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＜代表 庄司  茂 より一言＞ 

 （公財） 日本生産性本部より「労働生産性の国際比較 2017 年版」が昨年 12 月 20

日に出されました。政府が生産性向上に向けた各種の施策を展開している中で、日本の労

働生産性が国際的にみてどのあたりに位置しているのかがわかります。労働生産性とは、

「労働者１人当たりで生み出す成果、あるいは労働者が 1 時間で生み出す成果を指標化

したもの」です。労働生産性は、「付加価値額または生産量÷労働投入量（労働者数また

は労働者数×労働時間）」で表され、労働者の能力向上や経営効率の改善などによって、 

労働生産性は向上します。2016 年の日本の時間当たり労働生産性は 46 ドル（4,694

円／購買力平価換算）。順位は OECD（経済協力開発機構）加盟 35 カ国中、昨年と同様の 20 位となりました。上

位は、1 位アイルランド（95.8 ドル）、2 位ルクセンブルク（95.4 ドル）、3 位ノルウェー（78.7 ドル）と続いて

います。OECD の平均は 51.9 ドルです。日本の労働生産性は、6 位の米国（69.6 ドル）の 3 分の 2 程度の水準

で、主要先進 7 カ国（フランス、米国、ドイツ、イタリア、カナダ、英国、日本）でみると、最下位の状況が続いて

います。国は「働き方改革」実行計画の中で「賃金引上げと労働生産性向上」の実現を目標としています。みなさん

は、労働生産性向上のためにどんなことをされていますか。 
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４月施行！「改正障害者雇用促進法」のポイント 

◆民間企業の雇用障害者数が過去最高に 

厚生労働省より「平成 29 年 障害者雇用状況の集計結

果」が発表され、民間企業における雇用障害者数（49 万

5,795 人、前年比 4.5％）、実雇用率（1.97％、前年比

0.05 ポイント上昇）がともに過去最高を更新したことが

わかりました。 

今年 4 月には「改正障害者雇用促進法」が施行される

予定となっており、障害者雇用に対する関心はますます

高まっていきそうです。 

◆改正の内容 

４月から施行される改正のポイントは次の通りです。 

（１）法定雇用率の引上げ 

事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する

ことが義務付けられていますが、その率が、民間企業に

ついては現行の「２.０％」から「２.２％」に引き上げら

れます。 

また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用

しなければならない民間企業の事業主の範囲が「従業員

50 人以上」から「従業員 45.5 人以上」に変更されます

（短時間労働者は 1 人を 0.5 人としてカウント）。 

なお、平成 33 年 4 月までにはさらに「2.3％」への

引上げが予定されています。 

（２）法定雇用率の算定基礎の見直し 

法定雇用率の算定基礎の対象は、これまで「身体障害

者」および「知的障害者」に限られていましたが、新た

に「精神障害者」が追加されます。 

なお、昨年開催された「労働政策審議会障害者雇用分

科会」において、精神障害者である短時間労働者に関す

るカウント方法に以下の特例措置が設けられることが明

らかになりました。 

【特例措置の内容】 

精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れ

から 3 年以内の者または精神障害者保健福祉手帳取得か

ら 3 年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成

35 年 3 月 31 日までに雇い入れられた者等については、

1 人をもって 1 人とみなす（現行は 1 人をもって 0.5 人

とみなしている）こととする。 

 

就労条件総合調査の結果にみる労働時間の実態 

◆調査結果のポイント 

今回の調査は、常用労働者が 30 人以上いる民間企業

を抽出し、厚生労働省が調査を行い、4,432 企業から得

た回答をまとめたものです。 

1 日の所定労働時間は、1 企業平均 7 時間 45 分、労

働者 1 人平均 7 時間 43 分でした。 

主な週休制の形態をみると、「何らかの週休 2 日制」を

採用している企業割合は 87.2％（完全週休 2 日制は

46.9％）で、適用されている労働者割合は 87.5％（完

全週休 2 日制は 58.4％）となっており、年間休日総数

をみてみると、１企業平均 108.3 日、労働者 1 人平均

は 113.7 日となっています。 

1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数

 

