
～ ～ 最近の女性労働を巡る動き～～

女性労働に関する制度説明

熊本労働局雇用環境・均等室
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新型コロナウイルス感染症禍における労働者確保のための
助成金・支援金

・ 雇用調整助成金（特例措置）

・ 小学校休業等対応助成金・支援金

■「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」開設
熊本労働局雇用環境・均等室 ℡０９６－３５２－３８６５

・ 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）の特例
３次募集開始（１月１８日）

・ 働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース）の
特例（受付終了）

・ 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
■母性健康管理措置等に係る特別相談窓口開設（令和4年1月31日まで）
熊本労働局雇用環境・均等室 ℡０９６－３５２－３８６５

・ 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 新型コロナウイル
ス感染症対応特例」
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小学校休業等対応助成金 （労働者を雇用する事業主の方向け）

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働
者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得さ
せた企業を助成します。

支給額 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ×10／10
※ 支給上限は１日あたり8,330円（4月1日以降に取得した休暇は15,000円）

適用日 令和２年２月27日～９月30日の間に取得した有給の休暇（受付終了）

令和２年10月１日～ 令和3年３月31日の間に取得した有給の休暇
※ 春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

申請期間 ●令和２年10月１日から同年12月31日までの休暇取得分 ⇒令和３年３月31日まで
●令和３年 １月１日から同年 ３月31日までの休暇取得分 ⇒令和３年６月30日まで
※・この助成金は、既に欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた
場合は対象になります。

お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120－60－3999
受付時間：９：00～21：00（土日・祝日含む）

小学校休業等対応支援金 （委託を受けて個人で仕事をする方向け）

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができ
なくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

支給額 就業できなかった日について、１日あたり4,100円（定額）

※４月１日以降の就業できなかった日についての支給額は１日当たり7,500円
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支給額

適用日 令和２年５月7日～令和3年３月31日
申請
期間 令和２年６月15日から令和3年５月31日まで

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次
有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る)を取得させた事業主に助成金を支給し
ます。

対象者

対象労働者１人当たり 有給休暇計５日以上20日未満：25万円 ＊1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円） ＊事業所単位ごとの申請です。

６

申請先 熊本労働局雇用環境・均等室 （℡０９６－３５２－３８６５）

令和２年５月７日から令和3年３月31日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、

休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、

❸当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主

❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

▶▶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
●妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する
心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業
主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
●本措置の対象期間は、令和２年５月７日～令和４年１月31日（※）です。
（※）新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定 11



家族の介護が必要となった①～③の労働者に対し、労働基準法の年次有給休暇などとは別途、有給（賃金全額支給）の
休暇を取得させた事業主。

対象者（事業主）

支給額

主な支給要件

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が
休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援します。

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症によ
る休業等により利用できなくなった場合

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応の
ため利用を控える場合

③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

休暇の取得日数 助成額

合計５日以上１０日未満 ２０万円

合計１０日以上 ３５万円

① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度（※）を設け、
当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、
①の休暇を合計５日以上取得（※）すること

※対象となる休暇の取得期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り

替えた場合も対象となります。（振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要で
す。）

＊１中小事業主あたり５人まで申請可能で
す

※ この助成金と通常の両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」は一定の要件に合えば同時にご利用いただけます。

12



３ 働き方改革実行計画の実行

13



男女平等の実現
（社会正義）

1970年代・80年代

少子化対策
(労働者福祉)
（雇用継続）

1990年代・2000年代

成長戦略
(人材フル活用)

2010年代

1986

男女雇用機会
均等法

1992

育児休業法
2005

次世代育成支援
対策推進法

2016

女性活躍推進法
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（見直し）
（現行制度の適用除外等の取扱）
（事前に予測できない災害その他事項の取扱）
（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）
（企業本社への監督指導等の強化）
（意欲と能力ある労働者の自己実現の支援）

５ ．柔軟な働き方がしやすい環境整備
（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則
の策定
６ ．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実
（２）多様な女性活躍の推進
（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備

７ ．病気の治療と仕事の両立
（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備
（２）トライアングル型支援などの推進
（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

８ ．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
（男性の育児・介護等への参加促進）

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進
９ ．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援
（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定
（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

１０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備
１１．高齢者の就業促進
１２．外国人材の受入れ
１３．10 年先の未来を見据えたロードマップ
（時間軸と指標を持った対応策の提示）他の政府計画との連携）

１．働く人の視点に立った働き方改革の意義
（１）経済社会の現状
（２）今後の取組の基本的考え方
（３）本プランの実行
（コンセンサスに基づくスピードと実行）
（ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組）
（フォローアップと施策の見直し）

２ ．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
（基本的考え方）
（同一労働同一賃金のガイドライン）
① 基本給の均等・均衡待遇の確保
② 各種手当の均等・均衡待遇の確保
③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
④ 派遣労働者の取扱
（法改正の方向性）
① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備
④ 派遣労働者に関する法整備
（２）法改正の施行に当たって

３ ．賃金引上げと労働生産性向上
（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善
（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

４ ．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
（基本的考え方）
（法改正の方向性）
（時間外労働の上限規制）
（パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策）
（勤務間インターバル制度）
（法施行までの準備期間の確保）

働き方改革実行計画 平成29年３月28日
働き方改革実現会議決定
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2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４月

労働基準法
・割増賃金率見直しの

猶予措置の廃止

パートタイム・有期雇用
労働法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイム・有
期雇用労働法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度

・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制、賃金請求権
延長

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度

・年休取得義務
・フレックスタイム
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その他の法改正関係

女性活躍推進法
・情報公表

６月

＜ 中小企業 ＞ 資本金の額又は出資の総額 or 常時使用する従業員の数

①製造業など（②～④以外） ３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下

女性活躍推進法

・プラチナえるぼし認
定

労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

女性活躍推進法
・労働者数１０１人以上
３００人以下に行動計画
策定等

労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

育児・介護休業法

・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１月

育児・介護休業法

・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１月

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

６月

労働基準法
・賃金請求権延長

高齢者雇用安定法

労災保険法

労働施策総合推進
法

・中途採用者の公
表

雇用保険法
・65歳以上の労働
者に適用

１月

働き方改革関連法等の施行時期



仕事と育児の両立のために 令和３年１月１日施行 看護休暇が時間単位で取得

育児・介護休業法等の制度

１ 育児休業
２ 看護休暇
３ 所定外労働の制限
４ 時間外労働の制限
５ 深夜業の制限
６ 所定労働時間の短縮措置等

【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間が６時間以下）
※始業終業時刻は会社が設定する

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

７ 育児休業給付
８ 育児休業等を理由とした不利益取扱いの禁止
９ 育児休業等に関するハラスメントの禁止

☆ 両立支援制度と保育所などの福祉サービスと組み合わせて利用しましょう
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企業によって措置の内容が
異なります

