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｢労働・社会保険（労災・雇用／健保・年金)｣、 「給与計算｣、 「就業規則・諸規程」

grMBofFice

｢人事・労働条件に関する事｣、 「事業主の労災保険特別加入｣、 「その他」

あったりすることが示されています。

スポット

また、 IT人材の確保についてみると、

○

（

約半数の企業で確保できていないとしてお （
「2021年版中小企業白書・小規模企業白

り、その課題として「IT人材を採用・育（

害」が閣議決定されました。 「危機を乗り

成する体制が整っていない」 （57.1％)、

（

越え､再び確かな成長軌道へ｣をﾃｰﾏと

【T人材に向けた魅力的な処遇を設定でき ｛

した今回の白書では、コロナ禍の中小・小

ない」 （30.6％)、 「人材難により IT人材（

規模事業者への影響を分析するとともに

を採用できていない」 （25.8％）などが挙（

「危機を乗り越える」ための取組みなどを

げられています。

紹介しています。

中小企業のﾃｼﾀﾙ化推進については、 ｛

の悪患躍2021年版中小企業白書を公表寵鑿撫｜
懲鯰雛ｺﾛﾅ危機対応でﾃｼﾀﾙ化推進を鷲鰹鯉

〈

1

○

が重要とし、デジタル化によって事業継続

績にプラスの影響を与えており、労働生産I

力と競争力を高めることの必要性を指摘し
ています。その内容は言うまでもなく、

性も高いことを確認したとしています。
（
今年9月にはデジタル庁が発足するな；

改革の推進や生産性向上などであり、その

感染拡大を契機にスピードアップが図られ

デジタル化を成功に導く取組みとして、意

ることも考えられます。いずれにしても、

〈

ITツールの積極的な利活用による働き方

ど、国のデジタル化推進もコロナウイルス メ

Ⅱ

雑草人材活躍業職変革噂どにつ｜,ゞ チフタ ･ﾅを…た戦略…｡ ！
述べています。

際、デジタル化へ

白書の中の調査結果によれば、Web会

の対応は避けては

議やテレワーク、オンラインでの商談・営

通れないだけに、

業などを実施する会社が増え、企業の意識

今からしっかり取

に変化が見られる一方、

り組む必要がある

ITツール等の導

入には業種間で差があったり、一部の会社

でしょう。

ではクラウドサービスの活用に積極的で
戸へ戸

〜
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｢働き方改革｣の実務

派労

派遣労働者の「同一労働同一賃金」の基本的な考え方

道労働者0
者0
働同一賃
償
’

は、前回見たようにパート・有期雇用労働者と同じです。

しかし、労働者派遣という特性から、その取組みの方法
には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式との2方式
があります。まずは、派遣先均等・均衡方式から見てい
くことにします。

