
施設長と働き方改革
～働き方改革に関わる施策の内容と施設長の対応について～

2021年２月

藤原英理

日本福祉施設士会 令和２年度施設長実学講座
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主な業務内容
・就業規則等の整備
・賃金・退職金設計等
・IPO(新規上場)支援
・労務監査
・人事制度構築
・給与計算
・社会保険・労働保険等事務代理代行
・人材派遣業許可等の申請業務
・各種労務管理
・行政対応、労働紛争対応、斡旋代理

・適性検査
・社員教育、各種セミナー
・各種年金相談
・リスクマネジメント対策
・メンタルヘルス対策
・SNS対策
・企業風土改革(組織診断)
・各種助成金 など

あおばは、4拠点47名のスタッフが、お互いの強みを活かし連携することで、

私たちが出来得る、最高レベルのサービスをお客様に提供いたします。

沿 革

2004年（平成16年）8月 法人設立

2006年（平成18年）7月 労働保険事務組合の事務代行開始

2011年（平成23年）7月 東京オフィス設置

2011年（平成23年）11月 静岡オフィス拡張

2012年（平成24年）9月 東京オフィス拡張移転

2013年（平成25年）9月 静岡オフィス拡張

2014年（平成26年）8月 あおばセミナールーム開設（静岡）

2015年（平成27年）3月 あおばセミナールーム開設（東京）

2016年（平成28年）2月 ISMS/ISO27001認証取得

2017年（平成29年）2月 大阪オフィス設置

2018年（平成30年）10月 横浜オフィス設置

すべてはお客様の
笑顔と成長のために。

ISMS JIS Q 27001：2014（ISO/IEC27001：2013）取得

社会保労務士個情報保護事務所（ＳＲＰⅡ認証)

〒543-0052

大阪府大阪市天王寺大道5-7-4 SKアカデミービル

TEL：06-6776-8480

FAX：06-6776-8481

URL：https://www.aoba-sr.com

Mail： a-info@aoba-sr.com

はじめに ～当法人について～

神奈川県横浜市中区羽衣町3-60 羽衣町京浜ビル10階

TEL：045-250-5850

FAX：045-250-5851

〒231-0047

URL：https://www.aoba-sr.com

Mail： a-info@aoba-sr.com

URL：https://www.aoba-sr.com

Mail： a-info@aoba-sr.com

URL：https://www.aoba-sr.com

Mail： a-info@aoba-sr.com
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医療など

関与先数における介護福祉法人等の割合
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１．働き方改革 背景と概要

２．同一労働同一賃金の基本的な考え方
・法律の基本的な考え方
・最高裁判例を踏まえた考え方

３．同一労働同一賃金への実務的な対応
～現状で何をやっておけばいいのか～

４．年次有給休暇の5日取得義務について
・施設長の確認事項

５．労働時間上限規制について
・施設長確認事項

６．まとめ

本日の内容

4
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１．働き方改革 背景と概要
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日本の労働生産性
OECD加盟国中 20位
先進国ではほぼ最下位。

少子高齢化による
生産年齢人口の減少

働く方のニーズの多様化

“働き方改革”
一億総活躍社会の実現に向けて

国の施策として

業務
効率化

労働時間の
削減

個々の時間
の充実

生産性
向上

働き方改革により、企業が目指すべき好循環

出典：公益財団法人日本生産性本部 6

１-1．“働き方改革”の背景
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参議院常任委員会調査室・特別調査室
立法と調査 2018. 6 No. 401より引用 7

ＯＥＣＤ加盟国の労働生産性と労働時間（2016 年）

１-2．労働生産性と労働時間
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働く方々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を
実現する「働き方改革」を総合的に推進するため、長時間労働の是正、
多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の
ための措置を講じることが狙いです。