令和３年１月１日施行
看護休暇が時間単位で取得で

きるようになりました！



建議の内容のポイント

・はじめに

男性の育児休業取得率 令和元年度７．４８％

男性の取得期間 約８割が１か月未満

男性の育児休業制度利用希望者のうち利用できなかった者の割合

約４割

・必要な措置の具体的内容

子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み

妊娠・出産（本人または配偶者）の申出をした労働者に対する個別の働き
かけ及び環境整備

育児休業の分割取得等

育児休業取得率の公表の促進等
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労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」令和3年1月18日



育児休業、
又はそれに準ずる措置

妊娠
判明

産前
６週間

出産
（予定）日

産後
８週間

１歳 １歳
６ヶ月

３歳 就学

所定労働時間の短縮措置等所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間が６時間以下）

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所定外労働の制限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護休暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

妊娠・出産・育児期の両立支援制度

軽易業務への転換

産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限坑内業務・危険有害業務就業制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

男性は子の出生
日（又は予定日）

から取得可能

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定労働時間
の短縮、又はそ
れに準ずる措

置

所定外労働の
制限、又はそれ
に準ずる措置

：労基法上の制度

：均等法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

産後休業

育児休業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

育児目的休暇

母性健康管理措置
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仕事と介護の両立のために 令和３年１月１日施行 介護休暇が時間単位で取得

育児・介護休業法等の制度

１ 介護休業
２ 介護休暇
３ 所定外労働の制限
４ 時間外労働の制限
５ 深夜業の制限
６ 所定労働時間の短縮等の措置

● 短時間勤務制度
ａ １日の所定労働時間の短縮
ｂ 週又は月の所定労働時間の短縮
ｃ 週又は月の所定労働日数の短縮
ｄ 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求

● フレックスタイム
● 時差出勤
● 介護サービスの費用の助成

７ 介護休業給付
８ 介護休業等を理由とした不利益取扱いの禁止
９ 介護休業等に関するハラスメントの禁止

☆ 両立支援制度と介護保険制度等の支援やサービスと組み合わせて利用しましょう

企業によって措置の内容が異なります

20

令和３年１月１日施行
介護休暇が時間単位で取得で

きるようになりました！



仕事と生活の両立支援対策の概要

○ 女性の継続就業率
53.1% （平成27年）

→ 55% （令和2年）、70％（令和7年）

○ 男性の育児休業取得率
6.16% （平成30年）

→ 13% （令和2年）、30％（令和7年）

○ 年次有給休暇取得率
52.4% （平成30年）

→ 70% （令和2年）

○ 女性の継続就業率
53.1% （平成27年）

→ 55% （令和2年）、70％（令和7年）

○ 男性の育児休業取得率
6.16% （平成30年）

→ 13% （令和2年）、30％（令和7年）

○ 年次有給休暇取得率
52.4% （平成30年）

→ 70% （令和2年）

法律に基づく両立支援の取組

○ 子が満１歳（両親ともに育児休業を取得した場
合、１歳２ヶ月＝“パパ・ママ育休プラス”）まで
（保育所等に入所できない場合等は最長２歳ま
で）の育児休業

○ 子が３歳に達するまでの短時間勤務制度、所
定外労働の免除

○ 介護休業（93日、３回までの分割取得可）、介護
のための短時間勤務制度、所定外労働の免除

○ 育児休業や介護休業を取得したこと等を理由
とする解雇その他の不利益取扱いの禁止 等

育児休業中の経済的支援

○ 育児休業給付（180日までは賃金の67％、以降は50％）、

（介護休業給付（賃金の67％相当））

○ 社会保険料（健康保険、厚生年金保険）免除等

○イクメンプロジェクトの実施
男性の仕事と育児の両立支援の
促進のため、イクメン企業アワード・
イクボスアワード等を実施

○ 両立支援に取り組む事業主へ助成金を支給
・男性の育児休業等取得を支援した場合
・介護休業の円滑な取得・復帰や勤務制限制度の

利用を支援した場合
・育児休業の円滑な取得・復帰や、育児休業者の

代替要員を確保し休業取得者を原職等に復帰さ
せた場合

・育児・介護等を理由とした退職者を再雇用制度に
基づき復職させた場合

○ 中小企業で働く労働者の育児休業取得及び
育児休業後の円滑な職場復帰支援のための
「育休復帰支援プラン」や、介護離職を防止す

るための「介護支援プラン」の策定・利用支援

○ 「介護離職を予防するための両立支援対応
モデル」の普及促進

○ 「女性の活躍・両立支援総合サイト
両立支援のひろば」による情報提供

○「仕事と介護を両立できる職場環境」の
整備促進のためのシンボルマーク
「トモニン」の普及促進

次世代法に基づく事業主の取組推進

○ 仕事と子育てを両立しやすい環境の整備等に
関する行動計画の策定・届出・公表・従業員へ
の周知

（101人以上は義務、100人以下は努力義務）

○ 一定の基準を満たした企業を認定
（くるみんマーク及び

プラチナくるみんマーク）

両立支援制度を利用しやすい
職場環境づくり

育児・介護と仕事の両立 働き方・休み方の見直し

主な数値目標

育児休業等両立支援制度の整備
（育児・介護休業法）

○ 労働時間等設定改善法に基づく働き
方・休み方の見直しの推進

・勤務間インターバル制度の導入促進

・長時間労働につながる商慣行の見直し
への取組

・「働き方・休み方改善ポータルサイト」に
よる情報発信

・「働き方・休み方改革シンポジウム」 に
よる機運の醸成

・ 「ゆう活」「キッズウィーク」「特に配慮を
必要とする労働者への休暇制度」の普及

・時季を捉えた年次有給休暇取得促進の
周知広報

・地域の特性を活かした年次有給休暇取
得の働きかけ

○ 地方における協議会（政労使会議）
の運営

21
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パートタイム・有期雇用労働法の改正ポイント（１）
～法施行対象に、フルタイムの有期雇用労働者が入ったこと～