派遣先から待遇の情報を
得て待遇を検討・決定
派遣先均等・均衡方式は、その名称のとお

働者」となります。

り、派遣労働者について派遣先企業の通常の

さらに②に該当する人がいなければ、③「業

労働者との比較において、①均衡待遇：不合

務の内容」または「責任の程度」のいずれかが

理な待遇の相違を設けることの禁止（派遣法

派遣労働者と￨司一の通常の労働者、④「職務

30条の3第1項)、②均等待遇：正当な理由

の内容及び配置の変更の範囲」が派遣労働者

のない不利な待遇の禁止（同条第2項）を求

と同一の通常の労働者、⑤①から④までに

めています。

相当するパート ・有期雇用労働者、⑥派遣労

そのためには、派遣会社と派遣先企業とでの

働者と同一の職務の内容で業務に従事させる

派遣料金の交渉や、派遣契約の締結に先だっ

ために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定

て、派遣会社では必要な待遇の情報について

した場合における当該通常労働者、といった6

派遣先企業から提供を受け、派遣労働者の待

段階の順序で選定する必要があります。

遇の検討・決定を行う必要があります。このた

比較対象労働者の選定後、派遣先企業が提

め、改正派遣法では、派遣先企業に対しては、

供する労働者の処遇に関する情報は、以下の

自社の労働者の待遇に関する情報を派遣会社

①から⑥について、書面の交付、ファックス・

に提供することを義務付け、また、派遣会社に

電子メール等で提供することになります。①比

対しては、派遣先企業から当該情報について

較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容

提供がない場合は、派遣契約を締結してはなら

及び配置の変更の範囲並びに雇用形態、②比

ないと定めています（法26条7〜10項)。

較対象労働者を選定した理由、③比較対象労

派遣会社が派遣労働者の待遇決定に必要な

働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与そ

情報を得るには、まず、派遣先企業が比較対

の他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)、

象となる労働者を適正に選定しなければなりま

④比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及

せん。選定基準の順序は、派遣則24条の5に

び当該待遇を行う目的、⑤比較対象労働者の

定められており、派遣先企業が雇用する労働

待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した

者全体の中から、まず、①「職務の内容と職

事項（派遣則24条)。

務の内容・配置の変更の範囲が派遣労働者と

なお、労使協定方式の場合にも比較対象労

同一であると見込まれる通常の労働者」であり、

働者の処遇情報の提供は必要ですが、その内

そうした人がいなければ、②「職務の内容が派

容は異なります。

遣労働者と同一であると見込まれる通常の労
2

判

例

対象外の間接的なバワハラを認定
産

本件は、医療機器販売会社に勤務してい

様、

一

一

も

口

Yの言動はパワハラに当たると認定し、

た50〜60代の女性社員4人が、代表取締役

Yの言動を見聞きして退職した女性につい

Yから退職を強要するような言動などのパ

ても、間接的

ワーハラスメントを受けて退職に追い込ま

に退職を強要

れたとして、会社とYに慰謝料等の損害賠

されたと認定

償を求めた事件です。東京高裁は、−雷同

しました。

言動を見聞きした 従業員も
退職強要に 当たる
Yが代表取締役に着任したのは平成25年4

F

社

事

件

東京高等裁判所
(平29．10． 18判決）

2に退職を強要する違法な行為（不法行為）
であると判断するとともに、直接退職強要を
行っていないX3、X4についてもその認定
をし、Xl〜X4に慰謝料や差額退職金など
の支払いを命じました。

