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新刊書籍 発売中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上司の人事労務管理力 

部下との信頼関係を築くために 

大切なこと 

中央経済社 定価：1、680（税込） 

近藤圭伸 [著] 

 

 

本の趣旨は、「上司が基本的
な人事労務管理の知識をもち、
部下を観察、傾聴、承認、対
話することによって信頼関係を
築き、元気でいい会社を作りま
しょう」というものです。 
題名はとても固いのですが、
中身はソフトで柔らかく書きまし
た。2時間くらいで読めるのでは
ないかと思います。本来の読者
ターゲットは管理職を中心とし
たビジネスマンですが、中小企
業の経営者様にも読んでもらえ
たらうれしく思います。 
ぜひ書店などで手に取って頂
けたら幸いです。 
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企業は「人」です。 
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人事労務管理力の知識 

 ⑨服務規律 
代表取締役 

近藤圭伸 

2. パワハラの知識で就業環境を悪化させない 
1. 部下の服務規律違反はその場で教育的指導 

第９回は「服務規律」に関する知識です。 

 

よくあることですが、５分の遅刻常習犯の部下に

対して上司は最初注意をしますが、数分の遅刻で

あれば仕事に大きな支障が出ないからということで、

途中から注意をしなくなることがあります。 

上司が遅刻を黙認していると、部下は「この上司

なら、少しぐらいの遅刻は許される」とすぐに思うよ

うになります。この少しくらいなら許されるという部下

の気持ちが、後々大きな失敗を引き起こす原因に

なります。また、職場全体の規律を乱してしまうこと

にもなります。上司は部下がなぜ遅刻をしたのか

毎回本人に確認し、そのつど遅刻をしないように

指導すると同時に、「始業時刻は仕事を始める時

刻であって出社時刻ではない」ことを理解させなけ

ればなりません。数分の遅刻について部下が特に

仕事に支障はないと軽視し、改善が見込まれない

のであれば、数分の遅刻であっても懲戒の対象に

なることを、部下のために教育的に指導すべきな

のです。服務規律違反は就業規則に規定されて

いますが、本来の規定の目的は服務規律違反を

犯す部下を懲戒することではなく、職場の規律や

チームワークを乱さない、上司と部下の信頼関係

を維持することが目的なのです。 

上司は自社の服務規律にどんなことが規定され

ているのか、確認をしておく必要があります。 

  

                                                        

 

 近年、職場でのパワハラ（いじめなど含む）が

問題になっています。以下にパワハラの定義と６つ

の類型をご紹介しますので、上司としてパワハラの

ない職場作りに活かしてもらいたいと思います。 

 【厚生労働省ＷＧによるパワハラの定義】 

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や

人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務

の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与

える又は職場環境を悪化させる行為」 

【職場のパワハラにあたる行為の6つの類型】 

①暴行・障害（身体的な攻撃） 

②脅迫・名誉棄損・侮辱・酷い暴言（精神的攻撃） 

③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し） 

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なこと

の強制、仕事の妨害（過大な要求） 

⑤業務上の合理性はなく、能力や経験とかけ離れ

た程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないこと 

⑥私的なことに過度に立ち入ること 

最後に、くれぐれも上司がパワハラを起こさない

ようにお願いしたいと思います。 

 

次号でいよいよ「人事労務管理の知識」は最終

回となります。「退職と解雇」についてです。  



Ⅰ  無期労働契約への転換 

    ・・・平成25年4月1日施行 

Ⅱ  「雇止め法理」の法定化 

    ・・・平成24年8月10日公布 

Ⅲ  不合理な労働条件の禁止 

    ・・・平成25年4月1日施行 
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ＴＯＰＩＣＳ 
労働関係情報 