法改正の目的

8

1-3． 働き方改革の意義

日本の労働制度と働き方には、労働参加、子育てや介護等との両立、
転職・再就職、副業・兼業など様々な課題があることに加え、
労働生産性の向上を阻む諸問題がある。

「正規」「非正規」と言う2つの働き方の不合理な待遇の差は、
正当な処遇がなされていないと言う気持ちを「非正規」労働者に起こさせ、
頑張ろうと言う意欲をなくす。

これに対し、正規と非正規の理由なき格差を埋めていけば、
自分の能力を評価されていると納得感が生じる。

納得感は労働者が働くモチベーションを誘引するインセンティブとして重要
であり、それによって労働生産性が向上していく。

働き方改革実現会議 働き方改革実行計画(2017.3.28)
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施行日

大企業 中小企業

働き方改革
基本理念

雇用対策法
→労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）
公布日施行 2018年7月6日

労働時間
労働基準法

・時間外労働の上限規制 2019年4月1日 2020年4月1日

・上限規制の猶予措置の廃止
（自動車の運転業務、建設業） 2024年4月1日

・年次有給休暇の確実な取得
（5日付与義務化）

・「高度プロフェッショナル制度」導入
・３か月単位の「フレックスタイム制」

2019年4月1日

・中小企業における月60時間超の時間
外労働の割増賃金率を50％以上とす
ることの猶予措置の廃止

2023年4月1日

労働時間等設定
改善法

・「勤務時間インターバル制度」の導入
促進（努力義務化） 2019年4月1日

労働者
健康確保 労働安全衛生法

・医師の面接指導制度の拡充
・管理監督者を含む労働時間状況の

客観的な把握
・産業医・産業保健機能の強化

2019年4月1日

同一労働
同一賃金

パートタイム労働法、労働契約法
→新パートタイム・有期雇用労働法 2020年4月1日 2021年4月1日

労働者派遣法 2020年4月1日

1-4．改正法の概要と施行時期

9
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２．同一労働同一賃金の基本的な考え方

10
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2-1．パートタイム有期雇用労働法施行！対象者？

通常の労働者
正規労働者

・期間の定めのない雇用契約、フルタイム労働者
※法律上、パート有期雇用労働者と比較すべきは、

有期・パートと同種の働き方をしている正規雇用の職員

パートタイム
労働者 １週間の所定労働時間が通常の労働者に比べ短い

有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約を締結している労働者

不合理な待遇の禁止、差別的取り扱いの禁止

11
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2-2．同一労働同一賃金基礎知識編

均等待遇 → 前提となる状況が同一であれば同一の待遇にすること

均衡待遇 → 前提となる状況に相違があるのであれば、その相違に
応じた待遇をすること

元々は
①パートタイム労働法第9条；短時間労働者と通常の労働者との「均等待遇」
②パートタイム労働法第8条；短時間労働者と通常の労働者との「均衡待遇」
③労働契約法第20条；有期契約労働者と無期契約労働者との「均衡待遇」
→短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
として、2020年4月（中小企業は2021年4月）から施行！