月。当時、同社従業員30数名のうち女性従業

東京高裁の判断は、第一審同様、X3，X

員はX1〜X4の4人(48歳〜58歳）のみで

4は同じ職場で働く中で、Xl、X2に対す

した。Yは、前代表取締役の交際費の支出に

るYの言動を見聞きしており、今後、自分達

ついて、Xl、X2が不適切な経理処理を行っ

にも同じような対応があると受け止めること

たとして、X1に対して「会社としては刑事

は当然であって、いずれ退職を強いられるで

事件にできる材料があり、訴えることもでき

あろうと考え、抵抗することを諦めて退職し

るし、その権利を放棄していない」 「Xlの

た、としています。

給与が高額に過ぎる。 50歳代の社員は会社に

つまり、Xl、X2への退職強要行為が、

とって有用でない」などと述べ、賞与を正当

間接的にX3、X4にも退職を強いる不法行

な理由なく減額。また、X2に対しても長時

為とされたわけです。

間にわたり批判、非難を続け、X1と同様に

もちろん、本件は個別事案の判断と考える

賞与を減額し、係長職を解く降格の懲戒処分

べきで、すべての事案にあてはまるわけでは

を行いました。

ないでしょう。Xl〜X4の関係性が密接で

X3、X4に対しては、直接的に侮辱的な

あったことなど、特徴的な点もあるわけです

言動などはありませんでしたが、X1〜X3

が、従業員の関係性によっては、パワハラを

は話し合って退職することを決め、X4も一

直接受けた対象者以外の従業員についても、

人で勤務を継続することは困難と考え、結局、

会社が不法行為の責任を負う可能性が示され

4人全員が退職しました。

た点はとても重要だと考えられます。

退職後、X1〜X4は、Yからパワハラを

来年4月からは中小企業に対してもパワハ

受けたとして、会社とYに対して慰謝料等の

ラ防止法が適用されることになっていますの

支払いと、会社都合退職として計算した退職

で、今から十分に留意し、対応を考えていく

金との差額の支払いなどを求めて提訴しまし

必要がありそうです。

た。裁判所は、Yのパワハラ行為がXl、X
3
L

データバンク

｢

実繍査

令和2年度職場のハラスメ ントに関する実態調査
厚労省から最新の職場のハラスメント調

ています。近年、職場における「いじめ．

査の結果が公表されました。前回の平成28

嫌がらせ」によるトラブルは増加傾向にあ

年度調査から4年が経過し、その間の企業

り、十分な防止対策を講じていく必要があ

におけるハラスメント防止対策の取組みや

るといえます。

労働者の状況について調査したものとなっ
ハラスメントの種類別に過去3年間の該当

ら「相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ

件数の推移をみると、ほとんどのハラスメン

て適切に対応できるようにするための対応」

トについては「件数は減少している」とする

までとなると4割程度にとどまっています。

企業の方が「件数は増加している」より多く
なっているのに対し、顧客等からの著しい迷
‐

ている」とする企業が「件数は減
少している」よりも多くなってお
り、近年の特徴的な傾向となって
います（図1 ）。
また、パワハラに関する職場の

ニケーションが少ない／ない｣、
｢ハラスメント防止規定が制定さ
れていない｣、 「失敗が許されない

／失敗への許容度が低い｣、 「残業
が多い／休暇を取りづらい」など
の職場では、ハラスメントを経験

が特に大きくなっています（図2)。
この傾向は、セクハラについても
同様の結果となっており、どのよ

ラスメントにおいて、勤務先が「積
極的に取り組んでいる」と回答し
た者に、ハラスメントを経験したと
する割合は低く、 「あまり取り組ん
でいない」と回答した者に、ハラス
メントを経験したとする割合が高く
なっています（図3)｡なお、ハラ
スメントの予防・解決ため取組み
を進ことによる副次的効果では、
｢職場コミュニケーショが活性化す
る／風通しが良くなる」の割合が
最も高く、次いで「管理職の意識
変化によって職場環境が変わる」
﹁Ｊ

した者と経験しなかった者との差

●

職 場 風 土 改 善 に

特徴として、 「上司と部下のコミュ

決のための取組み効果については、すべてのハ

予防・解決の取組みは

惑行為については「件数が増加し

こうした企業によるハラスメントの予防・解

が高くなっています。
セクハラなら男女雇用機会均等
法、マタハラなら育児・介護休業
法等、そしてパワハラなら労働施

うな職場風土がハラスメントと密

策総合推進法といった具合に、ハ

ラスメント防止の法的整備は進め

接に関連しているのかを窺わせる
●

ものとなっています。

図の掲載はしていませんが、企 業によるハ
ラスメントの予防・解決のための取組みでは、

られてきていますO

しかしハラス

類が増加するなか、そのすべてを
メントの種類が増加するなか、そのすべてを

網羅するような対応にはなっていません。

全般的な雇用管理上の措置として、 「ハラス

しかし、ハラスメントの防止は、健全な職

メントの内容、ハラスメントを行ってはなら

場環境を維持するうえでその重要性は増して

ない旨の方針の明確化と周知・啓発」および

おり、生産性を高め、有能な人材の流出を防

｢相談窓口の設置と周知」を実施している企

ぐという人事労務管理上の喫緊の課題でもあ

業は8割程度にのぼっています。

るといえます。
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実務相談
その協定締結時において具備されていればよ

