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2019 年 8 月 30 日、第 28 回プレミアムフライデーセミナー「ハラスメントの予防と事後対応」

を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

2019 年 6 月に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化等が行われま

した。職場のハラスメントは、事案が発生してしまうとその解決に時間と労力を要します。まずは

問題が発生しないように予防対策を講じ、事後対応も確認しておくことが重要です。 

その予防対策の一つとして、社外相談窓口の設置をご紹介いたしました。また、9 月のセミナー

「職場のメンタルヘルス対策」にて、出口事務所の新サービス「社外報告窓口（メール）」

「社外相談窓口（電話など）」のご提案を予定しております。社内相談窓口を設けるの

が難しい、もしくは社内相談窓口はあるが、社外にも窓口を設けたいという企業様は

9 月のセミナーにぜひご参加ください。 

なお、セミナー資料の一部は、出口事務所ホームページの「会員専用ページ」の

「プレミアムフライデーセミナー資料」よりご覧ください。 

 

 

 
都道府県の令和元年度地域別最低賃金額は、以下のとおりです。給与の見直し等ご確認をお願い

いたします。                                 (単位は円) 
詳細情報はこちら→最低賃金全国一覧 https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php 

都道府県 最低賃金額 都道府県 最低賃金額 都道府県 最低賃金額 都道府県 最低賃金額 

北海道 861 東京 1,013 滋賀 866 香川 818 

青森 790 神奈川 1,011 京都 909 愛媛 790 

岩手 790 新潟 830 大阪 964 高知 790 

宮城 824 富山 848 兵庫 899 福岡 841 

秋田 790 石川 832 奈良 837 佐賀 790 

山形 790 福井 829 和歌山 830 長崎 790 

福島 798 山梨 837 鳥取 790 熊本 790 

茨城 849 長野 848 島根 790 大分 790 

栃木 853 岐阜 851 岡山 833 宮崎 790 

群馬 835 静岡 885 広島 871 鹿児島 790 

埼玉 926 愛知 926 山口 829 沖縄 790 

千葉 923 三重 873 徳島 793   
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育児休業を延長・再延長する理由は、雇用

の継続のために特に必要と認められる場合に

限られます。よって、例えば育児休業の延長

を目的として、保育所等への入所の意思がな

いにも関わらず入所を申込み、その保育所等

に入れなかったことを理由として育児休業の

延長を従業員が申し出ることは、育児・介護

休業法に基づく育児休業の制度趣旨に合致し

ているとは言えず、育児休業の延長の要件を

満たさないとされています。

保育所等の入所申込みを行い落選したとき

には、「保育所入所保留通知書」が申込みを

した従業員に届きます。この際、第一次申込

みで保育所等の内定を受けたにも関わらずこ

れを辞退し、第二次申込みで落選した場合に

は、自治体によって違いはあるものの「保育

所入所保留通知書」にこうした事実が付記さ

れることがあります。

こうした付記がある「保育所入所保留通知

書」については、第一次申込みの内定辞退に

やむを得ない理由（※）がない場合には、育

児休業を延長する要件を満たさないこととな

り、従業員は育児休業の延長の申出はできま

せん。そのため、会社は従業員から適正な手

続きが行われているかを確認する必要があり

ます。

※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申

込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更が

あり、内定した保育所等に子どもを入所させることが

困難であったこと等が該当します。

育児休業中に支給される雇用保険の育児休

業給付金は、やむを得ない理由により育児休

業を延長・再延長するときに引き続き支給さ

れるものであることから、2.のような内定辞

退の旨が付記された「保育所入所保留通知

書」が提出された場合、ハローワークでは保

育所等の内定を辞退した理由について従業員

に確認が行われます。そして、確認に基づき、

やむを得ない理由がない場合には、育児休業

給付金が支給されません。

R oumu news

育児・介護休業法では、原則として子どもが1歳に達するまで育児休業が取得でき、その後、

保育所等に入所できない場合に、子どもが1歳6ヶ月まで（再延長で2歳まで）延長することが

できるとされています。これに関連して、延長・再延長の申出において制度の趣旨に則った運

用を求める通達が厚生労働省より発出されましたので、確認しておきます。

確認が求められる育児休業の
延長・再延長の申出理由

人事労務管理情報

2019.9
News
Letter

なるべく長く育児休業を取得したいという従業員もいるかとは思いますが、入所の意思が

ないにも関わらず保育所の申込みを行うことは、待機児童の問題にも影響します。制度趣旨

を理解し、会社として適切な対応をとるようにするのと共に、従業員にもあらかじめ意識付

けをするようにしましょう。

3.育児休業給付金への影響
2.「保育所入所保留通知書」の

内容の確認

1.育児休業の延長・再延長の理由
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このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

