ！ 

以下のような質問は、事業所の信頼性を損なうことにつながり、就職差別につながるおそれがあります。 

１）結婚や出産の予定  ×「結婚の予定はありますか？」×「第二子の予定は？」 

２）交際相手の有無   ×「交際相手はいますか？」×「彼氏、いるでしょう？」 

３）体重や体型に関すること  ×「スリーサイズを教えて下さい」 

４）出身地、家柄、親の職業  ※採用選考は、応募者の基本的人権を尊重し、応募者の適性・能力     

                           のみを基準として実施することが重要です。 

５）宗教、思想、信条に関すること ※職業経験、資格、能力に関すること以外はＮＧです。 

６）住宅環境・生活環境・家庭環境など 

７）尊敬する人物など 

８）購読新聞・雑誌・愛読書など 

第２の注意点 よい人材を選ぶ着眼点 
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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カ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、 
 「９．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。 

２．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カ

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、また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   カ月   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カ月  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カ月  時間）・無 

４．休日労働 

所定休日の労働（有  １カ月 日）・無 

このうち法定休日の労働（有  １カ月 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カ月継続勤務した場合 →   日 

6カ月内の有給休暇（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    ）、無また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。 
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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。 
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正社員、職員、登録、パート、常勤、非常勤、契約、嘱託、委任、委託等々、介護現場で活躍する方々の「雇用形態」とその呼
び名は様々ですが、それらをきちんと整理・定義付けすることが大切です。 

 

【質問】 

委託契約しているヘルパーさんから、「私にも労働基準法は適用されるものなのでしょうか」と言われましたが、委託契約です

から該当しないと思うのですが、いかがでしょうか。 

【アドバイス】 

呼び名が「委託」であったとしても、働き方の実態が「労働者」であれば、労働基準法の適用があります。 

⇒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」  （平成１６年８月２７日付け基発第０８２７００１号) 

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

契約の種類と労働法の関係   （契約相手） 

１ 雇用契約・労働契約 労働者 いわゆる普通の会社員 労働法（※）の対象となる（原則） 

２ 委託契約・委任契約 事業主 
業務の遂行責任 

（目的：特定の業務の処理） 
労働法の対象とならない（原則） 

３ 請負契約 事業主 
仕事の結果責任 

（目的一つの仕事の完成） 
労働法の対象とならない（原則） 

ほとんどの介護従事者は「１．雇用契約・労働契約」に当たるのが実状です。 

※労働法とは、労働基準法や労災保険法、雇用保険法、最低賃金法など労働者に適用される法律の総称です。 

委任（請負）契約か労働契約かの判断は、契約内容と実際の働き方の両面から総合的に判断されます。 

     判断に迷われたときは、お近くの（財）介護労働安定センターへご相談ください。 

 「仕事を委託・委任する」又は「請負で働く」等の約束をしたとしても、実際の働き方が「労働者」に該当すれば、委託・委任・

請負ではなく、労働契約に該当するため、労働法が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

３．誤解が生じないよう雇用形態を明確に 

 

 

例えば、次の項目に該当すれば、事実上の労働契約と判断される可能性があります。 

１．介護に従事する人に「仕事を断る自由がない。」 

２．介護に従事する人が「業務の依頼・指示に関して、交渉することができない。」 

３．介護に従事する人が「時間と場所の範囲を自ら決定することができない。」 

４．介護に従事する人に「労働者に適用される就業規則が、適用される。」 

５．介護に従事する人が「補助者を使う、又は第三者に再委託することが認められていない。」 

６．介護に従事する人は「仕事に必要な道具は自ら用意せず、会社の道具を使っている。」 

７．介護に従事する人の「報酬は、会社の指揮監督の下、一定時間の労務に対する対価である。」 

８．介護に従事する人が「他の会社から他の仕事を受託することは許されない。」 

第１の注意点 労働者 
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次の「雇用形態の定義例」表を参考に、雇用形態の整理・定義付けをしてみましょう。 

参考：雇用形態の定義例（各事業所の実態に合わせてください。下記の表はあくまで例です。） 

名  称 有 期・無 期 職 責 賃 金・手 当 夜勤有無 適用される規則 

社  員 無 期 広範囲 月給・手当月 夜勤有 就業規則 

パートタイマー 有 期 単純作業 時給・手当無 夜勤無 
パートタイマー 
就業規則 

契約社員 有 期 専門的業務 時給・手当有 夜勤無 
契約社員 
就業規則 

嘱託社員 
有 期 

 (定年年齢以上） 
単純作業 時給・手当無 夜勤無 

嘱託社員 
就業規則 

雇用形態を名称別に定義づけることにより、労働条件（昇給・賞与・退職金の有無、賃金形態（時給・月給）、職務内容と責任
の範）や指示命令系統の明確化を図ることができます。 

就業規則において、どのように雇用形態の定義がなされているかご確認ください。 

（規定例）社員等の定義 

（１）社員  社員とは、雇用期間を定めず雇用される者で、パートタイマー、契約社員、嘱託社員以外の者をいう。 

なお、雇用形態の名称が異なるだけで従事する労働が同一であるにもかかわらず、著しい賃金格差が生じている場合は、モ
チベーションの低下につながることはもちろん、それ自体が違法である場合があります。 

【判決例 平成２１年７月１６日 東京高裁 京都市女性協会事件】 

非正規雇用労働者が提供する労働が、正規雇用労働者との比較において同一（価値）労働であることが認められるにも関わ

らず、当該事業所における慣行や就業の実態を考慮しても許容できないほど著しい賃金格差が生じている場合には、均等の

理念に基づく公序違反として不法行為が成立する余地があると解される。（中略）不法行為が成立するには、（１）非正規雇用

労働者の労働が、一般職員との比較において同一（価値）労働であると認められること（２）事業所における慣行や就業の実

態を考慮しても許容できないほど著しい賃金格差が生じていること、が必要であると考えられる。 

【通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止】 

事業主は、職務内容同一短時間労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所にお

ける慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、通常の労働者と同視すべき

短時間労働者（※）について、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用

その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならない。（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第８条） 

※通常の労働者と同視すべき短時間労働者：その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変

更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの。 

【労働契約の原則】 

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 

（労働契約法第 3条第 2項） 

 

第２の注意点 雇用形態 

あわせて知っておきたい 

- 8 - 

1 



 

 

 

「試用期間をどのように活用すれば良いか」は多くの方の関心事です。簡単なように見えて、実は難しい「試用期
間の取り扱い方」をご説明いたします。 

 

【質問】 

試用期間中であれば簡単に解雇ができると聞きましたが、本当でしょうか？ 

【アドバイス】 

試用期間中の解雇であっても法律により厳しく制限されるため、簡単にできるというのは間違いです。 

⇒試用期間中の取り組みに関する好事例をご紹介しています。 

            http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/s-model/s-model/post-4.html 

            または「介護労働、取組事例ＮＯ３」でインターネット検索してください。 

試用期間中・試用期間後の違い 

 試用期間中 試用期間後 

時 期 就労開始日後 

労働契約の性質 
解約権留保付（※１） 

労働契約 
労働契約 

契約解除の 
一般的な呼び方 

解 雇 

内定取消又は解雇 
が認められるのは 

難しい 非常に難しい 

内定取消又は解雇に 
少なくとも必要なことは 

解約権留保の趣旨、目的に照らして（※２）、       
客観的に合理的理由があり、社会通念上相
当として是認される場合であること 

客観的に合理的理由があり、社会通念上相
当として是認される場合であること 

試用期間中であっても、労働契約法により「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」となります。 

※１ 解約権留保付・・・・・・・・本採用(試用期間終了後も引き続き雇用すること)を拒否する権利が認められている 

※２ 趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・採用決定当初には資質・性格・能力等の適格性の有無に関する事項について資料を十分に収

集することができないため後日における調査や観察による最終決定を留保するという趣旨 

試用期間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）試用期間 

会社（法人・施設）は、新たに採用した社員について、採用の日から３カ月の試用期間を設け、社員の能力・適性・勤務
態度等が適格かどうかを判断するものとする。 

  

４．試用期間の活用法 

 

 

第１の注意点 試用期間の位置付け 
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 試用期間中の取り扱い方について、具体的なポイントをご紹介します。 

【解雇が認められた事例】 

労働者の仕事ぶり（取引先関係者からの複数回にわたる重大なクレーム有り）が原因で、大口の取引先を失っただけでな

く、その後も業務命令にそむき、取引先へ迷惑をかけ、取引先の配送受注票を無断でコピーし持ち出したことから、試用期間

中に解雇した。 

【解雇が認められなかった事例】 

業務に関する基礎知識が欠如しているために営業員としての適性、能力を欠いている等として試用期間中に解雇したが、

経験者として採用したわけではないのだから、これをもって留保解約権の行使を正当化させることはできない。 

能力や適性、勤務態度を評価するにあたっては、まず「どのような基準で評価するのか」を明確にします。その上で、「どの

ような教育を行い、注意をし、指導を行ってきたか」を記録しておきましょう。

 

試用期間は、労働者が会社の職場環境や研修体制に興味を抱く時間 

入社して間もない労働者は新たな環境に慣れようと努力をするため、とても吸収力が良い時期です。試用期間は、

経営理念や業務の進め方だけでなく、年次有給休暇の取得の仕方や休職制度の概要、服務規律と懲戒事由など

職場のルールを覚えてもらうための期間として活用しましょう。 

【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ければならない。 

ただし、試用期間中の者で就労開始日から１４日以内に解雇しようとする場合は解雇予告手当を必要としない。（労働基準法

第２０条、第２１条より） 

【内定の取消】 

内定を取り消す場合は、少なくとも「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実が内定後に発

覚した場合」であることが必要です。 

採用内定者がグルーミー※「―な印象であることは当初からわかっていたことであるから、これを理由に内定を取り消すと

いうことは、解約権留保の趣旨、目的に照らし、認められず、解雇権の濫用というべきである。（昭和５４年７月２０日 最高

裁第二小法廷 大日本印刷事件） 

※グルーミー：［形動］陰鬱なさま。陰気なさま。「―な日々」「―な時代」 goo 辞書 

 

  

第２の注意点 試用期間の活用法 

あわせて知っておきたい 
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就業規則は労働条件そのもので、労働者の権利ばかりでは無く義務を明らかにするものです。就業規則の定めの無い業務
命令や懲罰は無効になる場合もありますから、しっかりと自社にあったものを作成する必要があります。 

 

【質問】 

就業規則は作成する必要がありますか。 

【アドバイス】 

労働基準法では「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、管轄の労働基

準監督署長に届け出なければならない。」と作成義務と提出義務を定めており、作成提出義務に反すると罰則規定が適用さ

れます。 

就業規則は労働契約内容を補完するものです。労働者が就業時間中に勝手に行動したり無断欠勤したりということがないよ

う職場秩序を確立し、多数の労働者を統合した企業運営ができますし、また、労働者の労働条件を統一的に処理することで、

労働条件の安定と経営の安定を図ることができます。 

 また、労働者にとっても守るべきルールが明確になり、安心して働くことができるメリットがあります。 

１  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就

業時転換に関する事項  

２  賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項  

３  退職(解雇も含む)に関する事項  

４  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退

職手当の支払いの時期に関する事項  

５  臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項  

６  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項  

７  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項  

８  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項  

９  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項  

１０ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項  

１１ 以上のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項  

   これらのうち、1～3の事項はいかなる場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません。4～11の事項は、定めをおく

場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。 

 

る業務命令や処遇をしたりする場合は、就業規則に記載をすることが必要です。特に服務規律による管理、解雇や制裁、職

務内容や労働時間の変更、異動、出向、減額のある賃金制度等は詳細に就業規則に記載することが望ましいものです。 

 

仕事上、チップを取る

従業員がいる ⇒ 禁止したい ⇒ 

業務を利用して 許可無く利用者から金品の授受を

しないこと 等の定めを就業規則に記載する 

 

【判決例  秋北バス事件最高裁判決 】 

労働者が使用者の業務命令に従う義務を負うと定める就業規則規定が合理的なものであれば、その定めが労働契約
の内容になるとの判断を示した。 

 

第１の注意点 就業規則記載内容 

５．就業規則の作成（労務管理の要です！） 
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使用者は、労働者と合意することなく、労働者の不利益になるような就業規則に変更することはできません。下記の場合に限

って不利益改定が認められる場合があります。 

労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状

況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変

更後の就業規則に定めるところによるものとすることができます。 

改定は難しいので、はじめからしっかりしたものを作りましょう。「とりあえず他社のものを流用」は後で大変！

とりあえず他社や行政官庁にあるひな形をそのまま自社の就業規則にした場合、改訂の必要が出た場合、不利益改定とな

って改定できなくなり、思うような労務管理ができなくなる可能性があります。就業規則作成にあたってはどういう労務管理を

するのかリスク分析をした上でしっかりとした想定が必要です。 

 

【判決例 みちのく銀行最高裁判決 平成１２年９月７日最高裁第一小法廷第四銀行事件 】 

55才以上の賃金の凍結減額を定めた就業規則を 2つある労働組合の一方（過半数を占める）と合意の上、改定した。合意し

ていない労働組合に所属している労働者がこの労働条件変更の効力を争い、提訴した。裁判所の判断は 「就業規則改定

の理由は合理的である」しかしながら「提訴した従業員の被る不利益の程度が大きく合理的な内容のものであるということは

できない。」と賃金減額部分の就業規則不利益改定を否認した。 

 

【法令・労働条件通知書との関係】 

法令>労働協約>就業規則>労働契約となります。 

従って、法令に反する就業規則はその部分が無効となり、法令通りの内容となります。 

また、労働契約より就業規則が優先します。 

例えば、就業規則に定期昇給の定めをして、特段の例外規定を設けなければ、個別契約で昇給無しとしても昇給義務が発

生します。 

【雇用形態により労働条件に差をもうける場合】 

例えば退職金支払い規定を設けると、パートであろうと正社員であろうと退職金支払い義務が発生する場合があります。パ

ートには退職金を支給しない場合は「パートはパート就業規則による」あるいは「退職金支給はパートを除く」など除外規定を

設ける必要があります。 

【作成義務の「常時 10人以上の労働者」とは】 

正社員のみならず、パートタイマーや契約社員など非正規の社員も含みます。つまり、雇用形態にかかわらず、常時雇用し

ているのであれば 人数に入れてカウントします。従って、時間数の少ない訪問ヘルパーも当然のことながら人数に入り、正

社員１人ヘルパー9人でも就業規則作成と管轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要になります。 