不合理な待遇の禁止、差別的取り扱いの禁止

均等待遇、均衡待遇を確保しましょう！

12
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2-3．基礎知識編まとめ

Ⅰ職務内容
職責

・業務内容
・責任の程度

Ⅱ職務内容・
配置の変更範囲

・人材活用の仕組みや
運用など

Ⅲその他の事情

Ⅰ・Ⅱが正職員と同じ場合

均等待遇：同じ待遇が求められる

Ⅰ～Ⅲが正職員と違う場合

均衡待遇：Ⅰ～Ⅲを考慮して不合理な待遇差は禁止

Ⅰ職務内容

≪業務の内容≫
・継続して行う業務の内容・範囲等

≪責任の程度≫
・付与されている権限の範囲・程度

（部下の数、決裁権限の範囲等）
→職務権限規程等

・求められる役割の範囲
・トラブル発生時や緊急時等の期待

の程度 等

Ⅱ職務の内容・配置の変更範囲

≪職務内容の変更範囲≫
・キャリアパス整備・運用

→役割、職務範囲、経験、要件等

≪配置の変更の範囲≫
・転勤や昇進、出向等の人事異動

13
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2-4．同一同一を考えるにあたっての最高裁判例

正職員と有期雇用の目的別諸手当等の待遇格差について
（H30.6.1 最高裁判決）
① ハマキョウレックス事件

正職員と契約職員についての待遇格差についての判決
② 長澤運輸事件

正職員と定年後再雇用職員についての待遇格差についての判決

正職員と短時間・契約職員についての賞与退職金の待遇格差について
③ 大阪医科大学事件（R2.10.13 最高裁判決）

アルバイト職員と正職員についての賞与支給についての判決
④ 東京メトロ事件（R2.10.13 最高裁判決）

契約職員と正職員についての退職金支給についての判決

14

正職員と短時間・契約職員についての諸手当、福利厚生の待遇格差につ
いて
⑤ 日本郵政事件（佐賀・東京・大阪 R2.10.15 最高裁判決）

正職員と契約職員についての扶養手当、年末年始手当、病気休暇
等の支給・付与についての判決



2021 All rights reserved    

問題となった相違 内容

無事故手当
1ヵ月無事故の場合１万円。当該法人では正職員にのみ無事故手当を支給しているが、
当該法人の乗務員については正職員と契約職員の職務の内容は異ならない以上、安全運
転及び事故防止の必要性に差異は生じないため、当該労働条件の相違は労契法20条に
違反する。

作業手当

当該法人では、特殊作業に携わる正職員に月額１万円から２万円までの作業手当を支給
する旨を定めており、実際には正職員に対して一律１万円の作業手当を支払っているが、
この作業手当は特定の作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であるの
に対し、当該法人の乗務員については正職員と契約職員の職務の内容は異ならない以上、
当該労働条件の相違は労契法20条に違反する。

給食手当
当該法人では正職員にのみ給食手当（月額3,500円）を支給しているが、当該法人の乗
務員は正職員と契約職員の職務の内容は異ならない上、勤務形態の違いもないことから、
勤務時間中に食事をとることの必要性や程度には相違はなく、当該労働条件の相違は労
契法20条に違反する。

通勤手当
当該法人では、正職員と契約職員の通勤手当の支給額に差異を設けているが、労働契約
に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない以上、当該
労働条件の相違は労契法20条に違反する。

住宅手当
21歳以下は月額5,000円、22歳以上は月額２万円。当該法人では、正職員のみに住宅
手当を支給しているが、正職員には転居を伴う配転が予定されていることから、労契法
20条に違反しない。

皆勤手当
皆勤の場合に月額１万円。当該法人では正職員にだけ皆勤手当を支給しているが、当該
法人の乗務員については正職員と契約職員の職務の内容は異ならない以上、出勤する者
を確保することの必要性に差異は生じないため、当該労働条件の相違は労契法20条に
違反する。

【参考１】 ハマキョウレックス事件 手当について

違反
しない

違反
する

違反
する

違反
する

違反
する

違反
する
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【参考２】長澤運輸事件 手当について
問題と

なった相違 内容

能率給
・職務給

当該法人では正職員に基本給（固定給）・能率給・職務給（運転車種によるもの）を支給して
いるのに対し、嘱託職員には基本賃金（固定給）及び歩合給を支給し、能率給・職務給を支給
していないが、①嘱託職員の基本賃金十歩合給は、対応する正職員の基本給＋能率給＋職務給
からの減額幅が２～１２％に留まっていること、②嘱託職員は定年後再雇用者であり、一定の
要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができること、③労働組合との交渉により、
嘱託職員には老齢厚生年金報酬比例部分支給開始までの間は調整給が支給されること、からす
れば、能率給・職務給の支給・不支給に関する格差は労契法２０条に違反しない。

精勤手当 当該法人では正職員に精勤手当（皆勤の場合5,000円）を支給しているのに対し、嘱託職員に
は支給していないが、両者の間で職務の内容は異ならない以上、皆勤を奨励する必要性に相違
は無いから、当該相違は労契法２０条に違反する。

住宅手
当・家族
手当

当該法人では正職員に住宅手当（月額１万円）・家族手当（配偶者5,000円、子一人5,000
円）が支給されているのに対し、嘱託職員には支給していないが、正職員には嘱託職員と異な
り、幅広い世代の労働者が存在しうるところ、そのような正職員に住宅費及び家族を扶養する
ための生活費を補助することには相応の理由があること等からすれば、当該相違は労契法20条
に違反しない。