●労政審が継続雇用の運
用で指針を答申／高齢者
雇用（11月2日） 
厚生労働省の労働政策審議

会（会長＝諏訪康雄・法政大

学大学院政策創造研究科教

授）は11月2日、60歳で定年

に達した社員のうち希望者全

員を65歳まで雇用するよう企

業に義務付ける改正高年齢

者雇用安定法に基づき、「高

年齢者雇用確保措置の実施

及び運用に関する指針（案）」

を「妥当」として、三井辨雄・

厚生労働大臣に答申した。 

 
●１４．５％の企業が６５
歳定年制を実施／厚労省
調査（11月1日） 
一律定年制のある企業のう

ち、65歳以上を定年年齢とす

る企業の割合は14.5％。厚生

労働省が11月1日に発表した

2012年の「就労条件総合調

査」でこんな実態がわかった。 

 

●大卒予定者の就職内定
率６３．１％、前年同期比
３．２ポイント上昇（11月
27日） 
厚生労働省と文部科学省は

27日、2012年度大学等卒業

予定者の就職内定状況調査

（10月１日現在）の結果を公

表した。大学の就職内定率

は63.1％で、前年同期と比べ

3.2ポイント上昇。男子63.0％

（同1.3ポイント上昇）、女子

63.2％（同5.5ポイント上昇）と

なっている。 

 

●非正規割合３５．５％に
上昇／労働力調査・詳細
集計 ７～９月期平均（11
月13日） 
総務省が13日公表した労働

力調査（詳細集計）によると、

2012年７～９月期平均の役

員を除く雇用者は5、156万人

で、このうち正規の職員・従

業員は3、327万人と前年同

期に比べ７万人減少、非正規

は25万人増の1、829万人と３

期ぶりに増加した。非正規の

割合は0.3ポイント増の5.5％

となり、２期連続で上昇した。 

 

改 正 労 働 契 約 法 の 概 要 

すでに今年9月に閉会した通常国会では、労働者

派遣法、労働契約法、高年齢者雇用安定法等、実

務上の影響が大きい労働関連の改正法案が成立し

ました。今号では、その中から改正労働契約法につ

いて概要をご説明します。 

 

 

まず、有期労働契約に関する主な現行ルールは

次のようになっています。 

（1）労働基準法 

・同契約の締結に関して、1回の契約期間の上限を3

年（例外的な場合には5年）とすること 

（2）労働契約法 

・やむを得ない理由がある場合を除き、契約期間満

了まで解雇できないこと 

・必要以上に短い契約期間を定めて、有期労働契約

を反復更新することがないよう、企業が配慮すること 

一方、有期労働契約を締結できる理由や更新回数、

利用可能期間を限定するルールはありません。 

 

 

労働契約法の改正は、有期労働契約に関するも

のであり、主な内容は、以下のとおりです。なお、

「有期労働契約」とは、1年、6ヵ月等の期間の定め

のある労働契約のことであり、そのような期間限定の

ない労働契約を「期間の定めのない労働契約(無期

労働契約）」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.無期労働契約への転換（改正労働契約法18条） 

労働契約締結におけるその契約期間については、

最長期間は設けられているものの、更新することに

より長期間労働契約が続くことに特段の縛りはありま

せんでした。しかし、今回の法改正では、有期労働

契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、従

業員が事業主に申し込むことにより、有期労働契約

を無期労働契約に転換できるという仕組みが創設さ

れました。また転換後の労働条件は、有期労働契

約から無期労働契約になることを除いて転換前のも

のが原則となります。このルールに関しては、有期

労働契約と有期労働契約との間に6ヵ月以上の空白

期間を置く場合、その空白期間より前の有期労働契

約は5年のカウントに含めません。（詳細は次頁） 

Ⅱ. 「雇止め法理」の法定化（改正労働契約法19条） 

有期労働契約の満了後に契約を更新しないこと

を「雇止め」といいます。判例では、有期労働契約が

無期労働契約と実質的に変わらない場合や、労働

者が契約期間満了後も雇用が継続すると期待する

ことが合理的な場合に、雇止めの効果を認めず、有

期労働契約が締結・更新されたものとみなす判例法

理（雇止め法理）が確立しています。改正法には上

記の法理に沿った内容が盛り込まれました。 

Ⅲ. 期間の定めがあることによる不合理な労働条件

の禁止（改正労働契約法20条） 

このルールは「同一労働、同一賃金原則」とは異

なり、「合理的な格差」の判断において労働者の能

力や責任、配置転換の範囲の違い等の事情を考慮

することができるということであり、企業が個別の事情

や自社の人事・賃金制度を踏まえて検討する余地

があります。 

 