但し、会社の取締役（使用人兼務役員を除く）・監査役、雇用保険に加入出来ない家族従業員、業務請負人、派遣労働者な

どは含まれません。 

  

第２の注意点 労働者が不利になるような改定は難しい 

あわせて知っておきたい 

- 12 - 

1 



 

 

 

 

育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することは、その福祉を増進するとと
もに、国の経済及び社会の発展に資することとなります 

 次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推
進するために、法律を守ることと事業所としての取り組みが必要です。 

 

【質問】 

労働者から育児や介護について労働条件の緩和を相談されたらどうしたらよいですか。 

【アドバイス】 

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に定められている義務や努力規定に沿った休
業や時間外労働の免除、時間短縮等の処置を講じ労働者が育児介護と仕事が両立できるようにしなければなりません。ま
た、育児介護を理由として解雇や契約社員等の雇い止めは禁止されています。介護や育児による離職を防止し、有能な介護
労働者の雇用維持は、事業所の事業の発展にも大きな影響があります。 

労働者から育児について次の請求を受けた場合は応じる必要があります。 
1. 育児休業：子の育児のため休業を１歳（両親ともに育児休業を取得した場合、１歳２か月）まで請求できます。保育所に

入所できない等特別の場合は１歳半まで延長しなければなりません。父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した
場合、再度、育児休業を取得可能とする事が必要です。 

2. 子育て期間中の働き方支援： 
(ア) 短時間勤務制度：３歳に満たない子を養育する労働者について、請求があった場合、短時間勤務制度を設けること

が事業主の義務です。（１日の所定労働時間を短縮する制度・週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ・週又は
月の所定労働日数を短縮する制度（隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。）・労働者が個々に
勤務しない日又は時間を請求することを認める制度・ フレックスタイム制・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ・所定
外労働をさせない制度 ・託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 等） 

(イ) 子の看護休暇制度：労働者が請求した場合、小学校就学前の子が、１人であれば年５日、２人以上であれば年１０
日は休業させなければなりません。 

3. 育児時間：生後満１年に達しない生児を育てる女性が、休憩時間の他に１日２回各々少なくとも 30分、その生児を育て
るための時間を請求することができます。 

育児休業の労働者の要件 
法律上の「育児休業」を請求することができるのは、原則として１歳に満たない子を養育する男女労働者です。 
1. 日々雇い入れられる者は除かれます。  
2. 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。 ① 同一の事業主に引き

続き１年以上雇用されていること ② 子の１歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること ③ 子の２歳
の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと 。 

3. 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業を請求することはできません。 

労働者から介護について次の請求を受けた場合は応じる必要があります。 
1. 介護休業： 労働者が、その要介護状態（負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、（２週間以上の期間）に

わたり常時介護を必要とする状態）にある対象家族を介護するための休業を請求できます。 
2. 介護休暇：要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、１年に５日まで（対象家族が２人以上の場

合は１０日まで）、介護その他の世話を行うために、休暇を請求できます。 
3. 短時間勤務：要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く）について、対象家族一人につき要介護状

態ごとに連続する 93日（介護休業した期間があればそれとあわせて 93日）以上の期間において次のいずれかの措置を
講ずる義務があります。（１日の所定労働時間を短縮する制度・週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ・週又は月
の所定労働日数を短縮する制度（隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。）・労働者が個々に勤務しな
い日又は時間を請求することを認める制度・ フレックスタイム制・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ・所定外労働をさせ
ない制度 ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 等） 

第１の注意点 育児支援の定め 

第２の注意点 介護支援の定め 
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６．育児休業・介護休業とは 

 



法律上の「介護休業」をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。  

1. 日々雇い入れられる者は除かれます。 

2. 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。 ① 同
一の事業主に引き続き１年以上雇用されていること ② 介護休業開始予定日から起算して９３日を経過する日以降も引
き続き雇用されることが見込まれること ③ ９３日を経過する日から１年を経過する日までの間に、労働契約期間が満
了しており、かつ、契約の更新がないことが明らかでないこと  

3. 労使協定で定められた一定の労働者も介護休業をすることはできません。 

 

 

【育児介護共通の支援】 

1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、または要介護状態
にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては事業主は、次の通り応じ
る必要があります。 
(ア) 時間外労働の制限：１月２４時間、１年１５０時間を超えて時間外労働をさせてはならない。（１回の請求につき１月

以上１年以内の期間） 
(イ) 深夜業の制限：午後１０時～午前５時（深夜）において労働させてはならない。（１回の請求につき１月以上６月以内

の期間） 
2. 労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴う場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養

育又は家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮
しなければなりません。 

【育児休業や介護休業は条件を満たせば雇用保険の給付金が受けられます】 

原則として育児介護休業開始日の前２年間に賃金支払基礎日数が１１日以上ある月が１２ヶ月以上ある場合は雇用保険の給
付金が支給されます。 
ただし条件がありますので、詳しくはハローワークにおたずねください。 

（参考） 
育児休業給付：賃金日額×0.4（当分の間 0.5）×支給日数 
介護休業給付：賃金日額×0.4×支給日数 
ただし上限及び条件により減額があります。 

【育児休業中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）の免除】 

育児休業中は健康保険や厚生年金の保険料は全額免除されます。ただし届が必要です。 
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です。（子が３歳に達
するまで） 

【不利益の禁止】 

事業主は育児介護を理由として不利益な扱いをしてはなりません。 

不利益な扱いとは解雇・雇い止め・退職の強要・正社員からパートへの変更の強要・減給・降格等・不利益な人事（配置変更）
等です。 

 

育児・介護休業法の罰則等 
         （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 56条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求
め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 
第 56条の 2 厚生労働大臣は、第 6条第 1項（育児休業はじめ各種制度を列挙）…の規定に違反している事
業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったとき
は、その旨を公表することができる。 

第 68条 第 56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。 

 

あわせて知っておきたい 
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常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることが必要です。また、労働
者に対して就業規則を有効化するためには周知徹底が必要です。 

 

【質問】 

○○町と△△町にヘルパーステーションを営業していますが 就業規則は本社の近くの労働基準監督署に届け出をすれば
よいですか？ 

【答え】 

就業規則は事業場ごとの届出になりますので、○○町と△△町を管轄するそれぞれの労働基準監督署に届け出ることが必
要です。届出は会社単位では無いので気をつける必要があります。 

ただし就業規則の本社一括届出ができますので、事業所の数の就業規則、それぞれの事業所の労働者の意見書、その他
必要な書類を本社の管轄する労働基準監督署に一括届ができます。 

1 就業規則届出に必要なもの→就業規則届＋意見書＋就業規則類 
(ア) 就業規則届は労働基準監督署に備え付けてあります。 
(イ) 意見書・・・・労働者の過半数を代表する者の意見を記入し署名、捺印をしたものを提出します。書式は労働局や労

働基準監督署にあります。 
(ウ) 就業規則・・・・就業規則本文と別規則化したものは全て。 

 
注意 労働者の代表として管理監督者、会社役員は認められません。 

法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に候補者から 意見を聴取される者等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きにより選出された者であり、使用者の意向によって選出された者では
ないこと。（平成 11年 1月 29日 基発 45号） 
※ここで言う管理監督職とは労働基準法 41条に定めるもののことを言います。 

 
2 意見書の書き方・・・・何も無ければ「特になし」「意見なし」等記載し白紙にしないことが必要です。また、「○○条は反対で
す」「退職金規定を定めてください」などの記載があっても、就業規則は法に反しない限り受理されます。 
※パート就業規則はできる限りパート労働者代表の意見を記載してください。（努力義務） 

 
3 提出すべき就業規則とは 
就業規則本文と別規則化したものは全て。例として賃金規定、退職金規定、通勤規定、介護育児休業規定、表彰制裁規
定、安全衛生規定など。 
※ 就業規則中 ○条 ○○○については○○規則に定めるところとする と記載した場合などはその規則を添付する必

要があります。 
 

労働者代表が就業規則の意見書の提出を拒否した。 
「労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる
限り、これを受理するよう取扱われたい」との通達があります。(昭 23.5.11 基発 735号、昭 23.10.30 基発 1575 号) 
従って、意見書提出を拒否した事実を証明する書面を準備すれば、労働基準監督署は受理します。 
ただし、受理が民事的効力の発効になることとは別の問題ですので、意見相違がある場合は話し合いによる解決が必要で
す。 

 

罰則：就業規則の未届も、意見書の未提出もそれぞれ罰金 30万円以下の罰金刑に

該当します。              労働基準法 120条 

 

 

７．就業規則は作成すれば有効となりますか？ 

 

第１の注意点 就業規則の届出必要事項 
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労働基準法では、次のような方法で就業規則を周知することが定められています。 

•常時職場の見やすいところに掲示するか、備え付ける  

•社員に就業規則を配布する  

•磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、端末で何時でも見られるようにする 

有給休暇など従業員になるべく知らせたくないなどの理由で 事業主の机の中であるとか鍵のかかったキャビネットの中にし
まい込んでいては周知されたことになりません。また、パソコン等で閲覧させる場合はパスワードを付したり閲覧権限を特定
したりした場合は周知したことになりません。 

 

【判決例 昭和 41年 1月 20日 大阪高裁判決、コクヨ事件 】 

届出手続の履践は就業規則の効力発生要件をなすものではなく、使用者においてその事業場の多数の労働者に共通な就

業に関する規則を定め、これを就業規則として表示し、従業員一般をしてその存在及び内容を周知せしめ得るに足る相当な

方法を講じたときは、その時において就業規則として妥当し、関係当事者を一般的に拘束する効力を生ずるものと解せられ

る。 

上記判例によれば 就業規則の届出は効力発生の要件では無く、周知することが就業規則の効力の要件であると解釈しま
した。 
 

就業規則の未提出は罰則！ 

 

就業規則の周知は就業規則の有効化 

指示命令あるいは懲戒の根拠 

【周知されていない就業規則も有効になることがある】 

常盤基礎事件では 会社も忘れていた就業規則の退職金条項を持ち出して退職金を請求し、裁判所は周知されていない就
業規則の効力を認め退職金支払いを命じました。 

労働者の権利を保護する観点からの判決ですので、事業主側から周知されていない就業規則の有効性を訴えることは困難

が予想されます。忘れた就業規則も必要に応じて改定をしないと経営上大きな問題になることもあります。 

 

【就業規則の周知には付帯規則も必ず！】 

就業規則の別規則（パート就業規則・賃金規定・退職金規定・自動車通勤規定・育児介護休業規定・・・など）を定めた場合も 
就業規則と併せて周知をする義務があります。当然周知されない別規則に労働者は拘束されません。 

例示として 出向規則を設けて出向をさせようとした場合、出向規則が周知されなければ労働者に出向を命じることができな

くなることもあります。 

 

  

第２の注意点 就業規則の周知義務 

あわせて知っておきたい 
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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。たとえば、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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８．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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近年パートタイマーと会社との争い（労使紛争）が増えています。トラブル予防のためにも労働条件についてしっかり確認して
おきましょう。 

 

【質問】 

当社では、正社員の雇入れ時に労働条件を書面で通知していますが、パートタイマーについては、口頭での通知のみとして
います。パートタイマーへも書面を交付するべきですか？ 

【アドバイス】 

パートタイマーにも労働条件を書面で通知することが義務づけられています。口約束では、労働条件があいまいになり、後々
トラブルに発展する可能性がありますので、必ず書面で労働条件を明示するようにしましょう。 

パートタイマーの労働条件を定める際に、注意が必要な点は下記のとおりです。 

通知事項 注意点 

就業場所 
採用時点で、当初の勤務地とは別の勤務地へ異動の予定がある場合は、その旨をパートタイマ
ーへ説明し、労働条件通知書に明記しましょう。 

業務内容 

業務内容を限定して記載すると、労働者より「契約内容以外の業務には従事しません」との反論
を受けることがあります。よって業務内容の記載については、まず実際に従事する業務を記載
し、続いて「それに付随する業務」または「その他、会社が指示する業務」との記載をしておくとよ
いでしょう。 

契約期間 
契約期間には上限があり、原則３年を超える期間を定めてはいけないことになっています。契約
期間を定めた場合、余程の理由がない限り、期間の途中で契約を解除することができなくなりま
すので期間の定めは慎重に行う必要があります。 

契約更新の有無 
契約期間を定めた場合、パートタイマーが契約更新について予測できるように、契約更新の有
無について記載する必要があります。「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新しない」
等のように記載するとよいでしょう。 

契約更新時の 
判断基準 

契約更新について「更新する場合がある」とした場合、更新する場合又はしない場合の判断基
準を定める必要があります。具体的には「契約期間満了時の業務量」「労働者の能力、勤務成
績、勤務態度」「会社の経営状況」「従事している業務の進捗状況」等により判断する旨を定める
とよいでしょう。 

賃金に関する事項 
最低賃金を下回らないよう注意しながら賃金を設定しましょう。また、パートタイム労働法で、「昇
給の有無」「賞与の有無」「退職金の有無」に関しての記載が義務付けられています。忘れずに
記載しましょう。 

 

労働条件通知書は、使用者から労働者へ一方的に通知する文書です。そのため、後々「そんなことは聞いていない」との争

いが懸念されます。よって、労働条件を通知する場合は、パートタイマーに内容を確認してもらったうえで、内容合意について

の署名捺印をもらっておきましょう！  

※労働条件通知書に関する詳細は、本パンフレット「2.労働条件を明示してトラブル防止」をご参照ください 

 
 
 

９．パートタイマーの労働条件 

 

第１の注意点 労働条件通知書 
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【判決例 平成８年３月１５日 長野地裁上田支部 丸子警報器事件】 