役付手当 当該法人では正職員の一部に対して役付手当が支給しているのに対し、嘱託職員には支給して
いないが、年功給や勤続給的性格を持つものではなく、正職員の中から指定された役付者であ
ることに対して支給されているものであるから、当該相違は労契法20条に違反しない。

賞 与 当該法人では正職員に賞与（基本給の5ヵ月分）が支給されているのに対し、嘱託職員には支
給していないが、嘱託職員は定年後再雇用者であり、定年退職に当たり退職金の支給を受ける
ほか、老齢厚生年金の支給＋調整給（上記）の支給を受けること、嘱託職員の年収は定年退職
前の79％程度になることが想定されていること等からすれば、当該相違は労契法20条に違反
しない。

違反
しない

違反
する

違反
しない

違反
しない

違反
しない
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【参考３】賞与、退職金、その他手当等の判断

事件 争点 結果 判断ポイント

大阪医科
薬科大学
事件

・賞与
・私傷病による欠勤の賃金
（休職給なし）

不合理
ではな

い

・賞与の性格
（職能給との連動、正社員確保）

・職務の内容の相違
・その他事情（正社員登用制度）

メトロ
コマース
事件

・退職金 不合理
ではな

い

・退職金の性格
（長期雇用前提、職能給連動）

・職務の内容の相違
・その他事情（正社員登用制度）

日本郵便
事件

・年末年始勤務手当
・年始期間における祝日給

不合理 ・業務の内容、難易度等に関わらず、
所定の期間において実際に勤務した
こと自体で支給

・契約社員の雇用は業務の繁閑に関係
ない

・夏期冬期休暇（特別休暇）
・病気休暇（正；90日有給
契約；1年間に10日間無給）

不合理 ・賃金以外の不合理性の判断→基本的
に同じ手法で解決

・相応に継続的な勤務が見込まれる
・扶養手当 不合理 ・扶養手当の目的

（扶養親族のある者の生活設計を
容易にさせる→継続的な雇用を確保）

17
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2-5．最高裁判断により現状での整理
賃金・福利厚生等 賃金・福利厚生等の目的 留意点等

・賞与
・退職金

「正社員人材」の確保 長期の育成人材が前提
（職能給、人事異動）

・扶養手当
・病気休職
・勤続褒賞

長期継続勤務への期待と長
期の継続勤務確保

長期勤務が見込まれる契約社
員には、支給が必要

・皆勤手当
・無事故手当
・作業手当
・食事手当
・年末年始勤務手当
・夏期冬期休暇等
・時間外勤務手当等乗率

各労働条件や支給の趣旨・
目的が有期労働者にも該当
する

勤続年数に関わらず正規・非
正規同様の支給をすべき
※ガイドラインにも一定の見
解あり。

・住宅手当 支給の趣旨・目的がどこま
であてはまるか

現実的に転勤が多い正社員グ
ループには、住宅コストの見
合いとして支給

・外務業務手当
・早出勤務手当
・業務精通手当

正社員とは別の形態で支給
されている手当

その他事情として、労使合意
等、実態として支給している
ことを容認

18
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３．同一労働同一賃金への実務的な対応

19
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3-1．実務的な対応はどうすればいいのか？

① 法人にどのような種類の働き方、職員がいるのかを
確認する！

※正職員？契約職員？パート？嘱託？ フルタイム非常勤？？違いは何か？

② 職員カテゴリー別に定義（職務の内容・職責、配置
の変更範囲などを意識）を考える。

職員カテゴリー別に、労働条件の相違を洗い出す。

③ カテゴリー別の労働条件の相違について、それが短
時間・有期労働者に説明ができるものかどうかを考える。
※常勤の中でもどのグループと比較するかも大きな要素

④ 同一労働同一賃金のガイドラインや、判例を参考に、
改定できるものは改定し、カテゴリー別の規程に落とし
ていく。 待遇に関する説明書を用意する。

コストアップと
の見合い（経過
措置）等も考慮

20
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参考 実際の比較表（一部分）

職員区分 定義
契約期間の定

め
異動 休職 年次有給休暇 特別休暇（有給） その他の休暇（無給）

福利厚生・教育
訓練

正職員 期間の定めの無い労働
契約による従業員で
あって、労働時間、職
務の内容及び勤務場所
のいずれにも制約なく
基幹的業務に携わる従
業員として雇用される
ものをいう。