パートタイ
ム労働者
（短時間労

働者）

有期雇用労
働者

【用語の定義】

・通常の労働者とは ：同一の事業主に雇用される正社員（無期雇用フルタイム労働者）。無期雇用フルタイム労働者とは、事業主と期間
の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者

・パートタイム労働者とは ：労働契約期間の有期・無期に関わらず、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の１週
間の所定労働時間に比べて短い労働者

・有期雇用労働者とは ：期間の定めのある労働契約を締結している労働者

（参考：パートタイム労働法のあらまし ｐ３）

パートタイム・有期雇用労働法 中小企業は令和３年４月１日から施行
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見直しの内容

次の制度が有期契約労働者も対象になります
・労働条件の文書交付等（義務）

昇給・賞与・退職金の有無の明示

・就業規則の作成の手続きで意見を聴くこと（努力義務）

・均等・均衡待遇の確保

不合理な待遇の禁止（義務） （法第8条）

差別的取扱いの禁止（義務） （法第9条）

賃金（基本給、賞与、役職手当など）決定方法（努力義務）

教育訓練（義務・努力義務）

福利厚生（義務）

給食施設、休憩室、更衣室の利用

・通常の労働者への転換する機会の付与（義務）

・事業主が講ずる措置の内容等についての説明義務

・相談のための体制整備の義務



パートタイム・有期雇用労働法の改正ポイント（２）
～雇用形態に関わらない公正な待遇の確保対策を定めたこと～

● 同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消 ●

① 正社員との不合理な待遇差の解消

・パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との不合理な待遇差の判断要素
を明確化
・有期雇用労働者の均等待遇の確保を義務化

② 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との待遇差の内容・理由を求め
られた場合等の説明を義務化

③ 裁判外紛争解決手続を整備し、紛争の解決を促進
・行政による事業主への助言・指導等
・裁判外紛争解決手続(局長による助言・指導・勧告、調停)

見直しの目的

見直しの内容

同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、

多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
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不合理な待遇差をなくすための規定の整備

●裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定（法第8条）」「均等待遇規定（法第9条）」
をパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者で統一的に整備。待遇ごとに判断する
ことを明確にし、同一労働同一賃金ガイドライン（次頁）で規定の解釈を示しています。

「均衡待遇規定」の内容 ①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、
③その他の事情 を考慮して不合理な待遇差を禁止

●パート・有期雇用労働者と正社員で、責任や異動範囲などの違いがあることを前提
に

・その違いの範囲で待遇に差が生じる ⇒ ◎
・その違いの範囲を超えて差が生じる ⇒ ×

「均等待遇規定」の内容 ①職務内容※ 、②職務内容・配置の変更範囲が同じ

場合は差別的取扱い禁止
●正規と非正規という以外、職務内容や配置等の変更範囲が同じである場合

※ 職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。
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「その違いの範囲」は、
客観的・具体的な理由が説
明できることが必要



具体例
（問題となら

ない例）

原則となる考え方

裁判で争い得る法律整備

具体例
（問題となる

例）

• 正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の
合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変
更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があ
る。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待
遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。

• 雇用管理区分が複数ある場合（例：総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員と
の間で不合理な待遇差の解消が求められる。

• 正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離した
場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が求
められる。

ガイドラインの構造

１ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備｜「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要①
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

○ このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○ 基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。

○ このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、
不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について
議論していくことが望まれる。

（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意

２６



パートタイム・有期雇用労働法に対応するための取組手順（全体の流れ）
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①単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明
にはなりません。
②正社員と職務内容（業務の内容・責任の程度）および職務内容・配置の変更の範囲が同じ短時間労働者・有期雇用
労働者については、すべての待遇について、差別的に取り扱うことが禁止されます。

【用語の定義】

・通常の労働者とは ：同一の事業主に雇用される正社員（無期雇用フルタイム労働者）。無期雇用フルタイム労働者とは、事業主と期間
の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者

・パートタイム労働者とは ：労働契約期間の有期・無期に関わらず、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の１週
間の所定労働時間に比べて短い労働者

・有期雇用労働者とは ：期間の定めのある労働契約を締結している労働者



パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順（手順２、手順３）
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手順２ 待遇の状況を確認しましょう

手順３ 待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう 《手当編》

【記載例１】 待遇の違いの有無 （あてはまるものに○）

通 勤 手 当
ア 正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも同じ基準で支給している

イ
正社員には支給するが、短時間労働者・有期雇用労働者には支給しない。または、正社員、
短時間労働者・有期雇用労働者とも支給するが、支給基準が異なる

手当を支給している場合は、手当の支給の目的を書き出しましょう。

・通勤に要する交通費を補填する目的で支給。

⇒「イ」にあてはまる場合は、どのような違いなのか、また、違いを設けている理由を書き出しましょう。
正社員 短時間労働者・有期雇用労働者 違いを設けている理由

・交通費実費の全額に相当する通勤手当を支
給。

・支給なし。
⇒

・短時間労働者・有期雇用労働者は、労働契約の期間に定
めがあり、職務内容が正社員と異なるため支給していない。

【記載例２】 待遇の違いの有無 （あてはまるものに○）

精 皆 勤 手 当
ア 正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも同じ基準で支給している

イ
正社員には支給するが、短時間労働者・有期雇用労働者には支給しない。または、正社員、
短時間労働者・有期雇用労働者とも支給するが、支給基準が異なる

手当を支給している場合は、手当の支給の目的を書き出しましょう。

・一定数の業務を行う人数を確保するため、皆勤を奨励する目的で支給。

⇒「イ」にあてはまる場合は、どのような違いなのか、また、違いを設けている理由を書き出しましょう。

正社員 短時間労働者・有期雇用労働者 違いを設けている理由

・月の勤務日数の９割以上を出勤した者に対
し月5,000円を支給。

・支給なし。
⇒
・短時間労働者・有期雇用労働者は、勤務日数が少ない
ため、支給をしていない。

※記載例については、改正法への対応に向けて改善が必要な事例が含まれています。
「違いを設けている理由」について、手順４で、その違いが「不合理ではない」と言えるか、検討していきます。