２ヵ月の雇用期間の更新を継続する形で勤務してきたパート労働者らが、「正社員と勤務時間、勤務日数が変わらず、同じ労
働に従事してきたにもかかわらず、正社員より低い賃金しか支給されなかったため、これは不当な賃金差別である」とし損害
賠償を求め提訴した事案です。 

判決では、パートタイム労働者と正社員との処遇格差を是正することはできないとしながらも、同一労働同一賃金の原則の基
礎にある均等待遇の理念から、公序良俗違反となる範囲についての賃金格差相当分に限り、損害額としての支払いを会社
に命じました。 

◆均衡待遇                      （※）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 

パートタイム労働法（※）では、正社員と同等の条件で働いているパートタイマーに対する差別的取扱いを禁止しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆正社員転換の促進について 

パートタイム労働法では、正社員への転換を促進するために、次のいずれかの措置をとることを使用者に義務付けていま
す。 

①正社員を募集する場合、その募集内容をパートタイマーにも周知する 
②正社員のポストを社内公募する場合、パートタイマーにも応募するチャンスを与える 
③パートタイマーが正社員へ転換するための制度（試験制度等）を設ける 
④その他、正社員への転換を推進するための措置を講じる 

 

【パートタイマーの雇用保険・社会保険】 

下記要件にあてはまる場合、パートタイマーであっても保険加入手続きをする必要があります。 

◆雇用保険の加入要件 

１週間の所定労働時間が２０時間以上で、３１日以上雇用されることが見込まれている。 

◆社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入要件 

１日または１週間の労働時間および１ヵ月の労働日数が、正社員の概ね４分の３以上である。 

※上記の要件は、平成２４年３月時点の内容であり、法律改正により変わることがあります。 

【パートタイマーの健康診断】 

下記条件にあてはまる場合、パートタイマーに対して労働安全衛生法上の健康診断（雇入れ時の健康診断、定期健康診断

等）を行う必要があります。 

① 期間の定めのない労働契約により使用されている（１年以上の雇用が予定されている有期契約者、及び契約更新により

１年以上雇用されている者を含む）。 

② １週間の所定労働時間が正社員の概ね４分の３以上である。 

 

  

下記３要件に当てはまる 

パートタイマー 
①正社員と職務内容・責任が同じ 

②正社員と同等に配置転換・転勤がある 

③契約期間が実質的に無期契約である 

「賃金」「教育訓練」 

「福利厚生」 

について、差別的取扱いをしてはならない 

第２の注意点 均衡待遇と正社員転換 

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ヵ月以上継続勤務し、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ヵ月以上継続勤務し、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）または（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（または、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 ヵ月 

2年 

6 ヵ月 

3年 

6 ヵ月 

4年 

6 ヵ月 

5年 

6 ヵ月 

6年 

6 ヵ月～ 

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（または、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 ヵ月 
1年 

6 ヵ月 

2年 

6 ヵ月 

3年 

6 ヵ月 

4年 

6 ヵ月 

5年 

6 ヵ月 

6年 

6 ヵ月～ 

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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１０．非正規労働者の有給休暇制度の管理 

 



継続勤務６ヵ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ヵ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ヵ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】 

過半数労働組合また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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残業代・深夜割増・休日労働・賞与・退職金など、一見すると全て法律で支払うことが義務付けられているような気がします
が、実は、賞与と退職金については支払うことを義務付ける法律がありません。 

 

【質問】 

退職金をたくさん支払ってほしいと言われました。退職金としていくら支払えば良いのですか？ 

【アドバイス】 

まずは雇用契約書と就業規則の記載内容をご確認ください。退職する社員に対し、退職金を支払う約束をしたことがなく、雇
用契約書や就業規則に「退職金なし」と規定されている、または退職金に関する記述自体がなければ、そもそも退職金を支
払う義務はありません。 

 

⇒賃金制度に関する好事例をご紹介しています。 http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/s-bunya/s-zirei/213.html 

各種手当と割増賃金、賞与、退職金の性質と支給義務の根拠 

項 目 性 質 支給義務の根拠 金額または割合 

役職手当 
（管理職手当） 

役職者の職責を評価し支給 

雇用契約または 
就業規則（賃金規程） 

事業所により異なる 

資格手当 保有資格を評価し支給 

職務手当 
（職能手当） 

担当職務(職務能力)を評価し支給 

家族手当 扶養する家族数に応じ支給 

住宅手当 家賃等の一定割合を支給 

通勤手当 通勤に必要な費用を支給 

宿直手当 宿直一回につき一定額を支給 

夜勤手当 夜勤一回につき一定額を支給 

賞与 事業所ごとに目的は様々 
雇用契約または 

就業規則（賃金規程） 
事業所により異なる 

退職金 
賃金の後払い的性質 
又は功労賞的性質 

割増賃金 
時間外労働・休日労働・ 

深夜労働の時間数に応じ支給 
雇用契約・就業規則（賃金規

程）及び労働基準法 
「所定」：事業所により異なる 
「法定」：労働基準法に基づく 

法律によりその支払いが義務付けられている項目は「割増賃金」のうち「労働基準法」に基づくもののみです。これ以外は全
て「雇用契約または就業規則（賃金規程）」に定めがなければ、支払う義務はありません。 

 

１１．割増賃金・賞与・退職金は支払わないと違法？ 

 

 

第１の注意点 支払う義務があるもの・ないもの 
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手当の支給開始と支給終了のタイミングが規定されているか確認しましょう。 

（規定例） 

手当は、支給事由に該当した日が属する賃金計算期間の次の賃金計算期間から支給事由に該当しなくなっ
た日が属する賃金計算期間まで、支給するものとする。 

増賃賃金率は労働基準法により定められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※ 深夜労働とは、午後 10時から午前 5時までの間の労働をいいます。 

※ 法定休日とは、1週間につき 1 日または 4週間を通じて 4日与えなければならない休日をいいます。 

※ 1 日 8時間超の時間外労働が 1 カ月で 60時間を超える場合、その超えた時間外労働について 1時間当たり 150％を支

払う義務について、下記のいずれかに該当する介護事業所には、当分の間、適用されません。 

・ 資本金の額または出資の総額が 5,000 万円以下 

・ 常時使用する労働者の数が 100人以下（事業所単位ではなく、会社（法人）単位で判断されます） 

所定時間外労働と法定時間外労働はどう違う？ 

所定時間外労働 ： 事業所で定めた時間外労働を指し、労働契約や就業規則に基づく。 

法定時間外労働 ： 1日につき 8時間を超える労働または 1週間につき 40時間を超える労働を指し、労働基準法第
32条に基づく。 

【退職手当の保全措置】   退職金を支払う約束をした場合は、保全措置の努力が求められます。 

事業主（中小企業退職金共済法に規定する退職金共済契約を締結した事業主等を除く。）は、労働契約又は労働協約、就業

規則その他これに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てる

べき額として、一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならない。(賃金の支払の確保等に関する法第５条より) 

 

  

第２の注意点 割増賃金率 

１日８時間を  

超えて働いた

ら 

125％ 

※ 深夜労働 

をしたら 

125％ 

１日８時間超  

+深夜労働 

150％ 

深夜労働 

+法定休日 

160％ 

１日８時間超の 

時間外月 60時間

超 

※150％ 

※ 法定休日 

に働いたら 

135％ 

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また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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１２．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。 

１３．適正な労働時間の管理を 

 

第１の注意点 労働時間の種類 
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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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介護事業では、サービス形態の違いにより、複雑な労働時間管理が求められます。変形労働時間制を有効に活用すること
で、効率的な労働時間管理が可能となります。 

 

【質問】 
法定労働時間（週４０時間、１日８時間）を超える勤務シフトを組んだ場合、必ず割増賃金を支払わなければなりませんか？ 
【アドバイス】 
変形労働時間制を導入すれば、割増賃金を支払うことなく８時間を超える所定労働時間を設定することが可能です。特に１ヵ
月単位の変形労働時間制は、介護事業に相性が良い制度です。 

１ヵ月単位の変形労働時間制とは、１ヵ月以内の一定期間を平均し１週間の労働時間が法定労働時間の範囲内におさまって
いれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて勤務させることができる制度です。 
介護事業は１ヵ月毎のサービス計画に基づいて、月単位で勤務シフトを組んでいくケースがほとんどですので、１ヵ月単位の
変形労働時間制は介護事業に適している制度であるといえます。特に２４時間サービスを提供している事業所（施設系やグ
ループホーム、宿泊デイ等）や、利用者の状況に応じて日ごとの労働時間に差がでるような訪問介護事業所に相性がよい制
度です。 

１ヵ月単位の変形労働時間制の導入方法 

①「労使協定または就業規則等」により、1 ヵ月単位の変形労働時間制をとることを定める 

②「1 ヵ月を平均し、１週間の労働時間が法定労働時間を超えない」定めをする 

③「１週間の労働時間が法定労働時間を超える特定の週」や「1日８時間を超える特定の日」を定める 

④「就業規則その他これに準ずるもの」により、変形労働時間制をとる場合の起算日を明らかにする 

※勤務シフトは、その月の 1 ヵ月の法定労働時間を意識しながら作成してください。４週８休制（1日８ｈ労働の場合）により勤
務シフトを作成する場合、1 ヵ月の法定労働時間をオーバーしてしまうことがありますので、ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合の割増賃金の算定方法 

「１日」→「１週間」→「変形期間」の順で時間外労働を算出し、その合計時間数が時間外労働時間数となります。 

①１日について      ８時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は８時間を超えて労働した時間 

②１週間について    １週の法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は１週の法定労働時間を

超えて労働した時間（①で時間外労働となる時間は除く） 

③変形期間について  変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間

は除く） 

１４．変形労働時間制を有効に活用しよう 

 

１ヵ月 

３１日 １７７時間（194時間） 

３０日 １７１時間（188時間） 

２９日 １６５時間（182時間） 

２８日 １６０時間（176時間） 

※（ ）は労働者が 10人未満の事業所の特例 

各日に労働時間を割り振る 

※１日１週の割り振りの 

 時間制限なし 
１ヵ月間の 

勤務表 

第１の注意点 １カ月単位の変形労働時間制 
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フレックスタイム制とは、１ヵ月以内の一定期間（清算期間）における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内

で各日の始業および終業時刻を自主的に決定し働く制度です。 

比較的一人で仕事が完結しやすい仕事である居宅介護支援事業所におけるケアマネジャー等に相性のよい制度です。 

フレックスタイム制の導入方法 

①就業規則等により、始業・終業時刻を労働者の自主決定にゆだねる旨を定める 

②下記について労使協定を締結する 

・ 適用労働者の範囲 

・ 清算期間（1 ヵ月以内の一定期間） 

・ 清算期間における総労働時間（法定労働時間の範囲内とすること） 

・ 標準となる１日の労働時間 

・ コアタイムを定める場合には、その開始および終了の時刻 

・ フレキシブルタイムを定める場合には、その開始および終了の時刻 

 

フレックスタイム制を採用した場合の割増賃金の算定方法 

時間外労働であるかどうかについては、１日単位では判断せず、清算期間を単位として判断します。清算期間における法定

労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となります。 

【夜間勤務の注意点】 

夜間勤務において８時間を超える労働時間を設定したい場合には、１ヵ月単位の変形労働時間制を導入することにより、時

間外労働に対する割増賃金の支払いをせずに済みます。しかし深夜労働（午後１０時から翌朝５時までの労働時間）に対す

る割増賃金の支払いは必要となります。 

【勤務表の作成について】 

1 ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間における各日、各週の労働時間の特定を「勤務表」により行うことは

可能ですが、就業規則等に、勤務時間のパターン、作成手続き、周知方法等を規定しておく必要があります。勤務表は変形

期間の開始前までに労働者に明示してください。 

【勤務シフト変更時の注意点】 

1 ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間中に勤務シフトを変更することは原則として認められませんので注

意が必要です。たびたびの勤務シフトの変更を認めると労働者に不利益になることから、このような制約がかけられていま

す。 

 

第２の注意点 フレックスタイム制 

あわせて知っておきたい  
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勤務シフトを組むにあたり、休憩や休日について正しい理解がないと、知らないうちに法律違反をおかしていることがありま
す。休憩と休日について理解を深め、適正なシフトづくりを心掛けましょう。 

 

【質問】 

当社では、お昼休憩について利用者さんと一緒に食事をしながらとるよう職員に指導しています。ところが、ある職員から「休
憩時間を自由に利用させてほしい」と要求がありました。この要求を受け入れる必要があるのでしょうか？ 

【アドバイス】 

労働基準法では、休憩時間を「労働者の自由に利用させなければならない」としています。お昼休憩の過ごし方を強制するこ
とは、この自由利用の原則に反することになります。 

休憩時間は、労働者の心身の疲労を回復させ、より能率的に業務遂行ができるよう与えられるものです。 
よって労働基準法では休憩時間にいくつかの要件を定めています。 

休憩時間 

 

休憩時間の長さ 
労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも４５分、 
８時間を超える場合においては少なくとも１時間与えなければなりません。  

 

休憩時間の位置 
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。出社してすぐに休憩
をとらせたとしても、その時間は休憩時間に該当しません。  

 

一斉休憩の原則 
と例外 

労働基準法は「休憩時間は一斉に与えなければならない」と規定しています。し
かし介護事業はその業務の性質上一斉休憩の適用は除外されており、交代制
による休憩や、訪問介護中の自主的な休憩も認められています。 

 

 

自由利用の原則 
労働基準法は「休憩時間を労働者の自由に利用させなければならない」としてい
ます。したがって、休憩時間中の労働者を業務のために拘束するような制限を加
えてはなりません。 

 

休憩時間「自由利用の例外」について 

使用者は、休憩時間の自由利用を認めなければなりませんが、一方において始業時刻から終業時刻までの 就業時間中

は、いわゆる拘束時間です。したがって、休憩時間中において一定の規制を設けることはやむをえないことといえます。職場

の秩序を侵害したり、同僚の自由な休憩を妨げたりすることの禁止、あるいは飲酒等労働が完遂できない行為の禁止など、

一定の行為を禁止することは認められると考えられます。 

 