なし 制約無し
・就業の場所
・従事する職務の変更
・出向又は分室勤務
・派遣業務
・出張
・業務場外労働
・転籍（本人同意要）

あり
私傷病及び
精神・身体上疾
患：
3ヵ月～1年

・入社後6カ月経過、
10日付与
・次年度より4月1日
基準日での一斉付与
（入社後半年以上経
過で2年度目とする）

(1)本人の結婚…3日
(2)配偶者の出産…1日
(3)父母・配偶者・子の死亡…
3日
(4)祖父母・同居義父母、血族
兄弟姉妹・孫の死亡…1日
(5)居所の異動を伴う転勤
同伴家族あり…3日
単身…1日
(6)その他･･･会社が認めた期
間

(1)生理休暇
(2)母性健康管理の休暇等
(3)産前休暇
(4)産後休暇
(5)子の看護休暇
(6)介護休暇
(7)公民権行使の時間
(8)育児時間
(9)育児休業・育児短時間勤務
(10)介護休業・介護短時間勤務

・慶弔金支給あ
り

契約職員 期間の定めのある労働
契約による従業員で
あって、主に限定的な
業務（正職員の補助業
務を含む。）若しくは
職責に制限がある従業
員として雇用されるも
のをいう。

あり。原則1
年更新
5年超えたら
無期

本人希望がある場合を除
き、命じない。
・就業の場所
・従事する職務の変更
・出向又は分室勤務
・派遣業務
・出張
・業務場外労働
・転籍（本人同意要）

なし ・入社後6カ月経過、
10日付与
・次年度より4月1日
基準日での一斉付与
（入社後半年以上経
過で2年度目とする）

原則無し (1)生理休暇
(2)母性健康管理の休暇等
(3)産前休暇
(4)産後休暇
(5)子の看護休暇
(6)介護休暇
(7)公民権行使の時間
(8)育児時間
(9)育児休業・育児短時間勤務
(10)介護休業・介護短時間勤務

・慶弔金支給な
し

21
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3-2．対応へのヒント① ～正職員⇔嘱託職員～

正職員と定年後再雇用の嘱託職員（有期雇用）についての待遇差について

定年前と、職務の内容、職責が何も変わらないのに、基本給が下がる？
→待遇差が説明できるか

※判例では、定年後再雇用で基本給が6割を切る例（50％）で紛争になり、
労働者勝訴（名古屋自動車学校事件）

※実際に退職してないからといって、定年退職金を支給していない法人も。。。

解決へのヒント①

60歳（定年年齢）での職務内容の見直し
を必ず行う。
→マネージメント系の業務から介護実務
のみに変更
・制度としては～
 役職定年制の導入
 キャリアパスの等級見直し
 異動制限、職務の限定、労働時間の

限定等を行う
→規程変更や労働条件変更通知書の発行

解決へのヒント②

60歳（定年年齢）若しくはそれ以前からの
賃金を抑えるように基本給カーブを変更
⇔定年延長等（職員に有利な制度）
との抱き合わせの制度導入

→長く、安定的に勤務可能な制度の
変更を考える

制度の変更については、労使で話し合った
経過等もその他事情として重視されます。

22
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3-3. 対応へのヒント② ～均等均衡待遇への道～

常勤職員と非常勤職員の均等均衡待遇はどう考えていくのか
現状は～ 常勤職員には、基本給のほかに手当の山

→役職手当、職務手当、資格手当、特勤手当、精勤手当、特殊勤務手当～～
期末手当、勤勉手当。。。

非常勤職員は、基本給＋通勤手当、処遇改善とあと寸志。。。

「だって、非常勤職員さんは、夜勤やらないし、責任も薄いから、手当支給なんてし
なくていいですよね」～というような説明で待遇差の説明を求めてきた非常勤職員が
納得できるでしょうか。