運送会社で働く契約社員（有期雇用労働者）が、正社員との間に差を設けるのは無効であると訴えました。その結果、
表のとおり、５つの手当について、正社員との間に差を設けることは不合理だと判断されました。

手当名 判 断 本件における手当支給の目的 判 決 理 由

無事故手当 不合理 優良ドライバーの育成や安全な輸送によ
る顧客の信頼の獲得を目的として支給。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、安全運転
および事故防止の必要性は同じ。将来の転勤や出向の可
能性等の相違によって異なるものではない。

作業手当 不合理
特定の作業を行った対価として作業その
ものを金銭的に評価して支給される性質
の賃金。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、作業に対
する金銭的評価は、職務内容・配置の変更範囲の相違に
よって異なるものではない。

給食手当 不合理 従業員の食事に係る補助として支給。

勤務時間中に食事をとる必要がある労働者に対して支給
されるもので、正社員と契約社員の職務の内容が同じで
あるうえ、職務内容・配置の変更範囲の相違と勤務時間
中に食事をとる必要性には関係がない。

住宅手当 不合理ではない 従業員の住宅に要する費用を補助する趣
旨で支給。

正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員よ
りも住宅に要する費用が多額となる可能性がある。

皆勤手当 不合理
出勤する運転手を一定数確保する必要が
あることから、皆勤を奨励する趣旨で支
給。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、
出勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤
や出向の可能性等の相違により異なるものではない。

通勤手当 不合理 通勤に要する交通費を補填する趣旨で支
給。

労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に必要
な費用が異なるわけではない。正社員と契約社員の職務
内容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費
用の多寡に直接関係はない。

参考： http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

正規雇用労働者と有期雇用労働者の各種手当に関する待遇の違いが不合理かどうかが
争われた事件の最高裁判決（平成30年6月1日最高裁判決）

「平成30年６月１日 最高裁判所第二小法廷判決・平成28年（受）第2099号，第2100号 未払賃金等支払請求事件」
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①（女性のことを）

「採っていない」

②（女性のことを）

「育てていない」

✎ 4割弱(36.6%)の企業は「女性採用なし」
【平成26年度雇用均等基本調査】

✎ 総合職採用の競争倍率は、男性30倍に対
し、女性43倍。
【平成26度コース別雇用管理制度の実施・指導状況】

✎ 将来的な育成に向けた教
育訓練を受けている率は、
25~44歳の全年齢層で男性よ
りも女性が低い。（30代後半
の場合、男性28.8%／女性
15.3%）【2009年「働くことと学ぶこと
についての調査」】

✎「営業」「生産」部門は約
７割の企業が「男性９割以上
の職場あり」と回答【採用・配置・
昇進とポジティブ・アクションに関する調査
(2014)】

✎ 約６割の女性が第１子出産
を機に退職。

【第14回出生動向基本調査（夫婦調査）】

✎ 妊娠・出産前後で退職した
女性の約1/4は「仕事と育児
の両立の難しさで辞めた」

（26.1%） 両立が難しかった
理由は①勤務時間のあわなさ
（65.4％）②職場の両立を支援
する雰囲気のなさ（49.5％）
【両立支援に係る諸問題に関する総合的研究
調査（平成20年）】

③（女性にとって）

「続けたくない」
「続けられない」

④(女性にとって）

「昇進したいと
思えない」

－ これらの根底には －
「長時間労働」×「性別役割分担意識（男は仕事／女は家庭）等」

✎ 課長以上の昇進希望を持つ女性
は１割程度にすぎない。

✎ 昇進を望まない理由のトップは
「仕事と家庭の両立が困難になる」
【男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果
（平成25年）】

30

女性活躍推進法が制定された背景



●国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施

（労働者が300人以下の民間事業主については努力義務）

31

女性活躍推進法について（平成28年4月1日施行）

☆女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情に
ついての分析

【参考】状況把握する事項：

①女性採用比率 ②勤続年数男女差

③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等

☆上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組
内容などを内容とする「一般事業主行動計画」の策定・
公表

☆女性の活躍に関する情報の公表（1年に1回）



えるぼし認定とは、女性の活躍推進に関する取組が優
良である企業を「女性活躍推進法」に基づき、厚生労働大
臣が認定する制度です。

32

えるぼし認定をめざそう

厚生労働大臣の認定を受けると、ハローワークの求人票や
自社の商品・広告に「えるぼし認定マーク」を標記できます。
国の公共調達における加点評価、日本政策金融金庫の低利
融資の対象になります。

認定基準の一部

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上
②男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度
③女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の平均勤続年数が０．７以上



▶ 常時雇用する労働者301人以上の事業主は、令和２年４月１日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の
区分ごとに１つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。

一般事業主行動計画の改正内容（令和２年４月１日施行） （労働者数３０１人以上の事業主）

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

併せて、左記の項目とは別に、以下の項目について
も、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。

〇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
に資する社内制度の概要

〇労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内
制度の概要

②「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の役務の
提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うこと
が必要です。

（注）①「(区)」の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに
公表を行うことが必要です。

▶ 常時雇用する労働者301人以上の事業主は、令和２年６月１日以降、女性の活躍推進に関する情報公表についても、以下の①と②の区分
ごとにそれぞれ１項目以上選択して２項目以上情報公表する必要があります。

① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・男女別の配置の状況(区)
・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の

職場風土等に関する意識(区) (派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異(区)
・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ

登用した実績

・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)

・男女の賃金の差異(区)

② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異(区)

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用
割合(区)

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）
の利用実績(区)

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する
制度の利用実績

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況

・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 （健康管理時間）の状況
(区)(派)

・有給休暇取得率(区)

※ 令和２年４月１日以降、状況把握の際には、管理職を含む全労働者の労働時間を把握
する必要がありますので、ご注意ください。

③「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、状況把握の
際は、派遣労働者を含めて把握を行うことが必要です。

②「(区)」の表示のある項目については、状況把握の際は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが
必要です。