【判決例 平成１７年１１月１１日 東京地裁判決 クアトロ(ガソリンスタンド)事件】 

労働基準法上の休憩時間とは「労働者が労働時間の途中において、休息のために労働から完全に解放されることを保障さ

れている時間を意味する（自由利用の原則）」ところ、本件では休憩時間の自由利用が阻害されていることから、本件におけ

る休憩時間は「手待時間と評価すべきであり、実働時間に組み入れて考えるべき性質のもの」であるとした。 

 

クアトロ(ガソリンスタンド)事件では、労働者の勤務状況及び勤務実態から、休憩時間の自由利用が阻害されているといえ、

この時間は手待時間と評価されるべきであり、実働時間に組み入れて考えるべき性質のものであるとされました。介護事業

においては、一人夜勤の際に、本事件と同様の問題が考えられます。夜勤中の休憩時間について、労働から完全に解放さ

れることが保障されていない場合は、休憩とは認められない可能性があります。 

１５．休憩時間・休日の定義を理解しよう 

 

第１の注意点 休憩時間 
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休日は、毎週少なくとも１回以上与えなければなりませんが、例外として４週間を通じて４日以上の休日を与える変則休日制
が認められています。この休日は、法律で定められている最低限の休日であり、「法定休日」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日とは原則として暦日（午前０時から午後１２時まで）の休業のことをいいます。したがって、夜勤明けの日は休日には該当

しませんので、注意が必要です。 

【「休日の振替」と「代休」】 

◆「休日の振替」とは 休日と他の労働日とを事前に入れ替えて変更し、休日と労働日をチェンジすることをいいます。同一週

内で振替が行われれば、割増賃金は発生しません。 

◆「代休」とは 休日労働をさせるにあたり、事前に休日を振り替える手続きをしないで、あくまで休日勤務として行いながら、

後日になってその休日労働の代償として他の労働日を休日として休ませる ことをいいます。後日代休を与えても、休日労働

の事実はそのまま残るので休日労働に対する割増賃金 （割増部分のみ）の支払いが必要となります。 

【「休日」と「休暇」】 

◆「休日」とは 労働義務のない日のことをいいます。その日は休日出勤の命令がない限り、就労する義務がなく当然に会社

を休むことができます。 

◆「休暇」とは 労働義務がある日に労働が免除される日であり、もともと労働義務のない休日とは異なります。休暇は法定

休暇（有給休暇等）とそれ以外の休暇（特別休暇等）に分けられます。 

【「法定休日」と「所定休日」】 

◆「法定休日」とは 労働基準法に定められた休日のことで、「毎週少なくとも１日」または「４週を 通じて４日以上」与えなけ

ればならない休日のことをいいます。法定休日に働いた時間については ３５％以上の割増賃金を支払う必要があります。 

◆「所定休日」とは 就業規則等により定める労働者の休日（法定休日を含む）のことをいいます。所定休日に労働したとして

も、その日が「法定休日」にあたらない場合は、休日割増賃金（３５％以上）の支払いは不要です。 

 

  

第２の注意点 休日 

あわせて知っておきたい  

休 日 

原則 週１回以上 

例外 ４週４日以上 

【与え方】 

できるだけ特定することが望ましい。 

【変則休日制の要件】 

就業規則その他これに準ずるもので、４週間の起

算日を明らかにする（勤務表など）。 
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移動時間については、直接的には介護報酬の対象時間となっていないため、賃金を支払っていないケースも見られます。し

かし移動時間に対しても一定の要件のもと賃金の支払いが必要となります。 

 

【質問】 

登録ヘルパーさんから、業務中の移動時間について賃金を支払ってほしいと言われました。移動時間は介護業務に従事して

いない時間であり、当社としては賃金を支払うつもりはありません。何か問題があるでしょうか？ 

【アドバイス】 

業務中の移動時間が「労働時間」に該当すると認められる場合には、賃金の支払いが必要となります。 

移動時間とは、使用者の指示命令により事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間のことをいいます。移動時間

中の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には労働時間に該当します。 

例えば、下図の「Ａさん宅」から「Ｂさん宅」への移動にかかる時間が１５分であるとします。Ａさん宅での業務終了からＢさん

宅での業務開始までの時間が１５分しか空いていない場合は、移動中、労働者が自由に利用できる時間はないので、この移

動時間は労働時間に該当します。 

仮にＢさん宅での業務開始までの時間が２時間空いていて、その間に買い物に行く等の自由利用が可能であればその時間

については労働時間とはいえないことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、その移動時間中の自由利用が労働者に保障されて 

いない場合は、労働時間に該当します。なお、通勤時間は労働時間には該当しません。 

 

移
動
時
間 

通
勤
時
間 

介護サービス利用

者 

Ａさん宅 

介護サービス利用

者 

Ｂさん宅 

労働者の自宅 事業所 
通勤時間 

通勤時間 

移動時間 

第１の注意点 移動時間の扱い 
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１６．訪問介護労働者の移動時間の取り扱い 

 



 

 

 

労働時間（休憩時間を除く） 

 

 

自宅から 

Ａさん宅 

へ直行 

Ａさん宅 

で介護サービス 

事務所へ 

移動 
事務所 休憩 事務所 

Ｂさん宅 

へ移動 

Ｂさん宅 

で介護サービス 

自宅へ 

直帰 

このケースでは、Ａさん宅での介護サービス開始時刻から、Ｂさん宅での介護サービス終了時刻までの時間のうち、休憩時間

を除いたものが労働時間となります。 

 

 

 

 自宅から 

Ａさん宅 

へ直行 

Ａさん宅 

で介護サ

ービス 

Ｂさん宅へ移動 休憩 
Ｂさん宅 

で介護サービス 

自宅へ 

直行 

このケースでは、Ａさん宅での介護サービス提供時間、Ｂさん宅への移動時間およびＢさん宅での介護サービス提供時間が

労働時間となります。移動時間はＢさん宅への移動に要した時間であり、それ以外の「空き時間」については、その時間には

労務に服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はありません（Ａさん宅で

の介護サービス終了時刻からＢさん宅での介護サービス開始時刻までの時間すべてを労働時間として取り扱う必要はありま

せん）。 

 

 

 自宅から 

Ａさん宅 

へ直行 

Ａさん宅 

で介護サービス 

自宅へ 

直帰 

このケースでは、Ａさん宅での介護サービス提供時間のみが労働時間となります。 

【移動時間に対して支払う賃金】 

「訪問介護に従事した時間に対して支払う賃金額」と「移動時間に対して支払う賃金額」は、最低賃金を下回らない範囲であ

れば、労使の話し合いのうえ、自由に決定することができます。この場合、雇用契約書や就業規則等にこの旨を明記し、賃金

額の違いを明確にしておきましょう。 

【移動に係る賃金を定額制とすることは可能か】 

実際の移動時間に基づいて支払うべき賃金額が定額を超過する場合に、超過分を支払うのであれば、定額制とすることは

可能です。なお、定額制を取り入れたとしても、移動に係る労働時間の把握は当然必要です。 

超過分の賃金を支払わない場合は、未払い賃金となりますので、ご注意ください。 

 

  

ケース１ 

労働時間 

第２の注意点 移動時間の具体例 

ケース３ 

ケース２ 

あわせて知っておきたい  

労働時間 労働時間 
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時間外労働や深夜労働に対する使用者の誤った認識により、労働者から未払い賃金を請求されるケースが増えています。
時間外・深夜労働についての知識を深め、未払い賃金が発生しないよう注意しましょう。 

 

【質問】 

当社では、所属長が必要と認めたときのみ残業を命じているのですが、命令のないときでも自主的に残業を行っている職員
がいます。自主的な残業も時間外労働として取り扱わなければならないのでしょうか？ 

【アドバイス】 

使用者が残業を命じていない場合であっても、使用者が黙認している場合は、黙示の指示による残業として取り扱われま
す。 

時間外労働とは、法定労働時間（１日８時間、１週４０時間（特例事業所は４４時間））を超えて働いた時間のことをいいます。
労働者が、早出や残業、休日出勤等をしたことにより、法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金の支払いが必要で
す。したがって、所定労働時間を１日８時間と定めている労働者が残業した場合、その残業時間は、いわゆる「法定外残業」と
なり、割増賃金の支払いが必要となります。 
 

 
 
 

 
 
 
 
所定労働時間を１日６時間と定めている労働者が３時間残業したケースを見てみます。残業３時間のうち、 最初の２時間に
ついては法定労働時間の範囲内におさまっている残業（いわゆる「法定内残業」）であり、割増賃金の支払いは不要です。残
りの１時間については、法定労働時間の範囲を超えているため「法定外残業」となり、割増賃金の支払いが必要となります。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

●サービス残業のリスクについて 

サービス残業が明らかになった場合、最高２年間さかのぼって残業代を支払う必要があります。残業実績に

よっては、一時に数百万～数千万の支払いを余儀なくされるケースもありますので、ご注意ください。 

 

月給に一定時間分の割増賃金を含めて支払うこと（いわゆる定額残業代）について 

毎月の固定された月給のなかに一定時間分の割増賃金を含めること（いわゆる定額残業代）は、下記の要件を満たせば可
能です。 
①「定額残業代」と「その計算基礎となる賃金額」が明確に区分されている。 
②「定額残業代」には何時間分の残業代が含まれているかが明確であり、正しく計算されている。 
③  実際の残業時間が「定額残業代」に含まれる残業時間数を超えた場合には、超えた時間分の残業代を別途支払う。 

 

1日 8時間 

1日 6時間 2時間 1時間 

１７．時間外労働・深夜労働の正しい認識を 

 

法定外残業（25％以上の割増） 所定労働時間 

所定労働時間 
法定内残業 

（割増不要） 

第１の注意点 時間外労働 

法定外残業（25％以上の割増） 
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２４時間サービスを提供している事業所の場合、深夜労働が常態として行われています。労働基準法では午後１０時から翌
日午前５時までに行われる労働を「深夜労働」とし、深夜割増賃金の支払いを義務づけています。 

なお、事業所によっては、深夜の時間帯を「宿直勤務」として取り扱っているケースがあります。しかし、宿直勤務は労働基準
監督署長の許可を得なければ行うことができませんので、ご注意ください。 

宿直勤務は、法定労働時間（原則１日８時間、１週４０時間）の外枠で行なわせることができます。そのため、宿直勤務を行わ
せるには労働基準監督署長の許可が必要となります。 

 

【社会福祉施設の宿直勤務の許可基準】 

①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること 

②宿直勤務中に行う業務は、少数の者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であり、軽度かつ短時間
の作業に限ること。（「軽度」とは要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まず、「短時間」とは、介助作業
が一勤務中１回ないし２回を限度として、１回の所要時間が通常 10分程度のものをいう。） 

③夜間に十分睡眠がとりうること 

④上記以外に、一般の宿直許可の際の条件を満たしていること 

（S49.7.26 労働省基発第 387号、S49.7.26 労働省基監発第 27号、H11.3.31 基発第 168号） 

 

【育児・介護者の時間外労働の制限】 

小学校就学前の子の養育または要介護状態の家族の介護を行う労働者が請求したときは、事業主は、１ヵ月について２４時
間、１年について１５０時間を超える時間外労働をさせてはならない。（育児介護休業法第 5条、第 6条、第 11条、第 12条） 

【女性職員の母性保護】 

① 妊産婦が請求した場合は、時間外・休日・深夜労働をさせてはならない。また変形労働時間制の適用を受けていても妊
産婦が請求した場合には１日８時間、１週４０時間を超えて労働させてはならない。（労働基準法第 66条） 

② 母子保健法による保健指導または健康診査にもとづく指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減
等必要な措置を講じなければならない。 （男女雇用機会均等法第 13条） 

③ 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。（労働基準法第 65条） 

【女性職員が深夜業務に従事する際の配慮】 

① 通勤および業務の遂行の際の防犯面での安全が確保されるよう配慮すること 

② 子の養育または家族の介護、健康等に関する事情を聴くこと、聴取した事情を尊重すること等について配慮するよう努め
ること 

「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」（H10労働省告示第 21号） 

 

  

第２の注意点 深夜労働 
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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、また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・休日労働に関する労使協定」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 時間外また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ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月 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 

※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。 

 

【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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１８．３６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．一時的また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 

 

一定期間における延長時間は、１ヵ月４５時間、１年３６０時間とする。ただし、特別な介護業務や緊急介護の発生、その他特

別な事情により業務が集中したときは、労使の協議を経て、６回を限度として１ヵ月６０時間まで延長することができ、１年４２

０時間まで延長することができる。この場合の割増賃金率は、１ヵ月４５時間を超えた場合は２５％、１年３６０時間を超えた場

合は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監督また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協定の有効期間は最長でも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。 

⇒ 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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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 時間を超えた場合または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 



 
 
 
 
 

介護事業では、「職場の意思疎通や“ほう・れん・そう”がうまく回らない」とか「ご利用者やご家族とのコミュニケーションがうま
くいかない」という相談が目立ちます。対処法のポイントを整理しました。 

 

【質問】 

介護福祉士の国家試験の中に「コミュニケーション」があるのに、職場内の人間関係や、利用者とのコミュニケーションがうま

くいかない職員もいます。どのように指導すればいいでしょうか。 

【アドバイス】 

組織内のコミュニケーションと、利用者・家族に対するコミュニケーションに分けて考えましょう。前者については、組織開発の
見地からの仕組みづくりも必要です。後者に関しては、ロールプレイなどの体験学習を取り入れた研修が効果的です。 

「ほう（報告）・れん（連絡）・そう（相談）」の前に、部下（本人）が上司（リーダー等）から命令を受けて、仕事・作業の進め方を
相互に確認する「拝命」というプロセスが必要です。 
◆基本行動を徹底しましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

① 上司は指示命令を「言いっ放し」にしないで、必ず部下に復唱させます。 

② 不明点がないかどうか、上司は部下に質問を促します。 

③ 本人に仕事の進め方を考えさせて、言わせて、間違っている点や足りない点があれば上司が指導します。 

上司が部下に「任せましたよ」などと支持的な言葉かけをして、やる気を促進します。 

◆必要に応じてシート類を活用し、ほう・れん・そうの仕組みを作り、進化させましょう。また、教育研修でスキルを向上させ
ることも必要です。 

 仕組みづくり スキルの教育 

報告 
指示書・報告書のフォーマットの工夫 
ミーティングなど報告の場と機会をつくる 

1分～３分で簡潔に報告するスキル 
段取り力、判断力、実行力、観察力、洞察力 
アサーティブコミュニケーション（伝える力） 

連絡 
チームミーティングの場と機会をつくる 
連絡帳のフォーマットの工夫と活用 

チーム連携のスキル 
記録の書き方のスキル 

相談 
落ち着いて相談できる場と機会をつくる 
 

相談対応する側のスキル 
（コーチングのスキル、積極的傾聴のスキル） 

１９．介護事業に求められるコミュニケーション 

 