解決へのヒント①

そもそもの均等均衡を分ける職務の内容、
職責、異動の部分での各職員の定義を決
めて就業規則をそれぞれに作成しましょ
う。

解決へのヒント④

給与体系の見直しのヒント
→次のページをご参照ください。

解決へのヒント③

職務の内容、職責等で区分できないフル
タイムの非常勤と常勤がいる場合、また
常勤の中でも働き方があいまいな職員が
いる場合
常勤職員のコース別人事（例；Aコース
Bコース；夜勤をしない）も考え、常勤の
中での待遇差を設けることも選択肢の一
つ；常勤の中での待遇差はあってもOK

解決へのヒント②

非常勤職員が有期雇用である場合、本来
の有期の意味を考え、有期雇用の更新上
限（～5年）を設けきちんと運用する。
（10年、20年の有期雇用はリスク）
→常勤への登用制度も確実に整備する。
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3-4．均等均衡待遇を考慮した賃金体系の整理①

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応じ
て」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、③に応じ
た部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違いが
あった場合には、その相違に応じた支給を求めている。
→賃金の決定基準・ルールの違いについて説明がきちんとつくのか

がポイント

基本給

出典：厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

同一の役職なら同一支給
→非常勤も同じ役職役責があれば、時給換算して現状時給に乗せる。

※同様の手当…特殊作業手当（同一の危険度等の場合）
精皆勤手当（同一の業務内容の場合）
→正職員全員に支給されているようであれば基本給に

乗せることを考える。
資格手当（同一の資格を活かしている場合）
→非常勤給与に時給換算して乗せる又は現状の時給に

内包し、整合性をとる。

役職手当等

同じ通勤なら同一支給
※同様の手当…単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）等

通勤手当等

24
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3-4-2．均等均衡待遇を考慮した賃金体系の整理②

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

出典：厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

法人の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、
貢献度に応じて均衡待遇を考える。
→特に長期・長時間の勤務をしている非常勤職員について考慮
※退職金についても同様

賞 与

同一の割増率等で支給
※常勤に良かれと思って割増率をアップしている法人は

何らかの是正が必要

時間外手当等

家族手当；支給の意味を考えて、長い勤続（5年～）長い勤務時間
（常勤並み、週30時間以上など）の該当職員に支給を検討

法人における手当支給の意味をはっきりさせ、支給の方法を検討
→経過措置を置いた上、廃止、出産祝い、入学祝い等の一時金

を検討している法人もあり。
住宅手当；法人の転勤等の実態を考え、実際に住居変更を伴う配転

をやらないようであれば、常勤のみの支給はNG。
→経過措置をおいて廃止、若しくは長期・長時間の勤務の者のみ等

説明のつく支給制限を考慮。

家族手当・住宅手当

25
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3-5．均等均衡待遇実務；その他の要素

賃金のほかに待遇差が生じている部分はないでしょうか。

待遇差について、理屈で説明ができるようにして、説明義務の履行書
を交付（添付資料参照）

① 休職制度 → 常勤にだけ、とても優遇された私傷病の休職制度有。
非常勤の就業規則にはどこを見ても休職制度はない？

※非常勤にも、休職を認める方向で。
常勤並みにするのか、長期・長時間勤務の非常勤以外は、短めの休職期間を
設定するのか、法人の方針の決定が必要。
→有期の契約期間満了の日まで常勤並みの休職を認める法人が多い。