従業員の退職時に交付する
退職証明書と解雇理由証明書の
違い

【ワンポイントアドバイス】

1. 従業員から請求があったときには、退職証明書を遅滞なく交付しなければならない。

2. 退職証明書や解雇理由証明書には、従業員が希望しない事項を記載してはならない。

3. 求職者に退職証明書の提出を求めることで、前職の経験等を把握することができる。

R oumu news
会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2019.9
News
Letter

先日退職した従業員から、国民健康保険に切り替えるために「退職証明書」を発行
して欲しいという依頼がありました。この退職証明書とはどのようなものですか。

総務部長退職証明書とは、従業員が退職するときに、①使用期間、②業務の種類、③その事
業における地位、④賃金、⑤退職の事由を記載の上、会社が証明し従業員に交付す
るものです。

社労士 これまでそのような証明書を渡したことはありませんが、常に発行が必要なので
しょうか。

任意の様式ですが、厚生労働省から「退職事由に係るモデル退職証明書」が出てい
ますので、参考にしてみてください。なお、会社が従業員を解雇したときに従業員
から解雇の理由について証明書の請求があった場合は、解雇予告をした日から退職
日までの間に、証明書を交付する必要があります。一般的にこれを「解雇理由証明
書」と呼んでいます。

従業員が請求したときには、遅滞なく交付することが労働基準法で義務付けられて
います。今回のように、国民健康保険に加入する日を確認するための資料として求
められることがあります。請求されたときに交付が必要なものであり、 初から退
職者全員に交付する必要はありません。

安心しました。ちなみに証明書のひな型はありますか。

従業員は解雇理由証明書により、解雇理由を確認できるということですね。

確かに弊社では履歴書と職務経歴書を提出してもらうことで確認をしていますが、
あくまでも求職者の自己申告ですので、退職証明書を提出してもらうことも一つと
して考えることができますね。今後の採用活動の参考にします。

退職証明書の活用事例として、転職活動のときに、求職先の会社で提出を求められ
ることがあります。退職証明書の①使用期間、②業務の種類等から、これまでの実
務経験を把握でき、⑤退職の事由では、前職をどのような理由で退職しているかを
把握できますので、求職先の会社が提出を求めたりするのです。

なるほど、作成するときには注意します。

そうですね。証明書を発行するときは、退職証明書・解雇理由証明書のいずれも、
従業員が請求しない（証明書に記載を希望しない）事項は記載しないことになって
います。
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企業に求められる従業員の
精神障害発症を防ぐための対応

パワーハラスメントについては、先に行われた国会で、パワーハラスメント防止対策が法

制化され2019年6月5日に公布されました。施行は公布後1年以内の政令の定める日（中小企

業は公布後3年以内の政令で定める日までは努力義務）とされています。施行はまだ先の予

定ですが、日々の労務管理を行う上で、パワーハラスメントの防止に向けた取組みを進めて

いきましょう。

R oumu information
労務管理情報

2019.9
News
Letter

従業員が精神障害を発症した際、その原因が長時間労働や職場のパワーハラスメントによる

ものだと考え、労災請求をしたいと会社に相談する従業員が増加しています。実際、どのくら

いの件数の請求があり、労災の認定がされているのか、厚生労働省が発表した平成30年度の労

災補償状況に関する集計結果を見てみましょう。

1.精神障害の労災補償状況 2.精神障害発症の理由

平成30年度の精神障害に関する労災請求件

数は1,820件となり、前年の1,732件から88件

増加し、過去 多となりました（下図参照）。

支給決定件数は465件で、認定率は31.8％

となっています。認定率は過去5年間の中で

低となっていますが、それでも申請の3件

に1件の割合で労災として認定されているこ

とが分かります。

精神障害の集計では、精神障害を発症した

理由と考えられる支給決定事案における具体

的な出来事別の分類がされていますが、上位

項目は次のとおりとなっています（「特別な

出来事」を除く）。

第1位に、「仕事内容・仕事量の（大き

な）変化を生じさせる出来事があった」と

「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を

受けた」があることを考えると、企業は、異

動により仕事の内容が変わったり、同僚の退

職等で業務量が増えたりする等、大きな変化

があるときには過重な負担となっていないか

面談を行ったり、管理職や一般職向けにパ

ワーハラスメントに関する研修を定期的に実

施する等、必要な措置をとることが重要とな

ります。

順位 具体的な出来事 件数

1 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を生じさせ
る出来事があった

69件

1 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた 69件
3 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 56件
4 1ヶ⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った 45件
5 （重度の）病気やケガをした 36件
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