指示命令を受
ける。 

不明点があれ
ば質問する。 

部下が進め方
を考え、それで
良いかどうか
上司に確認す
る。 

 

経過について報
告する。 

不明点があれば
質問する。 

必要に応じて改
善 し つつ進め
る。 

経過報告 拝 命 連 絡 

チーム内で連絡
を密にする。 

タイミングと正確
性・具体性を心
がける。 

客観的事実と感
想・意見を分け
る。 

作業経過をふりか
えり、介護計画の
充足度、利用者の
満足度を踏まえ
て、今後の改善点
があればそれも含
めて報告する。 

自分ひとりでは
解決できない問
題があれば、上
司または同僚に
相談し、問題解
決を図る。 

 

相 談 結果報告 

第１の注意点 「ほう・れん・そう」の仕組みづくり 
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介護職・相談員など、対人援助職に求められるコミュニケーションのスキルには、①接遇とマナー、②傾聴と声かけ、③クレ

ーム対応などがあります。接遇とマナーについては、事業所の事業方針や行動基準を踏まえ、独自のルールを確立し、事

業所内に掲示するか、手帳などの携帯するものに表示するなどして、日々、職員に徹底させることが大切です。 

◆対人援助のコミュニケーションスキル 

教育・研修を実施する際には、下記のようなポイントに留意します。事例検討、問題演習、体験学習などを使った実践的

な学習が効果的です。 

接遇とマナー 

接遇とは何か、ホテル・レストランなどの接遇と介護サービスにおける接遇の違い、マナーとは何か、

介護職員に求められるマナー（訪問時、電話応対その他場面に応じたマナー）、介護サービスにおけ

る言葉遣いの基本（敬語の使い方、二重敬語の注意、クッション言葉の応用） 

声かけと傾聴 

介護の場面に応じた声かけの工夫、利用者の心理状態や個人的背景に応じた声かけの工夫、傾聴

の態度（受容と共感、無条件の肯定的関心）、傾聴のスキル（うなずき、あいづち、反復、要約、沈黙へ

の対応、質問） 

クレーム対応 

インフォームドコンセント（説明と同意）のあり方、コンプライアンスと職業倫理、顧客満足（ＣＳ）とは何

か、クレーム発生時の基本的な対応、顧客満足度を高める対応、クレームの報告と問題解決のあり

方、クレームを活かして介護サービスの品質向上を図る方法 

◆対人援助職に求められる人間理解のための知識 

人間理解 

他者理解 

高齢者の心理 
高齢者に特有な心理状態を理解する、認知症の病理や症

状・対応スキルについて理解する 

家族関係の調整 
家族カウンセリングや家族社会学の知識を応用し、家族関

係の調整のあり方について理解する 

自己理解 

自分の強み・弱みの把握 
エゴグラムなどの心理テストを用いて、自分の強み・弱みと

コミュニケーション上のクセを把握する 

ストレス対策 
ストレスの仕組みと対応法、ストレスケアとリラクセーション

のあり方、バーンアウト対策 

キャリアデザイン 介護職としてのキャリアビジョンを確立する 

 

【クレド】 

クレドとは、ラテン語で「志」「信条」「約束」を意味する言葉です。クレドを組織開発や経営改善、人材教育に役立てる企業が多

くなっています。介護事業においては、「私は○○という介護サービスを実践します」といった、利用者・家族・地域社会に対す

る「誓いの言葉」として明文化するとよいでしょう。委員会活動や教育研修の１つとして、ＫＪ法やディスカッションを通じて職員

が主体的にクレドを作成することが効果的です。介護サービスのスタンダード（標準）を示すものであり、これを原理原則とした

対人コミュニケーションを徹底することにより、顧客満足と職員満足の双方を向上させることができます 

 

あわせて知っておきたい 
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介護事業では慢性的人材不足が続いています。採用も困難ですが、離職が多いのも大きな問題です。特に経験が大切な介
護事業にあっては、労働者が早期に離職することを防止する必要があります。 

       

       
                                                  （リサーチ：調査） 

 

退職には必ず原因があります。 
原因をしっかりと把握しないと問題解決に至りません。 
 
 
 
 
 

リサーチ：退職原因をつかんでしますか？客観性を失った思い込みはあ
りませんか？あるいは放置したり見ないふりをしたりしていませんか？ 

 

 リサーチの時期 

１ 未然防止 ： 労働者の変化に気を配りましょう（遅刻早退が多くなった、口数が少なくなった、笑顔が無くなった、等変化
があった時）。 

２ 退職の意思を示した時 ： 退職意思表示者や周囲の労働者に確認しましょう。 
３ 退職後 ： チャンスがあれば退職後機会を設けて、退職理由を確認しましょう。 

リサーチ面談で説得や事業主からの話が多すぎませんか？ 
情報取りの面談は労働者に話をさせることです！ 

「でも、しかし」は厳禁！ 
できるだけ質問を簡便に たくさんの相づちとうなづき。「ほう」「それから」「もっと聞かせて」「もう少し教えて」など話を引き
出す誘導をしましょう。 

共感的に！：「つらかったね」「それは残念」「悲しかったね」「よく頑張ったね」など相手の心情をくみ取った相づちを入れまし
ょう。 

介護労働安定センターの調査では上位の退職理由は 
１．理念や事業の運営方法 ２．職場の人間関係 ３．収入が少なかったためです。但し、これら調査に縛られることは芳しく
ありませんので参考程度にしておいてください。 

 

            （プラン：計画） 
        

結果が出てしまったら防止策を作りましょう。単なるスローガンでは無く具体的行動レベルで！ 
 

【リサーチの時期】 
１ 計画は 5W2Hで！（誰が、いつ、どこで、何を、どうやって、なぜ？いくらで？） 
２ ゴールを明確に（どのような姿を目指すのか明らかに）期日も明確に！ 
３ 行う事が目的にならないように（退職防止ができなければその計画は価値は全くありません） 
４ 役割責任を明らかに 
５ 周囲を巻き込んで（事業主の独断では無く労働者とよく話し合って） 

コミュニケーションをよくするというのは計画ではありません。 

「課長が毎月 1 日に部下全員とプライバシーが保てる場所で職場の問題について 1時間を目安に面談をする。」など行動

的にわかる計画で無ければなりません。 

２０．退職防止は R＋PDCAで！ 

 

失敗 

原因 

放置 

改善 

繰返 
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（ドゥー：行動） 
 
行動は計画に沿って 進捗状況は適切か、効果は期待できるような行動になっているかを考えながら実
行します。また、策は個人レベルの行動になっていないか、組織全体の行動になっているか、客観的に
みながら進捗の確認をします。 

 

               （チェック：評価） 

行動には必ず結果が出ます。同じ理由の退職者が出たのでは失敗です。 
 

  

１ 目指した目標を上回ったか 未達成でしたか？ 

２ 上回った時はその原因は、もう少し努力すべき点はありますか？ 

３ 未達成の時はその原因は 未達成でもよいところはありましたか？ 

 

               （アクション：改善） 

 
 

  

結果は分析して次につなげましょう。新しい PDCAのスタートです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

介護事業の退職者の多くは勤続 3年未満です。 

不慣れな職場に入る新入従業員の心情をよく理

解して、不安を期待に代えることで退職は減りま

す。 

賃金等やむを得ない事もありますが、ほかの理

由は事業主さんの考え方、行動の仕方にかかっ

ています。 

退職防止などの雇用管理改善に関するご相談

は、介護労働安定センターまでお願いします。 

人は常に、不安と期待をもっています。特に環境が変わる時（社会人
になる時等）は意識の中で不安と期待がいつも以上に大きくなります。
対応を間違えると、期待がしぼみ、不安が大きくなります。
それが、早期退職の元です。

不安から期待へ

不安

期待

ちゃんと生活
できるかな

働きやすく安
全な職場かな

親切に教え
てくれるかな

怖い上司は
いないかな

仲良くできる
かな

偉くなりたいな
(社長になりたいな）

この会社で
いい人生に
したいな

人間として成長した
いな

夢を実現したいな

立派な仕事を
したいな

日本一の
○○○○に
なりたいな

人より高い給
料が欲しいな

自分で新しい
商品ををつくり
たいな
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介護事業所では利用者の個人情報を含め、第三者に漏らしてはならない情報があります。労働者の何気ない会話から情報
が漏れ、利用者から慰謝料や損害賠償を請求されることもあります。事業所全体で守秘義務を徹底する必要があります。 

 

【質問】 

労働者に守秘義務を徹底するにはどうしたらよいでしょうか。 

【アドバイス】 

事業主が、労働者に対して、労働契約の内容として業務上の秘密を保持する義務（守秘義務）を課することは、一般に肯定さ
れています。判例では労働者は労働契約にもとづく付随的義務として、業務上の秘密を洩らさないという義務を負うものと解
されています。万全を期すためには就業規則等に記載して労働者に守秘義務を周知徹底することが必要です 

１ 業務上の秘密とは 
① 企業が秘密として管理・取扱をしている  
② 秘密としての重要性・価値がある  
③ 公然のものとなっていない 

※従って事業主がしっかりと管理していない情報は秘密とみなされない可能性も有り、労働者に守秘義務を課す
以上、事業主もその管理が必要です。 

２ 秘密漏洩を防ぐには管理体制をしっかりと構築する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

仕組みを作らず教育も行わないで規定等の管理のみでは、漏洩した者に懲罰はできても、情報漏洩による事業のダメージを

防ぐことはできません。秘密管理の重要性を事業主が方針として打ち出し管理する体制作りが重要です。仕組みを作らなけ

れば何もしないのと同じで、情報はざるから水がこぼれるように漏洩します。 

 
 
 

秘密管理の方針を明らかにする（事業所としていかに重要であるかの考え方を示す）。 

秘密管理のガイドラインの制定（秘密とは何か どのように管理すべきかの考え方を明らかに
する）。 

秘密管理規定を整備する。 

秘密管理担当部署や責任者を選任する 

労働者の教育を行う 

モニタリング、秘密管理システムが機能しているか検証をする。 

第１の注意点 守秘義務の徹底 
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２１．守秘義務・個人情報 

 



秘密情報の中でも介護事業の労働者が多く関与するものが個人情報です。 
平成 1７年に施行された個人情報保護法では個人情報とは「生存する個人に関する情報で特定の個人を識別可能なもの
（法第２条第 1項）」と定義しています。         

個人情報に該当するもの
・ 生年月日、住所、居所、電話番号、電子メールアドレス、会社における職位や 所属部門に関する情報と本人の氏名を組

み合わせた情報・会社が管理する評価情報などを含む従業員に関する情報 

・ 電話帳や刊行物などで公にされている個人情報 

・ 電子メールソフトに保管されている電子メールアドレス帳 

・ 名刺情報をパソコンに入力・整理し､他人も検索できる状態にしているデータ 

・ 名刺を五十音順に整理しインデックスをつけて綴じ込んでいるファイル  

・ コンピュータ処理によって出力された帳票などに印字された個人情報 

上記個人情報を５０００件以上持っている事業者は「個人情報取扱事業者」として、個人情報の取り扱いと違犯した場合の
罰則が法律によって定められています。一般的に介護事業者も５０００件以上の個人情報を保有している可能性が高く「個
人情報取扱事業者」である可能性が高いものと思われます。 

個人情報取扱事業者の遵守事項 

１ 利用目的の特定と利用目的による制限･･･ 何のために使うのかはっきりさせなければなりません。利用目的の範囲を超
えてはなりません。 

２ 適正な取得と利用目的の通知･･･････････ 偽りや不正な手段で情報を収集してはなりません。アンケートや申込書等で
情報収集する場合など 情報収集の目的を告知しなければなりません。 

３ 安全管理のための措置と適切な監督･････ 労働者に対する監督教育を適切に行うとともに、個人情報の取り扱いを第三
者に委託する場合も適切な管理が必要です。 

４ 第三者への提供の制限･････････････････ 第三者への情報提供は禁止されています。但し、あらかじめ本人に通知し同
意を得ている場合は、その範囲で第三者への情報提供が許されます。 

５ 開示、訂正、利用停止など･･･････････････ 本人からの求めがあれば、保有している個人情報を「開示」しなければなり
ませんし、保有している個人情報の内容に誤りのあるときは、本人からの求
めに応じて、「訂正」などを行わなければなりません。 また、法の定める義
務に違反して取り扱っているときは、本人からの求めに応じ「利用の停止」な
どの措置を取らなければなりません。 

６ 正確性の確保･･････････････････････････ 正確で最新の内容に保つように努めなければなりません。 

 

【情報管理の具体例】 

①情報が含まれる文書、ファイル、磁気媒体等は規程ルール等に従い保管し、机の上などに放置しない。 
②情報について許可なしに、磁気媒体・ハードディスク等へ書き込み、およびダウンロード、紙への複写等をしない。③データ
（媒体種類を問わず）の破棄は、責任者の確認のもと消去または粉砕等により確実に実施をする。④情報は誰が使用閲覧し
たかわかるようにする。⑤パソコンやメモリーにはパスワードを設置し情報の管理者以外は開けないようにする（パスワードは
管理者以外には通知しない）。⑥事業場外で仕事の話をしない（労働者同士でも）。⑦他の利用者の介護状態など個人情報を
話題にしない。⑧ＦＡＸや郵送等で個人情報を送るときは発信時もしくは封緘時に二人以上の人間が立会い確認する。 

【個人情報保護法の罰則等】 

個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6 ヶ月以下の懲役ま
たは 30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、損害賠償民事訴訟を受ける可
能性があります。場合によっては巨額の賠償金支払いを命じられることもあります。 