三六協定締結後に従業

いと考えられているからです。
ですから、協定締結後に労働者数が増加し、

員が増加、締結し直し

締結当事者が過半数の支持を得られなくなっ

の必要がありますか

せん｡

たとしても、その協定の効力に影響はありま

また、その締結当事者が協定期間内に退職

労働基準法

したとしても協定自体は有効となります。
ただし、貴社の場合、従業員数が増加した
ということですから、三六協定の内容につい

回塵涜草竺熱爵鳶欝
た。

しかし、その後、新規事業立ち上げの
ために新たに従業員を採用したことか

ら、選出した労働者側の協定締結当事者
が過半数代表とは言えない状況になって
しまいました。

時間外労働についての規制が強化され
たということですから、やはり改めて過

半数代表者を選出し直して、再度、三六
協定を締結する必要があるでしょうか。

て齪嬬が生じる可能性もあります。協定には、
時間外または休日に労働させる必要のある具
体的事由、業務の種類、労働者の数、

1日及

び1日を超える一定の期間についての延長す

ることができる時間、または労働させること
ができる休日について定める必要があります
(労基法施行規則第16条)。
そもそも三六協定は、協定締結の範囲内で
時間外・休日労働をさせても刑事上の責任を
問われないという免罰効果を有するものです
から、その範囲を超えて時間外労働、休日労
働をさせれば、違法な労働をさせたことになっ
てしまいます。

効力に影響ないが
再度締結の場合も

ですから、貴社のように従業員が増加し、
実際に協定した労働者の数を超えて時間外・
休日労働をさせれば、やはり違法と見なされ

四体樵篭豐驍1獣:窪

る可能性がないとは言えません。

いい、従業員に時間外・休日労働をさせる場

数に増減が生じることはしばしば起こり得る

合、労働者の過半数で組織する労働組合また

と考えられますので、多少の労働者の数に変

は労働者の過半数代表者と、延長できる時間

更があったとしても、特段の事情がない限り、

等を書面で定めて協定を締結し、所轄の労基

その三六協定によって時間外労働をさせても

署に届け出る必要があります。

よいと思われます。

ただし、三六協定締結後において、従業員

貴社では、三六協定締結に際し、労働者側

貴社において増員した従業員数は不明です

の過半数代表者を投票で選出したものの、従

が、協定で定めた労働者の数が無意味になっ

業員数が増加したことから、その選出した締

ていると考えられるまでに、従業員が増加し

結当事者が過半数代表とは言えない状況になっ

たということであれば、改めて三六協定を締

たということですね。結論から言えば、改め

結し直す必要があると言えるでしょう。

て過半数代表者を選出する必要はありません。
三六協定の締結で求めている過半数代表は、
6

~

実務相談
目について、異常の所見があると診断された

労災保険の二次健康診

場合に保険給付されるものです。当該労働者
の請求に基づいて給付され、その内容は二次

断等給付はどのような

健康診断と特定保健指導となっています（す
でに脳・心臓疾患の症状がある人は対象にな

場合に受けられるのか

りません)。

二次健康診断は、一次健康診断において、

r労災保険心

血圧、血中脂質、血糖、肥満度(BMI)の
すべてに異常が見つかった場合、費用を負担
することなく精密検査を受けることができま

回診裡湊鰯鵲麓鱸
注意するよう言われました。確かに、私
の3人の祖父母はいずれも脳血管疾患に

罹患しており、遺伝的な素因もあるよう
に思えますが、仕事上のストレスも強く
感じています。

そこでお聞きしたいのですが、労災保

険で行われている脳血管疾患などを予防
するための健康診断とは、どのような制
度なのかご教示ください。

す。保険給付の請求方法は、労災病院または
都道府県労働局長の指定する病院・診療所に、
一次健康診断の結果の写しなど必要書類を揃
えて「二次健康診断等給付請求書」 （都道府