 

上記のⅡの「雇止め法理」の法定化については、

すでに判例で確立していた考え方でもあり、すぐに

大きな影響を与えるものではないと考えます。 

一方で、上記Ⅰの「無期労働契約への転換」につ

いては、大きなインパクトがあると考えます。臨時的

ではなく継続的な業務を有期労働契約の更新で対

応していた場合は、当該有期労働契約を期間の定

めのない労働契約へ転換していくことが必要になり

ますし、今後は臨時的な業務に限って有期労働契

約を活用するという工夫も必要になってきます。 

また、有期労働契約が期間の定めのない労働契

約に転換された場合の労働条件についても、従来

の有期労働契約の条件と同一でよいのか、それとも、

就業規則等で差異を設けるべきか（「別段の定め」）

の検討が必要になります。 

上記Ⅲの「不合理な労働条件の禁止」についても、

有期労働者と無期労働者の労働条件には、手当等

の面で一定の相違・格差があるのが通常であり、そ

れらの相違・格差の合理性の検討が必要になると考

えられます。 

改正労働契約法のポイント 

1. 有期労働契約に関する主な現行ルール 

2. 改正労働契約法のポイント 

3. 法改正が実務に与える影響  
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労 働 契 約 法 の 改 正 ／ 無 期 労 働 契 約 へ の 転 換 

労務に関する質問・相談にズバリお答えします！ 

〔質問〕 

平成18年12月1日から1年契約で更新を繰り返し、現在6年間勤務している従業員がい

ます。本人から申込みがあった場合、平成25年4月1日からは期間の定めのない契約に転

換することになりますか？ 

〔回答〕 

平成24年8月10日に労働契約法が改正され、有期労働契約が5年を超えた場合には、

労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるように

なりました。この無期労働契約への転換に関する改正の施行日は、平成25年4月1日です。

この5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。 

したがって、この方は平成25年12月1日から5年のカウントが始まるため、貴社の契約社

員が平成25年4月1日から無期労働契約に転換することはありません。 

〔解説〕 

平成25年4月1日から無期労働契約転換のルールが開始されます！ 

①労働契約法18条1項（平成25年4月1日施行）では、同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働

契約の契約期間を通算した期間が、5年を超える有期契約労働者を無期転換申込みの対象としています。 

②クーリング期間 

  有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間（同一使用者の下で働いていない期間）が6か月以上ある

ときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントには含めません。 

③無期労働契約の労働条件 

   無期労働契約の労働条件（職務・勤務地・賃金・労働時間など）は、就業規則・労働契約等で別段の定めが

ない限り、直前の有期労働契約と同一になります。 

都道府県 H24年度 発効日 

岐 阜 713 平成24年10月1日発効 

静 岡 735 平成24年10月12日発効 

愛 知 758 平成24年10月1日発効 

三 重 724 平成24年9月30日発効 

地 域 別 の 最 低 賃 金 が 変 更 さ れ ま し た 

平成24年度地域別最低賃金額が改定施行されています。 
原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含め、すべて
の労働者に適用されます。 
〔最低賃金のチェック方法〕 
時給制：時間給≧最低賃金額 
日給制：（日給÷1日の所定労働時間）≧最低賃金額 
月給制：｛（月給×12）÷年間総所定労働時間｝≧最低賃金額 