（注）①上記の項目は状況把握項目を区分したものであり、下線は基礎項目（必ず把握すべき項目）です。

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの

平均残業時間(区) (派)
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容（令和２年６月１日施行） （労働者数３０１人以上の事業主）
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▶ 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から
101人以上の事業主に拡大されます。常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、施行日までに以下の取組を実施してください。

労働者数１０１人以上の事業主に義務を拡大（令和４年４月１日施行）

ステップ１＞＞自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目（必ず把握すべき項目）を用いて把握してください。
・把握した状況から自社の課題を分析してください。

ステップ２＞＞一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ１を踏まえて、(a)計画期間、(b)１つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を

策定してください。
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ３＞＞一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

ステップ４＞＞取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。

基礎
項目

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・男女の平均継続勤務年数の差異（区）

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
・管理職に占める女性労働者の割合

（注２）（区）の表示のある項目については､雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から１項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表してください。

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

２ 女性の活躍に関する情報公表

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの

平均残業時間(区) (派)

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

「プラチナえるぼし」認定の創設（令和２年６月１日施行）

（注）
①「(区)」の表示のある項目については、雇用管理区分
ごとに公表を行うことが必要です。

②「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の
役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表
を行うことが必要です。

▶ 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」
認定を創設しました。

併せて、左記の項目とは別に、以下の項目についても、
女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。

〇女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
に資する社内制度の概要

〇労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内
制度の概要
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（注１）事業主にとって課題があると判断された事項については、選択項目（必要に応じて把握する項目

（前のページの下線以外の項目））を活用し、原因の分析を深めることが有効です。

外部公表として、女性の活躍推
進企業データベースに登録しま
しょう。



35

資料出所：熊本労働局「令和元年度個別労働紛争解決制度の状況」
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民事上の個別労働紛争 主な相談内容別の件数推移 ハラスメントに関する相談状況

パワーハラスメントの現状 熊本



職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つける
とともに、労働者が能力を発揮できず、また、職場環境
も悪化し、会社にとっても業務の遂行を阻害し、社会的
評価に影響を与える問題です
わが社では下記のハラスメントを許しません！！

セクシュアルハラスメント 妊娠、育児休業、介護休
業ハラスメント

パワーハラスメント

・性的な冗談、からかい、
質問

・わいせつ画面の閲覧、
配布、掲示

・性的な内容の噂を意図的
に流す

・食事やデートにしつこく誘う
・交際、性的な関係の強要

・上司に妊娠を報告したら

「他の人を雇うので辞めて
もらう」と言われた

・育児短時間勤務をしていた
ら、同僚から「周りは迷惑し
ている」と何度も言われ、
精神的に非常に苦痛を感
じている

・同僚の前で上司から無能
扱いする言葉を受けた

・先輩・上司に挨拶しても無
視され、挨拶してくれない

・１人ではできない量の仕事
を押し付けられる

・他の部署に異動させられ仕
事を何も与えられない
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ハラスメント対策について



① パワーハラスメント防止対策の法制化

～労働施策総合推進法の改正～

② セクシュアルハラスメント等の防止対策

の強化

～男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び

労働施策総合推進法の改正
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2－１－１ ハラスメント対策の強化

令和２年６月１日（中小事業主は令和４年４月１日）施行

令和２年６月１日施行



〇職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上

の措置を講じることを事業主に義務付ける。

（適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象）

〇以下の３つの要素をすべて満たすものがパワーハラスメント

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境を害するもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業
務指示や指導については、パワハラに当たりません。
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2－１－２ パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法）

～パワーハラスメントの定義～



職 場 事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所

言 動 発言又は行動

労 働 者

いわゆる正社員のみならず、パートタイム労働者、
契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業
主が雇用する労働者の全て
派遣労働者

行 為 者 パワーハラスメントの言動を行う者

39

2－１－３ 用語の説明
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身体的な攻撃（暴行・傷害） 精神的な攻撃（脅迫・名誉
棄損・侮辱・ひどい暴言）

人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

過大な要求（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）

過小な要求（業務上の合理性な
く能力や経験とかけ離れた程度
の低い 仕事を命じることや仕
事を与えないこと）

個の侵害（私的なことに過
度に立ち入ること）

2－１－４ 行為類型
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１ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を

明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文

書に規定し、労働者に周知・啓発すること

２ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにするこ

と

職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当す

るか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること

2－１－５ パワーハラスメント防止措置（その１）
～職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置～
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３ 職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適

切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと

⑦行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧再発防止に向けた措置を講ずること

※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

４ １から３までの措置と併せて講ずべき措置
⑨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措置を講じ、

周知すること

⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定

め、労働者に周知・啓発すること

2－１－６ パワーハラスメント防止措置（その2）
～職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置～



〇職場におけるセクシュアルハラスメントとは

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働
者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的
な言動により就業環境が害されること

43

職場におけるセクシュアルハラスメント、
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント の定義

〇職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントとは

職場において行われる上司や同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児
休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児
休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること

同性に対するものも含まれる

業務分担や安全配慮等の観点から、客観
的にみて、業務上の必要性に基づく言動
によるものはハラスメントに該当しない

妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と
嫌がらせとなる行為の間に因果関係があ
るものがハラスメントに該当

被害を受ける者の性的指向（※１）や性自認（※２）に
かかわらず、「性的言動」であればセクシュアルハラス
メントに該当
※１ 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
※２ 性別に関する自己意識



職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました！

セクハラ等の防止対策の強化の内容については、事業所の規模を問わず、２０２０年（令和２年）６月１日から施行！

③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
※ セクシュアルハラスメントのみ

自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置（事実確認
等）への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。
※ なお、セクハラについては、他社の労働者等の社外の者が行為者の場合についても、雇用管理上の措置義務の対
象となっています。
自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合には、必要に応じて他社に事実関係の確認や再発防止

への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。

今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されます。
（①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントと同様です。）

① 事業主及び労働者の責務

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
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企業の取組事例や、裁判例等を紹介する
ハラスメント対策の総合情報サイトです。

是非ご活用ください！

職場におけるハラスメント対策の総合情報サイト
「あかるい職場応援団」

職場のハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事を掲載しています。
働きやすい職場の整備に向けて、ぜひ参考にしてください。

パンフレットや社内研修用資料など、ダウンロード資料も充実しています。
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＜テレワーク導入企業の割合＞