② 特別有給休暇 → 慶弔を含め常勤のみの法人がまだ比較的多い
※非常勤にも、認める方向で。

非常勤の勤務日数、勤務時間等によって、取得できる日数を制限するのは、
現実的に非常勤のほうが休暇を取得しやすいの環境にあれば理屈としてOK

※慶弔見舞金も同様の考え方で、法人の考え方を整理しておく必要有。
（支給範囲、金額）

①、②とも、長期・長時間勤務の非常勤にまで制限が出るのは理屈が
成り立つかを考える必要有

《よくある例》
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3-6．まとめ． 施設長としての責務

ガイドラインに沿って、粛々と短時間・有期雇用職員と正職員に待遇格差
がある場合は、是正していくことが肝要

いったい何をするべきか

① 現在、短時間・有期雇用職員（非常勤職員）と、正職員（常勤職員）に
待遇格差があるかどうかの現状を確認する。

② 就業規則上の格差（年次有給休暇、休職制度、慶弔休暇、慶弔見舞金、福利
厚生など）の是正の方針。

③ 賃金に関わることの是正方針を決めて→職員に説明できるか
・諸手当のほか、賞与、退職金、基本給
☆均衡待遇であることを明示できるかどうか。。。

④ コストアップになる場合、経過措置を検討。

⑤ それぞれのカテゴリーの就業規則、説明義務の履行書等を作成

コストアップに耐えられるか。。
職員の納得は得られるのか

27
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４．年次有給休暇 ５日取得義務化

28
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法人は、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、
そのうち5日については、年次有給休暇付与の基準日から１年以内の期間に、
取得時季を指定して与えなければならない。

年次有給休暇に関する今回の改正内容

◆年次有給休暇が10日以上付与される労働者とは？ <次頁参照>

常勤職員に限らず、週所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の労働者は、
出勤率等の要件を満たせば、勤続6ヵ月で10日の年次有給休暇が付与される。
また、週所定労働日数が3日又は4日でかつ週所定労働時間が30時間未満のパート労働者でも、
勤続期間により年次有給休暇が10日以上付与される。出勤率等条件を満たせば、週3日勤務の者
で勤続5年6ヵ月、週4日勤務の者では勤続3年6ヵ月で10日の年次有給休暇が付与される。

（例１） 基準日が2019.4.1のとき
2019.4.1 2020.3.31

この1年間に5日間

2019.9.1 2020.8.31
この1年間に5日間

（例２） 基準日が2019.9.1のとき

（参考）個人単位での有給休暇把握が煩雑になるため、
これを機に、有給休暇の一斉付与を採用する企業も増加

４-1．年次有給休暇の取得義務化とは

29
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使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければなりません。
時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（年次有給休暇管理簿）を作成し、
当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後３年間保存しなければなりません。
（システム上で管理することも差し支えありません。）

年次有給休暇管理簿

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、使用者
による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時
季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

就業規則への規定

違反事項 違反内容 罰則内容罰則規定
年5日の

時季指定義務
就業規則
への規定

その他

労働基準法
第39条第7項
労働基準法

第89条
労働基準法

第39条
（第7項を除く）

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場
合（※）
使用者による時期指定を行う場合において
就業規則に記載していない場合

労働者の請求する時季に所定の年次有給休
暇を与えなかった場合（※）

労働基準法
第120条 30万円以下の罰金

労働基準法
第120条 30万円以下の罰金

労働基準法
第119条

6ヶ月以下の懲役また
は30万円以下の罰金

（※）罰則による違反は、対象となる労働者１人につき１罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導に
おいては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

年5日の時季指定義務・就業規則への規定に違反した場合には罰則が科されることがあります。

罰 則

出典：厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説 30

４-2．使用者の義務（年次有給休暇）
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4-3．施設長としての責務

年次有給休暇５日取得義務化され、１年度以上経っています。
→そろそろ監督署の監査が入っています。

チェックポイント 注意事項
１ 就業規則に使用者の指定による５日取得の事項が

記載されていますか？
就業規則の改定が必要です。

２ 年次有給休暇の管理簿の整備ができていますか？
※必須事項：基準日（付与の日）付与日数、

取得日、残日数

残日数が一目でわかるよう
な整備ができてますか？

３ 基準日から１年以内に確実に対象者について、
５日以上の年次有給休暇が取得されていますか？

取得できなさそうな職員に、
事前のアラートをだしてい
ますか？
取得しやすい環境整備はで
きていますか？

４ 入職初年度の管理や、一斉付与等の法律を上まった
付与をしている場合の管理は大丈夫でしょうか？

ダブルトラック、時効等の
考え方があいまいな場合が
多いです。

５ 管理監督職（施設長！）の取得は大丈夫でしょうか？
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５．労働時間上限規制

