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＜代表 庄司  茂 より一言＞  

街のあちこちで新社会人を見かける時期になりました。新しい環境や新しい動きは新

鮮で、心も体も活性化させるようです。 

さて、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算 5 年を超えたと

きに、労働者の申込みによって、無期労働契約に転換しなければならないルールが導入

されています。平成 30 年 4 月から有期労働契約者の無期転換申込が本格的に始まり

ますが、未対応の会社が目立ちます。 

通算５年を超えるとは、平成 25 年 4 月 1 日以降の新たな有期契約からが通算 5 年

のスタートとなるため、1 年以内の契約更新の場合は、平成 30 年 4 月 1 日以降の契 

約期間から申込権が発生します。（平成 25 年 3 月 31 日以前に開始した契約は通算契約期間に含みません。） 

無期転換した労働者は、正社員になるのではなく、原則として転換時と同じ労働条件で働くことになりますが、

無期雇用契約となることで、職種転換や配置転換、定年、退職金等の整備が必要となります。また、定年後に有

期契約で継続雇用される高齢者については、都道府県労働局の認定を受けることで無期転換の申込権は発生しま

せん。今後さらに人手不足の状態が続くことから、大半の有期契約労働者を無期化することになると考えられま

す。社内ルールの整備をし、多様な働き方を受け入れることができる体制づくりが求められます。
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事業主が講ずべき「パワハラ」防止策 

◆防止対策の検討が進む 

厚生労働省では「職場のパワーハラスメント防止対策

についての検討会」を立ち上げ、職場のパワハラの実態

や課題の把握、実効性のあるパワハラ防止対策の検討が

進められています。 

2 月下旬に開催された第 8 回会合において、職場にお

けるパワハラの定義、パワハラ防止のための対応策とメ

リット・デメリット、パワハラを防止するために事業主

が講ずる対応策の案が示されました。 

このうち、パワハラを防止するために事業主が講ずる

対応策の案をご紹介いたします。 

◆パワハラ防止対策の案 

（１）事業主の方針等の明確化、周知・啓発 

・パワハラの内容等の明確化、周知・啓発 

・行為者への対処方針・対処内容（懲戒等）の就業規

則等への規定、周知・啓発 

（２）相談等に適切に対応するために必要な体制の整備 

・相談窓口の設置 

・相談窓口の担当者による適切な相談対応の確保 

・他のハラスメントと一体的に対応できる体制の整備 

（３）事後の迅速・適切な対応 

・事実関係の迅速・正確な確認 

・被害者に対する配慮のための対応（メンタルヘルス

不調への相談対応等）の適正な実施 

・行為者に対する対応（懲戒等）の適正な実施 

・再発防止に向けた対応の実施 

（４）パワハラの原因や背景となる要因を解消するため

の取組として望ましいもの 

・長時間労働の是正等の職場環境の改善 

・相談窓口と産業保健スタッフ等との連携 

・コミュニケーションの円滑化のための研修等の実施 

（５）上記の対応と併せて行う対応 

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために

必要な対応、周知 

・パワハラの相談・事実確認への協力等を理由とした

不利益取扱いの禁止、周知・啓発 

就労条件総合調査にみる 企業の労働時間制度 

平成 29 年「就労条件総合調査」の結果が公表されて

います。 

◆所定労働時間はどれくらい？ 

1 日の所定労働時間は、1 企業平均で 7 時間 45 分（前

年調査結果と変わらず）、労働者 1 人平均では 7 時間 43

分（前年調査では 7 時間 45 分）。週所定労働時間は、1

企業平均で 39 時間 25 分（同 39 時間 26 分）、労働者

1 人平均では 39 時間 01 分（同 39 時間 04 分）でし

た。 

産業別でみると、金融業、保険業で最も短く（週所定

労働時間 38 時間 01 分）、宿泊業、飲食サービス業で最

も長く（同 40 時間 11 分）なっています。 

◆休日形態は？  

「何らかの週休 2 日制（完全週休 2 日制／月 3 回や隔

週など完全週休 2 日制より休日日数が実質的に少ない制



 

 