テレワークの推進
テレワークとはテレワークとは

○ ICT（情報通信技術）を活用し、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方。
○ 働く方の性別や年齢、居住する場所等にかかわらず、様々な方の多様な生活スタイルに応じた働き方を可能とする。

※テレワーク とは「tele＝離れたところで」と「work＝働く」 をあわせた造語

政府目標と現状政府目標と現状

＜就業場所による分類＞
①自宅で仕事を行う在宅勤務、②出張時の移動中などに公共交通機関内やカフェ等で仕事を行うモバイル勤務、③共同
のワークスペースなどを利用して仕事を行うサテライトオフィス勤務の3形態に分類

＜就労形態による分類＞
企業等に雇用されている雇用型テレワークと、個人事業主のような形態の自営型テレワークに分類

○ 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年６月14日閣議決定）で政府目標を提示

政府目標①

19.1％11.5％

令和２年（目標年）平成30年平成24年度

関係府省による連携関係府省による連携

出典：総務省「通信利用動向調査」

令和２年までに
テレワーク
導入企業を

平成24年度比で3倍

政府目標②

令和２年までに
テレワーク制度等に

基づく雇用型
テレワーカーの割合を
平成28年度比で倍増

＜制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合＞

出典：国土交通省「テレワーク人口実態調査」

7.7％

令和２年（目標年）平成28年度

○ テレワークは総務省、厚生労働省、国土交通省、経済産業省の四省で連携して推進を図っている。
○平成28年度より、4省副大臣による関係府省連絡会議を開催、連携の強化を図っている。

経済産業省

産業政策
テレワークに係る産業振興

厚生労働省総 務 省 （幹事省） 国土交通省

国土交通政策
都市部への人口・機能の集中による
弊害の解消と地域活性化等

労働政策
適正な労働条件下における良質な
テレワークの普及促進

情報通信政策
テレワーク推進に資する高度情報通
信基盤の整備及び利活用促進

9.8％

令和元年度

34.5％
(平成24年度の3倍）

15.4％
(平成28年度の倍）
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情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン＜概要＞

○ 「働き方改革実行計画」（平成２９年３月８日働き方改革実現会議決定）を受け、平成30年２月に「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導
入及び実施のためのガイドライン」を策定（「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定）

○ 雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理、在宅勤務以外の形態（モバイル・サテライト）についても対応。

○ 労働基準関係法令の適用

労働条件の明
示

労働者がテレワークを行うことを予定している場合も、テレワー
クを行うことが可能である勤務場所を明示することが望ましい。

労働時間
制度の適用
と留意点

• 労働時間の適正な把握
使用者はテレワークを行う労働者の労働時間についても適正に

把握する責務を有する。
• いわゆる中抜け時間

労働者が労働から離れ、自由利用が保障されている場合、休憩
時間や時間単位の年次有給休暇として取扱うことが可能。

• 通勤時間や出張旅行中の移動時間中のテレワーク
使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間

に該当する。
• 勤務時間の一部をテレワークする際の移動時間等

使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単に労働者
自らの都合により就業場所間を移動し、自由利用が保障されてい
る場合は、労働時間に該当しない。

• フレックスタイム制
テレワークもフレックスタイム制を活用可能。あくまで始業・

終業の時刻を労働者に委ねる制度のため、労働時間の把握が必要。

通常の労働
時間制度

事業場外みなし
労働時間制

使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが
困難なときは、事業場外みなし労働時間制が適用。

具体的には、①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可
能な状態におくこととされていないこと、②随時使用者の具体的な
指示に基づいて業務を行っていないこと が必要。

労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時
間管理を行う責務を有する。また、実態に合ったみなし時間となっ
ているか確認し、実態に合わせて労使協定を見直すこと等が適当。

裁量労働制

裁量労働制の要件を満たし、制度の対象となる労働者についても、
テレワークを活用可能。

労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時
間管理を行う責務を有する。また、労働者の裁量が失われていない
か等を労使で確認し、結果に応じて、業務量等を見直すことが適当。

休憩時間 労使協定により休憩時間の一斉付与の原則を適用除外可能。

テレワーク勤務における災害は労災保険給付の対象となる。

長時間労働等を防ぐ手法として、①メール送付の抑制、②システムへのアクセス制
限、③テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等、④長時間労働等を行
う者への注意喚起 等の手法を推奨。

労使双方の
共通の認識

あらかじめ導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、テレワー
クの方法等について、労使で十分協議することが望ましい。

テレワークを行うか否かは労働者の意思によるべき。

円滑な遂行 業務の内容や遂行方法を明確にしておくことが望ましい。

業績評価等
業績評価等について、評価者や労働者が懸念を抱くことのないよう

に、評価制度、賃金制度を明確にすることが望ましい。

費用負担
テレワークを行うことによって生じる費用について労使のどちらが

負担するか等を、あらかじめ労使間で十分に話し合い、就業規則等に
定めておくことが望ましい。

社内教育
労働者が能力開発等において不安に感じることの無いよう、社内教

育等の充実を図ることが望ましい。

労働者の自律 労働者も自律的に業務を遂行することが求められる。

○ 労働基準法の適用に関する留意点

テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災
害補償保険法等の労働基準関係法令が適用。

○ 労働災害の補償に関する留意点

○ 長時間労働対策

安全衛生関係
法令の適用

過重労働対策やメンタルヘルス対策等により、テレワークを行う労
働者の健康確保を図ることが重要。

作業環境整備 テレワークを行う作業場が自宅等である場合には、情報機器ガイド
ライン等の衛生基準と同等の作業環境とすることが望ましい。

○ 労働安全衛生法の適用及び留意点

○ その他テレワークを適切に導入及び実施するに当たっての注意点等

時間外・休日
労働の労働
時間管理

法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払い等が必要となる
ことから、労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働時
間や業務内容等について見直すことが望ましい。
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令和２年度のテレワーク・在宅勤務に係る取組について（熊本労働局）

〇 テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の「新しい生活様式」（密を避けて勤務できる感
染拡大防止の観点）に対応した働き方であることから、ますます重要である。

このため、事業主が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良
質なテレワークを推進し、定着させていくため支援を実施する。