32
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法定労働時間は、原則として、
１週40時間以内かつ１日8時間以内（労基法第32条）

時間外・休日労働に関する協定届（36協定）（労基法第36条）

時間外労働
月45時間以内
かつ年間360時間以内

改正後は法律による上限
規制（強行性あり）

（労基法第36条4項）

一般条項
時間外労働年間720時間以内（超えると36条違反）

かつ時間外労働・休日労働単月100時間未満
（超えると36条違反）

かつ２～６ヵ月平均時間外労働・休日労働
月80時間以内（超えると36条違反）

特別条項付き

特例（月45時間超）は年6回まで

●通常予見することのできない業務量の大幅な増加等があるとき
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5-2．過半数代表者の正しい選任が重要！

●36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者（パートやアルバイ
ト等も含む）の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者
の過半数を代表する者（過半数代表者）が行う。

●過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意！
✓ 管理監督者でないこと
✓ 36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、

投票、挙手等の方法で選出すること
✓ 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと（※）

（※法人による指名や、職員親睦会の代表が自動的に選出されること等は
不適切な選出となる。）

●さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に
遂行することができるよう、必要な配慮（※）を行う

出展：厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
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5-3．労働時間の客観把握

（労働者の健康把握のため）、毎月一定の時期に、
労働時間の状況を把握しなければならない

① 健康把握→面接指導の対象者
→法定時間外80時間以上かつ疲労の蓄積が認められる労働者

・産業医に該当労働者の氏名、時間等の報告義務あり
（該当者がいなければいない報告が必要）

② 80時間を超えた場合 → 労働者に通知が必要

③ 労働時間の把握について
・対象労働者 全労働者（高プロ対象者除く）
※管理監督者、裁量労働制対象者、事業場外みなしの対象者を含む

・あくまで健康確保措置を適切に管理する観点。
客観的方法によるものを推奨。
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5-4．施設長の責務

チェックポイント 注意事項
１ 労働時間管理がそもそも法律上正しくできています

か？
※特にタイムカードと、実際の残業時間申請に乖離がある
場合、正しく労働時間（残業時間）を把握できているか。
※シフト変更等があった場合に、正しく時間管理できてい
るか。（変形労働等がきちんと管理できているか？）

残業の規制が法律義務化され、
時間に関する意識が高くなっ
ています。しっかり管理でき
ているかを確認しましょう。

２ 急な退職等で人員が減少し、特に忙しくなっている
部署等の個別の時間管理は大丈夫でしょうか？

CM、栄養職など、専門職の欠
員で、急に忙しくなったりし
た場合、労働環境の確認が必
要です。

３ 精神疾患等を発症しかけている職員がいる部署の
時間管理は大丈夫でしょうか？

いろいろな要因が発症には絡
みますが、特に過重労働が
あった場合は、労災の可能性
もあります。

４ 36協定の一般の上限（45時間）以内に労働時間が
収まらない部署に対しての原因は確認できています
か？

36協定の範囲内に収まらない
場合は原因を追究して、対策
を打つ必要があります。

労働時間の上限規制に対し、どのようなことを対策していけば
よいのでしょうか

36
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６．働き方改革その先へ～

働き方改革を踏まえ、働きやすい職場にするためには

風通しの良い職場
※管理者の意識の変化

・労働時間法令順守
・休暇を取りやすい雰囲気
・職員カテゴリーごとの

公正な処遇

業務効率化
・そもそもどの部分を効率化できるの
か、職員負担を減らすにはどうした
らいいのか職員一人一人目配りできる環境整

備、制度整備が必要

働きやすい職場への労務環境整備
・環境整備をすることで、ハラスメント

等も減り、風通しの良い職場へ

風通しのいい働きやすい職場
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ご清聴ありがとうございました！

ご質問、ご意見等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

あおば社会保険労務士法人 藤原英理
電話 ０１２０－３９－６０６４／０３ー６４３０－９４５０
FAX ０３－６４３０－９４５１
メール a-info@aoba-sr.com
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