特定社会保険労務士 

土方 聡子 



〒461-0001 
名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル5F 
TEL  052-937-5615  FAX  052-937-5620 
URL : http://www.delight-c.com/ 
E-mail : info@delight-c.com 

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

ホームページもぜひご覧ください http://www.delight-c.com/（社長とスタッフのブログ 随時更新中！） 

Editor's note 

法事でお寺に行きました。ちょうど銀杏の葉が落ちる頃で、 
黄色い葉が敷き詰められた木の周りは、黄金のカーペット
を敷き詰めたようでとても美しく、しばし見とれていました。 
そんな時、同じ場にいたお年寄りの方が、落ちた葉のカー
ペットの上を楽しげに歩き始め、私も後をついて歩きました。 
子供の頃に帰ったようでとても楽しかったです。 
たまにはこんな初冬の1日もよいものです。（ス） 

お勧め 

「人」Ｂｏｏｋ 
2012年 
12月10日(月） 

一括有期事業開始届（建設業）届出 
参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

11月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払 
参考リンク：国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

賞与支払届の提出 
賞与を支給したときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保
険組合)へ届け出ることになっています。 

これだけ！ＰＤＣＡ 

川原 慎也／著  2012.7.25 
（すばる舎リンケージ、税込￥1、470） 

ＰＤＣＡを知っている管理職は

少なくないはずですが、ＰＤＣＡ

をきちんと回している管理職は

意外と少ないように思えます。 

本書で著者は、中でもＣＡが

できていない会社が多いと書い

ています。全く同感です。理由

は、そもそもＰ（計画）がＰになっ

ていないことにあります。 

目的を忘れた計画のための

計画、あるいは、会社方針から

下りてきた目標達成のための

「やらされ感」に満ちた計画では、

ＰＤＣＡはうまく回りません。 

「Ｐで勝負は90％決まる」との

思いから、Ｐを軸として、ＰＤＣＡ

それぞれの章を設け、実務に

追われる管理職の実情にも配

慮しながら、実践的な指南書と

して書かれている本書は、真の

ＰＤＣＡを回す動力源となってく

れるに違いありません。管理職

必読の良書です。特に、改善

が進まず、すぐに元に戻ってし

まう「形状記憶組織」の傾向が

強い会社にはお勧めです。 

初めまして。11月から入社致しました須田と申します。 
現在、社会保険労務士の資格取得を目指して勉強しながら、

先輩社員の指導のもと一生懸命仕事を覚えています。 
社長をはじめ、先輩方は皆さん、イキイキと使命感を持って仕

事に取り組まれています。私も熱い先輩方に負けないように、早
くお客様のお役に立てるように頑張りたいと思っております。 
これからどうぞよろしくお願い致します☆ 

社労士試験に挑戦中！ 
趣味 ： ピアノ、ヨガ 
動物占い ： ひつじ 
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N e w   F a c e 

総務のお仕事カレンダー 2012年12月・2013年1月 

2013年 
1月4日（金） 

11月分健康保険・厚生年金保険料の支払 
参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

1月10日（木） 

一括有期事業開始届（建設業）届出  
参考リンク：厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html 

源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（12月分） 
参考リンク：国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

1月21日（月） 
源泉所得税の特例納付（納付特例届出書提出者） 
参考リンク：国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

1月31日（木） 

12月分健康保険・厚生年金保険料の支払  
参考リンク：日本年金機構「保険料と総報酬制について」 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789 

継続・有期事業概算保険料延納額の支払（第3期分※口座振替を利用しない場合） 
参考リンク：厚生労働省「労働保険料の申告納付」 
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 

労働者死傷病報告書の提出（休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報
告）／参考リンク：厚生労働省「労働災害が発生したとき」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html 

税務署へ法定調書（源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表）の提出  
参考リンク：国税庁「法定調書関係」 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 

市区町村への給与支払報告書の提出／参考リンク：国税庁「平成23年分 給与所得の
源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm 