１ 助言・指導できる専門人材の育成
・テレワーク研修会の開催（７月１３日・九州総合通信局と連携、１４日労務管理）
→対象：働き方改革推進支援センター、県社労士会、経済団体の経営指導員など
→内容：テレワークにおける労務管理、テレワークのICT（13日）、

関連施策の説明（熊本労働局、九州総合通信局）

２ テレワークに関心のある企業への取組支援
・テレワーク取組企業に対する好事例の収集、好事例のホームページ掲載
・テレワークに関するワークショップの開催（１１月２５日、１２月３日）
→対象：テレワークに関心のある中小企業等
→内容：事例発表、班別討議、労務管理のポイント説明

３ ホームページ「特集 新しい働き方テレワーク『テレワーク特集ページ』」の開設

４ 助成金やテレワークに関する広報の実施

５ 働き方改革推進支援センターの活用
・働き方改革のツールの一つとなる、テレワークにおける労務管理の助言
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〇 テレワークはウイズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、時間や場所を有効に活用で
きる働き方であり、今後とも良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要である。

〇 テレワークの推進には企業のトップや経営層の理解が不可欠であり、企業が方針を示すなど企業全体として取り組む必要が
ある。さらに、取引先との関係等にも左右されることから、グループ企業などの垂直関係、業界単位などの水平関係も含めたテ
レワークの実施の呼びかけ等を進めていくことが重要である。また、テレワークの導入に当たっては労使でよく話し合いを行うこ
とが重要である。

〇 テレワークの推進のためには、わかりやすいマニュアルが必要であり、テレワークガイドラインを見直すべきである。その改定
に当たっては、テレワークのメリットが十分に伝わるようにしつつ、使用者が適切な労務管理を行うとともに、労働者が安心して
働くことができるよう、労務管理全般の記載を追加する等、企業が良質なテレワークを積極的に導入できるようなものにするべ
きである。

〇 加えてテレワークを初めて導入する企業、中小企業等がどのようにテレワークを導入・実施しているのかという事例を展開し
ていくことが必要である。特に、人事評価や人材育成といった側面については、好事例を周知すべきである。

５０

これからのテレワークでの働き方に関する検討会 報告書 概要 （令和2年12月25日）

総 論

「働き方改革推進支援助成金(※)」 ※１月１８日から３次募集

新型コロナウイルス感染症対策ためのテレワークコース
緊急事態宣言発令地域・緊急事態宣言に準じる地域内の事業所が対象です（熊本県対象外）

★３次募集における事業実施期間等について
・事業実施期間：令和３年１月８日（金）～令和３年１月29日（金）
・交付申請期限：令和３年１月29日（金）まで（必着）
・支給申請期限：令和３年３月１日（月）まで（必着）※交付決定前でも支給申請いただけます。

※本助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があります。

助成の対象となる事
業の実施期間

令和３年１月８日（金）～令和３年１月２９日（金）
※計画の事後提出を可能にし、令和３年１月８日以降の取組で、交付決定より前のものも助成対象とします。

支給額 補助率：１／２ １企業当たりの上限額：１００万円



募集内容の
明示

注文者又は②の仲介事業者は、文書、電子メール又はウェブ
サイト上等で次の事項を明示すること。
① 仕事の内容
② 成果物の納期予定日（役務が提供される予定期日又は予

定期間）
③ 報酬予定額・支払期日・支払方法
④ 諸経費の取扱い
⑤ 提案等に係る知的財産権の取扱い
⑥ 問合せ先

２ 関係者が守るべき事項（主なもの）

契約条件の
文書明示

注文者は、自営型テレワーカーと協議の上、次の事項を明ら

かにした文書を交付すること（電子メール又はウェブサイト上

等の明示でも可）。

① 注文者の氏名又は名称、所在地、連絡先

② 注文年月日

③ 仕事の内容

④ 報酬額・支払期日・支払方法

⑤ 諸経費の取扱い

⑥ 成果物の納期（役務が提供される期日又は期間）

⑦ 成果物の納品先及び納品方法

⑧ 検査をする場合は、検査を完了する期日（検収日）

⑨ 契約条件を変更する場合の取扱い

⑩ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が

遅れた場合等の取扱い（補償が求められる場合の取扱い

等）

⑪ 知的財産権の取扱い

⑫ 自営型テレワーカーが業務上知り得た個人情報及び注文

者等に関する情報の取扱い

保存 明示した文書又は電子メール等を３年間保存すること。

（２）契約条件の文書明示

１ 定義

（１）募集

自営型テレ
ワーク

注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して
主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所に
おいて、成果物の作成又は役務の提供を行う就労
（法人形態の場合、他人を使用している場合などを
除く。）

自営型テレ
ワーカー

自営型テレワークを行う者

注文者 自営型テレワークの仕事を自営型テレワーカーに
直接注文し、又はしようとする者

仲介事業者 ① 他者から業務の委託を受け、当該業務に関する仕
事を自営型テレワーカーに注文する行為を業とし
て行う者

② 自営型テレワーカーと注文者との間で、自営型テ
レワークの仕事のあっせんを業として行う者

③ インターネットを介して注文者と受注者が直接仕
事の受発注を行うことができるサービス（いわゆ
る「クラウドソーシング」）を業として運営して
いる者

※斜体部：仲介事業者のみに求められる事項

自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン＜概要＞

○ 自営型テレワークは、委託を受けて行う就労であり、基本的に労働関係法令が適用されない。

○ 自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、自営型テレワークを良好な就業形態とするために必要な事項を示すもの

募集から契
約までの間
に取得した
提案等の
取扱い

• 選考外の用途で応募者に無断で使用等しないこと。

• 知的財産権を契約時に譲渡等させる場合は、募集の際にその

旨を明示すること。
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手数料
仲介事業者は、手数料の額、発生条件、徴収時期等をあらかじめ明示して