県労働局長あて）を提出し、現物給付という

形で支給されることになります。なお、請求
はやむを得ない理由がある場合を除き、一次
健康診断を受けた日から3カ月以内に行う必

要があります。また、二次健康診断の受診者
は、精密検査の結果に基づいて、食事や運動、
生活習慣などについて特定保健指導を受ける
ことができます。

−次健診の異常所見に
基づき無償で受診

なお、二次健康診断等給付の結果を事業者
に提出した場合、事業者は定期健康診断の場

合と￨司じように、医師などの専門家の意見を

囚曝鰯鰯駕鰕磐驚

聴き、従業員と話し合った上で、作業転換や

われます。過労死の未然防止を目的としたこ

要があります。

労働時間の短縮など必要な事後措置をとる必

の制度は、労働者が定期健康診断などの一次
健康診断の結果、脳・心臓疾患にかかわる項
ただし、このノーワーク・ノー

ペイの原則にも例外があります。
まず、年次有給休暇については、

らないことが、労基法26条に定
められています。

なお、 この「使用者の責めに

法律によりその賃金が保障され

帰すべき事由」は、天災などの

ています。 もう一つは休業手当

不可抗力によるものは除かれま

です。使用者の責めに帰すべき

すが、機械の故障や原材料不足

事｢'1によって従業員を休ませた

など経営上の障害を広く含むこ

者は賃金を支払う義務がない、

場合には、平均賃金の6割以上

とに注意が必要です。

という賃金の基本原則です。

の休業手当を支払わなければな

レノーヮーク・ノーペイコ
労務の提供がない場合、使H1

７

とびつくす
交通費･在宅勤務手当の社会保険取扱いで事務連絡
コロナウイルス感染症拡大によって在宅勤

すが、基本的には労働の対償として支払われ

務・テレワークが広がるなか、厚労省から日

る性質のものであれば「報酬等」に含まれ、

本年金機構に対し、交通費や在宅勤務手当の

業務に使用するパソコンの購入や通信に要す

社会保険取扱いの変更に関し、事務連絡が発

る費用など、実費弁償に当たる場合には「報

出されました。標準報酬月額の計算において

酬等」には含まれません。

｢報酬等」に含めるか否かなどの取扱いは以

○在宅勤務手当が支給される場合の随時改定

下のとおりとなります。

の取扱いはどうなるのか

○被保険者が一時的に出社する際に交通費を

実費弁償に当たらない在宅勤務手当の支給

事業主が負担する場合

は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の

当該労働日の労務提供地が自宅で、一時的

対象となります。交通費の不支給と実費弁償

に事業所等に出社する実費を事業主が負担す

に当たらない在宅勤務手当の支給など、複数

る場合は、原則として実費弁償となり、 「報

の固定的賃金の増減要因が同時に発生した場

酬等」には含まれません。一方、当該労働日

合には、増額改定・減額改定のいずれの対象

の労務提供地が事業所で、自宅から当該事業

となるかが判断されます。また、変動的な在

所に出社する費用を事業主が負担する場合は、

宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同

原則として通勤手当として「報酬等」に含ま

時に発生した場合で、手当額の増減と報酬額

れます。なお、在宅勤務・テレワークの導入

の増減の関連が明確に確認できない場合は、

に伴い、通勤手当が不支給になったり、月額

3か月の平均報酬月額で増額改定（減額改定）

から日額単位に支給方法が変更されたりした

が判断されます。
（詳しくは「標準報酬月額の定時決定及び随

場合には、固定的賃金の変動に該当するため
随時改定の対象となります。

時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部

○在宅勤務手当は「報酬等」に含まれるか

改正を参照のこと (https://www.mhlw.go.

在宅勤務手当は、その支給要件や支給実態

jp/hourei/doc/tsuchi/T210405TO110.pdf))

などを踏まえて個別に判断する必要がありま

冒新甕麓諭陰蕊:蕊羅腰I癖蝿灘｜

｜

厚労省は、公正な採用選考を確保する観

｜

記載欄とし、未記載も可能としたほか、② ｜

点から就職活動などで使用する履歴書につい

「通勤時間」「扶養家族数（配偶者を除く)」

｜

て、新たな様式例を作成し、労働政策審議

「配偶者」 「配偶者の扶養義務」の各項目は ｜

｜ 会職業安定分科会に報告しました。
｜
従来、同省では日本規格協会がJ IS規
｜ 格の解説の様式例で示していた履歴書の使

設けないことにしています。
なお、新様式例に関しては、これに基づく ｜
履歴書の使川を企業に義務付けるような法

｜ 用を推奨していましたが、令和2年7月に

的拘束力はないため、同省では、今後、各 ｜

｜ 同協会がこの様式例を削除したため、新たな

地の労働局や経営者団体を通じて企業に周

｜ 履歴書様式例を検討し、作成したものです。
｜
新様式例では、性差別を助長する恐れが

知を図りたいとしています。
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