1.5 倍に増え、807 万人となっています。 

今回の大綱では、この就業率を 2020 年には 67％と

する目標が掲げられました。 

◆健康年齢の延伸目標 

中小企業では、再雇用制度等の活用によりシニア従業

員になるべく長く働いてもらうことで人材を確保してい

るところが多くあります。 

長く働き続けるためには健康であることが不可欠です

が、大綱でも、日常生活に支障のない健康寿命を、2013

年時点の男性 71.19 歳、女性 74.21 歳から、2025 年

に 2 歳以上延ばす目標が設定されました。 

就労の場においても、加齢に伴う身体機能の変化を考

慮し、安全と健康確保に配慮した働きやすい快適な職場

づくりおよび健康確保対策を推進するとしています。 

◆事業者に対する支援の充実も明記 

シニアの就業は本人の健康・意欲・体力等により多様

化することから、テレワークの活用等選択肢を広げると

しています。 

また、65 歳までの定年延長や 65 歳以降の継続雇用延

長を行う企業への支援を充実させるとともに、賃金・人

事処遇制度等の条件整備に係る相談・援助の実施や各種

助成制度を有効活用することが明記されました。 

雇用保険の手続きに「マイナンバー」が必須に 

平成 30 年 5 月より、雇用保険の主な手続きについて、

「マイナンバー」の記載がない場合は、差戻しされ再提

出となります。�

３月から実施の年金事務に加えて、「マイナンバー」の

事務処理利用がいよいよ本格化します。改めて会社内で

の「マイナンバー」の管理体制を確認しておく必要があ

ります。 

＜事務所からのご案内＞ 

今月は、「無期転換ルール」無料相談会を開催いたします。

・自社の対象者は誰なのか 

・どういうトラブルが発生するのか 

・高年齢者の対応はどうするのか 

・待遇の変更はどうなるのか 

・就業規則は変更する必要があるのか 

といった疑問に対してわかりやすくご説明させていただ

きます。是非この機会をご利用ください。 

事務所職員一同、心よりお待ちしております。 

度）」を採用している企業割合は 87.2%（前年 88.6%）、

完全週休 2 日制より休日日数が実質的に多い制度を採用

している企業割合は 6％（前年 5.8%）、週休 1 日制また

は週休 1 日半制を採用している企業割合は 6.8%（前年

5.6%）となっています。 

◆年次有給休暇の取得状況は？ 

1 年間に企業が付与した有給日数（繰越日数は除く）

は、労働者 1 人平均で 18.2 日（前年 18.1 日）。 

そのうち、実際に労働者が取得した日数は 9 日（前年

8.8 日）で、取得率 49.4％（前年 48.7%）となってい

ます。 

◆病気休暇制度の有無、付与日数は？ 

病気休暇制度がある企業割合は 32.5%で、そのうち、

病気休暇取得時に賃金を「全額」支給する企業割合は

33.2%、「一部」支払いとする企業割合は 18.8%、「無

給」とする企業割合は 47.7％です。 

 病気休暇の 1 企業平均 1 回当たりの最高付与日数は

246 日で、賃金の支払状況が「全額」の場合では平均

97.6 日、「一部」の場合は平均 294.1 日、「無給」とす

る場合は平均 354.5 日となっています。 

「高齢社会対策大綱」のシニア就業支援施策 

◆「高齢社会対策大綱」とは 

2 月中旬、政府は「高齢社会対策大綱」を閣議決定し

ました。同大綱は日本が高齢社会にどう対応するかの指

針であり、5 年ごとに見直されています。 

今回は、人を年齢で区別せず国民が希望に応じて意

欲・能力をいかして活躍できる「エイジレス社会」の構

築を目指すことが示されました。 

◆年金受給開始年齢：70 歳超が可能に 

公的年金の受給開始年齢について、選択により 70 歳

以降まで繰下げ可能にする制度や在職老齢年金の在り方

等、働くシニアの多様な実態に応じた制度を検討するこ

とが盛り込まれました。 

現在でも 65 歳以降 70 歳までの繰下げは可能で、受

給額が月額最大 42％上乗せされるメリットもあります

が、2015 年度末時点の利用率は 1.4％と、60 歳以降

への繰上げの 35.6％に比べて低く、この周知にも取り組

むとされています。 

◆高年齢者の就業率引上げ目標 

昨年の総務省「労働力調査」によれば、60～64 歳の

就業率は 63.6％、65 歳以上の就業者数も 10 年間で