  

第２の注意点 個人情報 

あわせて知っておきたい 
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法定福利の労働保険・社会保険は、一定の要件満たさない場合を除き任意性は無く、加入する義務があります。労働保険社
会保険の加入は労働者が安心して働くための必須要件です。 

 

【質問】 
法人のヘルパーステーションですが、パートのヘルパーがほぼ正社員程度の労働時間勤務しています。雇用保険や社会保
険に加入したくないと意思表示している場合、念書をとれば加入をさせなくてもよいでしょうか。 
【アドバイス】 
雇用保険も社会保険も適用事業所に常用使用（一定の日数および時間以上労働する者）される者は、国籍や性別、賃金の
額などに関係なく、すべて被保険者となります。（雇用保険では労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべ
て適用事業になります。）従って念書などによる雇用保険社会保険を回避する契約自体が違法であり、事業主には労働者を
加入させる義務があります。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

保険料：労災保険は全額事業主の負担。雇用保険は失業給付の保険料については事業主と労働者で折半ですが、事業主

は別に雇用保険二事業の保険料の負担があります。社会保険については折半になります。 

※保険料（率）は年度によって変わることがありますので 労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所、厚生

年金は年金事務所（日本年金機構）、健康保険は所在地の協会けんぽ（健保組合に加入していればその健保組合）におた

ずねください。※健康保険料の料率は県単位で違いがあります。 

 

労働保険も社会保険も事業主が適用を拒んだりした場合は、行政官庁の職権による加入手続きもしくは保

険料の認定がされ、過去にさかのぼり徴収されるばかりか、追徴金が課せられることもあります。また労災

事故については未加入中の労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります 

法定福利 

労働保険 

社会保険 

労災保険 

雇用保険 

厚生年金 

健康保険 

業務災害又は通勤災害を被った労働者やその遺族のために、
必要な保険給付を行う制度。給付としては医療費に対する給
付、休業給付、障害補償、遺族補償などがある。 

①労働者が失業して収入が無くなった場合、労働者に雇用の
継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に
関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職
の促進のために失業等給付・育児介護給付等を支給する事業  
②失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働
者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る
ための事業 
※②の代表的事業は 助成金奨励金等や職業訓練など 

労働者が被保険者となり、老後の生活保障のための「老齢厚
生年金」をはじめ、病気やけがなどにより重度の障害を負った
場合の「障害厚生年金」、そして被保険者が死亡した場合に遺
族の生活を守るための「遺族厚生年金」の三種類について保
険給付を受けることができるという、労働者やその遺族の生活
の安定と保障を行う制度。 

労働者が被保険者となり、被保険者と被扶養者の私傷病、出
産、死亡等の必要な医療や現金を支給して生活上の基盤を維
持し不安の緩和をする給付をする制度。給付としては医療費に
対する給付、私傷病等による病気休業中に生活の保障をする
傷病手当金、出産に伴う出産手当金・出産一時金、死亡時の
埋葬料などがある。 

第１の注意点 労働者の労働保険 社会保険とは 
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２２．法定福利厚生（労働保険・社会保険） 

 



※下記の要件は平成 24年 3 月時点の内容で法律改正により変わることがあります。 

１ 労災保険：労働基準法の定める労働者は全て労災保険の対象者となります。 

２ 雇用保険：次の条件の全てを満たす場合雇用保険の被保険者となります。 

（ア）３１日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいま

す。 

● 期間の定めがなく雇用される場合  

● 雇用期間が３１日以上である場合  

● 雇用契約に更新規定があり、３１日未満での雇止めの明示がない場合  

● 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が３１日以上雇用された実績がある場合 

（イ）１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。  

※昼間学生、臨時内職的に雇用される人、65歳以上で新たに雇用される人は雇用保険の被保険者になれません。 

１ 社会保険：適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的である従業員は全て被

保険者となります。但し厚生年金は 70才以上、健康保険は後期高齢者医療の被保険者は被保険者になれません。 

（ア） 被保険者加入要件 

次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。 

① 労働日数：１か月の所定労働日数が一般社員のおおむね４分の３以上である場合 

② 労働時間：１日または１週の所定労働時間が一般社員のおおむね４分の３以上である場合 

※ 2 カ月以内の期間を定めて使用される人は対象にはなりませんが、契約更新などこの期間が延長された場合は被保

険者になります。 

※ 法人の役員も被保険者となりますが、個人営業の事業主と家族従業員は被保険者に原則なれません。 

（イ） 被扶養者：次の条件を満たす被保険者の三親等内の親族・内縁者は社会保険の被扶養者になることができます。 

① 主として被保険者の収入で生活している人 

② 同居の場合  

年収１３０万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満 

※ ６０歳以上の人・障害者の場合には、年収１８０万円未満で、且つ、被保険者の年収の半分未満 

② 別居の場合  

年収１３０万円未満（６０歳以上の人・障害者の場合には、年収１８０万円未満）で、且つ、被保険者からの仕送り

額の方が多いこと。 

※ 配偶者・子・直系尊属を除く３親等内の親族・内縁の親族等は同居が必要です。 

（ウ）国民年金 3号被保険者：被保険者の配偶者で、第 2号被保険者の収入によって生計を維持する 20歳以上 60歳未満

の者は国民年金 3号被保険者になることができます。年収が１３０万円未満である事が必要です。（雇用保険の失業給

付受給中は 3号被保険者になれません。） 

【加入の手続きは？】 

１．事業所を成立した時は、所在地を管轄する労働基準監督署で手続きをします。その後所轄の公共職業安定所で事業所
設置の手続きを行います。労働者の入退職の手続きは公共職業安定所で行い、特別の場合を除き労働基準監督署での手
続きはありません。 

２．社会保険の新規適用については住所を管轄する年金事務所で手続きをします。一般的な中小企業が加入する協会けん
ぽの場合は特段協会けんぽでの手続きは必要ありません。労働者の入退職の手続きも年金事務所で一括して手続きされ
ます。但し健康保険の給付、保険証の再発行などは協会けんぽでの手続きが必要です。 
※健康保険組合に加入の場合は健康保険組合への手続きが必要です。 

【保険料の手続きは？】 

労働保険の年度更新：年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の
皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する事になります。これを、「年度更新」といい、
原則として例年 6月 1日から 7月 10日までの間にこの手続を行います。 

社会保険の標準報酬月額の決定（定時決定）： 事業主は、７月１日現在の被保険者すべてについて、その年の４月、５月、
６月に支給した報酬について届出をしなければなりません。この届出は、毎年１回、その年の９月から翌年の８月までの保
険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決める（定時決定）ためのものです。固定的賃金(基本給,時給,手当等)
が変動し、かつ変更後 3 ヶ月の平均により決定される等級が 2 等級以上変動した場合は年金事務所に月額変更届の提出
が必要です。 

第２の注意点 被保険者の加入要件  

あわせて知っておきたい 
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休職制度は法律で導入が義務付けられているものではありませんが、多くの事業所で導入されており、その制度
運用は就業規則により行われます。ここでは、日々の注意点から休職・復職までご紹介します。 

 

【質問】 

今後、社員がメンタルヘルス不調で休職を余儀なくされる前に、休職制度を整備しようと思うのですが、どんなことに気を付け

れば良いでしょうか。 

【アドバイス】 

休職を余儀なくされた社員の休職及び復職が適切に管理できるように就業規則を見直すことが必要ですが、規則の改定だ
けでなく、事業所全体でメンタルヘルスに対する意識を高める措置を講じることも大切です。 

メンタルヘルスケア（心の健康維持・管理）のため、次の事項を実践しましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場環境を改善するために、まずは労務管理の再点検を行いましょう。 
（点検項目例） 
・社員の従事する業務の量は適正かどうか 
・長時間労働が常態化していないかどうか 
・遅刻や欠勤が集中している部署がないかどうか 

２３．メンタルヘルスケアと休職・復職制度 

 

 

４つのケア 

セルフケア  社員自らストレスに気づき、対処する。 

ラインケア  上司が職場環境を把握・改善し、 

部下からの相談に応じる。 

事業場内スタッフケア   

産業医、衛生管理者、保健師、産業カウンセラー等によるケア 

事業場外資源によるケア   

医療機関や地域保健機関など外部機関によるケア 

３つの予防 

一次予防   

積極的な健康の保持増進 

  仕事による健康障害の防止 

二次予防  健康不全の早期発見、早期対処 

三次予防  職場復帰支援、再発再燃の防止 

労働者からのサイン（普段と違うところに）きづくこと 

 ・勤務状況が悪くなった（遅刻が増えた、欠勤が増えた、当日の朝に休暇を申請するようになった等） 

 ・勤務態度が悪くなった（上司の命令に従わなくなった、周囲とのトラブルが増えた等） 

 ・能率が低下した（ミスが増えた、以前出来ていたことが出来なくなった、業務効率が落ちた等） 

 ・ひどく疲れて見える（仕事を辞めたいと言い始めた、表情がなくなった、口数が少なくなった等） 

第１の注意点 メンタルヘルスケア 
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休職制度導入に際し、検討すべき事項【休職】 

 
 
 
 
 
 

休職事由 どのような状態になった場合、休職として取り扱うか 

休職期間 勤続年数何年で休職期間をどれぐらいの期間認めるか 

休職申出の方法  医師の診断書を添えること、休職願の提出その他どのような決まりを設けるか 

休職決定権限の所在  最終的に誰（もしくはどの委員会）が休職を決定するか 

休職中の連絡  休職期間中の連絡窓口、連絡方法等実際の休職を想定し、どのような連絡が必要か 

その他  休職期間を勤続年数に通算しないことや休職期間中の社会保険料の取扱について等 

 

就業規則において、同一傷病・類似傷病による再度の休職が規定されているかどうかご確認ください。 

（規定例） 

   休職期間満了前に復職し、復職日から６カ月以内に再び同一傷病または類似傷病で休職する場合、新たに開始した休

職に係る期間と既に取得した休職期間は通算される。 

【復 職】 
 
 
 
 
 
 

復職申出の方法 医師の診断書を添えること、復職願の提出その他どのような決まりを設けるか 

復職決定権限の所在 最終的に誰（もしくはどの委員会）が復職を決定するか 

主治医からの意見聴取  復職可能と診断した主治医へ、どのように就労に関する専門的知見を求めるか 

復職希望者の義務  復職可否を判断するために必要な書類を提出する等どのような協力を求めるか 

プライバシーの保護  個人情報を適切に管理するために、どのような体制を整えておくべきか 

職場復帰支援プラン  復職後に従事する軽微な職務内容や労働時間の短縮等どのような支援ができるか 

【休職期間満了による自動退職】 

（就業規則規定例） 

休職期間が満了してもなお休職事由が消滅しないため復職できないときは、退職とする。 

≪注意≫休職事由が消滅しないかどうかの判断資料の一つとして、必ず医師の診断書を用いましょう。 

 

休職事由 休職期間 
休職申出

の方法 

 

休 職    

決定権限の

所 在 

休職中の

連絡方法 

 

その他 

休職に 

関する事項 

復職申出

の方法 

 

復 職    

決定権限の

所 在 

の所在 

主治医から

意見を聴取

する方法 

復職を 

希望する者

の義務 

プライバシー

の保護 

職場復帰 

支援プラン 

の作成 

第２の注意点 休職～復職（または退職） 

あわせて知っておきたい 
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感染事実の把握 

自宅待機命令 

受 診 

医師の治癒証明 

職場復帰許可 

 

 
 
 
 

疥癬などの感染症は、日々細心の注意を払って予防措置を講じていても発生してしまう場合があります。感染症に対する労
務管理上の対応策として忘れてはならないこと、それが労災の申請です。 

 

【質問】 

1週間ほど前から、複数のご利用者さんが疥癬に感染してしまい、社員にも複数名感染してしまっていることが分かりました。

労務管理上、どのように対応すればよいでしょうか。 

【アドバイス】 

感染してしまった社員を自宅待機とした上で、労災の申請をしましょう。 

感染が疑われたら、以下の流れで対応しましょう。 
 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務上の疾病が労災に該当するかどうかは、労働基準監督署長が判断します。 

会社が「これは労災ではない」と判断しても、労働者自身が「これは労災である」と思えば会社の証明なしに、

労働基準監督署にて必要な手続を行うことができます。労働者からの申出があれば、なぜ認識が異なるのか

についてきちんと話し合いましょう。 

２４．感染症が発生した後の労災申請  

 

 

（１）治療費の補償 【療養補償給付】のための手続き（労災指定病院） 

  療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用（様式第 5 号） 

  に必要事項を記入し、治療を受ける労働者が受診する労災指定病院の窓口  

に提出します。 

 

（２）治療費の補償 【療養補償給付】の手続き（労災指定病院以外の病院） 

  療養補償給付たる療養の費用請求書 業務災害用（様式第 7 号（1）） 

  に必要事項を記入し、領収書を添付の上、事業所の所在地を管轄する労働基準

監督署長に提出します。 

 

（３）休業期間中の補償 【休業補償給付】の手続き 

  休業補償給付支給請求書（様式第 8号）に必要事項を記入し、出勤簿・賃金台帳

を添付の上、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。 

 

（４）労災が発生したことの報告 【労働者死傷病報告】 

休業日数が 3日以内の場合は、労働者死傷病報告（様式第 24号）に、 

休業日数が 4日以上の場合は、労働者死傷病報告（様式第 23号）に、 

必要事項を記入し、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。 

第１の注意点 業務上の疾病も労災の可能性あり 
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伝染性疾患は、労働基準法施行規則別表一の二にて、下記の通り業務上の疾病及び療養の範囲に含まれま
す。 

一 業務上の負傷に起因する疾病  ／ 二 物理的因子による次に掲げる疾病 

三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病 ／ 四 化学物質等による次に掲げる疾病 

五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法（昭和三十五年法律第三十号）に規定するじん肺と合

併したじん肺法施行規則（昭和三十五年労働省令第六号）第一条各号に掲げる疾病 

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病 

１ 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 

２ 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝

染性疾患 

３ 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 

４ 屋外における業務による恙虫病 

５ １から４までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起

因することの明らかな疾病 

七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病 

八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧

性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止（心臓性突然死を含む。）若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾

病 

九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又

はこれに付随する疾病 

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病 

十一 その他業務に起因することの明らかな疾病      （労働基準法施行規則別表第一の二より抜粋） 

特に「介護の業務」は、疥癬等の伝染性疾患の認定状況を踏まえ、平成 22年 5月 7日の労働基準法施行規則の改正によ
り、新たに明示されました。 

【業務遂行性の有無】 

業務遂行性とは、業務災害に該当するか否かを判断するための基準の一つで「事業主の支配下にあるかどうか」を判断
する。業務遂行性は大きく３つに分けられる。 

  １．事業主の支配・管理下にあり、かつ、業務に従事している。 

  ２．事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない（例えば「休憩時間」） 

  ３．事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している（例えば「出張」） 

【業務起因性の有無】 

業務起因性とは、業務災害に該当するか否かを判断するための基準の一つで「業務に内在する危険が現実化したもの
かどうか」を判断する。業務起因性は大きく２つに分けられる。 

  １．業務としての行為 

  ２．事業場の施設・設備の管理状況 

 

第２の注意点 伝染病疾患の労災認定 

あわせて知っておきたい 
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雇用契約が締結された日から、使用者と労働者との間には、様々な権利義務関係が生じます。それらの義務は、契約書に
記載がなくても、また、口頭で伝えたか否かに関わらず生じるので注意して下さい。 

 

【質問】 

先日、体調がすぐれないように見える社員に対し、「一度、病院に行ってみてはどうか」と話したところ、「そのうち
行きます。今はいろいろとあって忙しいので。」と断られてしまいました。会社として何かできることはないでしょう
か。 

【アドバイス】 

使用者が労働者の安全に配慮する義務を負っているのと同様に、労働者も自己の健康の保持増進に努めたり、
健康診断を受診したりするなど義務を負っていることをお伝えてみてはいかがでしょうか 

 

 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をす
るものとされています。（労働契約法第５条） 

【判決例 昭和５９年４月１０日 最高裁第三小法廷 川義事件】 

使用者は、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、又は使用者の指示のもとに労務を提供

する過程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務（安全配慮義務）を負っているもの

と解するのが相当である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全配慮義務違反が認められると… 
  
 
 
 
 
 

受診を勧めるにあたっては、口頭ではなく文書によって行うようにしましょう。 

 （例）最近の勤務状況において、体調不良を理由とした遅刻や欠勤が増えています。きちんと勤務ができるかどうか自身
の健康管理を図るためにも、一度、医師による診察を受けることをお勧めいたします。

安全配慮義務の具体的内容は、 

（１）労働者の職種 

（２）労務内容 

（３）労務提供場所 

等具体的状況等によって異なる。 

 

２５．健康管理 

 

 

安全配慮義務の 

具体的内容は抽象的 

さらに「心の健康」も安全配慮義務の対象 

第１の注意点 安全配慮業務 

治 療 費 逸失利益 慰 謝 料 その他 
の支払リスクが 

生じます。 
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 労働安全衛生法には、労働者が守るべき義務が規定されています。 
 

・ 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に

関する措置に協力するよう努めなければなりません。 （労働安全衛生法第 4条） 

 

・ 労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならない。 （労働安全衛生法第 66条第 5項より抜粋） 

 

・ 労働者は通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。 （労働安全

衛生法第 66条の 7第 2項より抜粋） 

 

・ 労働者は、事業者の労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必継続的

かつ計画的に講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 （労働安全衛生法第 69条第 1項

及び第 2項の内容） 

 

 自己保健義務は就業規則に規定しましょう。 

 （例） 

・健康には常に留意し、会社から自己保健に関する指示を受けたときはこれに従うこと。 

・正当な理由なく健康診断を受診せず、自己保健義務を全うしない労働者を懲戒処分に処することがある。 

【健康診断（深夜業）】 

事業者は、労働安全衛生法施行規則第 13条第 1項第 2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置
替えの際及び 6月以内ごとに 1回、定期に、第 44条第 1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければ
ならない。この場合において、同項第 4号の項目については、1年以内ごとに１回、定期に、行えば足りるものとする。（労働
安全衛生法施行規則第 45条） 

 

 労働安全衛生法施行規則第 13条第 1項第 2号 

   ・深夜業を含む業務 

  

労働安全衛生法施行規則第 44 条第 1項 

   １．既往歴及び業務歴の調査 

   ２．自覚症状及び他覚症状の有無の検 

３．身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

４．胸部エックス線検査及び喀痰検査 

５．血圧の測定 

６．貧血検査 

７．肝機能検査 

８．血中脂質検査 

９．血糖検査 

１０．尿検査 

１１．心電図検査 

 

 

第 2の注意点 自己保健義務 

あわせて知っておきたい  
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２６．能力開発と教育訓練 

 

 
 
 
 
 

介護事業は労働者の行動そのもので価値を決定します。人材の能力開発教育訓練は介護業務の質と安全性を決定する事
につながります。介護労働安定センターの調査（平成 22年度）では３７.９％の事業所が労働者の質的な不満足を感じてい
て、特に小規模事業者ほど質的不満足の傾向は高くなります。労働者の質を高めるためには能力開発とその教育訓練が重
要です。 

 

【質問】 
教育訓練はどのように行ったら良いですか。 

【アドバイス】 
まず教育目的を明確にします。経営理念、介護形態（訪問・施設など）、労働環境、人員構成などからどうして教育が必要な
のか明らかにします。次に何を教育すべきか内容を決めます。内容については 行う業務、人員構成上、新人ベテランの配
置の割合、既存潜在を問わず、教育を行わないで起こりえる問題を明らかにすることで教育内容が定まります。内容が決ま
ったらいつ教育するのか 個人別に時間軸を入れた教育計画を立てます。教育計画では実地指導（OJT）と外部へ派遣する
など研修教育（OFFJT）の手段を教育項目ごとに明らかにします。教育担当者を明らかにして一定期間になってほしい姿を労
働者に伝え、労働者の状態（習得状況）に併せてスケジュールを調整しながら漏れの無く、無理の無いように指導育成しま
す。初級者には手を取り足を取り、ベテランには課題を与えて自己解決型の能力開発を行います。 

１．教育内容 
  職務ごとに作業を書き出し、教育すべき考えかた、知識技能の一覧を作成します。中央職業能力開発協会のホームペ
ージで介護に係る必要な能力が詳しく表されています。 

 
 ①施設型の例：施設介護サービスの実施（移動・移乗介助、体位交換） 

必要な知識：１．介護保険法の知識（介護保険の範囲内で行えるサービス、制約）２．ケアマネジメントに関する知識 ３．サー

ビスプロセス ４．介護職の倫理と職務 ５．受入れの際に確認すべき事項についての知識 ６．サービス実施の手順や留意

点についての知識（入浴、食事、排泄、整容、水分補給、レクリエーション、アクティビティ、機能訓練、看取り介護 ）・・中略・・

11．障害と疾病に関する基礎知識 12．認知症に関する基礎知識 13．生活支援の理念 

 
 職業能力評価基準 中央職業能力開発機構 で検索し業種から選択する→サービス業関係→施設介護業とクリックし
てください。直接アドレス：ttp://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a253.html 
 ②訪問型の例：訪問介護サービスの実施（移動・移乗介助） 

必要な知識：１．介護保険法の知識 ・介護保険の範囲内で行えるサービス、制約 ２．ケアマネジメントに関する知識 ３．サ

ービスプロセス ４．介護職の倫理と職務 ５．初回訪問の際に確認すべき事項についての知識 ６．サービス実施の手順や

留意点についての知識 ・生活援助の基礎知識、技術 ・身体介護の基礎知識、技術 ７．モニタリングの意義 ８．サービス

担当者会議やケアカンファレンスの意義 ９．観察、記録    10．ソーシャルワークに関する知識 11．障害と疾病に関する

基礎知識 12．認知症についての基礎知識 13．生活支援の理念 ・ＱＯＬ、自立支援、介護予防 

職業能力評価基準 中央職業能力開発機構 で検索し、キーワード検索→訪問介護業とクリックしてください。直接アドレ
ス：http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a247.html#C 
 
 ③職務の一覧例 
  右図は中央職業能力開発機構の職務一覧の例です。 
  事業所ごとに作業を書き出して作成するものですが 
  参考にして 事業所にあったものを作成してください。 
 
   
                                        
 
 
 
 
 
 

注意点 人材教育の進め方 
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２．教育手段の決定 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 自己啓発：自己啓発は労働者自ら能力向上のための行動を自発的に行う事ですので、事業主が強要する事ではあ
りません。しかし、労働者が自己啓発をするためにはきっかけが必要で、自ら自己啓発に取り組むことがどのようなメリ
ットがあるのか動機づけが必要です。 

 

習得能力と習熟能力 

習得能力とは 見聞きして獲得する能力のことを言います。例えば介護の倫理、介護設備の取り扱い方等、業務に必要な知
識が中心になります。こうした能力は一定の時期（勤務開始前あるいは勤務○月後）に一斉に研修を行うと知識の統一がで
きます。また、新しい要件（介護職員によるたんの吸引等）が加わった時の必要な知識がもれなく身につくよう法的要件に基
づいた研修に派遣するなどの対応が必要です。 

習熟能力：経験を積むことによって向上する能力です。例えば対人関係能力、コミュニケーション、判断力等で知識を知って
いるだけでは能力発揮ができないものです。上司による「教えただろう」では身につかないものですので、時間をかけて じっ
くり経験させることが必要です。 

 
３．事業主の労働者への教育義務 
社員の能力不足や協調性不足には、事業主にも責任があるとされます。事業主には労働者を教育や指導をする義務があ
るということです。事業主が期待した力を発揮しない時や問題行動が見られたときは、その都度指導して改善を促す必要が
あります。 
裁判判例では十分な教育や指導を行わずに解雇をすれば無効と判断されます。 
 

【判決例  セガ・エンタープライゼス事件 東京地決平 11.10.15 労判 770‐34 】 

原告労働者 Xは、業務遂行上問題を起こして上司に注意されることや、業務に関して顧客から事業主に対して苦情がなされ
ることがしばしばあり、Xの勤務成績査定も低いものであった。 

事業主は就業規則上の「労働能率が劣り、向上の見込みがない」との普通解雇事由を適用して Xを解雇した。 

裁判所は事業主は Xに対し、更に体系的な教育、指導を実施することでその労働能力を向上する余地もあったといえる等と
して解雇無効の判決を下した。 

 

教育手段は大きく分けて Off-JT（集合研修・会議方式等）と
OJT（職務上実地訓練）、自己啓発（労働者が自らの意思に
よって能力開発、スキル習得を図る取り組みのこと。）の 3 種
類が典型です。 

① Off-JT：仕事に就く前のオリエンテーションや集合研修
などの形式で行われます。主に知識を中心にした内容に
なります。また、気づきによる能力向上のためのきっかけ
作りを目的とするものもあります。訪問介護では利用者居
宅での指導が難しいので 定期的な会議方式でそれぞれ
の知識の交換なども効果があります。研修は零細企業で
は単独では難しいので 公的機関等が催す外部研修へ
の積極的な派遣が求められます。 

② OJT：仕事をしながらの実地訓練です。具体的な仕事を
教えることなので、指導される側も吸収しやすい教育方法
です。主に仕事の注意点、こつ、技術等が中心になりま
す。 
OJTで気をつける点は、言葉で言ったことで教育したと思
い込む指導者がいることです。これを防止するためには
左図のように説明する（仕事の内容・注意点・こつ等）→
やってみせる（指導者が具体的にやってみせる）→やらせ
てみる（失敗しないように適宜アドバイスを入れて）→評価
する（仕事の出来映えを判断しできていればほめる、課題
があれば指摘する）→定着習慣化を確認する。 
OJTは最後の定着習慣化が確認できるまで終了すること
ができません。また、OJTは計画性が薄くなるので雇用管
理責任者等の全体管理が必要です。 

教育方法 

研  修 

O J T 

自己啓発支援 

発想・知識 

訓練 

教育方法 

研  修 

O J T 

自己啓発支援 

発想・知識 

訓練 

  ①説明する 

  ②やってみせる 

  ③やらせてみる 

  ④評価する 

  ⑤定着・習慣化 
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社員 1人 1人の生産性を上げ会社業績を上げるためには 労働者個々の能力を把握し、早期に弱みを克服し強みを拡大す
るための育成が必要です。いかに、部下を成長させるかという視点に立って人事考課をすることが重要となります。 

 

【質問】 

人事考課の目的とは何ですか。 

【アドバイス】 

１．与えられた仕事（課業と職務基準）を完遂させる：職務の遂行の度合いプロセスを分析し、不十分な点があれば原因を分
析し、是正し仕事を完成させる。 

２．育成のための能力の棚卸し：より高度な仕事をさせるために、保有能力の強み弱みを分析し、育成（OJT Off-JT）の計
画、目標作りをする。 

３．適材適所の配置：職務の遂行度・習熟度にあった配置・昇格・昇進など公正な処遇にする 

４．昇給・賞与額の決定：活躍の度合いに応じた公平な額の決定をする。 

 
1. 事業所の業績を上げるための人事考課とは：過去の清算型（査定主義）→未来型（能力開発型） 

社員1人1人の生産性を上げ会社業績を上げるためには、人事考課を給与や賞与の額の決定だけに使用するのでは
会社業績は 頭打ちになります。 社員個々の能力のでこぼこを把握し、早期に弱みを克服し強みを拡大するための
育成が必要です。いかに、部下を成長させるかという視点に立って人事考課をすることが重要です。 
  

2. 絶対考課：人事考課は公平にそして客観的に行うため考課者の思い込みを排除する必要があります。 絶対考課の
条件としては期首に必ず考課期間中の目標設定をする必要があります。目標設定がなければ後出しじゃんけんのよ
うなものですから公平な人事考課はできません。 

 
 
 
 
3. 人事考課の進め方 

(ア) 行動の選択：考課期間中にとった行動を観察し評価します（考課期間以前以後や職務時間外の行動は原則とし
て評価の対象とはしません）。 
（懲罰と人事考課は別物：業務外で刑法犯罪を犯した→懲戒処分で、業務に差し障りがなければ人事考課には
反映しない） 