 

 

 



 

 

主的な手続きがとられていること、③管理監督者に該当

しないこと、という3つの要件が必要になりますので、そ

の内容を確認しておきます。 

① 従業員の過半数を代表していること 

従業員は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど

も含まれ、事業場のすべての従業員の過半数を代表して

いる必要があります。また、育児休業者など休職してい

る者も、労働者に含まれます。 

② 民主的な手続きがとられていること 

過半数代表者を選出する際、その目的が36協定を締結

するためであることを明らかにした上で、過半数がその

人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続

きをとっておく必要があります。この手続きには、投票、

挙手のほか、従業員の話し合い、持ち回り決議などが挙

げられます。時折、会社が指名しているケースや社員親

睦会の幹事が自動的に過半数代表者となっているような

ケースが見受けられますが、適正な選出の手続きとはい

ないため、見直しが必要です。 

また、選出を行う際には、すべての労働者が選出の手

続きに参加できるようにしておく必要がある点にも注意

が必要です。就業規則の届出のケースであれば、意見書

に意見を記載する過半数代表者の選出であることを明ら

かにして、過半数代表者を選出する必要があります。 

③ 管理監督者に該当しないこと 

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理につ

いて経営者と一体的な立場にある者のことをいうため、

従業員の代表としては不適切な立場となります。そのた

め、労働基準法に規定する管理監督者は過半数代表者に

はなれません。 

＜事務所からのご案内＞ 

 平成３０年４月１日より 

『 助成金の大幅な変更 』 

が予定されています。

現時点での条件で助成金の交付を受けるために
は、平成３０年３月までに計画書の提出等が必要
となります。 

1 つでも多くの企業様が助成金を受給できるように、 

2 月は「助成金の無料相談会」を開催いたします。 

是非この機会をご利用くださいませ。 

は除く）は、労働者 1 人平均 18.2 日で、そのうち労働

者が取得した日数は 9.0 日と取得率は半分以下であるこ

とがわかります。 

変形労働時間制を採用している企業の割合は 57.5％

で、種類別にみると、「1 年単位の変形労働時間制」が

33.8％、「1 カ月単位の変形労働時間制」が 20.9％、「フ

レックスタイム制」が 5.4％となっています。 

 

取得率はわずか 3％、男性社員の育休事情 

◆男性の育休取得率は 3.16％ 

厚生労働省によれば、最新の育休取得率は、女性

81.8％・男性 3.16％です。男性の育児休業取得率を

「2020 年に 13％」とする目標を掲げていますが、き

わめて低いのが現状です。 

ちなみに、「イクメン企業アワード 2017」グランプリ

を受賞したソニー株式会社の取得率は 51.1％です。同じ

く、男性の育児休業を推奨している厚生労働省の取得率

は 40.9％とのことです。 

◆多くのイクメン社員は休業より休暇 

そもそも、仕事と育児の両立を実現する方法は、育児

休業だけではありません。 

厚生労働省の調査によれば、「男性の育児を目的とした

休暇・休業の取得状況」で最も多いのは「年次有給休暇」

（50.8％）で、次いで「配偶者出産休暇制度」（20.1％）、

「育児休業」（8.2％）でした。 

多くの男性は、何かと取得のハードルが高い育児「休

業」ではなく、育児「休暇」を取得して、育児に取り組

んでいます。 

◆育児期間が長いほど仕事意欲がアップ 

また、調査では、育児の休業・休暇の期間が長い男性

社員ほど仕事にやりがいを感じるという回答が増えた、

という結果も出ています。企業にとって、男性社員に育

児を目的とする長期の休みを与えることは、仕事へのモ

チベーションをアップさせる効果があると言えます。 

育児休業取得により受給できる助成金もありますの

で、出産予定者、配偶者が出産予定といった対象者がい

らっしゃる場合は、弊社にご相談ください。 

 

従業員の過半数代表者を選出する際の注意点 

◆過半数代表者となる要件 

過半数代表者は①従業員の過半数を代表しているこ

と、②選出に当たっては、すべての従業員が参加した民