から徴収すること。契約成立時に徴収する場合には、契約締結に際し額等を
明示すること。

物品の
強制購入等

正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させたり、役務を強
制して利用させないこと。

注文者の協力 仕事をする上で必要な打合せに応じる等必要な協力を行うことが望ま
しいこと。

個人情報等
利用の目的をできる限り特定し、同意を得ずに必要な範囲を超えて取

り扱わないこと（仲介事業者も同様）。個人情報の取扱いを委託する場
合、自営型テレワーカーに必要な監督を行うこと。

健康確保措置
健康確保のための手法について、情報提供することが望ましいこと。

プライバシーの保護に配慮の上相談に応じ、作業の進捗状況に応じた必
要な配慮に努めること。

能力開発支援 自営型テレワーカーの能力開発を支援することが望ましいこと。

担当者の明確化 あらかじめ、自営型テレワーカーからの問合せや苦情等に対応する
担当者を明らかにすることが望ましいこと。

苦情の
自主的解決

自営型テレワーカーと十分協議する等、自主的な解決を図るように努
めること。仲介事業者は、相談窓口の明確化など苦情処理体制の整備を

行うことが望ましいこと。

その他 下請法が適用される場合は遵守すること。

注文者の
氏名等

注文者が特定でき、確実に連絡が取れるものであること。

仕事の
内容

作業を円滑に進めることができ、誤解が生じることがないよう
明確に分かるものであること。

報酬額

同一又は類似の仕事をする自営型テレワーカーの報酬、仕事の
難易度、納期の長短、自営型テレワーカーの能力等を考慮する
ことにより、自営型テレワーカーの適正な利益の確保が可能と
なるように決定すること。

支払期日
注文者が成果物についての検査をするかどうかを問わず、成果
物を受け取った日又は役務の提供を受けた日から起算して30日
以内とし、長くても60日以内とすること。

支払方法
仲介事業者等の注文者以外の者が支払代行を行う場合には、契
約条件の明示の際に、併せて明示すること。

諸経費
通信費、送料等仕事に係る経費において、注文者が負担する経
費がある場合には、あらかじめその範囲を明確にしておくこと。

納期
作業時間が長時間に及び健康を害することがないように設定す
ること。その際、通常の労働者の１日の所定労働時間の上限
（８時間）も作業時間の上限の目安とすること。

納品先
報酬の支払期日は納品日から一定日数以内とされる場合も多い
ため、確実な納品のために納品先を明確にしておくこと。

契約条件
の変更

あらかじめ契約変更の取扱いを明らかにしておくこと。変更に
当たっては、文書等で明示し合意すること等を明確にしておく
こと。

補修 自営型テレワーカーの責任を含め明確にしておくこと。

知的
財産権

注文者へ譲渡等させる場合、対価等をあらかじめ明確にしてお
くこと。注文者である仲介事業者は、発注者に譲渡等をさせる場合、

その旨も明確にすること。

個人情報
等

個人情報の安全管理に関する事項や機密情報等の取扱いに関す
る事項をあらかじめ明らかにしておくこと。

（４）その他

（３）契約条件の適正化
イ 契約条件明示に当たって留意すべき事項

ロ 成果物の内容に関する具体的説明

ハ 報酬の支払
• 瑕疵が補修された場合は、報酬を支払う必要があること
• 発注者が仲介事業者に報酬を支払わない場合でも、自営型テレワーカーが瑕疵の

ない成果物を納品し、役務を提供したときは仲介事業者は報酬を支払うこと

ニ 契約条件の変更
• 十分協議の上、文書等を交付すること。
• 自営型テレワーカーに不利益が生ずるような変更を強要しないこと
• 仲介事業者は、発注者が契約条件を変更する場合、自営型テレワーカーに不利益が

生じないよう発注者と協議することが求められること。
ホ 成果物に瑕疵がある等不完全であった場合やその納入等が遅れた

場合の取扱い
• 補修を求めることや損害賠償を請求する場合の取扱いについて自営型テレワー

カーの責任を含めあらかじめ明確にしておくこと。
ヘ 契約解除

• 合意解除の場合、十分協議した上で、報酬を決定すること。
• 自営型テレワーカーに契約違反等がない場合、契約解除により生じた損害の賠償

が必要となること。
• 注文者の責に帰すべき事由以外の事由（災害等）で契約が解除される場合に生じ

た負担は、十分協議することが望ましいこと。
ト 継続的な注文の打切りの場合における事前予告

• 継続的な取引関係にある場合に、注文を打ち切ろうとするときは、速やかに、そ
の旨及び理由を予告すること。

５２
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熊本県内の労働基準監督署
労働時間相談・支援コー
ナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの労働基準法、労働安全
衛生法に関する相談に応じます。

熊本労働基準監督署 支援班 TEL 096-362-7100
菊池労働基準監督署 支援班 TEL 0968-25-3136
玉名労働基準監督署 支援班 TEL 0968-73-4411
八代労働基準監督署 支援班 TEL 0965-32-3151
人吉労働基準監督署 支援班 TEL 0966-22-5151
天草労働基準監督署 支援班 TEL 0969-23-2266

熊本労働局
【パートタイム労働者・

有期雇用労働者関係】
雇用環境・均等室

【派遣労働者関係】
需給調整事業室

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇
用労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談
に応じます。
熊本市西区春日２-１０-１ 熊本地方合同庁舎A棟９F   
▶雇用環境・均等室 ℡ 096-352-3865       
▶需給調整事業室 ℡ 096-211-1731

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

法律について

問い合わせ先・相談窓口
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■ ハラスメント対策、女性活躍推進法、育児・介護休業法・テレワーク・副業・兼業に関す
る相談については、熊本労働局雇用環境・均等室へご相談ください。



熊本働き方改革推進支援
センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、
助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談
に応じます。
https://
℡ 0120-04-1124 hatarakikatakaikaku@sr-kumamoto.co.jp

熊本産業保健総合支援セ
ンター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題に、産業保健の専門家が相談に
応じます。
https://www.kumamotos.johas.go.jp/index.shtml

熊本県よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に
応じます。
https://yorozu-kmt.jp/

熊本県内の商工会

熊本県内の商工会議所

熊本県中小企業団体中央
会

経営改善・金融・税務・労務等経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を
支援します。

▶熊本県内の商工会
http://www.kumashoko.or.jp/shoukoukai-list.html

▶熊本県内の商工会議所
https://www5.cin.or.jp/ccilist/prefecture/43

▶熊本県中央企業団体中央会
http://kumachu.or.jp/

熊本県内のハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hw/HW.html

熊本県医療勤務環境改善
支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、経営や労務管
理の専門家が相談に応じます。

http://www.iryokinmu-kksc-kumamoto.com

課題解決の支援
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■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。