(イ) 要素の選択：どの評価項目で評価をするかです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２７．人事考課 

 

第１の注意点 人事考課の考え方 

期首面接（目標設定） 期首の目標の出来映えを評価する←人事考課 

  

    

  

    
  

    

  

  
  

    

        

成績・業績 

情意 

能力 

実績：部下育成 
利益・稼動・売上 
仕事の質・量 等 

 
意欲・態度 

習得能力：知識 技能 
習熟能力：工夫 判断  

指導・分析 等 

現実の結果のあるがまま 

どの様に仕事に取組んだ
か、自覚心構 

何が出来たのか 
どんな力を発揮したのか 
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（ウ） 段階の選択 

右表の評価段階で示すものです。 

表示例では B を普通と評価し評価が良い順に 

S→A→B→C→D（最下位）で評価をします。 

 評価要素 評価段階 

情意効果 

規律性 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

責任性 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

積極性 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

協調性 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

能力効果 

知識技能 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

理解力 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

表現力 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

創意工夫力 Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

  

気をつけようエラー考課

考課者が先入観を持って考課することをエラー考課と言います。 

エラー考課の典型がハロー考課です（ある被考課者が几帳面な人だというだけで、仕事の正確性について文句なく高い評価

を下したり、文字のきちんとした報告書というだけで、内容までよく見えたりするようなことです）。 

これを防ぐには、相手に対する感情・先入観を極力取り除くこと、具体的事実に基づいて考課要素ごとに考課を進めることが

必要です。 

 

チャレンジにプラス１！

期首に目標設定をする時は、すぐに達成可能な目標では、事業全体が縮小してしまいます。ゴールは飛び上がって少し手が

触るくらいに高さにしなければなりません。また、上位等級（上位職）の仕事にもチャレンジさせる必要がありますが、そのとき

は評価にプラス１を加点します。上位等級の仕事にチャレンジ→失敗し C評価→プラス１で B評価とします。失敗を恐れずに

積極的に取り組ませるために必要です。 

 
人事考課はその結果をどのように活かすかが重要です。公平な処遇と生産性向上のために反映されなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【成果から能力効果を導き出すための調整】 

成果はあるがままの姿をそのまま評価しますが、成果には上司の指導援助のあり方、利用者の状態など運不運があります
ので 成果から運不運を差し引きしたものが本来の能力です。客観的に運不運を分析し公平な能力考課をする必要がありま
す。 

 
【人事考課は賃金制度、教育制度があって初めて有効に機能します】 

いくらがんばって良い評価を得ても賃金が頑張らなかった人と同じでは 良い評価を得ようとする気持ちにはなりませんから、 
結果として事業の生産性へ結びつきません。また、結果が悪かった場合、劣等感で意欲低下をきたし戦力となりませんので、
事業主と上司が積極的に支援する教育制度が必要です。 

 

第 2の注意点 人事考課の反映 

評価が C以下である項目は重点教育ポイントとし早期に
是正を図る教育を行う。A以上は伸ばすチャンスを与え
る。教育は評価した上司の責任！ 

評価により業績が最も上がる配置を行う。また、教育のた
めのチャレンジ配置など教育的配置も行う 

人事考課結果は賃金に公平な配分を行う根拠です。 
一般的に成果業績は賞与に、能力は賃金に反映させま
す。 

人事考課結果 

賃金へ反映  

適材配置 

教育材料 

あわせて知っておきたい  
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介護にかかわらず、事業経営に最も必要なものは経営理念です。経営理念が無いと、労働者は何を目指すのか、どのような
考え方、手法を使って事業を推進するのか理解ができず、事業主の考えとは違う方向へ進んだり、労働者の勝手な振る舞い
を是正することもできず、労働者同士の意見相違によるいさかいなど事業所が混乱し続ける原因になります。 

 

【質問】 

経営理念が無いと介護事業経営はどうなりますか。 

【アドバイス】 

 理念を明らかにすることにより、労働者にとっても方向性が明らかになり、何をしたら一番事業所に貢献できるのかが理解
できることになり、モチベーションの高揚につながり、事業が活性化されます。例えば「効率的な介護をする」と言う理念と
「隅々に気を配った手厚い介護をする」と言った理念は相反するものではありませんが 労働者の思考や行動の優先順位は
変わってきます。「前勤めていた事業所では・・・」を全労働者が言い始めたら収拾がつかなくなります。「当事業所の理念
は・・・だ」と定めれば、それに向けて考え方は収束されますので、労働者は行動すべき方向が理解できます。 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２８．介護経営と人事戦略 

 

経営理念とはその事業は何のために存在するのか、経営をどういう目的
で、どのような形で行うことができるのか、ということを明文化したものであ
る。経営理念の内容は、行動規範的なもの、経営の成功のための鍵や経
営姿勢を示すもの、企業の存在意義を示すものなどいろいろな形で表現
される。一般的には、社会、顧客、および社員の三者に関する理念が設
定されることが多い。（MBA 用語集より引用） 

 

経営ビジョンとは経営理念のもと、自社の目指す将来の具体的な姿を、社
員や顧客、社会に対して表したもの。経営理念が哲学的な概念であると
すれば、経営ビジョンは、企業の目指す姿・形の“Visible（目に見える）”な
イメージであるといえる。（MBA用語集より引用） 

 

経営計画とは経営ビジョンに基づき期間と目標（ゴール）定める。その目
的を達成するための経営資源（人物金等）をいかに活用するのか具体的
な方法を明らかにする。 

求める人物像とは経営理念の思想に基づき、経営ビジョンや経営計画を
達成するための、必要な人材の定義。具体的には能力、姿勢などの資質
を明らかにしたもので、その行動方法は行動指針などで表されることもあ
る。 

人事計画とは経営計画のうち人材に関する計画。経営目標達成のため
求める人物像に合致した人材の質量を定めた期限内にいかに調達し活
用するかを明らかにする。調達とは採用と内部育成のことで 採用は何
人、介護事業であれば有資格者は何人、どのレベルの人材は何人と質と
量を定めます。内部育成はいつまでどのレベルの人材にどのような方法
で育て上げるかを明らかにする。 

賃金制度とは個別の賃金を一定のルールで結びつけた制度。具体的に
はどのような場合にどの賃金になるのかを明らかにすること。賃金制度が
あることにより労働者は将来の生活設計ができ、安心して労働することが
できる。事業主にとっても業績に対する貢献度に応じた賃金を支払うこと
ができ、高レベルの人材を安定的に確保することができる。 

第１の注意点 経営理念と人事戦略体系 

経営理念・経営方針 

経営ビジョン 

求める人物像 

人事計画 

経営計画 

（長期中間） 

賃金制度 

企業風士 
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1. 経営計画を明らかにする：経営計画の具体例としては 

(ア) 3年以内に利用者数を 3 倍にする。 
(イ) 2年以内にデイケア施設を一カ所増設する 
(ウ) 3年後に収益の黒字化を達成し、安定的に一千万円の利益を確保できる経営体質にする 
等で、事業所の置かれた環境の中で容易ではないが達成可能な範囲で策定します。 

 
2. 経営計画に基づき部門別計画を作成し個人別の目標を設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ア) 個人別の目標とは 
① 個人の役割を定める 
② 量：売上や利用者の人数、経費減の金額、介護に要する時間の短縮など数字で表せる物 
③ 質：数字で示すことができないものを誰が見てもわかる状態を示す。利用者全員から笑顔がでている状態。

暴力的な利用者の介護ができる状態。コミュニケーションが活発な職場作り等です。 
(イ) 個人目標のレベルは すぐに達成してしまう程度では人材は活性化しません。ジャンプして何とか手の届く程度

のレベルを設定します。 
(ウ) 個人目標を設定したら、放任（やらせっぱなし）は厳禁です。労働者が目標の達成ができるよう組織的に支援と援

助を絶え間なく行う事です。 
 支援と援助とは普段の上司の指導と育成です 
 定期的な面談により 目標の進捗状況や問題点を話し合い、障害があれば解決し、必要な手をさしの

べ励まします 
 事業所にあっては目標達成のための費用の援助や、部門間の支援援助の調整をします 

 
3. 目標達成に必要なこと 

(ア) 評価を必ず行うこと：評価無く放置すると目標達成意欲は無くなり、事業経営に大きな災いとなります。 
(イ) 評価結果の受け皿を用意します。 

① 賃金や賞与の仕組みで支給する。 
（思いつきやその場の状況では不満を生じやすい。ルールが必要） 

② 評価の高い者から 昇進（役職に就ける）昇格（等級をあげる）などの処遇をします。 
③ 能力不足を埋めるために教育体制を整備します。 

 仕事上のトレーニングを計画的にする 
 必要な外部研修に参加させる 
 個人ノウハウ向上のための 勉強会議を開き技術の共有化する 

【人事制度は波風を立てること！】 

波風を立てて職場を活性化することが人事制度です。貢献度合いに応じた賃金処遇をすることが人事制度で有り 活躍する

人に活躍するステージを与えることが重要です。能力不足の人に無理をさせてはなりませんので、その場合は能力に応じた

仕事を、しかしそれは業績から見るとレベルは高くないので、それに応じた賃金額ということになります。ただ、その時点では

低い能力であっても育成指導して高いレベルにする事が人事制度です。事業を活性化するためには積極的に組織に波風を

立てて 人材の無限の力を引き出すことが重要です。事業主の人材に対する熱意と愛情があれば人材は必ず応えてくれま

す。 

【経営理念の浸透のしかた】 

経営理念は必ず文書化する必要があります。労働者全員が共有化するためには文字化が必要です。そして事あることに「そ

れは経営理念とどのように関係があるのか」とたずねれば、経営理念は労働者に浸透します。会議など結論が出ない場合は

経営理念の観点で判断することになれば会議の結論は導き出すことができます。 

 

第 2の注意点 人材戦略の具体的展開 

賃金・賞与 

昇進昇格 

適材適所 PDCAサイクル

を回して 

ゴール  

評価 

個人目標設定 組織上司

の支援と

援助 
放任は

厳禁 

あわせて知っておきたい 
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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。 
 

２９．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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退職手続は、労働者との雇用契約の解消であると同時に、労働者にとって職業人生における大きな分岐点となります。 

滞りなく契約を解消するための必須ノウハウをご紹介します。 

 

【質問】 

先日、ある労働者から「もう辞める！いますぐ解雇予告金を支払って下さい！」と言われたため、この労働者の希望に沿う形
で解雇予告金を支払いました。しかし、支払うべきだったのかどうか分からず悩んでいます。 

【アドバイス】 

解雇予告は、使用者が労働者を解雇しようとする場合において、少なくとも 30日以上前に行わなければならず、30日前に予
告をしない場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないものであって、「労働者から辞めたいと言ってき
た」場合は適用されません。 

 
 
 
 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 

労働者による一方的な退職に関しては、退職届を提出することを就業規則にきちんと定めておきましょう。 

就業規則に退職届がどのように定められているかをご確認ください。 

（例）社員が退職を願い出る場合は、少なくとも 1か月前までに退職願（退職届）を会社に提出しなければ
ならない。 

 
 

労働者による一方的な退職の意思表示が口頭で行われた場合も有効です。 

【判決例 昭和６２年９月１８日 最高裁第三小法廷 大隈鉄工所事件】 

私企業における労働者からの雇用契約の合意解約申込に対する使用者の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定
めがない限り、辞令書の交付等一定の方式によらなければならないというものではない。 

 

労働者による退職の意思表示が口頭で行われた場合、書面による証拠がないため、 

ハローワークや労働基準監督署は、「いわゆる自己都合退職」か「解雇」か判断することができません。 

第１の注意点 退職届・退職願 

とはいえ・・・ 

解雇？ 自己都合？ その証拠は？ 

- 62 - 

1 

３０．退職手続 

 

 



 

・ 休職期間満了による退職 ： 就業規則規定の休職期間が満了してもなお復職できない場合 

・ 雇用契約期間満了による退職 ： 雇用契約期間が満了した場合 

・ 労働者による一方的な退職  ： 労働者が一身上の都合を理由とした場合 

・ 合意による退職 ： 使用者と労働者が退職について合意した場合 

          ⇒労働者からの申出（自己都合退職）、使用者からの申出（退職勧奨） 

・ 諭旨退職 ： 本人を諭して、自ら退職を申し出るよう伝える懲戒処分 

・ 希望退職 ： 退職金増額や再就職支援など条件を優遇し、広く退職を募集しそれに応じた場合 
 
 

 
【退職時等の証明】 

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解

雇の場合にあっては、その理由を含む。）について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなけれ

ばならない。（労働基準法第 22条第 1項） 

【金品の返還】 

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、７日以内に賃金を支払い、積
立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。（労働基準法第
23条） 

 

 

 

 退職願と退職届は、一般的にどう違う？ 

退職願：労働契約を合意によって解約することを申し込むための書類で、会社側の承諾を要する。 

退職届：労働契約を一方的に解約する旨の意思を表示するための書類で、会社側の承諾を要しない。 

退職には、いろいろなかたちがあります。 

就業規則に退職がどのように定められているかをご確認ください。 

  （例）・定年退職したとき  ・本人の都合により退職を願い出て、会社の承認があったとき 

      ・期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき 

      ・休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき 

第 2の注意点 いろいろな退職のかたち 

あわせて知っておきたい 
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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。 

３１．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・更新時また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。） 

 

３２．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する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 

故意または過失により、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。たとえば、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。 

 

３３．採用時の必要書類 

 

第１の注意点 入社誓約書 

- 68 - 

1 



 
職員が故意または過失により、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 
職員が故意または過失により、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ヵ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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

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。」 

３４．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
１
か
月 

契
約
期
間
１
か
月 

契
約
期
間
１
か
月 

 
 
 

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 

あわせて知っておきたい 

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 
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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 

④  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。 

３５．人事異動・出向・転籍 

 

第１の注意点 人事異動の種類 
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 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、また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。 
その際に医師また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、または受

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。 

３６．出産手当金と育児休業給付金 

 

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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※ 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また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)年金または傷病(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)年金または傷害(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 

３７．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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